
当社は事業活動の基盤として、法規制の遵守はもとより、健全で透明性の高い組織体制の構築と企業運営を推進しています。

当社は、株主をはじめ、地域社会、取引先、社員といった多様な

ステークホルダーの視点に立って、中長期的観点で経営を監視・

監督していくというコーポレート・ガバナンスの強化が、企業の

持続的成長を可能にし、企業価値の最大化をもたらすための最

重要課題と位置付け、経営の機構改革に取り組んでいます。

当社の取締役は8名であり、このうち4名は社外取締役です。取

締役会は、月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時に開催

し、法令、定款等で定められた事項や、経営に関する重要事項を

決定するとともに、取締役の業務執行の状況を監視しています。

2015年度は、取締役会を14回開催しました。

取締役会の実効性評価については、毎年1回、全取締役及び監

査役にて自己評価を実施しており、原則として、以下の視点に基

づいて行っています。2016年3月期における取締役会について

は、十分な実効性が確保されていると評価しました。

1.取締役会による経営の戦略的な方向付け

2.適切な役員構成

3.取締役会による経営の監督

4.取締役会における充実した議論の確保

また、社外取締役のうち2名は、当社グループ及び主要株主との

間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそ

れのない独立性のある社外取締役を選任し、東京証券取引所の

定めに基づき独立役員として届け出ています。

当社が社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高

い見識と豊富な経験をもとに客観的な見地から経営上の助言を

得ることです。

監査役4名（うち社外監査役2名）による監査役会を定期的に開

催し、監査計画に基づく監査の実施状況や経営情報について意

見交換を行っています。

監査役は、取締役会をはじめ、経営会議やその他の社内の重要

会議に出席する他、代表取締役社長との間で月１回会合を持ち、

会社として対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監

査上の重要課題等について意見交換するとともに、取締役及び

社員から業務執行について、直接聴取を行っています。

また、監査部は内部監査を通じて業務の改善に向けた具体的な

助言・勧告を行うとともに、内部統制の整備、運用に関する助言

及び運用状況の評価を行っています。

役員報酬については、取締役会の任意の諮問機関として、過半

数が社外取締役で構成される報酬委員会を設置し、報酬に関す

る方針・水準・制度について審議しています。報酬は、「監督報

酬」「執行報酬」「監査報酬」から構成されており、執行報酬につ

いては、短期・中長期の経営目標に対する取締役のコミットメント

を促すべく、変動部分を含む報酬としています。
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企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに
社外の客観的見地から当社に対する経営上の助言を得
ること等を目的として当社から要請し、招聘したもので
あります。
当社及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一
般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から
当社経営に資することができると判断されるため、独立
役員に指定しております。

板谷 正德

企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに
社外の客観的見地から当社に対する経営上の助言を得
ること等を目的として当社から要請し、招聘したもので
あります。
当社及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一
般株主、各種ステークホルダーの利益保護の観点から当
社経営に資することができると判断されるため、独立役
員に指定しております。

青木 克寿

企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに
社外の客観的見地から当社に対する経営上の助言を得
ること等を目的として当社から要請し、招聘したもので
あります。

諏訪原 浩二

企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに
社外の客観的見地から当社に対する経営上の助言を得
ること等を目的として当社から要請し、招聘したもので
あります。

船津 義和
長年にわたり経理部門の業務に従事しており、経理に関
する専門的見地から監査体制強化に助言を得ること等
を目的として当社から要請し、招聘したものであります。

松本 康子

長年にわたり経営企画部門の業務に従事しており、経
営に関する専門的見地から監査体制強化に助言を得る
こと等を目的として当社から要請し、招聘したものであ
ります。
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当社は企業理念に沿って、事業活動そのものが豊かな社会

の実現につながることを目指しています。一人ひとりが「行

動規範」「7つの価値観」を常に心にとどめながら活動し、活

動の際に指針となるのが「CSR行動指針」です。これにより

グループビジョンを実現し、事業継続・サステナビリティの観

点から、「事業活動そのものが社会貢献となる経営」、すな

わち「ＣＳＶ経営」を目指します。

当社はCSR活動にあたって、お客様や株主・投資家、地域

社会等、当社を取り巻く様々なステークホルダーとの対話

を重視しており、各ステークホルダーと日常的な対話の機

会を設けています。これらの対話から得られたステークホ

ルダーのご期待やご意見、ご要望にしっかりと耳を傾け、自

らの事業や経営に的確に反映していくことで、企業価値の

向上や競争力の強化に努めています。また、これらの結果

を適宜フィードバックしていくことで、ステークホルダーと

の信頼関係の構築につなげています。

当社では、代表取締役社長を委員長、全執行役員を構成員

とする「ＣＳＲ経営推進委員会」を設置し、ＣＳＲに関する注

力課題や主要施策等について定期的に議論しています。

2015年度は、情報セキュリティ対策についての議論やマテ

リアリティ特定検討等をテーマに計3回開催しました。今年

度は、ステークホルダーとの対話やISO14001新規格移

行等について重点的に議論を進める計画です。

当社グループでは、「NECキャピタルソリューショングループ行

動規範」を策定し、当社グループ各社の役員及び社員が、日常の

あらゆる事業活動において関係法令の遵守徹底と、社会倫理に

適合した行動をとることを明言しています。

また、これを確実に実行していくため、当社グループ各社の役員

及び社員を対象としたコンプライアンス教育を実施するととも

に、社内報等により、コンプライアンスに関する啓発と情報発信

を実施しています。

コンプライアンスの推進体制としては、四半期ごとに開催される

内部統制委員会において、グループ全社の取り組みを横断的に

統括しています。

また、日常的なコンプライアンス監査として、監査部が法令、定

款、諸規程等の遵守状況に関する内部監査を行っています。 「NECキャピタルソリューショングループ行動規範」によって、当

社グループ各社の役員及び社員の企業倫理、コンプライアンス

意識向上を常に図っています。

当社は、社会の秩序や安全を脅かす暴力団等の反社会的勢力を

社会から排除していくことが社会共通の重要課題であることを認

識し、社会的責任のある企業として、以下の通り反社会的勢力に

対する基本方針を定めるとともに、この方針を実現するための体

制を整備しています。

反社会的勢力に対する基本方針

1.反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

2.不法・不当な要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行いませ
ん。また、必要に応じ法的対応を行います。

3.反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織的か
つ法的に対応します。

行動規範における基本姿勢

1.私たちは、あらゆる企業活動の場面において、関係法令及びこの規
範をはじめとする社内規程を常に遵守し、すべての企業活動が正
常な商習慣と社会倫理に適合したものとなるよう努めます。

2.私たちは、あらゆる企業活動の場面において、すべての人の基本
的人権を尊重します。また、人種、信条、性別、年齢、社会的身分、
門地、国籍、民族、宗教または障害の有無等の理由による差別や
個人の尊厳を傷つける行為を行いません。

3.私たちは、お客様、取引先、従業員等の個人のプライバシーを尊
重します。

4.私たちは、NECキャピタルソリューショングループと利害関係をも
つすべての者との間で公平・公正かつ透明な関係を維持し、公正
な取引を行います。 

5.私たちは、NECキャピタルソリューショングループの正当な利益に
反して、自分や第三者の利益をはかるような行為を行いません。

6.私たちは、NECキャピタルソリューショングループの信用、名誉を
毀損するような行為を一切行いません。 

7.私たちは、内部統制が有効に機能する体制を整備し、運用します。 

8.私たちは、財務・会計関係をはじめとするすべての記録を正確か
つ公正に行う等、関係法令及び社内規程に従って、適正に業務を
遂行し、不正な会計処理及びNECキャピタルソリューショング
ループに損害を生じさせる行為等を決して行いません。

9.私たちは、常に社会人としての自覚を持ち、高い道徳観、倫理観
に基づき社会的良識に従って行動します。

内部通報の流れ（ヘルプライン）

利用できる人（通報者）
当社グループの役員、社員、派遣社員

※ 報復確認：
調査結果の報告から１ヵ月後、通報者に対し、通報内容に絡んで何らかの不利益
取り扱いがなかったか確認を行う。

当社 監査部

当社グループヘルプライン（社外通報窓口）

当社グループヘルプライン（社外通報窓口）

通報者本人

実名でE-MAIL

匿名で連絡

調査結果を報告

報復確認※報告

調査

企業
理念

グループ
ビジョン

CSR行動指針

行動規範
企業市民としてのルール

7つの価値観
全員で共有する価値基準

お客様

社員

株主・投資家

セミナー・勉強会の開催等

全社員と社長との対話会、職場環境に関するアンケート等

会社説明会、株主総会開催、アンケート等

みなと環境にやさしい事業者会議（mecc）、
各地域イベントへの参加等

ＮＥＣグループ会社との交流内部監査等

主な対話の方法

地域社会

環境

当社 ステーク
ホルダー

対話

考え方や活動の報告

意見・要望

取締役会

社長
CSR 経営推進委員会
（環境経営委員会）

経営会議
PDCA会議
衛生委員会
内部統制委員会
リスクマネジメント委員会
ALM委員会
従業員連絡協議会

報告・
トップダウン 推進・モニタリング

・・・

人事総務部

コミュニケーション部

法務部

経営企画部

理念体系

ステークホルダーとの対話

CSR推進体制

Governance 企業統治

CSRマネジメント
コンプライアンスの考え方と推進体制

不正行為に気付いた社員が、匿名で通報できる内部通報窓口を

設けています。また、通報者に対して、不利益な処分等が行われ

ないような措置を講じています。

■ 内部通報制度

■ 行動規範

■ 反社会的勢力排除の基本的な考え方
http://www.necap.co.jp/company/csr/
sustainability/index.html詳しくはこちら
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当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、

代表取締役社長の指導のもと、取締役及び社員が一丸となって

実行するものとし、不断の見直しによってその改善を図ることで、

適法かつ効率的な企業体制を整備しています。

当社の考えるリスクマネジメントの目的とは、企業の存続性の確

保とステークホルダーにとっての企業価値の向上です。

一定のリスクを引受けることは当社のビジネスには必要ですが、

リスクの顕在化により、会計上の損失ばかりでなく、補償や賠

償等の発生、信用の失墜の結果、その後の企業経営に大きな

影響を及ぼす場合があります。

当社はリスク許容力を勘案しながらリスクテイキングをコントロー

ルすることを通して、リスクマネジメントを実践し、ステークホル

ダーとの信頼関係を高めていきます。

当社の情報システムならびに当社が独自に所有する情報、及

び当社のお客様、取引先等から提供を受けた情報等について

適切なセキュリティ対策を講じることにより、正常な企業活動及

び組織運営を維持し、お客様、取引先等からの信頼を得ること

を目的として、情報セキュリティに関する基本方針を以下の通

り定めます。

2006年に情報セキュリティマネジメントシ

ステムの国際規格であるISO27001の認

証を取得しています。ISO27001は、組織

が保有する情報に関わる様々なリスクを適

切に管理し、組織の価値向上をもたらす

ISMSの国際規格です。

お客様の個人情報を適切に保護するため、「個人情報保護ポリ

シー」を制定し、このポリシーに従い情報を取り扱っています。

2015年度は、次の施策等を通して、情報セキュリティレベルの

向上に努めました。

● BCP/DR対策を更に推進するため、FISC安全対策基準（設
備基準）に準拠した、安全・安心な最新のデータセンターへ移
転完了

● USBメモリー/CD等の電子記録媒体への書込み禁止等、情報
漏洩に繋がる大容量データの持出を物理的に制限

● 役員及び社員に年2回の情報セキュリティ教育を実施し啓発活
動を推進

● 中途入社者、及び派遣社員に対し、入社当日に情報セキュリ
ティ教育を実施

代表取締役社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社

グループ全社での内部統制システムの構築、推進、維持、強化

に関する方針の協議、内部監査の強化、規程類や諸制度の整

備・改善、各種研修の実施等を積極的に推進し、コンプライアン

スの徹底及び効率的な職務執行の推進を目指しています。ま

た、金融商品取引法に基づく「財務報告の信頼性確保」の観点

からも体制の維持・改善を図り、財務報告の信頼性・適正性の確

保に努めています。

当社では、経営に関わるリスク特性を認識し、適切に管理するこ

とで、経営の健全性と効率性を確保するよう努めています。具体

的には、不測の事態発生時のリスクを回避、極小化するため、リ

スクを想定・分類した形でリスク管理規程を整備するとともに、代

表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置

し、リスク全般の把握、対応策の協議及びリスク発生時の迅速か

つ適切な情報伝達、指揮命令の徹底等を行う危機管理体制を整

備しています。

リスクマネジメント委員会では定量的なアプローチでのリスクマ

ネジメントも実施しており、信用リスク・金利リスク等各種リスクを

統一的な尺度で測り、計測された各種リスク量を合算して、経営

体力と対比し、その結果から、バランスシートの健全性が維持さ

れていることの確認を行っています。

また、全社的なリスク管理統括部署として統合リスク管理部を設

置し、連結レベルでのリスクの把握及びリスク管理活動の推進を

行っております。

■リスク管理体制

当社は東日本大震災を契機に、経営の最重要課題のひとつとし

てBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）を策定

し、それを運用・向上させる仕組みの強化に取り組んできました。

当社は大規模震災等が発生した場合には、事業継続及び早期

復旧を目指し、次頁の実行指針に基づき業務に取り組みます。

■BCP策定

更に災害等発生時に上記実行指針を達成するため、災害対応本

部を設置して一次対応及び早期復旧を実行、事業継続活動が必

要となる場合には代表取締役社長を本部長とする緊急事態対策

本部を設置し、事業継続計画に沿って事業継続活動を実行して

いきます。

また、緊急時対応要領にて、各対策本部メンバーの具体的実施事

項を定め、上記実行指針に基づいて活動できるよう準備していま

す。更に、メンバー選任時には、BCPの取り組みや各自の役割等

を周知する他、優先継続業務選定及び遂行要員選任を行い、緊

急時における事業継続能力の確保を図っています。

当社グループ各社の役員及び社員一人ひとりが、すべての企業

活動の根本であるコンプライアンスの必要性や重要性について

理解し、「ＮＥＣキャピタルソリューショングループ行動規範」の各

規程に従って、適切に業務を遂行していくために、毎年コンプラ

イアンス教育を実施しています。具体的には、年１回Ｗｅｂ研修を

実施する他、社外講師による集合セミナーとして「インサイダー

取引防止」といった個別テーマを設定して実施しています。

■コンプライアンス教育

情報セキュリティ基本方針

1.当社は、情報セキュリティ管理体制を確立し、情報資産の適切な
管理に努めます。

2.当社は、情報セキュリティに関する社内規程を整備、実施します。

3.当社は、情報セキュリティの確保に必要な教育を適宜実施します。

4.当社は、適切な人的・組織的・技術的施策を講じ、情報システムお
よび情報資産に対する不正侵入、情報漏えい、改ざん、紛失・盗
難、破壊、利用妨害等が発生しないよう努めます。

5.当社は、万一情報セキュリティ上の問題が発生した場合には、すみや
かにその原因を究明し、その被害を最小限に止めるよう努めます。

6.当社は、情報セキュリティに関係する法令、その他の社会的規範
を遵守します。

7.当社は、前各号の活動を継続的に見直し、改善に努めます。

情報セキュリティ管理体制図

推進組織
（法務部、人事総務部、
情報システム部）

監査部
内部監査責任者
内部監査人

経営者

情報セキュリティ責任者

全拠点

2015年度実績

研修名

コンプライアンス研修（Web）

インサイダー取引防止セミナー

貸金業従事者研修（Web）

貸金業法講習

735名

約200名

228名

228名

グループ社員全員

グループ社員

当社社員

グループ社員

受講者数 対象

内部統制システム

リスクマネジメントにおける考え方

情報セキュリティの考え方

■内部統制委員会の設置

■ISO27001認証取得

■個人情報保護への取り組み

■情報セキュリティ施策

目的 実行指針

社員の
安全確保

社員の安全確保を最優先とし、安否状況の確認及び対応策
を実施する。また、二次災害の防止に努める。

取引先の
信頼確保

業務継続に必要な体制を整備し、災害発生後速やかに復旧
活動を行い、取引先への影響を最小限にとどめる。

社員の
雇用維持

災害発生後、速やかに復旧対応を行い、事業を継続し、事業
規模を維持する。

Governance 企業統治

サステナビリティ
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