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コーポレートガバナンス18.

NISSHA 株式会社は創業以来、経営者の強いリーダーシップのもと、経営環境の変化に的確に対応
した戦略を実践してきました。当社はこのリーダーシップとともにコーポレートガバナンスを強化す
ることにより、迅速かつ果断な意思決定が促進され、同時に経営の透明性、公正性を確保することが
できると考えています。

このような認識のもと、コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと位置付けて、その維持・
向上に取り組み、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めています。また当社グループのコー
ポレートガバナンスに関する基本的な考え方および取り組み方針を明確にするために、「コーポレー
トガバナンス基本方針」を制定しています。

＊ 詳細はこちらをご覧ください。 

　NISSHA について＞ コーポレートガバナンス 

　コーポレートガバナンス基本方針（PDF） 

　コーポレート・ガバナンス報告書（PDF）

当社は下図に示すコーポレートガバナンス体制を構築しています（2022年6月1日現在）。

基本的な考え方18-1 NISSHA のコーポレートガバナンス体制18-2
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当社は、取締役会において重要な経営判断と取締役の業務執行
の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役会から
独立した監査役および監査役会により、監視・牽制機能の実効性
の維持・向上に努めています。また、執行役員制度を採用し、取
締役会が戦略策定・経営監視を担う一方、執行役員が業務執行を
担うことで、迅速な意思決定と実行において権限・責任の明確化
を図っています。

業務執行を適切かつ効率的に行うため、以下の会議体を設置し
て、代表取締役社長が主催しています。

経営会議  

社内取締役を中心メンバーとして構成し、代表取締役社長の権
限の範囲で経営の重要事項の方向性にかかわる審議をしていま
す。

投資委員会  

重要性の高い投資案件について、取締役会への付議に先立ち、
投資案件の戦略的合理性や投資回収計画の妥当性を議論すると
ともに、投資実行後のモニタリング等を通じて、投資判断の規
律を担保することを目的としています。

ビジネスレビュー  

事業戦略の進捗を KPI に基づいて確認し、短期的に取るべきア
クションを検討する月次および四半期ごとの会議であり、執行
役員による業務執行を監視するとともに、経営環境の変化に迅
速に対応することを目的としています。

また、経営監視機能を高め、業務執行が法令および定款に適合
することを確保し、リスクを管理するため、以下の会議体および
組織を設置しています。

サステナビリティ委員会  

代表取締役社長が委員長、取締役常務執行役員（サステナビリ

当社の取締役会は、12 人以内の適切な人数で構成しています。
取締役の選任にあたっては、当社の取締役会に必要なスキルのバ
ランス、多様性を考慮しています。また、社外取締役は、取締役
会の 3 分の 1 以上とし、会社法に定める社外取締役の要件だけで
なく、取締役会が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満
たす者としています。

万が一、取締役が会社の信用や名誉を傷つけた場合、著しく企
業価値を毀損した場合、または職務を適切に遂行することが困難
と認められる事由が生じた場合は、正当な理由が認められること
を確認した上で、取締役会は当該取締役を解任提案の対象としま
す。また、事業年度ごとの経営責任を明確化するために、取締役
の任期は 1年としています。

株主総会に付議する取締役の選解任の議案は、上記の方針を踏
まえ、指名・報酬委員会の答申を受けた上で、取締役会が決定し
ています。

＊ 詳細はこちらをご覧ください。 

　NISSHA について＞ コーポレートガバナンス 

　社外役員の独立性に関する基準（PDF）

取締役・取締役会18-3

■ 取締役の選解任に関する方針と手続

ティ担当）が副委員長を担当しています。サステナビリティ委
員会は、サステナビリティビジョンのもとに、当社グループが
長期的に存続・成長するための事業機会・経営基盤および事業
の継続性を阻害するリスク、ガバナンスのそれぞれのテーマに
関連する事業組織や部門および ESGタスクフォースで構成され、
連携し活動しています。ESG タスクフォースは、環境、社会、
ガバナンスの観点から特に重要と考えられるテーマについて設
置し、当社におけるそれぞれの活動を加速させる役割を担って
います。

リスク管理・コンプライアンス委員会  

取締役専務執行役員（法務担当）が委員長、上席執行役員（最
高サプライチェーン責任者（CSCO））が副委員長を担当してい
ます。リスク管理・コンプライアンス委員会は、当社グループ
の事業運営を阻害するリスクを統合的に把握・評価、重要なリ
スクの選定・見直し、モニタリングして、リスクの回避・低減
を行っています。

開示統制委員会  

代表取締役社長を委員長とし、会社情報の適時開示の必要性お
よび開示内容を審議しています。

内部監査室  

代表取締役社長の直轄部門として、当社グループの内部統制シ
ステムを監査し、その整備・運用状況を分析・評価し、その改
善を提言し充実させています。
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ガバナンス

国際性
当社はグローバルに事業展開をしており、当社取締役は海外でのマネジメント経験や事業経験、

グローバルな経営環境を認識し、精通していることが必要

企業経営・経営戦略／事業開発・事業戦略・M&A 

営業・マーケティング／生産・品質・技術・研究開発

取締役会で成長戦略を実効的に議論するためには、左記のそれぞれの分野での実務経験や知見を

持つ取締役が必要

重点市場での経験・知見

取締役会で成長戦略を実効的に議論するためには、第7次中期経営計画（2021年度～2023年度）

で定める重点市場（医療機器、モビリティ、サステナブル資材、IT）での実務経験や知見を持つ取締

役が必要

財務・ファイナンス／人事戦略 

法務・リスクマネジメント

取締役会が、会社の重要な経営判断とその業務執行の監督において高い実効性を発揮するために

は、あらゆる判断の土台となる左記のそれぞれの分野での実務経験や知見を持つ取締役が必要

必要な分野についての考え方

スキルマトリックス

在任期間 世代 性別
独立性
（社外）

他社での 
勤務

 （社内）

特に専門性が発揮できる分野

国際性
企業経営・ 
経営戦略

事業開発・事業
戦略・M&A

営業・ 
マーケティング

生産・品質・ 
技術・研究開発

重点市場での
経験・知見

財務・ 
ファイナンス

人事戦略
法務・リスク 
マネジメント

鈴木 順也 22年 9カ月 50代 男性 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

井ノ上 大輔 4年 50代 男性 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

渡邉 亘 4年 50代 男性 ― 〇 〇 〇 〇 〇 〇

西本 裕 1年 50代 男性 ― 〇 〇 〇

礒 尚 1年 50代 男性 ― 〇 〇 〇 〇

大杉 和人 5年 9カ月 60代 男性 〇 ― 〇 〇 〇

アスリ・チョルパン 3年 40代 女性 〇 ― 〇 〇 〇

松木 和道 3年 70代 男性 〇 ― 〇 〇 〇 〇

竹内 寿一 ― 60代 男性 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇

※在任期間・世代は2022年3月23日定時株主総会の終結時　※上記はそれぞれの取締役の経験などを踏まえて、特に専門性が発揮できる分野を記載しており、それぞれの取締役が有するすべての経験・知見・能力を表すものではありません。

当社は取締役会が会社の重要な経営判断とその業務執行の監督
において高い実効性を発揮するため、取締役会全体として、当社
の経営戦略を踏まえた必要な分野の経験・知見・能力が最適にか
つ偏りなく分布していることが重要だと考えています。また、そ
の分野は事業環境の変化とともに変わっていきます。

現在当社は、2030 年のあるべき姿をサステナビリティビジョ
ン（長期ビジョン）として示しています。あわせて、それを起点
にバックキャストして中期ビジョンを定め、そこに至るための戦
略を 3 カ年の中期経営計画として策定しています。当社がそれら
を達成していくために、当社取締役会には下記の分野の経験・知
見・能力が特に重要と考えています。

必要な分野についての考え方およびスキルマトリックスは以下
の通りです。

■ 取締役に必要なスキルとダイバーシティ
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ガバナンス

当社は、代表取締役社長が取締役会議長を務め、毎月 1 回定例
取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。

当社は、経営判断の機動性および専門性を確保するため、株主
総会の決議事項である剰余金の配当や自己株式の取得などについ
て、取締役会においても決定できる体制としています。

取締役会は、法令および定款の規定により取締役会の決議を要す
る事項、および経営上の重要事項について取締役会規程に従い意
思決定するとともに、取締役および執行役員の業務執行を監督し
ています。

また、当社は、取締役、監査役、執行役員およびその近親者な
どの関連当事者と当社との間の取引について、重要な事実がある
場合には、取締役会の決議事項とし、当該取引の妥当性について
十分に審議した上で意思決定を行います。また、当社が取締役と
の間で法令の定める利益相反取引を行うにあたっては、必ず取締
役会の承認を得ています。

当社の取締役会は、活発かつ実質的に議論を行っています。社
外取締役はそれぞれの深い見識から的確な指摘や意見を述べ、社
外取締役の選任が経営の透明性の向上と取締役会の監督機能の強
化につながっています。

議論の質的向上のため、当社は、取締役会の議案および関係資
料は事前に送付し、加えて、社外取締役および社外監査役には重
要議題を中心に事前説明しています。また、議論を尽くすため、
中期経営計画や一定規模以上の企業買収などの重要議題は、決議
事項の上程前に報告事項として審議しています。一方、各議案の

2016 年 4 月より、当社の取締役会は、年 1 回、前年度の取締
役会の構成や運営などについて分析・評価を行うことで、コーポ
レートガバナンスの実効性を高めるための継続的な改善に取り組
んでいます。

2021 年度に開催された取締役会については、2022 年 1 月か
ら 2 月に「取締役会の実効性評価に関するアンケート」およびそ
の分析・評価を行い、結果の概要は、2022 年 3 月に東京証券取
引所に提出した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に
て開示しています。

＊ 詳細はこちらをご覧ください。 

　NISSHA について＞ コーポレートガバナンス 

　2021年度当社の取締役会の実効性に関する評価結果の概要（PDF）

■ 取締役会の役割

■ 審議充実の取り組み

■ 取締役会の実効性評価

重要度に応じて、説明や審議の時間を割り当てることで、メリハ
リのある運営を目指しています。

また、取締役会のモニタリング機能をさらに向上させるために、
一定規模以上の企業買収や子会社・合弁会社の設立などについて
は、その状況を定期的に取締役会で報告し、確認しています。

取締役会事務局は、取締役および監査役の出席を確保するため、
あらかじめ年間の取締役会開催スケジュールを定めて、取締役お
よび監査役に通知しています。
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選任の理由および2021年度取締役会への出席状況

氏名 選任の理由 取締役会への
出席状況

鈴木 順也

鈴木順也氏は、代表取締役社長 兼 最高経営責任者として経営の重要事項の決定および業

務執行の監督等の役割を適切に果たしています。また、2007年に代表取締役社長に就任

以来、中長期的な視点で経営にコミットし、当社グループのMissionの実現に向けて強い

リーダーシップと決断力を発揮してきました。今後も当社の成長戦略を実行し、また業

務執行を監督するために適切な人材と判断し、取締役として選任しています。

100%

（17/17回）

井ノ上 大輔

井ノ上大輔氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を

適切に果たしています。また、専務執行役員、ディバイス事業部長として事業経営を担い、

マーケティングに基づく新規受注の戦略の確立、実行に取り組むとともに、人事・総務・

法務の担当役員として当社グループ全体の視点からリーダーシップを発揮しています。今

後も当社の成長戦略を実行し、また業務執行を監督するために適切な人材と判断し、取

締役として選任しています。

100%

（17/17回）

渡邉 亘

渡邉亘氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切

に果たしています。常務執行役員 兼 最高戦略責任者および経営企画部長として中期経営

計画を推進し実効性を検証するとともに、事業開発室長として新事業の創出を通じて、

当社の事業ポートフォリオの組み換えの加速、業績の拡大にリーダーシップを発揮して

います。今後も当社の成長戦略を実行し、また業務執行を監督するために適切な人材と

判断し、取締役として選任しています。

100%

（17/17回）

西本 裕

西本裕氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切

に果たしています。常務執行役員 兼 最高品質・生産責任者として、当社グループ全体の

視点から総合品質保証の体制の確立や事業戦略に則った生産能力の最適な配備の設計・

実行においてリーダーシップを発揮しています。今後も当社の成長戦略を実行し、また

業務執行を監督するために適切な人材と判断し、取締役として選任しています。

100%

（13/13回）

※取締役就任後

礒 尚

礒尚氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に

果たしています。常務執行役員、産業資材事業部長として、産業資材事業部のグローバ

ル連結での事業経営を担い、マーケティングに基づく新規受注の戦略の確立、実行にお

いてリーダーシップを発揮しています。今後も当社の成長戦略を実行し、また業務執行

を監督するために適切な人材と判断し、取締役として選任しています。

100%

（13/13回）

※取締役就任後

氏名 選任の理由 取締役会への
出席状況

大杉 和人

大杉和人氏は、長年にわたり日本銀行において培ってきた金融経済全般にわたる高い見

識、当社および他社の社外取締役などとして企業経営に関与することで培った幅広い経

験を活かし、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、当社の業務執行の監督等

の役割を適切に果たしていただいています。今後も独立した立場で、当社の経営全般に

的確な助言と経営監督機能の強化に努めていただくことを期待し、社外取締役として選

任しています。

100%

（17/17回）

アスリ・

チョルパン

アスリ・チョルパン氏は、経営戦略や企業統治を主たる研究領域とし、グローバルな視

野や卓越した専門性により当社および他社の社外取締役、他社の社外監査役として企業

経営に関与することで培った幅広い経験や見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘

や意見をいただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいていま

す。今後も独立した立場で、当社の経営全般に的確な助言と経営監督機能の強化に努め

ていただくことを期待し、社外取締役として選任しています。

100%

（17/17回）

松木 和道

松木和道氏は、グローバルにビジネスを展開する企業において法務およびコンプライア

ンスの要職を務めるとともに、メーカーでの企業経営に携わり、積極的かつ幅広い事業

展開の経験とそのガバナンスに関する高い見識を活かし、当社の経営全般に有益な指摘

や意見をいただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいていま

す。今後も独立した立場で、当社の経営全般に的確な助言と経営監督機能の強化に努め

ていただくことを期待し、社外取締役として選任しています。

100%

（17/17回）

竹内 寿一

竹内寿一氏は、当社が重点市場と定める医療機器市場において豊富な経験と高い知見を

有しています。長年医療機器メーカーにおいて、グローバル戦略を主導し、海外現地法

人では責任者を務めるなど、経営戦略、アライアンス、販売・マーケティングなどに従

事してきました。今後は独立した立場から、当社の経営全般に的確な助言と経営監督機

能の強化に努めていただくことを期待し、社外取締役として選任しています。

2022年度に選任
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ガバナンス

当社は、取締役の選解任および監査役の選任ならびに取締役の
処遇の客観性と公正性を確保し、社外取締役の知見を取り入れる
ため、取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置し、
運用しています。また、同委員会は、社外取締役が委員の過半数
を占めかつ委員長を務めています。

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて、下記を審議して、
取締役会に答申しています。

（1）取締役の選任・解任および監査役の選任に関する基準
（2）取締役および監査役の候補者案、取締役の解任提案
（3）代表取締役、役付取締役および最高経営責任者の選定・解職

提案
（4）代表取締役等の後継者計画に関する事項
（5）取締役の報酬に関する基本方針
（6）取締役の報酬

（1）社外委員4人 

大杉和人（委員長、社外取締役） 

アスリ・チョルパン（社外取締役） 

松木和道（社外取締役） 

竹内寿一（社外取締役）

2021年度は、指名・報酬委員会を 5回開催し、委員全員は開催
した 5回の委員会すべてに出席しました。

当社の監査役会は、4 人以内の適切な人数で構成しています。

社内監査役は、監査に必要となる豊富な経験を有する者を選任
しています。また社外監査役は、法務ならびに財務および会計に
関する専門的知見を重視し、弁護士および公認会計士を選任する
とともに、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、取締役
会が定める「社外役員の独立性に関する基準」を満たす者として
います。

株主総会に付議する監査役選任議案は、上記の方針を踏まえ、
指名・報酬委員会の答申を受け、監査役会の同意を得た上で、取
締役会が決定しています。

現在、当社の監査役 4 人のうち、2 人は常勤の社内監査役、他

2 人は社外監査役です。社外監査役 2 人全員は、証券取引所の定
める独立性の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれ
がないと判断し、独立役員に指定しています。

監査役および監査役会は、法令および定款、諸規程などにより、
取締役および執行役員の業務執行の監査、会計監査人の選解任や
監査報酬に係る権限の行使などにおいて、独立した客観的な立場
から適切な判断を行っています。また、社外監査役は、弁護士お
よび公認会計士としての高度な専門性を活かして、当社のコーポ
レートガバナンス体制の維持・向上に寄与しています。

監査役会は、監査役の職責と監査体制のあり方、監査にあたって
の評価基準および行動の指針を示す監査基準を定めた上で、これ
に準拠した監査方針および当社グループ年間の監査計画を策定し
ています。

監査役はこれらに従い、取締役会その他の重要会議への出席、
稟議書その他の重要書類の閲覧、主要な事業所・関係会社への往
査、代表取締役社長・取締役・事業部長との定期的な意見交換会
を行っています。また、監査の実効性を高めるため、会計監査人、
内部監査室や、財務部・法務部などのコーポレート部門と定期的
な会合を行い緊密に連携しています。

常勤監査役は、国内 NISSHA グループの監査役とグループ監査
役会を定期的に開催し、それぞれの監査役間で情報共有や意見交
換をするともに、合同で往査を実施するなど当社グループ各社に
おける監査の充実・強化を図っています。

指名・報酬委員会18-4

監査役および監査役会18-5

■ 目的

■ 委員の構成（2022年4月1日現在）

■ 役割

■ 2021年度指名・報酬委員会の開催・出席状況

■ 監査役の選任に関する方針と手続

■ 監査役および監査役会の役割（2）社内委員2人 

鈴木順也（代表取締役社長）、渡邉亘（取締役常務執行役員）
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ガバナンス

当社は、取締役および監査役の報酬制度について、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価
値の向上につながるように、また業務執行・経営監督の役割に応じて、それらが適切に発揮されるよう
に定めています。とりわけ業務執行を担う取締役の報酬は、株主のみなさまとの価値共有を促進し、企
業業績と企業価値の向上に資する体系であることを基本方針としています。

決定方針の決定方法

当社は、2021年 2月 19日開催の取締役会において、決定方針を決議しました。当該取締役会の決
議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けています。

決定方針の内容の概要

当社は、取締役の報酬制度について、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につ
ながるように、またそれぞれの役割が適切に発揮されるように定めています。

業務執行を担う取締役の報酬は、株主のみなさまとの価値共有を促進し、企業業績と企業価値の向上
に資する体系であることを基本方針とし、固定報酬である基本報酬（金銭報酬）、短期の業績連動報酬
である賞与（金銭報酬）、中長期の業績連動報酬である株式報酬等で構成しています。基本報酬（金銭
報酬）は月額の固定報酬とし、それぞれが担当する役割の大きさとその地位に基づき決定しています。
短期の業績連動報酬である賞与（金銭報酬）は、毎年度の業績目標の達成と適切なマネジメントを促す
インセンティブとして機能するよう、連結売上高、連結営業利益等の期間損益を指標とし、その目標達
成度を評価して金額を決定し、毎年一定の時期に支給しています。中長期の業績連動報酬（非金銭報酬等）
である株式報酬等は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献意識を促すイ
ンセンティブとして機能するよう設計し、具体的には、株式給付信託（BBT＝ Board Benefit Trust）を
用いています。同制度においては、当社が中期経営計画の期間である 3年間を対象に、役位、毎年度の
連結業績目標および中期業績目標の達成度に応じてポイントを付与し、中期経営計画の最終年度ごとの

取締役および監査役の報酬等18-6

■ 取締役および監査役が受ける報酬等の基本方針

■ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）

選任の理由および2021年度取締役会への出席状況

氏名 選任の理由 取締役会への
出席状況

監査役会への
出席状況

谷口哲也

谷口哲也氏は、総務部門の業務を担当した後、広報・IR・CSRの業
務に携わり、株主・投資家のみなさまにわかりやすく透明性の高い
情報開示に努めてきました。また、当社グループの事業全体に関す
る広範な知見も有しています。こうした豊富な経験と幅広い見識か
ら、当社の業務執行を監査するために適切な人材と判断し、監査役
として選任しています。

100%

（17/17回）
100％

（14/14回）

今井健司

今井健司氏は、長年にわたり当社の産業資材事業・ディバイス事業
の営業・事業戦略に携わり、業績計画や投資計画の策定および実行
を主導するなど、当社グループの事業に精通し、豊富な経験と高い
見識を有しています。こうした経験と見識から、監査役としての職
務を適切に遂行できると判断し、監査役として選任しています

2022年度
に選任

2022年度
に選任

桃尾重明

桃尾重明氏は、弁護士として企業法務に精通するだけでなく、日本
の渉外弁護士の草分けとしてグローバルビジネスや海外企業の買収
などにおける豊富な経験と当社の重点市場の一つである医療機器市
場において高い見識を有し、その専門的な見地から当社の監査を
行っていただいています。また同氏は、これまで当社および他社の
社外監査役として企業経営に関わっています。今後も独立した立場
で、これらの経験や高い見識を当社の監査に反映していただけると
判断し、社外監査役として選任しています。

100%

（17/17回）
100％

（14/14回）

中野雄介

中野雄介氏は、公認会計士として財務、会計および経営管理に関す
る深い知識と企業経営を統治する十分な知見を有し、その専門的見
地から当社の監査を行っていただいています。また同氏は、他社の
社外取締役、当社および他社の社外監査役として企業経営に関わっ
ています。今後も独立した立場で、これらの経験や高い見識を当社
の監査に反映していただけると判断し、社外監査役として選任して
います。

100%

（17/17回）
100％

（14/14回）
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ガバナンス

一定期日に、ポイントに応じて同信託から当社株式と当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を交付
または給付しています。ポイント付与の指標として、毎年度の連結業績目標については、連結売上高お
よび連結営業利益を用いるものとし、中期業績目標については、中期経営計画の主要な経営管理指標で
ある ROEの達成度を用います。

種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種における報酬水準や世間の動向を
踏まえて決定しています。

社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督を行うことから業績連動報酬は支給せ
ず、固定報酬である基本報酬のみで構成し、当該社外取締役の経歴・職責等を勘案して決定しています。

当社は取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員の過半数を占めかつ委員長を務める指名・報酬
委員会を設置しています。取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、あらかじめ定め
られた算定方法に従い、代表取締役社長が報酬額の原案を作成しています。取締役会の諮問を受け、指名・
報酬委員会はその内容を審議した後に取締役会に答申し、取締役会がその答申を受けて決定しています。

2021年度に係る取締役の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

2021年度に係る取締役の個人別の報酬等は、指名・報酬委員会が多角的な観点から審議を行い、取
締役の報酬等の内容および決定プロセスが決定方針に沿うものであることを確認しています。取締役会
は指名・報酬委員会からの答申を尊重し、報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しています。

監査役の報酬は、独立した立場で当社グループ全体の監査の職責を担うことから固定報酬である基本
報酬のみとし、株主総会で決定した報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しています。 現在、当社執行役員は 16人であり、うち 2人は外国人です。

執行役員には、海外駐在や他社での勤務経験を有する者、修士号や博士号の取得者など専門性を有す
る者が含まれています。

当社は経営環境の変化に柔軟に対応するため、執行役員の選任に関してその経験・知見・能力・年齢
などが最適にかつ偏りなく分布していることが重要だと考えています。また、執行役員の任期は 1 年と
しています。

執行役員18-7

■ 執行役員のダイバーシティ（2022年4月1日現在）

■ 監査役の報酬に関する事項

■ 2021年度の実績

役員区分
報酬等の総額

(百万円 )

報酬等の種類別の総額 (百万円 )
対象となる
役員の員数

(名 )

固定報酬 業績連動報酬

基本報酬 賞与 株式報酬等
（非金銭報酬等）

取締役

(社外取締役を除く。)
328 169 113 45 7

監査役

(社外監査役を除く。)
28 28 ― ― 2

社外役員 53 53 ― ― 6
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ガバナンス

内部監査室は、独立性・客観性を維持するために業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の
組織体制をとっています。NISSHA グループのすべての業務を対象として、年次計画に沿って毎年定
期的に監査を行っています。監査後には、対象部門に対して助言や勧告を行うとともに、フォローアッ
プ監査を実施し改善状況を確認しています。監査結果は、代表取締役社長との月次ミーティングで報
告・提言し、特に重要な事項については取締役会に報告します。加えて、3カ月ごとに常勤監査役とミー
ティングを行い、監査役会との相互連携を確保しています。

内部監査室による監査は、金融商品取引法に基づく「内部統制監査」と「テーマ監査」に大別されます。
内部統制監査は、全社統制・決算財務報告・業務プロセス・IT 統制の観点で評価範囲を選定し会計監
査人と合同で実施します。これは当社グループ内の業務活動の有効性・効率性を評価することにより、
その結果としての財務報告の信頼性を保証することを目的としており、当社グループ内の業務活動が
法令を順守しているか、また当社グループの運用する腐敗行為の禁止などを含むリスク管理・コンプ
ライアンス委員会が管理する重要なリスクについて、参照 21-4 リスクアセスメント 社内規程に沿っ
て適正かつ効果的に行われているかを含めて監査します。一方、テーマ監査は、前者でカバーしきれ
ないリスクに対し、期初にトレンド状況に基づくリスク分析を行い、重要度に応じテーマを選定して
監査しています。

2021 年度は、内部統制監査の実施とともに、テーマ監査としては、DX 推進に伴って構築された電
子化業務プロセスの監査を実施したほか、リスク分析により選定した国内および海外の関係会社に対
する経営管理全般に関する監査を実施しました。今後は、新たな事業分野も視野に入れたグローバル
な統制環境の整備状況をモニタリングする予定です。

体制19-1

監査内容19-2

2021年度の取り組み19-3

内部監査室の取り組み19.
NISSHA は、会社法で定める業務の適正を確保するための体制として、取締役会の決議で「内部統
制基本方針」を制定しています。当社はその方針に基づき、社内それぞれの組織における業務が適法・
適正かつ効率的に行われることを確保するための内部統制システムを構築・運用し、企業価値の向上
に努めています。このうち、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムについては、その
評価結果を内部統制報告書として内閣総理大臣へ提出し、株主や投資家のみなさまに開示しています。

内部統制システム20.
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ガバナンス

NISSHAグループは、2022年度に新たにリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しました。委
員会は円滑な事業運営を阻害するおそれのあるさまざまなリスクを把握し、未然の防止や発生時の影
響の最小化と再発防止などリスク低減の活動を推進しています。

また、グローバルベースで当社グループのリスクを一元的に把握し、評価・管理することが重要で
あるとの考えから、リスク管理体制を見直しています。

なお、2021年度までマテリアリティとしてサステナビリティ委員会が管理していた、リスク低減
にかかる項目のうち、「コンプライアンスの推進」「健康経営の推進」「職場の安全衛生」「品質管理の
高度化」「事業活動の継続」「情報資産の保護と活用」は、円滑な事業運営をするうえで重要性の高い
項目として、リスク管理・コンプライアンス委員会が管理しています。

参照 3. NISSHAグループのサステナビリティ

リスク管理・コンプライアンス21.

リスク管理基本方針21-1

NISSHA グループは、継続的な技術の創出と経済・社会価値への展開を通じて、人々の豊かな 生活を実現
するために、NISSHA グループが抱えるリスクの状況を的確に把握した上で、不測の損 失を回避し、適切
にリスクをコントロールすることで、事業の継続と企業価値の向上を図ります。

1.  事業環境を取り巻く多様なリスクに対応するための体制を整備します。 

2. 経営レベルでのリスクマネジメントを推進することにより、組織的な活動を行い、経営資源の保全を
図ります。 

3. リスクに関わる事案が発生した場合は、被害を最小限に留めるとともに、早期の事業復旧と再発防止
に取り組みます。 

4. 社内教育等を通じてリスクに対する認識や対応力の向上を図り、社員一人ひとりが責任を持ち 迅速か
つ適切に行動します。 

5. 本基本方針を含め、リスクマネジメント体制を定期的に見直し、リスクマネジメントが常に有効に働
くよう継続的な改善を行います。

NISSHA 株式会社
代表取締役社長 兼 最高経営責任者

鈴木 順也

制定 2015年7月1日　改訂 2022年1月1日

リスク管理基本方針
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ガバナンス

当社グループは、社員の行動原則である Shared Valuesの一つに Act with Integrity（私たちは、誠実に行動し、
信頼される企業であり続けます）を掲げ、役員および社員一人ひとりが誠実に行動し、信頼される企業で
あり続けることを宣言しています。そのもとに「企業倫理・コンプライアンス行動指針」を定め、すべて
の役員および社員一人ひとりが実践すべき企業倫理とコンプライアンスの基本的な考え方を示しています。

また、当社グループは、企業倫理・コンプライアンス行動指針をより具体化し、社員にわかりやすく
説明するために「企業倫理・コンプライアンス行動マニュアル」を作成し、全社員に配布するとともに、
イントラネットに掲載しています。同マニュアルは、日本語・英語・中国語・ベトナム語版で作成し、
全社一斉研修などを通して、企業倫理・コンプライアンス行動指針とともに、周知徹底を図っています。

企業倫理・コンプライアンス行動指針21-2

1.  私たちは、高い倫理観をもち、誠実で、良識と責任ある行動をします。

2. 私たちは、お客さま、株主、サプライヤー、地域社会、社員などのステークホルダーとの共生に努めます。

3. 私たちは、法や社会ルール、社内規程を順守し、「企業倫理・コンプライアンス行動マニュアル」に沿って
行動します。

4. 「企業倫理・コンプライアンス行動マニュアル」に反する行為や疑わしい行為を発見したら、直ちに上司
またはホットライン相談窓口に通報・相談します。

NISSHA 株式会社 

代表取締役社長 兼 最高経営責任者 

鈴木 順也

制定 2012年４月1日　改訂 2022年1月1日

NISSHA グループは、継続的な技術の創出と経済・社会価値への展開を通じて、人々の豊かな生活を実現す
るために、次の基本原則に基づき行動します。

企業倫理・コンプライアンス行動指針

基本原則

当社は、取締役専務執行役員（法務担当）を委員長、上席執行役員（最高サプライチェーン責任者
（CSCO））を副委員長とするリスク管理・コンプライアンス委員会を設置しています。リスク管理・
コンプライアンス委員会は、原則として年１回総会と四半期ごとに進捗確認会議を開催し、活動状況
を、年 1回取締役会へ報告しています。

リスク管理・コンプライアンス委員会は、当社グループの「全社横断的なリスク」「事業リスク」「財
務リスク」をグローバルベースで一元的に管理しています。このうち、全社横断的なリスクについては、
年１回開催される総会で重要なリスクを選定しています。選定された重要なリスクは、主管部門また
は部会により KPI が設定され、その活動を通じて最小化しています。またその活動状況は、進捗会議
において報告され、委員会は設定した KPI が計画通りに進捗しているかを確認し、PDCA サイクルを

回しています（マテリアリティであるリスク項目は、サステナビリティ委員会が進捗を管理）。

リスク管理体制21-3

事業リスクと財務リスクについては、
事業組織や財務部門の MBR（マンスリー・
ビジネス・レビュー）や投資委員会が管
理しており、年 1 回開催される総会にお
いてその管理状況が報告され、委員会は
その内容を確認しています。

その他、重大なリスク事案が発生した
場合（ホットライン相談窓口への重大な
通報を含む）は、臨時にリスク管理・コ
ンプライアンス委員会を開催しています。
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ガバナンス

1. 公正な事業活動（汚職と賄賂、独占禁止法 / 反競争的
慣行、インサイダー取引等）

2. 労働・人権（差別、ハラスメント、強制労働、職場の
安全衛生等）

3. 人材の確保（採用、人材育成等）

4. 製品・サービスの品質・安全性の確保（品質偽装等）

5. メディカル製品・サービスの品質・安全性の確保（リ
コール、重大クレーム）

6. 知的財産権（知的財産の尊重、保護）

7. サプライチェーンマネジメント（サプライチェーンに
おける不祥事等）

8. 環境保全（気候変動、廃棄物の排出、化学物質の管理等）

9. 貿易管理（輸出入の管理）

10. 情報システム（機密情報・個人情報の漏洩等）

11. 資産管理（会社資産の盗難・損失）

12. 事業継続（天災：地震、台風、洪水等）

13. 事業戦略（競争環境・市場環境の変化）

14. 事業開発（開発遅延、技術の途絶）

15. 生産活動（設計不良、不良品の流出）

16. 財務（資金計画の失敗、為替変動）

※（　　）内はリスクの例

当社は、当社グループ全体を対象にリスクアセスメントを行い、
「事業活動の視点」と「全社的な視点」からリスクを選定してい
ます。事業活動の視点では、関係する部門や部会にヒアリング
し、リスクの発生頻度と発生した場合の影響度で評価の上、リス
クの発現を抑制するための統制活動の状況を加味して評価してい
ます。そのうえで、事業活動の視点で選定したリスクと経営戦略
との整合を図るために全社的な視点から評価し、「重要なリスク」
を選定しています。

2022 年 1 月に設置したリスク管理・コンプライアンス委員会
は、右記の 16 項目を管理の対象としてリスクアセスメントを実
施しました。リスクアセスメントにより選定された重要なリスク
を主管する部門や部会は、KPI・アクションアイテムを設定し、
これに基づいた活動を通じてリスクを低減しています。

なお、右記の項目は当社グループの役員および社員が順守すべ
き企業倫理・コンプライアンスの内容としても位置づけています。

リスクアセスメント21-4
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ガバナンス

リスク管理・コンプライアンス委員会は、当社グループ全体の
企業倫理・コンプライアンス活動を推進しています。当社グルー
プでは、国内・海外拠点に企業倫理・コンプライアンス推進責任者、
推進担当者を設置しています。

推進責任者・推進担当者は、それぞれの部門で企業倫理・コン
プライアンスに対する意識を向上させる取り組みを実施するとと
もに、日頃から組織のマネジメントを通じて企業倫理・コンプラ
イアンスを実践し、職場における身近な相談窓口としての役割を
担い、事案が生じた際、法務部と連携して対応しています。

に、「企業倫理・コンプライアンスニュース」を配信しています。

2021 年度は、テレワークにおける労務管理（ハラスメント含む）
の問題や独占禁止法の概要をテーマとする内容を作成しました。

また、イントラネットには、社内外で発生した事例などを踏ま
え、特に注意喚起すべき項目をタイムリーにピックアップするコ
ンテンツ『これって大丈夫 ?－企業倫理・コンプライアンス相談室』
を掲載しています。2021年度は、写真やイラストの使用にあたっ
ての著作権の取り扱いについて解説しました。

法務部は、推進責任者、推進担当者のさらなる意識向上のため

当社グループは、毎年 10 月・11 月を「企業倫理・コンプライ
アンス強化月間」と定めて、国内・海外拠点で全社一斉研修をし
ています。一斉研修では、正社員、契約社員、派遣社員はもとより、
外部委託先の責任者やパートタイマーを含めて実施しています。

2021 年度、国内拠点では、製品の品質と安全性、情報の適切
な取り扱い、ハラスメントを研修テーマとして取り上げました。

企業倫理・コンプライアンスの推進21-5

企業倫理・
コンプライアンス体制図

■ 推進体制

■ 啓発活動

■ 研修

欧米拠点では、企業倫理・コンプライアンス行動マニュアルの内
容をビデオ化し、それを各自聴講しました。アジア拠点では、管
理部門の担当者が講師となりオンライン研修を実施するなど、国
内・海外のすべての拠点において、それぞれの業務内容に関連す
る法令・慣習に対応した研修を実施しています。

全社一斉研修の受講後には、全社員を対象にアンケートを実施
し、「企業倫理・コンプライアンス」の観点から職場で懸念され
る行為や改善すべき行為に関する情報や意見を広く吸い上げてい
ます。これらの情報を基に改善に取り組んだ事例や結果は、研修
の実施報告と合わせてマネジメントに報告しています。

上記に加え、当社グループの重点市場である医療機器分野をよ
り一層推進していくため、2021 年度、国内拠点の薬機法の法令
遵守体制を整備し、メディカルヘルスケア相談窓口を設置しまし
た。
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ガバナンス

当社グループは、公益通報者保護法に基づく社内規程「内部通
報規程」を定めるとともに、ホットライン相談窓口を設置してい
ます。組織または個人による違法、不正あるいは反倫理的行為に
関する事実を速やかに認識し、リスクを最小化するとともに、企
業倫理 ･ 法令順守を推進し、ひいては企業価値を向上させること
を目的としています。

相談窓口に関する情報は全社員に配布している「企業倫理・コ
ンプライアンス行動マニュアル」に掲載するとともに、労働・人
権ハンドブック、イントラネット、社内研修なども活用して、す

ホットライン相談窓口21-6

ホットライン対応体制図

べての社員に周知しています。当社グループで働くすべての社員
を利用対象者とし、2019 年度からは一部の国内サプライヤー向
けの窓口を設けて利用対象者を拡げています。窓口担当者は、中
立公正な第三者である社外の弁護士が担当しています。

内部通報規程には、以下を含む内容が定められています。

• 通報したことを理由として通報者が会社および他の社員か
らいかなる不利益な取り扱いも受けないものとすること

• 匿名による通報も可能であること

受け付けた通報・相談については、ホットライン窓口担当者（社
外弁護士）が法務部に報告します。法務部は調査・確認方法を社
外弁護士と相談したうえで関係部門と連携し、通報者の保護に配

慮しながら調査・確認を行います。その内容はリスク管理・コン
プライアンス委員会においてマネジメントに報告、必要に応じて
審議され、その後、調査・審議結果に応じた措置が行われます。

なお、2021 年度中に寄せられた相談件数と主な内容は以下の
通りです。

• ホットライン相談窓口（社員向け）：7 件（職場の環境や人
間関係に関するものが中心）

• サプライヤー相談窓口：0件

当社は、反社会的勢力対応基本方針・反社会的勢力対応規程等
により、反社会的勢力とは一切の取引を実施しないことを定めて
います。既存取引先はもとより、新規取引先に対しても、原則と
して定められたフローで反社会的勢力でないことを事前に確認す
る運用としています。これにより反社会的勢力によるマネーロン
ダリングへの関与の可能性をすべて断ち切っています。

反社会的勢力への対応21-7

21-6



NISSHAグループの
サステナビリティ

環境 人権 人材 品質
効率性・生産性公正な事業慣行 第三者検証・

GRIスタンダード対照表・データ集目次・編集方針

NISSHAサステナビリティレポート 2022

ガバナンス

リスク管理・コンプライアンス委員会が管理する重要なリスクの一つである、賄賂・取引先との癒
着について、NISSHA グループでは、「腐敗行為の禁止に関するガイドライン」を制定し、国内外の
拠点で周知しています。

当社グループのすべての業務を対象として、関連する法令や慣習に対応した研修を実施しています。

さらに、国や地域によっては贈収賄が慣習として根付いているところもあることから、腐敗行為の
禁止に関する内部監査を定期的に実施しています。

なお、当社グループでは、2021 年度において腐敗行為に該当する事例は確認されていません。

腐敗行為の禁止に関するガイドライン22-1 周知徹底の取り組みと内部監査22-2

NISSHAグループは、すべての役員および社員がお客さま・サプライヤー・公務員に対し、直接または間
接を問わず腐敗行為となる贈答・接待等をしないことを明確にし、日本の不正競争防止法、米国の海外腐
敗行為防止法、英国の贈収賄禁止法および、各国・地域における腐敗行為を防止する規制を遵守します。

1.  お客さま・サプライヤー・公務員に対する不正な利益の供与や申し出をしません。また自らも応じま
せん。

2. お客さま・サプライヤー・公務員との間で、社内基準・法令を超える贈答・接待等はしません。また
自らも応じません。

3. グループ全体の状況把握に努め、定期的に取り組みを見直します。

4. お客さまからの調査協力依頼に対しては、必要な情報の提供など、誠実に対応します。

NISSHA 株式会社
代表取締役社長 兼 最高経営責任者

鈴木 順也

制定 2017 年 4 月 1 日　改訂 2018 年 1 月 1 日

NISSHAグループ腐敗行為の禁止に関するガイドライン

腐敗防止の取り組み22.
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ガバナンス

NISSHA グループは、自然災害やパンデミックなどの緊急事態への備えや発生した場合の対応につ
いて、「事業継続計画基本方針」を定め、リスク管理・コンプライアンス委員会の傘下にある BCM 部
会が中心となり推進しています。

当社グループにおける BCM を運用する体制として、リスク管理・コンプライアンス委員会の傘下に、

BCM 部会を設置しています。

BCM 活動責任者は代表取締役社長が務めています。本社の事務局は定期的に BCM 部会を開催し、
グループ全体の BCM 対策の取り組みおよび改善状況を確認するとともに、担当者への教育、BCM 訓
練の企画・運営を行っています。

NISSHAグループは、大規模な自然災害、火災、停電、感染症等により、重大な事業の中断事象が発生した場合
に、人命の安全を第一に捉え、被害を最小限にとどめるとともに、早期の事業復旧に取り組むために事業継続
計画を策定します。また、これらの実効性を担保するため定期的な見直しおよび訓練を行い、事業継続マネジ
メントを推進します。

NISSHA株式会社 

代表取締役社長 兼 最高経営責任者 

鈴木 順也

1. 重大な事業の中断事象が発生した場合には、人命の安全を第一に確保するとともに、二次災害の発生を
防止します。

2. 建物、設備、情報システム、人的資源、サプライヤーを重要な経営資源・ステークホルダーと定義し、事業
継続計画を策定します。また、事業環境の変化を考慮し、定期的に計画を見直します。

3. 優先的に継続・復旧すべき事業を明確化し、目標時間内の復旧を実現します。
4. 事業継続に関する教育ならびに訓練を定期的に実施し、組織的な危機対応能力の向上に取り組みます。
5. 地域社会との協調、復旧・復興支援などを通じて社会に貢献します。
6. 事業継続に関する法令、国内外の指針、その他の規範等を順守します。

NISSHA株式会社 

取締役 専務執行役員 総務担当 

井ノ上 大輔 

制定 2006年9月28日　改訂 2022年5月1日

事業継続計画基本方針

事業継続計画基本原則

基本方針・基本原則23-1 体制23-2

事業継続23.
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国内 NISSHA グループは、緊急事態の定義に加え初動から事業
復旧の初期にかけて必要となる行動と体制を緊急事態対応規程に
定めています。万一事業の中断事象（自然災害やパンデミックな
ど一定レベル以上の緊急事態）が発生した場合には、代表取締役
社長を本部長とする本社対策本部を設置することとしています。
加えて、国内重要拠点での備蓄品の配備ほか、地震発生時の対応
や心得を記載したサバイバルカードの配布や e-Learning による

社員教育、防災訓練などを通じて緊急時における行動や対応原則
を周知しています。

事業復旧対応については、BCM（事業継続マネジメント）基本
計画書を策定し、重要な事業拠点が早期に事業復旧するための具
体的な実施事項を定めています。そして、経営層を含む BCP（事
業継続計画）訓練を定期的に実施し、実効性の検証に努めていま
す。また、関連文書の最新版管理など、経営上の環境変化や組織
変更に伴う変化点にも迅速に対応しています。

2021 年度は、前年度から続く世界的な新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）が社内で拡大しないよう、政府・自治体ある
いは当社の状況の変化に対応した対策を打ち、守るべき指針とし
てガイドラインを改訂しながら、個別対応のマニュアルを作成し
事業継続に取り組みました。

23-3-1

取り組み23-3

2020年 4月 7日に発令された緊急事態宣言を受け、当社は同
日、代表取締役社長を本部長とする「新型コロナウイルス対策本
部」（以下、対策本部）を設置しました。対策本部ではお客さま
への供給責任を果たすため、社内でクラスターを発生させないよ
う、様々な感染拡大防止への取り組みを実施してきました。具体
的にはテレワークや Web会議の活用等による移動の最小化と三
密回避を徹底し、感染予防や健康管理に関する情報を社員に周知
し、実践することで仕事の成果と感染拡大防止の両立を実現して
きました。また、2021年 7月・8月および 2022年 3月には、
社員ができるだけ早く確実にワクチン接種ができるよう、京都本
社では職域接種を実施し、多くの社員が接種を受けました。

当社は、BCM部会のアクションプランに沿って BCP（事業継
続計画）訓練を年に 1回実施しています。これは当社の BCPが

地震などの有事の際、適切に機能することを確認するシミュレー
ション訓練です。

2021年度の訓練は、大阪府上町断層帯を震源とする最大震度
7の直下型大地震により、NISSHAエフアイエス株式会社（FIS）
が被災したという想定で実施しました。

訓練では、本社および FISで速やかに対策本部を立ち上げ、建物・
設備、情報インフラ、社員、サプライヤーなどの被害状況の報告
と具体的な指示が出されました。社員の安否状況や、生産への影
響、リカバリーの状況、納品状況、サプライヤーの在庫確認など
が状況変化とともに刻一刻と報告され、その都度適切な指示を出
すなど、非常に臨場感のある訓練となりました。また訓練後の振
り返りでは今後に向けた課題も話し合われました。

BCP/BCMの構築・運用は会社の競争力を高め、企業価値の向
上にもつながる重要な取り組みであると考えており、当社では今
後も毎年継続していく予定です。

COVID-19の拡大防止への対応 主要拠点でのBCP訓練実施

訓練時の本社対策本部

FIS拠点対策本部

職域接種の実施
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当社グループは、国内・海外の関係会社において毎年リスクサー
ベイを実施しています。実施にあたってはリスクコンサルティン
グの専門家の知見を活かしています。2021年度はナイテック・
プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社姫路工場・加賀
工場を対象として実施しました。

火災・爆発のリスクについては、防災管理、建屋・原動力、用途・
工程、消防火設備、類焼危険の観点から評価し、自然災害につい
ても、落雷や地震、水災などの危険性や防災対策を確認しました。

対策についての全体的な評価は良好であった一方、部分的には
要改善の指摘もあり、それらにきめ細かく速やかに対応すること
で防災レベルを高めています。

リスクサーベイの実施

姫路工場 加賀工場

23-3-2
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税務原則24.
NISSHAグループは、「税務原則」に基づき、各国・地域の税法を順守することで、企業の社会的責任を果たします。

原則

NISSHAグループは、各国・地域の税に関する法令・制度を順守し、税務リスクの最小化をはかるとともに、
企業価値の向上に努めます。

NISSHAグループは、グローバル企業として、OECDや Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)のプロジェ

クトなど国際的な税務フレームワークの動向を注視し、その変化に対して適切な対応に努めます。

1．タックスプランニングに対するグループの姿勢

NISSHAグループは、事業目的と事業実態を備えた取引を行うとともに、タックスプランニングを実施する
場合においても、適法・適正かつ効率的に行います。
私たちは、税金は事業計画における検討要素の一つであると考えており、正常な事業活動の範囲内で利用可
能な優遇税制を適用しますが、租税回避を主たる目的としたものや、事業実態を伴わない取引は行いません。

2．グループが許容可能な税務に関するリスクの範囲

NISSHAグループは、税務問題を扱う際には、税務リスクを可能な限り最小限に抑えることを原則としています。
また、こうしたリスクを軽減するために、各国・地域の税務リスクを特定、評価、管理することに取り組み、
リスクに関して、重大な不確実性や複雑さがある場合は、外部からの助言を求めます。

3．各国税務当局との関係に関するグループのアプローチ

NISSHAグループは、適時適切に税務情報を提出することで、各国・地域の税務当局と良好な信頼関係を構築・
維持できると考えています。

そのため、各国・地域の法令や制度に従って適切に税務申告・税金納付を行い、当局からの求めに応じて、
適切かつ協力的な情報提供に努めています。
問題点の指摘等を受けた場合には、税務当局の措置・見解に対する異議申し立てを行う場合を除き、ただち
に是正に取り組み、再発を防止します。

4．税務に関するリスクマネジメントおよびガバナンス体制に関するアプローチ

NISSHAグループの税務リスクは、NISSHAグループの税務戦略を担当する最高財務責任者（CFO）の判断
のもと管理されており、その内容は、CFOを通じて、適宜取締役会へ報告されます。
また、法令の適用・解釈に関して不確実性がある場合は、外部専門家へ助言を求めた上で適切な対応を行います。

NISSHA株式会社 

上席執行役員 兼 最高財務責任者 

神谷 均 

制定2017年12月25日　改訂2022年5月1日

税務原則
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紛争鉱物に対する取り組み25.

NISSHA は紛争鉱物に対する方針を「責任ある鉱物調達に対する基本的な考え方」に示しています。
この方針に沿って、当社製品に略奪・暴行・強制労働などの人権侵害に関わる武装集団の資金源となる
紛争鉱物を使用した材料を用いない取り組みを進めています。

当社グループの製品に使用している紛争鉱物は、産業資材事業で生産している転写箔の一部である蒸
着箔に使用するスズ、およびディバイス事業で生産しているタッチセンサー用 ITO フィルムに使用す
るスズと FPC の金メッキに使用する金のみです。成形樹脂へのスズやコバルトの使用はありません。

当社グループは、お客さまから、責任ある鉱物イニシアティブ（RMI）の発行するフォーマット「コ
ンフリクト・ミネラル・レポーティング・テンプレート（CMRT）」の最新版を用いた報告を求められ
ています。また最近では、コバルトなど、3TG（スズ、タンタル、タングステン、金）以外の鉱物に
ついても、お客さまによる調査が届くようになりました。

そのため、当社は、製品を構成するすべての材料を Safety Data Sheet（SDS）などにより調査し、
紛争鉱物の使用有無を確認しています。材料の調達先であるサプライヤーさまには、人権侵害に関わ
る紛争鉱物を使用しないことや CMRTの最新版を用いた報告をお願いし、その内容を確認しています。
お客さまへ CMRT を提出した後に、紛争鉱物の産出地域に関する問い合わせがあった場合には、複数
のサプライヤーさまを遡った確認を行っています。そして、人権侵害と関わる紛争鉱物の使用が懸念
される場合には、該当する材料の使用を見合わせて、ただちに是正に取り組む体制を整えています。

このような取り組みの結果、2021年度、当社製品に人権侵害に関わる紛争鉱物を使用した事例はあ
りませんでした。金については、ロンドン貴金属市場協会（LBMA）のガイダンスに沿ったものを多く
使用しており、その他の紛争鉱物についても人権侵害に関わるものではないことを確認しています。

方針25-1 取り組み25-2

NISSHAグループは、コンゴ民主共和国およびその周辺国で産出される一部の紛争鉱物が、略奪・暴行・強
制労働といった人権侵害に関わる武装集団の資金源となっていることについて深く憂慮します。

当社は 2012年 4月に国連が提唱する「グローバル・コンパクト」に署名しました。私たちは Missionの

実現をすすめるうえで、同 10原則を重要な原則の一つとして認識し、人権侵害とかかわる紛争鉱物を使用
した材料を当社製品に用いない考えとします。そして、使用が判明した場合は、ただちに是正に取り組みます。 

1. 紛争鉱物を管理する仕組みを構築し、継続的に運用します。  

2. 精錬業者情報などの紛争鉱物情報を、お客さまに迅速に提供します。  

3. 取り組みの状況を、当社サスティナビリティレポートで公表します。

今後も、当社としての社会的責任を果たすべく、責任ある鉱物調達に対し、誠実に取り組んでまいります。

NISSHA株式会社
 代表取締役社長 兼 最高経営責任者

 鈴木 順也
制定2014年3月12日　改訂2018年1月1日

責任ある鉱物調達に対する基本的な考え方
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マネジメントシステム等の認証取得一覧26.
NISSHAグループのマネジメントシステムなどの認証取得状況は
以下の通りです。 対象エリア

（国内）

規格
ISO9001*1 ISO13485 ISO22716 IATF16949 ISO14001 ISO50001 ISO45001 ISO27001

その他
品質 医療機器 化粧品 自動車 環境 エネルギー 労働安全衛生

情報
セキュリティ

NISSHA株式会社 
　　京都本社 〇 〇 *2 〇 *3 〇 *4 〇 *5 〇 FSC COC*6

　　東京支社 〇 〇

　　名古屋営業所 〇

　　亀岡工場 〇 *7 〇 *4 〇

ナイテック工業株式会社 
　　本社　甲賀工場 〇 〇 〇

　　亀岡工場 〇 〇 *8

ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノ
ロジーズ株式会社 
　　本社　姫路工場

〇 〇 〇 〇

　　加賀工場 　 〇 〇

　　津（生産拠点） 〇 〇

　　京都（生産拠点） 〇 *7 〇 〇 〇

NISSHAエフアイエス株式会社 〇 〇 〇

NISSHAサイミックス株式会社

日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社 
　　京都本社 〇 〇 FSC COC

　　大阪営業所 〇 〇 FSC COC

　　東京営業所 〇 〇 FSC COC

　　亀岡工場 〇 〇 *8 FSC COC

NISSHAエフエイト株式会社 
　　F8スタジオ

〇

　　NISSHAスタジオ 〇 〇

株式会社エムクロッシング

NISSHAビジネスサービス株式会社 〇 〇 〇

*1. 国内拠点の管理部門は、認証範囲に含みません（ただし、NISSHAエフアイエス株式会社は
除く）。

*2. メディカルテクノロジー事業（Vermed製品）に関連する部門のみが対象です。
*3. 化粧品マイクロニードルパッチの製造において、京都工場で取得しています。
*4. 車載タッチセンサーモジュールに関連するサポート部門のみが対象です。
*5. 管理部門、設計開発部門のみ認証取得しています。
*6. 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社における用紙購買部門が対象です。
*7．RB事業開発部・ナイテック・プレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社（京都）は

2022年6月1日に新規に認証を取得しました。
*8. 認証はNISSHA株式会社亀岡工場に含まれます。

（2022年6月現在）
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対象エリア 

（海外）

規格
ISO9001 ISO13485 ISO22716 IATF16949 ISO14001 ISO50001 ISO45001 ISO27001

その他
品質 医療機器 化粧品 自動車 環境 エネルギー 労働安全衛生

情報
セキュリティ

Nissha Eimo Technologies 　 〇 　

Nissha PMX Technologies, S.A. de C.V. 〇 2022.11 
取得予定

Nissha Metallizing Solutions N.V.（ベルギー） 〇 FSC COC

Nissha Metallizing Solutions S.r.l.（イタリア） 〇 〇 〇 〇 FSC COC 
PEFC

Nissha Metallizing Solutions GmbH（ドイツ） 〇 　 〇 〇
EN15593 
FSC COC 

PEFC
Nissha Metallizing Solutions Ltd.（アメリカ） 〇 FSC COC
Nissha Metallizing Solutions Produtos Metal-
izados Ltda（ブラジル） 〇 〇 FSC COC

Nissha Medical Technologiesグループ 
　　Corporate Headquarters

　 〇

　　Lead-Lok, Inc. 〇
　　CEA Medical Manufacturing, Inc.  〇
　　Sequel Special Products, LLC 〇
　　Nissha Medical Technologies (Ohio), Inc. 〇
　　European Headquarters 
　　Nissha Medical Technologies Ltd.

〇 　

　　Nissha Medical Technologies SAS 〇 〇
　　Graphic Controls Acquisition Corp. 　 〇 　 EC93/42/EEC　
　　Nissha Medical Technologies GmbH & Co. KG 　 EC93/42/EEC　
　　CEA Global Dominicana, S.R.L. 〇
Nissha Schusterグループ 
　　Nissha Schuster Kunststo�technik

〇 〇 〇 〇

　　Nissha Back Stickers 〇       〇 〇
　　Nissha Back Stickers International 〇
日写（昆山）精密模具有限公司 〇 〇 〇
広州日写精密塑料有限公司 〇 〇 〇
Nissha Precision Technologies Malaysia Sdn. 
Bhd.

〇 〇 〇
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