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トップページ CSR・環境活動 コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

⽅針

基本的な考え⽅

 明電舎は、「より豊かな未来をひらく」を企業使命とし、「お客様の安⼼と喜びのために」を提供価値

とする企業理念のもと、⼈と地球環境を⼤切にする企業として公正かつ堅実な企業活動に徹し、常に新し

い技術と⾼い品質を追求しつつ利益重視の経営を⾏うことにより社会への還元に努めることを企業集団の

基本姿勢としています。この基本姿勢を実⾏に移すため、2006年5⽉の定時取締役会において「業務の適

正を確保するための体制の整備に関する基本⽅針」を策定しました（当該基本⽅針は、会社法の改正に伴

い、2015年5⽉の定時取締役会において改定を⾏っています）。

 当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に則り、コーポレート・ガバナンス強化の取組みを推進

することで、経営の効率性や公正性の更なる向上に努めます。

明電舎の業務執⾏・監視及び内部統制の模式図
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コーポレート・ガバナンス体制の概要

組織形態 監査役設置会社

取締役 ⼈数（うち社外取締役）�：�9名（2名）

監査役 ⼈数（うち社外監査役）�：�4名（2名）

独⽴役員の⼈数 4名（社外取締役2名、社外監査役2名）

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅については、「コーポレートガバナンスに関する報告

書」をご覧ください。

コーポレートガバナンスに関する報告書（PDF:48KB）

体制、取組み

コーポレート・ガバナンス体制と取組み

 取締役会規則及び決裁規程において、重要な経営意思決定と業務執⾏における意思決定とを明確に分

け、機動的な業務執⾏を⾏っています。

 業務執⾏における意思決定としては業務執⾏取締役及び執⾏役員が構成員となる常務会を設置してお

り、決裁規程における基準に基づく事項と、全社的⾒地から協議が必要な事項について意思決定します。

 また、意思決定の会議体とは別に、諮問機関としてレビュー・ミーティングを設置し、重要な経営事項

につき充分な議論・検討を尽くせる体制としております。

（1）機関設計の特徴

①執⾏役員制

 取締役会をスリム化して「経営意思決定の迅速化と監督機能の強化」を図るため、2003年6⽉より執⾏

役員制を導⼊し、あわせて取締役会の機能強化を図り、取締役会が有する「経営の意思決定及び監督機

能」と「業務執⾏機能」とを分離し、前者を取締役会に付与し、後者を業務執⾏取締役及び代表取締役か

ら権限移譲された執⾏役員に付与しています。

 業務執⾏に際しては、取締役会の監督の下、業務執⾏機能としての意思決定機関である常務会や、業務

執⾏における権限を有する業務執⾏取締役・執⾏役員において決議・決裁がなされ、主体的かつ機動的な

業務執⾏を迅速に⾏うよう努めています。

 また、取締役会が業務執⾏における権限を執⾏役員へ⼤幅に委譲することに際し、取締役会による監督

の実効性を確保するため、担当役員及び執⾏役員は、3か⽉に1回以上、業務執⾏状況報告書を取締役会に

提出することとしています。

②取締役の構成

 現在の取締役の員数は9名であり、この員数は、激変する事業環境において、⼗分な議論を尽くし、的確

かつ迅速な意思決定が⾏える規模であると考えています。

 また、取締役会を構成する取締役9名のうち2名を社外取締役とし、業務執⾏に対する監督機能を充実さ
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せ、コーポレート・ガバナンスを強化しています。

 なお、明電舎の社外取締役は、東京証券取引所が定める独⽴役員の要件を満たしています。

③取締役候補者の選任⽅針・選解任プロセス

 当社取締役の選任につきましては、個々の取締役の能⼒、⾒識及び経験等に基づき、取締役会全体とし

ての多様性とバランスを確保し、当社の企業価値向上に資する適切な⼈財を配置することを基本的な⽅針

としています。

取締役の員数は、当社の経営課題について⼗分に議論が尽くせる員数として15名以内を適正⾻格としてい

ます。

 上記を踏まえ、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化に資する⼈選を⾏い、独⽴社外取締役を委員

⻑とする指名・報酬委員会※（任意の委員会）の諮問を経て、取締役会の決議により指名し、取締役候補

を株主総会に上程することとしています。

 なお、取締役の解任につきましては、法令⼜は定款に違反する⾏為及び取締役の選任⽅針から著しく逸

脱する⾏為が判明した場合は、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会が解任に必要な⼿続きをとること

としています。

※当社は、2017年12⽉に任意の報酬委員会を設置。2018年12⽉に任意の指名委員会に相当する機能を

追加し、指名・報酬委員会として設置。指名・報酬委員会は、独⽴社外取締役を委員⻑とし、社外取締役

2名、取締役会⻑、取締役社⻑を委員とする4名で構成されます。

（2）取締役会の実効性評価

 取締役会の監督機能強化を図るべく、取締役会の実効性に関する分析・評価を⾏う仕組みを設けていま

す。

 2018年度の取締役会の活動について、社外取締役・社外監査役を含む各取締役・監査役が取締役会の実

効性評価に関する⾃⼰評価を⾏い、2019年5⽉の取締役会において、下記の議論を⾏いました。

i�評価項⽬

 取締役会の構成・運営（決議・議論の⽅法等）、取締役会の実効性に関する⾃⼰評価、その他意⾒

ii�分析・評価結果の概要

 各取締役・監査役における評価結果を集約し、取締役会構成員による議論の結果、運営・審議の質も充

実化し、社外取締役・社外監査役の意⾒・助⾔も⼗分に得られており、当社取締役会の実効性は確保され

ているとの判断に⾄りました。

 また、評価においては、取締役会の審議の更なる活性化を図ることが確認されました。後述の取締役会

以外の場での事前説明や意⾒交換会、説明プログラム等、明電舎の事業環境や戦略に対する理解を深めた

り、議論する機会を継続的に提供していきます。

取締役・監査役のトレーニング

 取締役会・内部統制の実効性向上を⽬的とした役員向け法務研修を年に1回開催しています。2018年度

は、全社をあげた内部統制活動の⼀環として、各部⾨におけるリスクマネジメントの推進とあわせて、社

外弁護⼠を講師としたコーポレート・ガバナンスに関する役員向けの研修を実施しました。また、明電グ

ループにおいては、当社新任役員・関係会社新任役員に対する会社法研修を実施しました。
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（3）社外役員活⽤のための取組み

 取締役会の監督機能の強化のために、社外役員の経営への積極的な参画を求め、⾃由闊達な議論が尽く

せるよう、以下の取組みを⾏っています。

①取締役会における取組み

ⅰ�取締役会議案の事前説明

 事前に議案の内容を確認のうえ取締役会に参加することができるよう事前説明を⾏っています。議案の

内容に関して質問等がある場合には取締役会の際に説明できるよう準備する体制を整え、審議の活性化・

充実化を図っています

ⅱ�適時・適切な情報共有

 社外役員との適時・適切な情報共有を⽬的として、取締役会の議事とは別に、当社に関係する時事的な

話題についても取締役会において報告を⾏っており、当社の状況についてタイムリーに共有できるよう努

めています。

②取締役会以外の場での取組み

ⅰ�説明プログラム

 主に新任の社外取締役・社外監査役の当社事業に対する理解を深めるため、当社の事業・制度の説明の

場を設けています。

 各事業の担当役員や事業部の⻑等が社外役員に事業や当社のガバナンスに関する制度について説明し、

質疑応答や意⾒交換を⾏う形式としています。

ⅱ�意⾒交換会

 取締役会付議事項以外の経営課題や戦略等の議論においても、社外取締役・社外監査役の知⾒を活かす

べく、法的な会議体である取締役会とは別に、毎⽉1回、意⾒交換会の場を設けています。

 主にコーポレート・ガバナンスに関する事項や、当社の経営課題・戦略等を議題として活発に意⾒交換

し、取締役会決議の前段階として議論を⾏う場としても活⽤しています。

（4）監査役・監査役会

 当社は監査役設置会社であり、各監査役（4名のうち2名は社外監査役）は、監査役会が定めた監査役監

査基準に準拠し、監査の⽅針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部⾨、その他各部⾨等と意思疎通

を図り、取締役会その他重要な会議に出席し、業務・財務の状況の調査などを通じ、取締役の職務遂⾏の

監査を⾏っています。

 また、監査役会を⽀援する直属のスタッフ組織として監査役室を設置しています。

（5）内部監査体制について

 社⻑直轄の経営監査部を設け、当社及び海外を含むグループ全体における業務の有効性・効率性に関す

る状況、財務報告の信頼性、関連法令等の遵守状況や資産の保全状況について、内部監査を実施していま

す。

 また、2016年度より内部統制の強化と各部⾨のリスク監査の効率化を⽬的として、当社⼯場と国内関係
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会社でCSA（統制⾃⼰評価）を⽤いたリスクマネジメントを実施しています。

 2018年度は、海外の内部監査で従来の社内他部⾨との共同監査に加えて中国3拠点で外部コンサルティ

ングによる第三者を交えた共同監査等を実施し、内部統制機能の強化を図りました。

役員報酬

取締役報酬の⽅針

i�報酬⽔準

 明電舎の取締役報酬⽔準については、外部の客観的な報酬市場データ、経済環境、業界動向及び当社 

経営状況等をふまえ設定することとしており、また、その内容は前述の任意の指名・報酬委員会で確認し

ています。

ⅱ�報酬の構成

 取締役報酬は、業績連動型の年俸制報酬としており、役職に応じて⽀給される「基本報酬」と「インセ

ンティブ報酬」により構成されます。このうち、インセンティブ報酬は、短期的なインセンティブとして

の「業績連動型報酬」と、中⻑期的なインセンティブとしての「株式取得⽬的報酬」で構成されます。

各報酬の⽐率の⽬安（⽬標達成度合いを100％とした場合）

ⅲ�インセンティブ報酬の仕組み

 短期的なインセンティブとしての業績連動型報酬は、⽬標どおりの業績を達成した場合に⽀給する額を

100とすると、その達成度に応じて概ね0〜140程度で変動するものとします。業績評価指標は、「中期経

営計画２０２０」における財務⽬標にも使⽤している指標である営業利益を⽤いることとしており、経営

環境や各役員の役割の変化等に応じて適宜⾒直しを検討することとしています。

計算式

 中⻑期インセンティブとしての株式取得⽬的報酬は、株主の皆様との利害の共有をより⼀層促進するこ

とを⽬的として、役員持株会に拠出し株式を取得することとしています。

ⅳ�報酬決定の⼿続き

 指名・報酬委員会において、報酬制度の内容とその報酬額につき客観的な視点から確認・審議を⾏い、

取締役会において決定しています。
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2018年度実績

区分 報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） ⼈数（名）

基本報酬 インセンティブ報

酬

取締役

（社外取締役を除

く）

393 343 50 11

監査役

（社外監査役を除

く）

44 44 - 3

社外役員 20 20 - 4

注記 1.�取締役に対する⽀給額には、2018年度に係る業績連動型報酬を含んでいます。

注記 2．取締役の報酬等の⽀給額には、使⽤⼈兼務取締役の使⽤⼈分給与は含まれていません。

指名・報酬委員会の構成

⽒名 地位 委員⻑

浜崎�祐司 代表取締役�取締役会⻑ �

三井⽥�健 代表取締役�取締役社⻑ �

⽵中�裕之 取締役（社外/独⽴役員） 〇

安井�潤司 取締役（社外/独⽴役員） �

株主・投資家との対話

基本的な考え⽅・IRの体制

 明電舎の中⻑期的な企業価値向上に資する対話を希望する株主との対話を⾏う際には、合理的な範囲で

経営陣幹部が対応することを⽅針としています。

 体制としては、IRを担当する役員を置き、IR担当部署が、機関投資家をはじめとする株主との建設的な

対話と対外的な情報発信⼒の強化のための活動を⾏っています。

決算説明会

 毎年5⽉、11⽉の2回、決算説明会を開催しています。また、2018年度から個⼈投資家向けの説明会も

開催をしています。

 今後も、決算説明会や個別IR、カンファレンス、当社HPや本レポート等の発⾏物による情報開⽰等を更

に充実させ、株主や投資家の皆様との継続的な対話を実施していきます。
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主なIR活動実績（2018年度）

個別⾯談 件数

国内投資家 78件

海外投資家 64件

合計 142件

決算説明会の資料については、ウェブサイトの株主・投資家情報に掲載する「決算説明会資料」をご覧く

ださい。

決算説明会資料

代表取締役

取締役会⻑

浜崎�祐司

［出席状況］

取締役会

100％（13回/13回）

代表取締役

取締役社⻑

三井⽥�健

［出席状況］

取締役会

100％（13回/13回）

代表取締役

取締役副社⻑

倉元�政道

［出席状況］

取締役会

100％（13回/13回）

取締役副社⻑

森�省輔

（2019年6⽉新任）

⼤橋�延年

［出席状況］

取締役会

100％（10回/10回）

⽵川�徳雄

［出席状況］

取締役会

100％（10回/10回）

⽟⽊�伸明

［出席状況］

取締役会

100％（10回/10回）

役員⼀覧（2019年7⽉現在）

取締役�兼�専務執⾏役員
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⽵中�裕之

［出席状況］

取締役会

100％（13回/13回）

安井�潤司

［出席状況］

取締役会

100％（13回/13回）

伊東�⽵⻁

［出席状況］

取締役会

100％（13回/13回）

監査役会

100％（6回/6回）

加藤�誠治

［出席状況］

取締役会

100％（10回/10回）

監査役会

100％（6回/6回）

秦�喜秋

［出席状況］

取締役会

100％（13回/13回）

監査役会

100％（6回/6回）

縄⽥�満児

［出席状況］

取締役会

92.3％（12回/13

回）

監査役会

83.3％（5回/6回）

社外取締役 常任監査役

社外監査役
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常務執⾏役員 五⼗嵐�和⺒

加藤�三千彦

⻲⼭�悟

岩尾�雅之

望⽉�達樹

安川�国明

鈴⽊�雅彦

執⾏役員 古川�和彦

松下�法隆

須藤�勇

井上�晃夫

東家�浩

⾦⽥�実

村嶋�久裕

⽑綿⾕�聡

⽔⾕�典雄

宮澤�秀毅

池森�啓雄

古⽥�隆

鈴⽊�岳夫

鈴⽊�克則

役員の略歴や兼職の状況等につきましては、

ウェブサイトの株主・投資家情報に掲載する「定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。

定時株主総会招集ご通知
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トップページ CSR・環境活動 コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント

コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

⽅針

基本的な考え⽅

 昨今における企業活動は、不安定な世界情勢の下で、複雑性、不透明性が増しており、事業戦略を実⾏

し企業価値を⾼めるためには、将来発現するリスクを正確に把握し、確実に対応することが求められてい

ます。このような認識の下、明電グループでは各部⾨の事業におけるリスク把握の感性を⾼め、⾃らリス

クマネジメントのPDCAを回す体制が必要と考えており、更にはグループ全体の事業継続の危機に対応す

るための危機管理（BCM=Business�Continuity�Management）と⼀体となった全社的リスクマネジメン

トの構築によって、常に変化するあらゆるリスクに対応できる体制を⽬指しています。

リスクマネジメント体制の確⽴に向けた取り組み

 明電グループでは、2018年度より国内の各⼯場と関係会社において、CSA（Control�Self

Assessment）⼿法を⽤いた部⾨ごとの包括的リスクマネジメントを⾏っています。この⼿法において

は、各部⾨が事業計画達成の阻害要因となる将来の不確実な事象をリスクと定義して外部環境、業務プロ

セスなど幅広い範囲から抽出し、それらの重要性評価に基づく対応策を考え、実践しています。加えてこ

の⼀連の統制活動の成否を各部⾨⾃らが再評価し、更なる統制活動の継続につなげています。

 また内部監査においては、各部⾨の事業リスクについて、経営監査部による事前質問と現地ヒアリング

がトップダウン形式で⾏われており、ボトムアップ形式で⾃らの評価が⾏われる上記のCSAと合わせて、

リスクマネジメントの確実な実⾏が図られています。

体制

危機管理体制

全社危機管理委員会の運営

 明電グループでは、危機管理を統括できる体制を整え、重⼤かつ横断的な危機に対応することを⽬的と

して、委員⻑を社⻑とし、副委員⻑を危機管理担当役員（取締役兼専務執⾏役員 ⼤橋延年）、メンバー

を取締役（社外取締役を除く）で構成する「全社危機管理委員会」を設置しています。本委員会は各専⾨

委員会と連携しながら、年に１回の開催を原則とし、事業継続を脅かす重要リスクについて対策整備を進

める他、リスク調査による新規リスクの把握と対策検討を実施しています。
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全社危機管理委員会の役割

1.�重⼤かつ横断的な危機に対する基本⽅針を策定する。

2.�平時から危機を未然に防ぐための諸施策の策定を促進する。

3.�発⽣している危機に対する会社の⽅針を決定する。

また、2018年度からは、事業継続計画（BCP=Business�continuity�planning）の構築・運⽤を⾏う

「BCM委員会」を専⾨委員会として設⽴し、事業継続へのグループとしての取組みを強化しています。

全社危機管理委員会

取組み

事業継続計画（BCP）

事業継続計画（BCP）の策定

 BCPの策定をグループ全体のプロジェクトとして進めるため、2018年度は次の取組みを⾏いました。

1．BCP導⼊教育の実施：全部⾨⻑を対象としたBCP導⼊教育を開催し、BCPの重要性を周知し、全グル

ープでのBCP策定の開始を宣⾔したキックオフを⾏いました。

2．BCM委員会の設⽴・運営：全社危機管理委員会から独⽴させ、常務以上の役員を加えて、明電グルー

プの事業継続に関する⽅針・施策を審議・決定する最⾼決議機関として、BCM委員会を設⽴しました。

2018年度は、年2回の開催をもって、①明電グループBCM推進体制の決定、②事業継続計画（BCP）基

本⽅針書の決定を⾏いました。また、実務の推進のため、全社BCP推進会議と事業BCP推進会議を設け、

全社をあげての推進を強化しています。
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全社災害対策本部訓練の様⼦ � 新たに作成した災害対応カー

ド

BCM推進体制

BCM推進体制

 BCM委員会の決定に基づき、災害対策の強化を⽬的に、次の取組みを⾏いました。

1．全従業員（グループ会社含む）への災害対応カードの配付、⾃然災害対応標準マニュアル（災害対策

本部⽤）の策定

2．安否確認システムの機能向上（リニューアル）と運⽤徹底

3．全社災害対策本部の⾒直し再編と全社災害対策本部訓練の実施（第1回）

⽅針、体制、取組み

情報セキュリティ管理の強化

 明電グループは、取り扱う情報に関するセキュリティの確保を重要な経営課題と認識し、情報資産を災

害・事故・犯罪・過失などの脅威から保護します。また、情報管理を維持・向上させることで、情報の漏

洩・改竄・盗難などの事故防⽌に努めています。
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情報セキュリティ管理体制図

取組み

 2019年度も継続して、明電グループ全体での情報セキュリティ強化に対する取組みを⾏っています。

1.�インシデント発⽣状況の分析と原因別対策実施�：

 標的型メール攻撃などの不審メールによるウイルス感染や不正ログインなどから情報を守るためのハー

ド・ソフト⾯の対策と、情報機器の盗難・紛失・誤操作など主に⼈的要因に起因する対策の、双⽅向から

分析と対策を実施しています。

2.�持続的な情報セキュリティ対策�：

 従来は「防御」を主体とする取組みでしたが、「予測／防御／検知／事後対応」といった枠組みで持続

的なセュリティ対策を⾏うべく努めています。「検知」の強化として、2017年度にSOC（Security

Operation�Center）を導⼊して以降は、「事後対応」の強化として、インシデント対応の迅速化に向けた

社内体制整備を進めています。更に、サプライチェーンのセキュリティ強化にも着⼿、取引先に対する勉

強会・説明会を開催しています。

 2019年度は、パソコンに次世代アンチウィルスソフトの導⼊を予定、ハード・ソフト⾯での対策の強化

を図るとともに、情報セキュリティ教育や不審メール訓練など、⼈的な⾯での対策も施し、事前・事後も

含めた情報セキュリティ対策のグループ内展開を継続的に図っています。
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トップページ CSR・環境活動 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

⽅針、体制

コンプライアンスに関する⽅針と体制

 明電グループ企業⾏動規準では、会社業務に関する法令をはじめ、国内外の法令、慣習その他全ての社

会規範とその精神を⼗分に理解し、これらを遵守または尊重するとともに、常に⾼い企業倫理と社会良識

を持って⾏動することをうたっています。

 明電グループは、この⽅針のもとに、お客様や社会からの信頼に応えて誠実に業務を⾏うことを⽬指

し、コンプライアンス推進規程に基づいて、明電舎及びグループ各社の役員や部課⻑をはじめとする管理

職が主体となって、⾃職場のコンプライアンス推進に取り組んでいます。

 また、この職場の組織とは別に、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス活動の⽅針決

定、コンプライアンス教育、コンプライアンス通報にかかわる事柄への対応、発⽣した様々な事象に対し

て、⾒解を⽰し、問題を解決することに努めています。

 職場内での相談事項や発⾒した問題の報告を通じてコンプライアンス委員会と職場をつなぐため、各職

場にコンプライアンスマネージャを配置することで、連絡・報告体制の強化を図っており、明電グループ

内で相互に連絡を取り合いながら、コンプライアンスを推進する活動に注⼒しています。

 このようなグループ全体のコンプライアンスに関する取組みとして、2018年度は消費者庁の内部通報制

度ガイドラインに即した運営を強化し、体制の充実を図りました。また、海外コンプラアンスの強化を⽬

的に海外グループ会社の内部統制の仕組みの整備を継続して進めています。

コンプライアンス体制

コンプライアンス通報制度

 違法⾏為や不適切⾏為の防⽌の早期問題解決を図ることを⽬的に、コンプライアンスに関する通報制度

を設けています。この通報制度には、独禁法・贈収賄規制違反等の法令違反、社内外のルール違反や労務

問題など幅広くコンプライアンス問題を取り上げる「コンプライアンス・ホットライン」、ハラスメント

の対応に特化した「ハラスメント相談窓⼝」及び違法⾏為等の早期発⾒と是正のための公益通報窓⼝があ

ります。また2018年度にはサプライヤ専⽤の通報窓⼝も整備しました。
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 コンプライアンス・ホットラインは従業員が専⽤電話、書⾯、専⽤メールのいずれの⼿段でも匿名にて

社内窓⼝へ通報ができます。公益通報窓⼝は社内のほか社外窓⼝として弁護⼠事務所にも設置し、明電グ

ループの従業員（退職者含む）、派遣・請負社員、サプライヤが利⽤できます。

 通報窓⼝に寄せられた情報は、コンプライアンス委員会として調査を⾏い、必要に応じて弁護⼠と相談

しながら対処する仕組みになっています。また国のガイドラインに則り、通報者⽒名などの情報管理、通

報したことで不利益になるようなことのないように、通報制度への信頼性向上を図っています。2018年度

に寄せられた明電グループにおける通報・相談は56件あり、そのうち対処の必要なものに関しては事実確

認のうえ、対応しています。制度の運⽤については監査部⾨による社内監査を受けています。

⼈権侵害を回避する仕組み

ハラスメント防⽌の体制

 ハラスメントはコンプライアンス問題でも相談件数の多い問題であり、ハラスメントに特化した体制を

整備するためハラスメント防⽌委員会を設置し、秘密管理・対応の⼀元化と啓蒙活動の強化に努めていま

す。

 ハラスメントに関する通報では、特に通報者を含む⼈間関係に配慮した対策が求められるため、ハラス

メントに特化した相談窓⼝を置き、相談しやすい環境を整備することで、⼈権侵害を回避できる仕組みを

構築しています。またハラスメント対策の啓蒙活動としては、アンガーマネジメントの指導を強化してい

ます。

コンプライアンス研修

取組み

コンプライアンス教育

 コンプライアンス委員会では、コンプライアンス及び内部統制に関す

る意識の維持・向上と各職場からの声を把握するため、毎年、全国の拠

点でコンプライアンス研修を開催しています。コンプライアンス研修で

は、明電グループ各社のコンプライアンスマネージャをはじめ従業員に

対し、活動状況の報告や教育、コンプライアンス委員会との意⾒交換を

⾏っています。

 2018年度は全国の拠点で研修を実施し、1,254名が参加しました。委

員会からの会社全体のコンプライアンス活動状況報告に加え、法務部⾨

からは営業や⽣産活動に関わる法律遵守の徹底に向けてケーススタディ

を⽤いながら独占禁⽌法・下請法を中⼼に教育が⾏われました。その他

建設業法等の遵守、ハラスメントや環境法令についての教育も⾏い、幅

広いコンプライアンス意識の向上を図っています。

 また、役員向けの外部講師による研修や部⾨⻑向けに内部統制強化を

⽬的としたグループワーク教育を継続して⾏っています。

 これらの研修の参加者からは職場の状況、委員会への意⾒や要望、そ

の他多くの質問が寄せられたため、これらを2019年度の活動に反映させ

ていきます。
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グローバル化に向けたグループ企業⾏動規準の整備

 明電グループでは、従来「明電グループ企業⾏動規準」を定め、法令その他の社会的規範の遵守に努め

ており、これに企業理念体系と解説書を加えて⼀体化（冊⼦化）及び3か国語（⽇本語・英語・中国語）

対応とすることで、グローバル化に備えています。

 また、上記企業⾏動規準を補⾜する指針として、贈収賄防⽌法令および競争法令への対応のため、贈収

賄防⽌指針と公正競争遵守指針を、同じく3か国語で策定しています。

 これらの基準と指針は、グループ共通ポータルから参照できるようにしています。

85 明電グループのCSR 2019




