
会計監査人監査役会
5名（内 社外監査役3名）

内部統制監査委員会

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選任・監督

取締役会
9名（内 社外取締役2名）

重要事項の付議・
業務執行の報告

監査・報告 報告

情報交換
報告諮問

答申

報告

報告
報告
指示

指示
指示

報告

監査

監査

事業計画・経営施策・業務実施
計画の進捗状況の確認
事業計画・重要組織変更・経営
施策等の事項に応じ説明・協議

各業務執行部門・グループ会社

会長・社長／代表取締役

経営会議・経営診断

中央労使協議会等

本社機能部門
リスクマネジメント、コンプライアンス、品質・環境管理等

取締役、監査役数は2019年6月末日現在

コーポレート・ガバナンス体制の模式図

株主総会

経営基盤
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企業統治体制（コーポレート・ガバナンス体制）
　NOKグループは、企業統治体制の継続強化を経営の重要課題
のひとつとして考え、取り組んでいます。
　NOKは「監査役会設置会社」形態を採用しています。業務に精
通した取締役が互いに連携して業務を遂行する一方で、社外取締
役を含む取締役による相互監視と社外監査役を含む監査役によ
る経営の監査を行う体制としています。

　
　本社機能部門は内部統制システムのルールを定め、NOK業務
執行部門および子会社に対して指示するとともに、内部統制監査
委員会が定期的に内部統制システムの整備・運用状況を監査す
る体制としています。2018年度は、当社の業績に重大な影響を及
ぼすような法令違反・訴訟などはありませんでした。　

法令・社内規則・企業倫理の遵守
　NOK企業行動原則に基づき、「従業員コンプライアンス行動指
針」にて、従業員が事業活動において遵守しなければならない事
項を定めています。
　NOKグループでは、毎年10月を「コンプライアンス推進月間」
と定め、全従業員に対して、コンプライアンスに関する意識調査
を実施する等、定期的にコンプライアンスに関する会社施策の浸
透、意識醸成を図っています。
　また新入社員教育・新任管理職研修などにおいてコンプライア
ンス教育を行うとともに、全従業員向けにコンプライアンス入門
の冊子を配布。社内報へ連載企画「コンプライアンスのすすめ」
を掲載することで、継続的な意識付けに取り組んでいます。

リスクマネジメント
　NOKグループは、多様化するリスクに効果的に対処するため、
リスクマネジメント委員会を中心とした、組織横断的なリスクマ
ネジメント体制を推進しています。

危機管理
　危機管理室が中心となり、下記基本方針に基づいた危機管理
体制を構築しています。

①	人命の保護・救出・安全確保を最優先すること
②	近隣にも被害が発生した場合は、地域社会の一員として地域	
	 全体の復旧に積極的に協力すること
③	緊急事態発生時においても可能な限り事業継続を図ることに	
	 より、顧客等ステークホルダーへの影響を最小限にし、事業者	
	 としての責任を果たすこと

　NOKグループでは大規模災害が発生した場合に、迅速に被災
状況を把握できるよう、安否確認システム・緊急連絡網の整備や
非常用通信機器の配備を行っています。また、円滑に事業を再開
できるよう復旧に必要な物資を備蓄しています。

　過去の被災体験を踏まえ、より実効性のあるBCM（事業継続マ
ネジメント）体制の構築を目的に設置された「中央BCM委員会」を
中心として、生産拠点の耐震強化、製品供給体制の強化、既存事業
継続計画内容の見直し、さらには従業員1人ひとりの意識改革を促
すプロジェクトなど、ハード面・ソフト面の双方から、全社的な施策を
立案・実施し、引き続き、強固な事業継続体制を維持しています。



従業員

NOKグループ 内部通報窓口
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情報セキュリティ対策
　NOKグループでは、お客様からお預かりした情報および固有
技術をはじめとした社内資産を守るとともに、情報資産の適切な
運用を図るため、「NOKグループ	情報セキュリティ基本方針」を
定めています。また、情報セキュリティに関する取り組みを業務と
密着させ、経営陣とも連携しながら推進できるよう「情報セキュ
リティ委員会」を設置しています。
2018年度は、日々変化するサイバー攻撃に対応するため、情報
セキュリティ関連規程の継続的な見直し、拡充を進めるとともに、
対策機器の計画的な更新・増強を進めてきました。
さらに情報セキュリティ委員会にて、情報資産に対するリスク
アセスメントを実施し、計画的にレベルアップを行っています。
今後も継続的にPDCAのサイクルを回して、情報セキュリティ
対策の維持・向上に努めていきます。

知的財産の保護
　NOKグループでは、「従業員コンプライアンス行動指針」の中
で知的財産権関連法に関する注意点をまとめ、従業員への周知
徹底を図ることにより、自社発明の出願・権利化の推進、ならびに
他者の知的財産権の尊重を掲げ、他社特許権等の調査と把握に
より侵害防止に努めています。
　また、自社ブランドの保護を目的として「模倣対策委員会」を
設置し、海外での模倣対策を進めています。2018年度は中国に
おいて、11件の模倣品製造工場の摘発とネット販売サイトから
1,066件の模倣品掲載ページの削除を行いました。

腐敗防止の取り組み
NOKグループでは、企業行動原則の中で「私たちは、商品の販
売、材料等の購入においては、公正で透明かつ自由な競争ならび
に適正な取引、責任ある調達を行います。また、政治・行政との健
全かつ正常な関係を保ちます」と定め、腐敗防止に取り組んでい
ます。
同原則に基づき「従業員コンプライアンス行動指針」では、過
剰接待・贈収賄の禁止等の取引先・公務員との癒着・腐敗行為の
禁止や、横領・着服等の会社の利益を損なう行為の禁止を定めて
おり、教育やコンプライアンス入門の冊子配布等を通じて従業員
に周知し、継続的な意識付けに取り組んでいます。
万が一、腐敗防止に反する事案があった場合には、リスクマネジ

メント委員会を中心にその対策を実施することとしており、内部通
報窓口でも腐敗防止に反する事案の情報を受け付けています。
また、内部統制監査委員会が年1回、腐敗防止についても監査
しており、その結果を取締役会に報告しています。
なお、当社グループの2018年度の違反行為はありませんでした。

経営計画
　NOKは、人間尊重を経営理念として、競争力のある世界有数の
企業グループでありたいと考えています。
　2017年度からの３カ年計画では、持続的に成長・発展していけ
る企業体質を構築するため、拡販と新商品の開発による顧客構成
の最適化、品質のさらなる向上・安定やBCMの構築、ならびにこ
れらを担う人材の育成に力を入れ、取り組んでいきます。

報告窓口・内部通報窓口の設置
　NOKグループでは、コンプライアンス規程に違反する行為を
早期に発見し是正するため、「NOKグループ	報告窓口・内部通報
窓口」を設置しています。
　違法行為を認知した場合は、従業員は「報告窓口」に報告しま
す。また“報告窓口に報告したにもかかわらず違法行為が是正さ
れない場合”や“報告先に報告を行うことが困難な場合”には、「内
部通報窓口」に通報するよう制度を整えています。
　「内部通報窓口」は、内部統制監査委員会と社外の弁護士で構
成され、匿名であっても客観的かつ具体性のある通報は受け付け
ており、またコンプライアンス規程において、通報者が不利益を
被ることがないようにしています。

違法行為

❸調査・是正

❹回答 ❹回答

選択
❶通報 ❶通報

外部窓口〈弁護士〉社内窓口〈NOK〉

内部統制監査委員会
事務局（法務部） ❷連携



ＮＯＫグループの事業

シール事業

電子部品事業
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売上高・営業利益推移（2014 〜 2018 年度） セグメント別売上高（2018 年度）
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売上高：　	3,417億円
営業利益：	362億円
主な製品：	オイルシール、Ｏリング、ダストカバー、工業用ゴム・	
	 樹脂製品、防振・防音ゴム製品
主な事業会社：	NOK株式会社、ユニマテック株式会社
NOKは1941年に創業した、日本初のオイルシールメーカーで
す。オイルシールとは、オイルをシールする（封じる）機能部品で、
自動車をはじめ、さまざまな産業分野の機械における密封装置と
して使われています。このほか、Ｏリングやパッキンなど、合成ゴ
ム加工技術を活かした製品も開発・生産・販売しています。

売上高：　	2,974億円
営業利益：△142億円
主な製品：	フレキシブルプリント基板（片面FPC、両面FPC、多層	
	 　FPC、実装FPC）
主な事業会社：	日本メクトロン株式会社
フレキシブルプリント基板（FPC）の開発・製造・販売を行って
います。FPCはスマートフォン・携帯電話、HDD、デジタルカメラな
ど、小型軽量かつ柔軟性の高い電子基板を必要とする電子機器
に使われています。自動車の電子化・電装化に伴い、スイッチ、セ
ンサー、ライト等の自動車用FPCの用途も拡大しています。

売上高：　	104億円
営業利益：	12億円
主な製品：	特殊潤滑剤（自動車、産業機械、家電製品、食品機械	
	 等に向けたグリース、オイル、コーティング）
主な事業会社：	NOKクリューバー株式会社
超高温、極低温、高速、高荷重などの過酷な使用条件にも耐え

得る潤滑剤を開発・製造・販売しています。設備や機械の生産性
向上、メンテナンスコストの削減につながる包括的なサービスを
提供しています。

売上高：	 201億円
営業利益：	△1億円
主な製品：	現像ロール、帯電ロール、クリーニングブレード、定着	
	 ベルト、加圧ロール、金融端末機器用製品、繊維機器	
	 用製品
主な事業会社：	シンジーテック株式会社
複写機やプリンターなど、事務機器用の高機能ロールを製造し
ています。



NOKグループの技術と製品暮らしを支えるNOKグループ
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自動車
交通安全用品
自動車やバイクに使われているNOKグループ製品には、オイルシールやOリング、ガスケットなどの
シール製品や、フレキシブルプリント基板（FPC）、防振ゴム製品、ダストカバー、潤滑剤などがあり
ます。また、車線規制・誘導用品や衝撃緩衝装置も提供しています。

電子機器
スマートフォンや携帯電話、パソコンのHDDや
デジタルカメラなどの電子機器には、FPCや精
密ゴム・樹脂部品が採用されています。

一般産業機械
パワーショベルやブルドーザー、クレーンなどの建設機械
や、トラクターやコンバインなどの農業機械、鉄鋼・紙・食品
など各産業のプラントにおいて、オイルシール、Oリング、ガス
ケット、パッキン、ベルトなどの製品が使われています。

航空機・ロケット
航空機やロケットのエンジンやターボ
ポンプには、NOKグループのシール
製品が採用されています。

ロボット
産業用・家庭用ロボットにフレキシブ
ルプリント基板（FPC）などが使用され
ています。

発電プラント
火力発電プラントのほか、風力発電や水力発電、
太陽光発電、太陽熱発電といった自然エネルギー
発電プラントの設備や周辺機器でオイルシール
やOリング、潤滑剤などが採用されています。

住宅関連機器
水道や浄水器、温水洗浄便座にOリ
ングなどが、また、家庭用燃料電池
にもセルシールや加湿膜モジュール
が使われています。

事務機器
金融端末機器
複写機やプリンターなどの事務機器に使われてい
るNOKグループ製品には、現像ロールや帯電ロー
ル、定着ベルトやクリーニングブレードがあります。
また、ATMなどの金融端末機器では札たたきゴム
などが採用されています。



NOKグループの技術と製品

持続可能な社会に貢献する、「暮らしを支える」取り組み

リサイクル可能な再生プラスチックを使用した、ＴＳＳＤ製品
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NOKグループはシール事業、電子部品事業、ロール事業、そ
の他事業を展開しており、各事業領域において培われた技術、製
品は自動車をはじめとする幅広い分野で活躍しています。また、

NOKグループ製品は、各種シール製品やフレキシブルプリント
基板（FPC）、樹脂部品、事務機器用製品、潤滑剤など、多岐にわた
りますが、日常生活の中では、皆様の目に触れることのないもの
がほとんどです。しかし、「実はあんなところにも、こんなところに

NOKは、自動車部品を主力製品とする企業として、自社製品を通じた交通の安全と円滑化に取り組んでいます。TSSD（Traffic	Signs	&	
Safety	Devices)は、道路交通の円滑化と事故防止を願い、長年蓄積されたゴム合成技術と加工技術から生まれた車線規制・誘導用品およ
び衝撃緩衝装置です。その素材には、各種機械部品の材料として高い信頼性と実績を持つNOKのアイアンラバー（特殊ウレタンゴム）を用い
ており、従来のゴムやプラスチックでは適用困難な厳しい屋外環境においても、高品質・高機能を長期にわたり維持する優れた耐久性を有し
ています。中でも、中央分離帯ブロックは環境に優しいリサイクル可能な再生プラスチック製で、茨城県のリサイクル製品にも認定されていま
す。これらNOKのTSSD製品は、日本全国の道路でその効果を発揮し、道路交通における安全と車のスムーズな流れを支えています。

NOKグループの総合力により新たな技術を生み出し、お客様の
製品を通じて持続可能な社会に貢献しています。

も」といった具合に、皆様の暮らしのあらゆるところでNOKグルー
プ製品が活躍しています。車両電動化、水素社会や超スマート社
会の到来といった変革の時代にあってなお、NOKグループの技術
と製品は皆様の暮らしを見えないところで支えています。

自動車、交通安全用品
自動車やバイクにはオイルシール、Oリング
等のシール製品や防振ゴム製品が使われ
ています。また、ポストコーン等の車線規制・
誘導標も提供しています。

オフィス、工場
複写機やプリンターなどの事務機器
には各種ロールが、工場では特殊ウ
レタンベルト、メカニカルシールなど
が使われています。

スマートフォン、デジタルカメラ
スマートフォンをはじめとするパソコン、デジタル
カメラなどの電子機器にはFPCや精密ゴム・
樹脂部品が使われています。

住宅、ヘルスケア
浄水器用中空糸膜モジュール、パワーアシスト
用生体ゴム電極、家庭用燃料電池向けセル
シールを提供しています。

建設機械、農業機械
ブルドーザーやクレーンなどの建設機械、トラク
ターなどの農業機械でガスケット、パッキン、潤
滑剤などの製品が使われています。

航空機、船舶、ロケット
航空機やロケットのエンジン、船舶の船尾
管にはNOKグループのシール製品が使われ
ています。


