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コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスの体制

ガバナンス

参照：「コーポレートガバナンス・ガイドライン」
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf

会
計
監
査

業務執行体制

監査 報告

諮問

報告

選任・解任・監督 付議・報告

報告・調査

選任・解任 選任・解任

株主総会

監査役会
社内監査役：2名  社外監査役：2名

取締役会
社内取締役：5名  社外取締役：3名 会計監査人

リスク管理委員会

内部統制委員会

コンプライアンス委員会

遵法活動徹底委員会

選任・解任

連携

ガバナンス強化委員会

報告

内部監査

報告・提言

本社各部門

グループ会社

指示・監督 報告

経営会議

執行役員会  執行役員：28名

代表取締役社長 
（社長執行役員）

内部監査室

内部統制関連の主要な委員会

委員長：筆頭社外取締役
指名諮問委員会

報酬諮問委員会連
携

2019年度からの取り組み　
●..独立役員比率1/3超の体制を継続（取締役：37.5%、役員全体：41.7%）
●..透明性確保のため、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員長を社外取締役に変更
●..機動的な意思決定のためのプロセスの見直し、および経営会議の新設（2020年4月）
●.執行体制の明確化のため、経営委員を執行役員に名称変更（2020年6月）および、執行役員会の位置付けの変更
●.グループガバナンスの強化として、内部監査機能を充実

▲

日本郵船の経営組織（2020年6月29日現在）
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取締役会

▲

取締役会と業務執行の体制
当社は、激変する事業環境への迅速かつ的確な対応の
ため、経営の透明性と効率性とともに、取締役会による
意思決定と監督の一層の充実を図り、適切な経営体制
の構築に努めています。取締役会の多様性と専門性を
確保し、実質的な議論をより活発に深化させることを
念頭に、当社は8名の取締役を選任し、うち3名は独立性
基準に則った社外取締役としています。これは、海運・
物流を中核としてグローバルに展開する当社グループの
事業に精通する十分な数の社内取締役と、企業経営に
資する高い専門的知見を有し取締役会の監督機能の一層
の充実を図りうる一定数の独立社外取締役により構成
するのが適当であるとの考えに基づいています。
独立社外取締役は、取締役会や筆頭社外取締役を委員長
とする指名・報酬諮問委員会のほか、監査役との意見交換

や内部統制関連のガバナンス強化委員会等の重要会議
に出席します。また、取締役会において議案の実質的な
議論と審議を図れるよう、独立社外取締役に対する議案
の事前説明を行うとともに、役員懇談会※での情報共有
や意見交換を行っています。
また、当社は執行役員制度を導入しています。執行役員は、
取締役兼務と国内外グループ会社の役員を含む28名と.
なり、取締役会の決議事項等の事前審議や委任された.
権限の範囲での迅速な意思決定など、取締役会の決議と
監督の下に業務を執行しています。さらに、より機動的
かつ実質的な意思決定を行うため、2020年4月に業務
執行取締役と本部長である執行役員等で構成される経営
会議が設置され、取締役会付議事項などの重要な業務
執行につき審議することとしました。

※ 役員懇談会
取締役、監査役、本部長で構成し、中長期的な経営課題に関する意見交換を行うため、定例取締役会後に開催

取締役関連データ

定款上の取締役の員数 16名

定款上の取締役の任期 1年

取締役会の議長 会長

取締役の人数 8名

社外取締役の人数 3名
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取締役の専門性と経験（2020年6月29日現在）

原田 浩起
取締役・専務執行役員

59 ● ● ● ●● ●

UK/Belgium

●髙橋 栄一
代表取締役・
専務執行委員

61 ●●●

US

内藤 忠顕
取締役会長・
会長執行委員 

長澤 仁志
代表取締役社長・
社長執行委員 

日暮 豊
取締役・常務執行役員

片山 善博
独立社外取締役
筆頭社外取締役

国谷 裕子
独立社外取締役

64 14/14回

14/14回

14/14回

11/11回

—

14/14回

13/14回

11/11回

62

56

68

63

● ●● ●●

学
術
研
究
・
教
育

企
業
倫
理

経
営
管
理

企
業
統
治

環
境
・
安
全

投
資

財
務
・
会
計

行
政
・
公
共
政
策

外
交
事
情
・
地
政
学

日
本
以
外
で
の
勤
務
経
験 ※

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
セ
ー
ル
ス

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

法
令
・
保
険

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
・
C
S
R

人
材
育
成
・
採
用
・
労
務

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
シ
ス
テ
ム

取
締
役
会
出
席
状
況

● ● ● ●● ●●

● ●

●●●

● ● ● ●●

● ● ●●●

● ● ●

● ●

Germ
any

● ●●

UK

●●

UK

● ●● ●●

US

●

●

●

UK田邊 栄一
独立社外取締役

66

取
締
役
在
任
期
間
（
年
）

1

4

12

9

—

4

3

1

専門性と経験

※ 当社以外での海外勤務経験も含む

年
齢
（
歳
）
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▲

取締役会の実効性評価

▲

後継者候補の育成

具体的施策の実行

当社は、取締役会の実効性向上を目的として、全取締役
および全監査役に対し、前年度の取締役会の実効性に
関する記名式の自己評価アンケートを2015年度より毎年

実施しています。アンケートの結果を踏まえ、取締役会の
目指すべき方向性や問題点を議論し、実効性向上に向けた
下記施策を実行しています。

当社は、取締役会の諮問機関として、筆頭社外取締役が
委員長となり、社外取締役が過半数を占める指名諮問
委員会を設置し、取締役の選解任等の重要事項を協議
しています。同委員会開催にあたり、社長は、会長や社外

取締役と個別に面談し意見交換を行うなど実効性の確保
に努めています。また、同委員会において、後継者育成に
あたって、当社の経営に求められる資質と機能を具体的
に整理することとしています。

当社は、役員等の選任指名等に関する方針・手続きを
定めるとともに、指名諮問委員会の協議事項に則り、経営
幹部の後継者育成を図っています。執行役員は、経営幹部

候補者であることを自覚し、代表取締役ほかから権限の
委任を受け重要な業務を執行するとともに、その経験を
基に能力と知見を研鑽することが求められます。

1. 報告事項の整理を含む付議基準の見直し. 4. 重要案件の社外役員への事前説明
2. 執行役員会への権限委譲. 5. 役員懇談会での情報共有と意見交換
3. 取締役会における効果的な審議のあり方の検討

指名諮問委員会の構成（2019年度）と各委員の出席状況
氏名 出席回数/開催回数

取締役会長（会長執行役員） 内藤.忠顕 2/2回
代表取締役社長（社長執行役員） 長澤.仁志 2/2回
取締役（筆頭社外/独立役員） 片山.善博（委員長） 2/2回
取締役（社外/独立役員） 国谷.裕子 2/2回
取締役（社外/独立役員） 田邊.栄一 2/2回

参照：「指名諮問委員会規則」
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_06.pdf

監査役会

指名諮問委員会

▲

監査役監査
当社は監査役会設置会社を選択しており、監査役会は、
社外監査役2名を含む監査役4名で構成し、うち1名は
財務および会計に関する十分な知見を有しています。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査
報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬、
定時株主総会への付議議案内容の監査等に関して審議
しています。
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、
監査の方針と職務の分担等の監査計画に従い、取締役会
に出席し、またガバナンス強化委員会等の重要な会議を
通して意見を表明し、監査業務を適切に遂行しています。
常勤監査役は、経営会議、執行役員会、内部統制委員会等
の重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員および
使用人等からその職務の執行状況について報告を受け

説明を求めるとともに議事録や決裁書類等を閲覧し、
本店等において業務および財産の状況を調査しています。
子会社については、子会社の取締役および監査役等との
情報交換を図り、必要に応じて事業報告を受けるととも
に、子会社に赴き業務および財産の状況を調査してい
ます。また、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的
に監視・検証するとともに、監査役会にて社外監査役に定
期的に報告を行い、情報の共有および意思の疎通を図り、
適正な監査意見の形成に努めています。内部監査部門
および会計監査人と定期的に会合を開き、必要に応じて
臨時の会合を設けるなど、緊密に連携を維持しています。
なお、監査役の指揮命令の下に、執行部門から独立して、
専任のスタッフを有する監査役室を設置し、監査役監査
業務の遂行をサポートしています。
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氏名 出席回数/開催回数
取締役会長（会長執行役員） 内藤.忠顕 2/2回
代表取締役社長（社長執行役員） 長澤.仁志 2/2回
取締役（筆頭社外/独立役員） 片山.善博（委員長） 2/2回
取締役（社外/独立役員） 国谷.裕子 2/2回
取締役（社外/独立役員） 田邊.栄一 2/2回

監査役会の構成と各役員の出席状況（2019年度）

報酬諮問委員会の構成（2019年度）と各委員の出席状況

氏名 出席回数/開催回数 氏名 出席回数/開催回数

社内
平松　宏 16/16回

社外
山口　廣秀 16/16回

宮本　教子 11/11回 兼本　俊德   9/11回

報酬諮問委員会

報酬

利益相反・関連当事者取引

▲

役員報酬（業績連動型株式報酬制度）

当社は取締役会の諮問機関として、筆頭社外取締役が
委員長となり、社外取締役が過半数を占める報酬諮問
委員会を設置し、報酬に関わる重要な事項を協議してい
ます。同委員会は、報酬金額の決定のみならず、報酬決定
プロセスに関する協議も行います。2018年度は、当社が

導入している業績連動型株式報酬制度の評価や制度設計
の確認を行った上で、同制度の継続の妥当性につき協議
し、2016年６月の株主総会決議の範囲で、３年間延長して
継続することを決定しました。

当社は、経営陣が中長期的、持続的な成長への貢献意欲を
高め、株主と利益を共有することを目的として、2016年度
より、透明性・客観性の高い役員報酬制度である業績
連動型株式報酬制度を導入し、社外取締役と監査役を
除く役員ならびに執行役員（国外居住者等一部を除く）に
適用しています。
導入から3年が経過し、外部専門機関の報酬サーベイなど
により他社比較を行い報酬の水準を確認するとともに、
報酬諮問委員会において本制度とその運用の妥当性を

検証した上で、2019年度以降も本制度を３年間、延長・
継続することを取締役会で決議しました。
2019年度以降は、当社グループの中期経営計画
（Staying.Ahead.2022）達成に向けて貢献意欲を
一層高めるため、財務目標である「ROE」「連結経常利益」
につき、業績連動係数上の比重を4割強から6割程度に
高めるなど、より企業価値向上と連動性の高い制度と
なるように変更しました。

当社は、利益相反・関連当事者取引に関する方針を定めています。

参照：「報酬諮問委員会規則」
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_07.pdf

参照： 「コーポレートガバナンス・ガイドライン（第９条）」.
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf

. 「コーポレートガバナンス報告書（P.1）」

. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report.pdf.

参照：「役員等の報酬決定に関する方針・手続」
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_05.pdf

※宮本教子氏、兼本俊德氏の出席状況につきましては、2019年6月19日の就任後に開催された取締役会・監査役会を対象としています
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ROE 連結経常利益 

2019～2021年度

2016～2018年度

連結売上高 連結営業利益  
連結当期純利益 EBITDA

0 20 40 60 80 100
(%)

業績連動係数の評価項目ごとの比重

達成度の比較対象
1事業年度ごとに査定、
毎年ポイントを付与

査定ポイントに
応じた株式を、
最終事業年度後に交付

中期経営計画

期初業績予想

前年度実績

1年目 2年目 3年目

累積

（調達済み）
株式

①制度導入前

②減額後基本報酬

③株式報酬の内訳
（目標達成時）

（目標未達成時）

基本報酬（金銭）

基本報酬（金銭） 減額

基本報酬（金銭） 役位             業績連動

基本報酬（金銭）

株式報酬

※ 社長・会長は、基本報酬と株式報酬の割合が5:5
　 その他の業務執行取締役の場合はおよそ6:4となるように設定
※ 変動幅は、0～150%となるように設定

（変動）

業績連動型株式報酬制度の概要

役員報酬等の総額（2019年度）

（注1） 取締役への基本報酬額には、当事業年度に退任した取締役3名に対する支給額を含めています。
（注2） 監査役への基本報酬額には、当事業年度に退任した監査役2名に対する支給額を含めています。
（注3） 取締役の月例報酬（固定報酬）は、株主総会の決議により決定した月例報酬総額の限度内において、職位に応じた報酬を支払っています。
（注4） 取締役の賞与は、業績等を勘案して株主総会に議案を上程し、総会決議により決定した賞与額の限度内において、職位に応じた賞与を支払うこととしています。第125期以降当期まで9期に亘り取

締役賞与の支給はありません。
（注5） 第129期定時株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬制度は、2019年3月の取締役会決議で2021年度まで3年間延長しました。上記の株式報酬額は、同制度に基づく報酬額であり、

当事業年度についての制度延長前の退任又は当初期間満了に伴う支給に係る費用計上額および延長後の株式給付引当金の繰入額の合計額を記載しています。
　　　なお、制度延長後の当事業年度末決算により確定した当事業年度についての株式報酬の支給に係る費用計上額は、延長前の上記支給に係る費用計上額と合わせて196百万円となる見込みです。

（注6） 当社は2005年6月28日開催の第118期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、退任時に打切り支給を行うことをご承認いただきました。この決議により、当事業年度に退任
した取締役1名に対し、退職慰労金44百万円の打切り支給を行いました。当該打切り支給額は上記支給額に含みません。

〈算定・交付方法〉
　●.業績目標の達成度に応じて、制度の最終年度（3年目）に当社株式を交付
　●.交付された株式は、役員在任期間満了から1年間は譲渡禁止

〈ポイント算定〉
　●.事業年度ごとに査定・評価し、ポイントを付与
　●.付与するポイント数は、所定の計算式に則して算出

役員区分 人数（名） 報酬等の総額（年額）（百万円）
固定報酬 業績連動型報酬

基本報酬額（百万円） 賞与額（百万円） 株式報酬額（百万円）
取締役（うち、社外取締役） 11(4) 502(57) 329(57) ー 173(–)
監査役（うち、社外監査役） 6(3) 105(27) 105(27) ー ー
合計（うち、社外役員） 17(7) 608(85) 434(85) — 173(–)

ESG DATA BOOK 202089

EnvironmentNYK Group's ESG Social Governance

コーポレートガバナンス



報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

株主情報

取締役の所有株式数状況

氏名 役員区分 報酬等の総額（百万円）
固定報酬 業績連動型報酬

基本報酬額（百万円） 賞与額（百万円） 株式報酬額（百万円）
内藤.忠顕 取締役 108 60 ー 47

長澤.仁志 取締役 105 60 ー 45

決算期 3月31日

株式
発行可能株式総数 298,355,000 株
発行済株式の総数 170,055,098 株

1単元の株式数（投資単位） 100 株
上場取引所 東京

参照：「NYKレポート2020（P.64-65）」
. https://www.nyk.com/ir/pdf/2020_nykreport_08.pdf

株式

▲

政策保有株式の保有方針

▲

株主情報・株主構成

当社は、保有する政策保有株式を縮減する方針で取り
組んでおり、2008年度から現時点までに約7割（取得
価額比）の政策保有株式を売却しています。また2015年
11月に制定したコーポレートガバナンス・ガイドラインに
則り、個別の政策保有株式の保有目的・意義について、
資本コストをベースとする収益目標と配当金・取引状況
や事業活動への効果等を取締役会において毎年総合的
に検証しています。2018年度末に43銘柄保有していた.
上場株式を、2019年度は3銘柄減らし40銘柄としました。.

現時点で当社が保有する政策保有株式は、当社業績の
安定に資する長期的な取引関係が見込まれる重要取引先
であり、関係維持および強化のための手段の一つとして.
妥当と判断しています。また、政策保有株式に係る議決権
の行使にあたっては、具体的な基準を定め、投資先企業の
価値の毀損につながるものではないことおよび、当社の
企業価値向上への貢献の有無とその程度を確認の上、
議案への賛否を決定しています。

当社の株主情報、および株主構成は以下の通りです。

銘柄数 取得価額
（2008年度を100とし指数化）

240

160

80

0 0
（年度）

上場株式 非上場株式

225

133
84

40

100

50

（年度）

2008年度比92銘柄減少
（うち上場株式44銘柄） 2008年度比

約7割超減少

政策保有株式の推移（各期末現在）

20
08

20
19

20
08

20
19
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参照： 「有価証券報告書」
. https://www.nyk.com/ir/library/yuho/2019/__icsFiles/afieldfile/2020/07/01/200630_yuho.pdf
. 「定款」.
. https://www.nyk.com/ir/pdf/articles.pdf
. 「コーポレートガバナンス・ガイドライン」.
. https://www.nyk.com/profile/pdf/gvn_report_01.pdf

▲

株主権利

監査報酬の内容

会計監査

内部監査

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は武井雄次
氏、隅田拓也氏、柴田勝哲氏です。各氏はいずれも有限
責任監査法人トーマツに所属しており、同会計士事務所
の継続監査開始年度は2007年度3月期、各氏の業務執行
社員としての継続監査年数は7年以内です。当社の監査
業務に関わる補助者の構成は、公認会計士20名、会計士
試験合格者等6名、その他35名であり、一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行っています。

また、財務諸表監査および内部統制監査を受ける主要な
海外連結子会社は、主として当社の監査公認会計士など
と同一のネットワーク（Deloitte.Touche.Tohmatsu.
Limited.）に属する会計士事務所を起用しています。
なお、監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を
定め、監査体制、独立性、職務遂行状況等の評価を実施
の上、会計監査人の選任もしくは、毎年の再任、不再任を
決定しています。

当社の内部監査室は「内部監査規則」に基づいて、当社
および国内グループ会社の内部監査を実施しています。
また、海外グループ会社の内部監査は、内部監査室の方
針と指導の下、海外4拠点（米州、欧州、南アジア、および
東アジア）に所属する内部監査人が実施しています。
2019年度は、国内13社、海外53拠点を対象に内部監査
を実施しました。加えて内部監査強化プロジェクトの一環

として「内部監査活動の見直し」を継続しており、経費に
係るデータの全件チェックを行い、異常値を検出する
など、データ分析手法の有効性を検証しました。
プロジェクトの強化に伴い、専門的な知識と人材が求めら
れていることから、当社グループ会社の郵船ロジスティク
ス（株）および日本貨物航空（株）から合計7名の内部監査
室員が当社に出向し、監査の品質向上を図っています。

前連結会計年度 当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

当社 155 7 175 2

連結子会社 124 0 127 1

計 279 7 302 4

株主構成

外国人
28.4%

金融機関
32.9%

事業法人
10.5%

証券会社 2.8%

 2019年度末

自己株式 0.3%

個人
25.1%
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リスクマネジメント
考え方

当社グループの事業や業績は、世界各地の経済や政治
情勢、環境規制、安全・保安体制などの社会的な要因や、
自然災害、技術革新などの影響を受ける可能性があり
ます。当社は、リスク管理方針およびリスク管理規程に

基づき、事業の本質を最もよく理解する各事業部門が
リスク選好と許容度の徹底的なセルフ・アセスメントを
実施し、リスクを定性的・定量的に評価します。

なお、気候変動に関するリスクの詳細については、下記ページをご参照ください。

▲

方針

リスクマップ

参照：「リスク情報」
. https://www.nyk.com/ir/manage/risk/

参照：「気候変動」（P.23）

体制

当社グループは取締役会を補佐する機関として社長を
委員長とする内部統制委員会を設置しています。財務
報告の信頼性、法令遵守、業務の有効性・効率性、資産の

保全の四つを目的とする内部統制の状況を確認し、問題
を発見した場合には関係する部門が適切かつ効率的に
内部統制の運用に取り組むよう是正措置を講じます。

▲

責任と体制
■ 内部統制システム

取締役会（戦略の実行と事業目標の達成）

内部統制委員会（リスクの制御）

リスク管理委員会（リスクの把握と管理）

業務全般
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影
響
額

頻度

●災害等に伴う日本経済への波及、荷動き激減

●重大事故

●本社／主要な事業拠点の機能不全

●重大な法令違反

●サイバーリスク●気候変動リスクへの対応

●為替変動

●各国法規制等の把握不全 ●燃料油価格変動

●需給バランス変動

当社の経営に大きな影響を及ぼす可能性があるリスクとして、船舶や航空機の重大事故などのオペレーションリスク、カントリーリスク、
自然災害などの外的要因リスク、独占禁止法違反などのコンプライアンスリスク等を重要リスクに位置付けている。

リスクマネジメント



事業等のリスクは、各部門が主体的にリスクを管理します。
リスク分野ごとに主管部門と社内委員会が組織横断的に
リスク管理状況をモニタリングし、全社的視点でリスクを
評価します。また、内部監査室の実査も加え、リスクをより
適切に管理しています。
年2回開催される「リスク管理委員会」には、社長、会長、
取締役および本部長執行役員、監査役等が出席し、本部
長が社長へ当社グループの経営に大きな影響を与えうる
重要リスクの管理状況を報告し、その管理状況を評価し

ています。また、全社的リスク管理手法に関する改善点、
新たな施策も検討しています。2019年度は内部統制の
運用強化に伴いリスク管理規定を改定し、本部・グループ
会社の枠を超えて発生する可能性があり、経営者が重要
と認識する全社リスクについては、リスクの性質に応じた
部門を超えた統一的な管理体制を構築し、関係する各
本部・グループ会社に助言し、リスク対応を推進する旗振り
役となるリスク管理本部を指定することで、リスク管理上
の役割を明確化しました。

■ 全社的リスク管理

リスク管理体制図

取り組み

当社グループは、災害や事故などで被害を受けた際に、
重要な機能を可能な限り中断せず、また中断した場合にも.
できるだけ早急に復旧できるように、グループ会社を含む.
主要な事業ごとに「事業継続計画（BCP：.Business.
Continuity.Plan）」を策定しています。
クラウド化したグローバル情報共有IT基盤の導入および.

より堅牢なデータセンターへの移転等、当社のIT・通信
インフラ環境が大きく改善されたことにより、在宅で遂行
可能な業務が拡大したことを受け、2016年にBCPを.
改訂しました。また、災害時に情報共有を行うための連絡・.
報告ツールを整備し、これを利用した情報共有・連絡訓練
を実施しています。

当社グループは、サイバーレジリエンスを高めるという
観点から、多層防御によるセキュリティ対策の強化の
みならず、万一侵入を許してしまった場合でも、EDR
（Endpoint.Detection. and.Response）の導入に
より、ダメージの最小化とダメージからの早期復旧に重点
を置き対応しています。サイバー攻撃に対して、定期的な
訓練の実施やグローバルな体制の確認を進めています。
また、世界中で検出されるサイバー攻撃をリアルタイムに

一元管理する体制を構築する予定です。
さらに、昨今のサプライチェーンを狙った攻撃リスクに
対して、国内外グループ会社のセキュリティ教育を強化
すべく、2020年度より教育プラットフォームを導入し、
セキュリティ意識の向上を推進しております。あわせて
脅威インテリジェンスを利用することで、セキュリティリスク
への対応能力を強化させていきます。

当社は、毎年船舶の重大事故対応訓練を実施しています。
さまざまな船種での事故のケースを想定し、官公庁や.
お客さまなど、さまざまなステークホルダーの皆さまに
ご協力をいただき、事故発生後の対策本部の立ち上げ
や関係先への連絡、負傷者の救助その他の事故対応と

ともに、事態の進展に合わせたプレスリリースなどでの
情報開示など、実践的な内容で実施しています。訓練を
行うことで、社会に対して迅速かつ的確に情報開示する
ことの重要性をあらためて確認しています。

▲

緊急時の対応
■ 災害時などの対応

■ 情報セキュリティ対応

■ 重大事故対応訓練

各本部にて
リスク管理

当年度
リスクの管理評価

次年度
重要リスク一覧

次年度
リスクマップ

内
部
統
制
委
員
会

　

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

リ
ス
ク
管
理
委
員
会
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コンプライアンス
考え方

体制

▲

内部通報制度

▲

方針

▲

責任と体制

すべての役員・従業員は個々の行動において、健全なコンプライアンス（法令、社内規則、企業倫理・社会規範の遵守）
意識を持って、日々の業務を遂行する必要があることから、当社は「行動規準」を整備し、周知徹底を図っています。

当社グループは、コンプライアンスを推進、強化するための体制の整備および、重要方針に関する事項等を審議・決議する
ための場として、年2回コンプライアンス委員会を開催しています。

当社では職場での不正やハラスメント、腐敗防止や法令
違反等コンプライアンスに関わる懸念、問題の相談先と
して、社員や外部弁護士が聞き役となる「郵船しゃべり場」
や外部業者により運営される電話相談窓口等、複数の
相談窓口を設けており、外部からの問い合わせにも対
応できるよう、当社Webページ上にて「お問い合わせ」
フォームも整備しています。国内ヘルプラインの一つで.
ある「郵船しゃべり場」では社外弁護士を含む6名の.
「聞き役」がコンプライアンスに関わる相談・通報を幅広く.
受け付けており、現在グループ会社約70社が利用してい

ます。内部・外部相談窓口ともに、メールの場合は24
時間・365日受付可能です。
また、届いた相談に対しては、通報者が不利益を被らな
いことおよび、通報者が望む場合はその秘匿を第一とし
ながら真摯に対応し、職場環境の改善につなげるように
しています。また、海外の関係会社については、シンガ
ポール、ロンドン、ニューヨーク、上海の地域統轄会社
が外部業者と契約を結び内部通報窓口を設け、役員・
従業員からの通報・相談に対応しています。

日本郵船グループのコンプライアンス体制図

当社本体が管理する内部通報窓口に届いた通報・相談件数
年度 件数
2018 56

2019 53

参照：「日本郵船株式会社.行動規準」（P.6）
https://www.nyk.com/profile/pdf/code_of_coduct.pdf
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※ 常勤監査役へ定期的かつ必要に応じ適時報告

 

リージョナル
ガバナンス

オフィサー（海外）

監査役

郵船しゃべり場
社員5名
（男性3名、
女性2名）

社外弁護士
1名

 

社外相談
通報窓口

（※）

 

グループ長・室長・支店長
（コンプライアンス責任者）

コンプライアンス委員会（委員長：社長）

グループ各社
役員・従業員など
（海外）

チーフコンプライアンス
オフィサー

チーフコンプライアンス
オフィサー代理

法務・フェアトレード
推進グループ

本社役員・
従業員など

グループ各社
役員・従業員など
（国内）

コンプライアンス



取り組み

当社グループ企業理念とグループ企業行動憲章を具体化
し、役員および従業員が守るべき正しい行動の指針として
「日本郵船株式会社.行動規準」を定め、定期的に見直し
ています。「行動規準」改訂時には、内容の理解を深める
ためのガイドブックを配布するとともに、社内で説明会を

開催しています。また、役員および従業員が「行動規準」で
定められている内容をきちんと理解し、行動しているかを
確認する機会として、年に一度、行動規準の遵守に関する.
「誓約書」の提出を求めています。

当社グループでは、「独占禁止法等遵法徹底委員会」を
設置し、独占禁止法、贈収賄関連法令、経済制裁法対応を.
主眼に、グループ内の法令遵守の徹底に努めてきました。

2019年3月に、同委員会の名称を「遵法活動徹底委員会」
とし、特定の法令のみならず、法令全般および各種許認
可等も含めた遵法の徹底を図ることに変更しました。

海運自由の原則（公海における自由航行、領海内における
無害航行）が支配する外航海運業は、市場の参入と退出
が自由であり、競争激化に陥りやすいため、その弊害で
ある安定輸送網の断絶、途上国海運・産業の競争力の
喪失等の負の面を軽減すべく、ある一定の条件の下、独占
禁止法適用除外の扱いを受けてきました。
今日では、そのような法的保護は縮小する一方で、社会
インフラとしての責任を全うするため、寄港頻度と多様
な航路網の維持を目的として船社間での協調配船が
行われており、競合他社と接触する機会が多く存在する
業種であると言えます。
当社グループは、2012年9月以降、自動車等の貨物輸送に
関して独占禁止法違反の疑いがあるとして、海外当局の

調査の対象となっています。当社および一部の海外
現地法人は、米国およびその他の地域において損害賠償
請求訴訟（集団訴訟）を提起されています。
ステークホルダーの皆さまには、多大なご心配をおかけ
しておりますことを深くお詫び申し上げます。
従前より、社長による独占禁止法遵守徹底の表明、当社
グループの国内外すべてにまたがる統制ネットワークの
構築と運用、同法マニュアルなどの整備や各種研修による
社内の啓発と教育、同業他社との接触規制などの諸施策
を実施してまいりましたが、結果としてこのような事態に
なりましたことを真摯に受け止め、グループ役員・従業員※

一人ひとりの意識を高めるべく独占禁止法遵守を再徹底
するための体制構築および活動を推進しています。.

▲

リスク評価

▲

違反に対する対応
■ 遵法活動徹底委員会

■ 独占禁止法遵守への対応

遵法活動徹底委員会の開催（毎年開催）
社長を委員長とし、取締役、執行役員、監査役、グループ長が参加
独占禁止法遵法委員会より数えて、2020年3月までに合計14回開催

※ 従業員：社員に加え、他社からの出向者および派遣社員を含む
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再発防止に向けた施策（2013年から継続）
●. 遵法活動徹底委員会の開催（毎年開催）.
2019年9月(107名出席)に実施.
2020年3月は新型コロナウイルスの影響に伴い延期

●. 国内外グループ会社を含む全事業部門のリスクアセスメント実施、
ガイドライン策定

●. 新規投資案件の社内弁護士などによる審査実施
●. 独占禁止法・競争法遵守に関する誓約書の取得
●. 業界会合届出制度※を本社・国内外子会社の役員・従業員を対象に導入

※ 同業他社と接する機会を限定し、必要な会合に参加する場合は事前の届け出および、事後の面談内容の報告
を必須とするもの

※１ 2002年度以降延べ441回、12,488名
※２ 国内外グループ会社、29カ国、111社を対象に国内は8回、海外は地域ごとに1～1.5年に1回実施、2009年

以降延べ39,375名

当社グループでは集合研修やeラーニングを通して、コンプライアンスや独占禁止法・贈収賄禁止等の腐敗防止に対する
意識の向上を図っています。

当社グループは、毎年9月をコンプライアンス強化月間と
定め、従業員自らの行動・業務プロセスを見直すための
総点検活動を実施しています。同活動で実施した社員の
意識調査結果については、「コンプライアンス通信」として

取りまとめ、社内掲示板を通して、複数回に分けてフィード
バックを行い、社員一人ひとりのコンプライアンス意識の
向上を図っています。

■ コンプライアンス強化の研修

■ コンプライアンス強化月間

■ コンプライアンス強化に向けた主な取り組み

▲

コンプライアンス教育

2019年度.受講状況 実施回数 受講者数
コンプライアンス研修※1 16回 553名
独禁法・贈収賄禁止等研修※2 199回 3,135名
同eラーニング（日本語・英語・中国語） 1回 6,198名

1997年 グループ企業行動憲章の制定
1999年 行動規準の制定
2002年 チーフコンプライアンスオフィサーの設置
2005年 グループ企業理念の制定
2006年 内部統制委員会の設置
2008年 独占禁止法タスク・フォースの設置
2013年 独禁法遵法活動徹底委員会の設置

2016年 新規事業立ち上げ時における外国公務員贈収賄防止対策の導入
行動規準の改正

2017年 行動規準への誓約書の導入
2020年 コンプライアンス関連規則の改正

腐敗防止のための取り組み

当社は、国の内外を問わず、事業を展開するすべての地域に
おいて、各国の贈収賄の禁止に関わる法令の遵守はもと
より、贈収賄を未然に防止する体制を確立し、運用する
ために、2014年に「贈収賄禁止に関する基本方針」を
定めました。また、基本方針を具体的に実現・徹底する

ために「贈収賄禁止に関わるガイドライン」を制定し、
周知徹底を図っています。
また、全社員が日々の業務活動の中で指針とすべき
「日本郵船株式会社.行動規準」の中に次のように腐敗
防止に対する方針を掲げています。

▲

方針
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第２章 公正な事業活動
２－１ 各国諸法令等の遵守

国内外の法令や社内規則を遵守し、社会規範に則った誠実かつ公正・公平な取引活動
を行います。

２－２ 競争法・独占禁止法の遵守
（１）関係各国の競争法・独占禁止法を遵守し、私的独占、カルテル等の不当な取引制限、.

不公正な取引方法等の自由競争を阻害する取引行為は行いません。
（２）協力会社との取引において、優越的地位の濫用行為は行いません。

２－３ 贈収賄の禁止
（１）国内外を問わず、また、直接・間接を問わず、何人に対しても営業上の不正な利益を

得るための金品及び経済的利益（賄賂）の供与、申出、約束は行いません。また、賄賂の
受領、要求、約束も行いません。

（２）日本の刑法・不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）等贈収賄の禁止
に関する関係各国の法令を遵守し、公務員に対する贈賄行為防止に努めます。

２－４ 節度ある接待・贈答品の授受
（１）取引先等の関係者との間で、社会通念の範囲を超える接待、贈答、その他経済的利益

の供与及び受領を行いません。また、社会通念の範囲内であっても、上長の承認なし
に接待、贈答、その他経済的利益は受領しません。

（２）利害関係のある公務員への接待、贈答、その他経済的利益の供与については、社会
通念にかかわらず厳格に規定されていることを理解し、その規準に従います。

２－５ 購買取引先の選定
購買取引先の選定は、取引先の提供する商品・サービスの信頼性、経営の安定性に加えて、
法令及び社会規範の遵守、環境保全、腐敗防止、人権の尊重、雇用・労働環境の整備等の
CSR（社会的責任）遵守の状況を適宜確認のうえで、適正かつ公正に行います。

第３章 利益相反行為の禁止
３－１ 利益相反行為の禁止

（１）会社の利益と相反する又はその恐れのある行為は行いません。
（２）会社の承認なしに、他の会社・団体の役員、顧問、従業員、代理人等に就任しません。.
（３）業務に関連して得た個人宛の報酬は、会社の承認なしには、これを受領しません。

３－２ 会社資産の適正使用
（１）会社資産の効率的な活用を心掛けるとともに、損傷、紛失、盗難がないよう適切に管理

します。
（２）私的な利益を得ることを目的として、有形・無形を問わず会社の資産、経費を使用

しません。
（３）会社の承認なしに、事業所内において、集会、演説、宣伝、勧誘、文書の配布又は掲示板

への掲載等の業務と無関係な私的活動を行いません。
第５章 社会との関係
５－４ 反社会的勢力の排除

（１）反社会的勢力又はそれと疑われる者からの不当な要求に対しては、断固として拒否し、
一切の関係を持ちません。

（２）テロ行為、マネーロンダリング等の犯罪には一切関与しません。また、これらの犯罪に
利用されることのないように十分に留意します。

５－５ 政治・宗教活動について
当社は、特定の政治・宗教活動を支援しません。また、会社施設内或いは業務時間内に
政治・宗教活動を行うことは認めません。

日本郵船株式会社 行動規準（抜粋）

参照：「日本郵船株式会社.行動規準」（P.6）
. https://www.nyk.com/profile/pdf/code_of_coduct.pdf
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当社グループは、腐敗防止への取り組みを推進、強化するための体制を整えています。

参照：「コンプライアンス体制」（P.94）

当社は、日本国不正競争防止法（外国公務員贈賄罪）、
米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法等に対応
するため、2014年１月に贈収賄禁止に関する基本方針

およびガイドラインを整備し、国内外グループ会社の
役員・従業員に周知徹底を図っています。

高リスク国での新規事業検討にあたり、法務部門が贈収賄
に関する確認を行う体制を2016年4月に確立しました。
パートナーや代理店候補に贈収賄関連の問題がないか

スクリーニングを行うとともに、契約締結時の贈収賄
禁止条項の織り込みなどの提言や確認を行っています。

当社は、ビジネスにおけるコンプライアンス遵守に関する国際的な認証機関である
TRACE.Internationalによるデューディリジェンス審査に合格し、認証を取得しています。
今後も、国際的な商業取引における公正かつ透明な適性取引に努めていきます。

TRACE certification.
ID：TC3182-6961....有効期間：2021年1月15日～2022年1月14日

▲

取り組み
■ 贈収賄禁止の徹底

贈収賄デューディリジェンスの実施

反贈収賄に関する第三者認証

法務関連の相談体制
新規投資判断および事業の検討にあたっては、独占禁止法・贈収賄・
経済制裁に関する確認のため、法務部門でのスクリーニングとデュー
ディリジェンスを行うなどのリスク管理体制を整えています。

▲

体制
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