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トップコミットメント

このたびの東日本大震災で被災された皆様へ心よりお
見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興をお祈り
申し上げます。
大震災にあたり、世界中のステークホルダーの皆様か

らたくさんの励ましとご支援をいただき、深く感謝いた
します。仙台ニコンをはじめ東北・関東地方のニコング
ループの拠点においては大震災の影響を大きく受けまし
たが、皆様のご支援と社員の頑張りにより、お蔭様です
べての拠点において速やかに稼働を再開することができ
ました。
未曾有の大震災を受け、原発事故に関してはまだまだ

予断を許さない状況です。サプライチェーンにおける部
材の供給問題や電力不足の問題などに今後対処していか
なければなりませんが、どのような状況においても、品
質・安全に優れた魅力ある製品・サービスを安定して供
給していくことが私たちの第一の責任であると改めて認
識しております。これからもグループの全力をあげて対
応を進めてまいります。また、今回の大震災での対応を
振り返り、BCPの見直しなど、今後起こりうる大災害に対
しての危機管理能力を強化します。
さて、ニコングループでは、CSRを企業理念「信頼と
創造」を実現していくプロセスそのものと考えており、
「CSR重視の経営」を経営の重要な方針のひとつとして
掲げています。2007年には国連グローバル・コンパクト
に賛同し、「人権」「労働基準」「環境」「腐敗防止」に関する

10原則の支持を表明しました。この10原則はニコング
ループCSR活動の重点活動テーマの中に組み込まれて
展開されており、2011年3月期にはeラーニングなどを
実施しグループ社員への浸透を図りました。
事業面においては、急激な為替の変動もありましたが、
販売が拡大し、グループ内の事業機能の強化とプロセス
改革を実施した結果、世界同時不況から立ち直ることが
できました。

2012年3月期のCSRの重点活動テーマは、従来の重
点活動テーマを整理・統合し、「CSRの基盤の整備・徹
底」「環境経営の拡充・推進」「コンプライアンス活動の展
開」「人権・労働慣行の順守と多様な社員の活躍推進」「社
会・自然環境との共存（社会貢献活動）」「サプライチェー
ンのCSR活動推進」としました。環境経営においては、従
来から、省エネルギー、省資源を推進してきましたが、
今般の大震災による電力不足に対応して、より一層の省
エネルギー、省資源を徹底します。
被災地、被災者の皆様への支援活動は既に開始してお

りますが、今後も中長期的な視野に立ち、できる限りの
支援を続けてまいります。また、グループの特長を活か
した社会貢献活動をグローバルに進めていきます。
これからも、ニコングループは企業理念「信頼と創造」
のもとに常に新たな価値を提供し続け、社会の持続的な
発展に貢献していきます。

2011年6月

株式会社ニコン
取締役会長

株式会社ニコン
取締役社長 兼 社長執行役員 

私たちの役割と責任を再認識し、
社会に「新たな価値」の創造を
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東日本大震災の影響とニコンの取り組み

ニコングループの被災状況

地震発生後の対応状況

被災地域への支援活動

今後へ向けて

宮城県、栃木県、茨城県に所在する1製作所・7
製造会社（下記表）において設備および建物の一部
損壊などの被害が発生しましたが、3月中にはすべ
ての事業所で操業を再開しました。残念ながら社
員4名の死亡が確認されました。

地震発生の直後に社長を本部長とする緊急対策
本部を設置し、まず社員および家族の安全確認を
行うとともに、建物・設備の損壊状況の把握に努め
ました。また、首都圏の事業所の災害用備蓄品と
お取引先様などからいただいた救援物資を緊急輸
送し、被災したグループ会社と周辺地域の住民の
皆様に配布しました。現地に送った物資は、飲料水
や食料、日用品など50トンに及びました。同時に、
各事業部門において事業対策本部を設置し、お客
様に対する復旧支援、サプライチェーンの回復に注
力してきました。そのほか、節電のために、在宅勤
務、ゴールデンウィークの夏季休業への振替などを
進めてきました。

（株）ニコンでは日本赤十字社を通じて1億円の
義援金を送り、海外のグループ会社や社員からも
現地の赤十字社などを通じて義援金を送りました。
被災状況や復興の記録のために、被災地の行政機
関などに対してコンパクトデジタルカメラ1,000台、
双眼鏡200台などのほか、被災者を支援するメガ
ネ販売店に対して、約12,000枚のメガネレンズ、
補聴器用バッテリーを寄贈しました。

震災からの復興を最優先としたグループ目標を
掲げ、事業の早期回復を果たします。サプライ
チェーンにおける部材の供給問題については、調
達体制の見直し・再整備を行い、製品・サービスの
安定した提供のための体制を強化します。これに
加えて、電力問題は重要な課題であり、徹底的な
省エネルギーの実行、勤務カレンダーや勤務時間
の見直しによる対応など、できる限りの施策を実行
していきます。また、今回の経験を踏まえて、従
来の想定を上回る震災に対応できるよう、BCPの
見直し、訓練の徹底を行い、危機管理能力を高め
ます。
被災者の方々の支援には継続的に取り組んでい

きます。既に社会貢献学会による写真再生プロジェ
クトの「あなたの思い出守り隊プロジェクト」、映像
情報士協会による「復興支援メディア隊」との連携
により支援を行っていますが、今後もニコングルー
プならではの特長を活かして、被災地、被災者の
支援に努めます。

2011年3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震およびそれに伴い発生した津波、余震に関して、
2011年5月10日現在でのニコングループの状況をご報告します。

事業所名 所在地

（株）ニコン　水戸製作所 茨城県水戸市

仙台二コン 宮城県名取市

宮城ニコンプレシジョン 宮城県刈田郡蔵王町

ニコン・トリンブル※1　
蔵王製作所 宮城県刈田郡蔵王町

栃木ニコン 栃木県大田原市

栃木ニコンプレシジョン 栃木県大田原市

黒羽ニコン 栃木県大田原市

那須ニコン※2 栃木県那須烏山市

※1　ニコン・トリンブルは持分法適用会社。
※2　那須ニコンは持分法適用会社のニコン・エシロールの子会社。

被災した主な事業所
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ニコンCSR憲章  2007年4月27日制定　2009年12月1日改定

1．健全な企業活動の展開
ニコングループは、国際ルール、関係法令および社内諸規則を順守し、
健全かつ公正な企業活動を行い、お客様、株主、社員、事業パート
ナー、社会等のステークホルダーからの信頼を得るように努めます。
また、政治や行政との健全な関係を保ち、社会の秩序や安全に脅
威を与える反社会的勢力および団体との関係を持ちません。

2．社会に有用な製品・サービスの提供
ニコングループは、品質、安全に優れ、社会に有用な製品・サービ
スを提供することによって、お客様の満足と信頼の向上に努め、社
会の健全な発展に貢献します。

3．人間の尊重
ニコングループは、一人ひとりの多様な個性と人権を尊重し、全て
の人が差別されることなく公正な扱いを受け、安全に働ける健全
な職場環境を提供します。また、強制労働や児童労働を排除し、基
本的人権および労働者の基本的権利を尊重します。

4．自然環境の保護
ニコングループは、人類共通の課題である環境問題、自然環境の保
護等に積極的に取り組みます。

5．企業市民としての社会への責任
ニコングループは、各国ならびに地域の文化や慣習に配慮した企業
活動を展開するとともに、「良き企業市民」として社会貢献活動に積
極的に取り組みます。

6．透明性の高い情報開示
ニコングループは、お客様、株主、社員、事業パートナー、社会等
と広くコミュニケーションを行い、企業情報を公正かつ迅速に開示
します。また、正確な経理処理により、信頼性のある財務報告を実
施します。

7．経営トップの責務
経営トップをはじめ、各部門長は、本憲章の精神の実現が自らの役
割の重要な一部分であることを認識し、率先垂範することはもちろ
ん、グループ内に徹底すると共に、関係者に周知します。また、社
内外の声を常時把握して、グループ内体制の整備を行います。なお、
本憲章に反するような事態が発生した場合は、経営トップ自らが問
題解決にあたる姿勢を社内外に表明し、原因究明と再発防止に努め
ます。さらに、情報公開と説明責任を果たし、権限と責任を明確に
した上で自らを含めて厳格な処分を行います。

企業理念「信頼と創造」を具現化するため
体制を整え、CSRを推進しています

CSR 用語 の基本方針と推進体制

CSR推進体制 CSR中期計画
より効果的、効率的にCSRを推進していくため、CSR委
員会を設置しています。また、その傘下に7つの委員会を
設けるとともに、関連の会議として調達連絡会議を設置し、

CSR活動のグループでの浸透、定着を図っています。

ニコングループは、中期経営計画で「CSR重視の経営」
を重点課題として掲げ、CSR中期計画を策定することによ
り、企業理念「信頼と創造」を実現していきます。

人権・労働慣行の順守と多様な社員の活躍推進

サプライチェーン 用語 のCSR活動推進

コンプライアンス活動の展開

環境経営の拡充・推進

社会・自然環境との共存（社会貢献活動）

CSR中期計画における重点課題
（2012年3月期から2014年3月期までの3カ年計画）

コンプライアンス 用語・環境など、C S Rを常に意識した
事業活動をグローバルに展開する。ステークホルダー 用語

とのコミュニケーションを促進し、ステークホルダーの期
待に誠実に応え、信頼をより強固にする。

CSR委員会

調達連絡会議

企
業
倫
理
委
員
会

輸
出
審
査
委
員
会

社
会
貢
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委
員
会

中
央
安
全
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生
委
員
会

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

統
合
防
災・         　

委
員
会

B
C
M
用語

生
物
多
様
性　

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

用語

環
境
委
員
会

※ 全体にかかわる課題について、PDF詳細版では「CSRの基盤の整備・徹底」という
テーマのもと報告しています。

［詳細→PDF詳細版P17］

CSR推進体制図
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ニコンのステークホルダー

ニコングループの
社会的責任の
基本姿勢

私たちの心掛け
ありたい姿を実現する
ための日々の心掛け

日常の
業務活動の規範

企業理念

信頼と創造
永遠に追求する変わらないテーマ

ニコン
CSR憲章

ニコン
行動規範

ビジョン

行動の
指針

お客様

株主様
社員

事業
パートナー様

社会

私たちの心掛け
ありたい姿を実現する

私たちのありたい姿
期待を超えて、
期待に応える。
未来に向けたビジョン

CSR中期計画に基づき、重点課題を定め、
さまざまな活動を展開しています

CSR 用語 中期計画に基づく2011年3月期の活動ハイライト

生物多様性 用語 保全への取り組み

効果的なCO2削減への取り組みを推進

環境経営の拡充・推進 ［詳細→PDF詳細版P27］

「ニコン環境管理基本方針」を改定し、生物多様性に対す
る基本姿勢を明確化しました。また生物多様性パンフレッ
トのイントラネットへの掲載や、講演会の実施など、社員
教育を行っています。5月の「生物多様性の日」に行われた
富士山の植林活動には、社員130名が参加し、1.3ヘクター
ルに富士山の天然林を種子源とする苗木1,300本を植林し
ました。

10月に、名古屋で国連環境計画（UNEP）および、あいち・
なごや子どもCOP10実行委員会が主催する「国際子ども
環境会議」が行われました。（株）ニコンはこの会議に特別
協賛し、富士山での野外活動プログラムおよび「赤谷ノート」
を使用した教育プログラムを提供するとともに、国連環境
計画などと共催している「国連子供環境ポスター原画コン
テスト」の表彰式も開催しました。

CO2削減部会が中心となり、事業所主体の活動だけでな
く、各カンパニー、各事業部門主体の活動を展開しています。
今後もそれぞれの事業形態に合わせた効果的なCO2削減
の施策を検討・立案し、実施していきます。

ニコンの上位方針とステークホルダー 用語 とのかかわり

国際子ども環境会議（全体会議）
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グループ統一行動規範により
グローバルな意識共有へ

さらなるグローバル化に向けて
危機管理体制を強化

コンプライアンス 用語 活動のグローバルな推進 ［詳細→PDF詳細版P47］

リスク管理活動のPDCA実施 ［詳細→PDF詳細版P49］

これまで、ニコングループは、国内では「ニコン行動規範」、
海外ではニコン行動規範の基本概念をベースとした「各社
版行動規範」を行動基準とし、コンプライアンス推進を図っ
てきました。2011年4月、グループ全体での内部統制 用語

の強化のため、国内外統一の「ニコン行動規範」に改定しま
した。この改定にあたっては、2007年7月の国連グロー
バル・コンパクト 用語 へ の 賛同や、2010年11月の

ISO26000 用語 の発行などを受け、人権、CSR調達 用語 、
腐敗防止など、より国際的なCSR 用語 の視点を重視しつつ、
各項目を簡潔にまとめました。
国内では、この改定に合わせ、行動規範の内容を解説

した冊子を全員に配付しています。
今後とも、ひとりひとりがコンプライアンスを常に意識

し、実務において最も適切な判断が可能となるよう、ニコ
ン行動規範の浸透を進めていきます。

海外派遣者に起こりうるリスクを未然に防ぎ、また発生
した場合には、その被害を最小限にとどめるため、情報管
理を一元化するなどの取り組みをしています。

2008年に「ニコングループ海外派遣者リスク管理規程」
を施行し、海外における戦争や内乱、感染症や地震といっ
たさまざまな要因によるリスクに備え、有事の際には、迅
速に対応できるよう規程を定めています。
また、緊急時に海外派遣者との連絡を円滑に行うため
のシステムを整備し、ニコングループ全体に浸透させてい
くのと並行して、ビジネスが拡大していく新興国に出向き
事前調査をするなど、社員だけではなく、同行する家族も
含めて安心して生活ができるような体制づくりを心掛けて
います。海外派遣者の危機管理のためには現地の文化の
理解を深めることも重要と考え、異文化の研修を行ってい
ます。
ほかにも、ニコングループを持続的に発展させるため、

BCM 用語 や情報セキュリティなど、グループを取り巻くさ
まざまなリスクの包括的な管理、対策に努めています。

CSR委員会
CSRに関するニコングループの方針を決定

企業倫理委員会
コンプライアンスに関するニコングループの方針を決定

（株）ニコンCSR統括部コンプライアンス室
コンプライアンスに関するニコングループの担当組織

教育資料の提供、年度方針および活動テーマの提示
（各社・各部門の情報の吸い上げ）

コンプライアンス推進者

活動の相談、年度方針および活動テーマに沿った活動計画、報告書の提出

職場の長／
企業倫理コーディネータ－ 責任者／担当者

国内 海外

協力 協力

情報セキュリティ
ハンドブック

異文化研修

コンプライアンス推進体制図
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「国連グローバル・コンパクト 用語 」の
社内への研修

管理職向けダイバーシティ研修の実施

人権・労働環境のグローバルなマネジメント ［詳細→PDF詳細版P51］

ダイバーシティ 用語 活動の推進 ［詳細→PDF詳細版P54］

2011年3月期は、国連グローバル・コンパクトに関する
研修を、ニコングループの全社員への周知を目標に実施
しました。海外ニコングループの社員に対しては、各社ま
たは地域に設置している「コンプライアンス 用語 推進者」を
通じて、教育を行いました。必要に応じて資料の翻訳を行
い、全社員に対して教育を完了することを目標としました。
海外ニコングループ連結32社のうち、2011年3月期まで
に28社が教育を完了し、3社が2011年6月末までに完了
予定、1社がCSR 用語 体制の構築中となっています。
国内ニコングループにおいては、グループ会社も含め

て利用可能なeラーニングシステムを活用し、教育を行い
ました。2011年3月期は、10原則のうち「人権」に重点
を置き、12月の国際人権デーにあわせて実施しました。

2011年3月31日時点で、受講対象者数13,435名、修了
者数12,281名、修了率は91.4%となりました。未受講
者数には、海外への長期出張事例や育児休暇事例、震災

により集計未了のグループ会社分を含んでいます。

2012年3月期以降は、未修了者への受講を引き続き促
すとともに、新入社員やキャリア入社者へ受講機会を定期
的に設けます。

ニコングループでは、さまざまなバックグラウンドをも
つ社員に対し、多様性と人権を尊重し、社員が能力を活か
して仕事に専念し、チームとして成果を出せる環境を整え
ることを基本姿勢としています。現在、アジア・オセアニ
アを中心に、さまざまな地域の社員が在籍しています（右
表：ニコングループの地域別社員数推移を参照）。
その中でもまずは国内の課題に優先的に取り組んでお

り、2008年3月期よりダイバーシティマネジメント実現の
ための活動を進めています。具体的には、女性のための
自己実現研修の実施や「くるみん 用語 」の取得、育児休暇制
度の改定などを実施しました。

2011年3月期、次のステップとして、管理職向けのダ
イバーシティ研修を企画しました。この研修では、数が少
ない女性社員のマネジメントや年上の部下のマネジメント
について、科学的検証も含めて学ぶ内容となっています。

2011年2月にトライアル研修を実施し、18名が参加しま
した。2012年3月期は、年に5回実施し、100名前後の管
理職が受講する予定です。

今後、職場の管理職向けに研修を実施し、ダイバーシティ
マネジメントへの理解を共有していきます。

Nikon (Thailand) Co., Ltd.での
国連グローバル・コンパクトの啓発用展示

ニコングループの地域別社員数推移（単独・連結）

単独

連結 北米日本 欧州 アジア・オセアニア

25,342
22,705

26,125
24,409

4,629 4,861 5,143 5,315
5,306

23,759

（名）

’07/3 ’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/30

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

50.6%

6.1%

4.8%

38.6%

※  ニコングループ（連結）の正社員、嘱託。地域別比率について、出向者は出向
先の人数に含むが、連結外会社への出向者は含まない。ただし、N i k o n 
Metrology NV およびその傘下のグループ会社社員は欧州地域の人数に含
まれる。
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社員食堂・飲料自動販売機での
社会貢献プログラム開始

サプライチェーン 用語 における
グリーン調達 用語 の推進

社会貢献活動のグローバルな展開 ［詳細→PDF詳細版P57］

CSR調達 用語 の浸透 ［詳細→PDF詳細版P59］

ニコングループでは、それぞれの国や地域に応じた社
会貢献活動に取り組んでいます。
（株）ニコンでは、TABLE FOR TWO（TFT）の活動に参
加しています。社員が、栄養バランスの取れたヘルシーな
「TFTランチ」を食べると、その代金から1食につき20円が、
アフリカのウガンダ、ルワンダ、マラウイ、エチオピアの
地域小学校の給食代として届けられます。ニコンビジネス
サービスと給食会社との連携で、2011年3月期現在、す
べての製作所の社員食堂でTFT対応メニュー「TFTランチ」
を提供しています。また、社員食堂のない本社では、TFT
に参加できる自動販売機の第一号機を設置しました。

TFTの活動に賛同することは、ニコンで働くひとりひと
りが食を通し、自身の健康と世界の飢餓問題について考
える良い機会となります。2012年3月期は国内グループ
会社にも広げていく予定です。

ニコングループでは、健全な事業活動の推進のために、
調達パートナーの皆様とのCSR調達、グリーン調達に積極
的に取り組んでいます。サプライチェーン全体で製品含
有化学物質を適正に管理するため、調達パートナーの皆
様に環境管理システム（環境保全管理システムおよび製品
含有化学物質管理システム）の構築をお願いし、原材料／
部品の源流管理の徹底を推進しています。

2010年3月期は、環境管理システム構築状況の監査を
国内調達パートナーの皆様を対象に実施するとともに、管
理体制が不十分、もしくは未構築の調達パートナー様に対
する構築支援を開始しました。2011年3月期からは、監
査対象を海外にも拡大し、サプライチェーン管理の強化に
努めています。

上）TFTランチを実施している社員食堂
左下）TFTのポスター
右下）TFT対応の自動販売機

原材料メーカー

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
管
理

●製品　●化学物質データ

●製品　●化学物質データ

●製品　●化学物質データ

環境管理システム
構築支援・監査

●製品　●化学物質データ

部品メーカー

組立メーカー

安全な製品を世界中のお客様へ供給

製造

ニコン

製品含有化学物質管理

設計・開発 調達

サプライチェーンにおける製品含有化学物質管理
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海外グループ会社でも、
地域に根ざしたCSR活動を行っています

社員主導の地域貢献活動

OHSAS18001に基づく
労働安全管理

地元の社会福祉施設への支援

地域と協働した環境活動

タイ
Nikon (Thailand) Co., Ltd.

労働安全 台湾
Nikon Precision Taiwan Ltd.

社会貢献

アメリカ
Nikon Inc.

環境保全

毎年、社員によって選ばれた社会福祉活動への寄付を行っ
ています。2011年は、地元の病院で、超未熟児として、ま
たは病気をもって生まれてきた新生児やそのご両親を支援
する「Born Too Soon」というプログラムを支援しています。
寄付は、社員が主体となり、服のリサイクルや古本販売、裁
縫、電気製品の修理など、さまざまな方法で集められます。
この活動は、地域の方々からも大変喜ばれており、社員主
導の社会貢献活動として社内に根づいています。

2010年9月に、労働安全衛生マネジメントシステムの国
際認証規格であるOHSAS18001：2007を取得しました。
これは、化学品、機械、電気機器の取り扱いによる傷病を
防止し安全第一の工場となること、適用される法的要請に
対応すること、そして1万名の社員のための快適な労働環境
を整備することを目的としています。PDCAサイクルを循環
させ、安全衛生管理の継続的な向上
を実践していきます。

給料日や社内イベント開催などの機会に、社員が募金を
行っています。また、その集約金とともに、社内で使用しな
くなった机や椅子、棚、ソファー、家電機器などを、毎月地
域の社会福祉施設へお届けしています。さらに、2カ月に一
度抽選で200万元～200元が当たる番号が付された「統一
発票」と呼ばれる台湾の公式領収書を集め、児童養護施設へ
送っています。ひとつひとつは小さな取り組みですが、地
域のために、継続的な活動を行っていきます。

「省エネルギー」、「リサイクル」、「節水」に焦点を置き、
環境保全に取り組んでいます。特にリサイクルでは、有害
物質を含む電池なども環境プログラムに沿って、適切に再
資源化しています。また、事業活動以外でも、缶やペットボ
トルを積極的にリサイクルしており、2009年からは、Kans 
for Kidsというプログラムに参加し、その費用でがんの子ど
もたちを支援するという、社会貢献活
動につなげています。地元の高校生
へも活動を呼びかけており、地域と
協働した取り組みとして大きな広がり
をみせています。

仮装デーに妖精に扮し
てレンズ工具を運搬す
る映像部門の技術者。
このような社内イベン
トの際にも寄付を集め
ている

OHSAS18001認証

積極的にリサイクル活動に
参加する社員

社内に設置された
募金箱

［詳細→PDF詳細版P15］

イギリス　
Nikon U.K. Ltd. 

社会貢献
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事業活動を通じて
社会の持続可能な発展に貢献していきます

液晶パネル半導体（IC）

さまざまな情報端末、電子機器など

半導体露光装置 NSR-S620D 液晶露光装置 FX-101S

さまざまな情報ささ

お客様相談窓口のひとつである二コンプラザ新宿。
商品説明や修理、写真教室、写真展示など、さまざまなサービスを提供
しています

「日本マニュアルコンテスト
2010」にて最終審査委員特別
賞を受賞したD3000のガイド
モード

精機カンパニー

映像カンパニー

情報社会の基盤を支える

映像文化の発展に寄与する

短期間に大きな進歩を遂げる電子機器。それらは私た
ちの生活を便利かつ快適にしていきます。この電子機器
になくてはならないものが「半導体（IC）」と「液晶パネル」
です。
精機カンパニーは、半導体（IC）や液晶パネルの製造に

不可欠な装置を開発・製造し、情報社会の進展に大きく貢
献するとともに、環境に配慮したものづくりに取り組んで
います。
ニコンの最先端の半導体露光装置はナノメートル（10億
分の1m）単位の回路形成を可能にしています。液晶パネ
ルはブラウン管に比較して大幅に省電力化されています
が、より微細な回路形成によってさらなる省電力化が可能
です。また、有機ELのように液晶よりも原理的に一層省
電力化が図られたディスプレイもニコンの液晶露光装置に
よって製造されています。

映像カンパニーは、「お客様満足度の最大化」を常に意
識し、製品やサービス、広告などを通じてお客様とのつな
がりをもつとともに、お客様の声を直接聞けるカスタマー
サービス部門を設置し、常に「お客様の求めるもの」の把
握に努めています。また、サービス施設なども増設して
います。
さらに、お客様にご購入いただいた商品の機能を十分

に使いこなしていただけるよう、短時間で商品操作を効率
良く理解できることを主眼とした新たな取り組みも始めて
います。例えばD3000やD3100では「ガイドモード」を搭
載し、撮影条件設定の煩わしさを大幅に軽減しています。
映像カンパニーは、カメラとレンズを提供するだけにと

どまらず、画像共有・保存サービス「my Picturetown」や
オンラインアルバムサービスなど、映像にかかわる活動を
多角的に展開することで、お客様への新たな価値を創造
するとともに、写真文化の発展に貢献しています。

［詳細→PDF詳細版P7］
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カリフォルニア大学
サンフランシスコ校（2006年）

ノースウェスタン大学（2008年）

ハーバード大学（2001年）

オックスフォード大学（2006年）
ハイデルベルグ大学（2005年）

キュリー研究所（2007年）

バイオポリス（2007年）

北海道大学（2005年）

ススウェスウェスウェウェウェウェウェウ

ババ
カカカカカリカリカリカリフ

006年6年6年）

リー研究ー研究ー研研研研研研ー研究研研研研研研研研研研研研研研研研

ハハハハハハハ

究所

年年年）

究究究研研研研研研研研研研研研研研研

ハハハハハハハハハハハハ

年年）））））））

陸域観測技術衛星「だいち」
提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

上）イベントで昆虫を観察する
子どもたち

下）「ファーブル」で見る
沖縄シロズラコガネ

インストルメンツカンパニー

カスタムプロダクツ事業部

グループ会社（ニコンビジョン）

科学の進化を後押しする

専門領域の高度な期待に応える

自然と人との接点を社会に提供する

医学やバイオテクノロジーなどの研究分野から製薬、電
子部品、自動車部品などの産業分野にいたるまで、インス
トルメンツカンパニー製品の使用範囲は非常に多岐にわた
ります。ニコングループは、多様な新発見ならびにお客様
ニーズに応えるべく、新しい製品や新イメージング技術の
開発を進めています。
また、最新の顕微鏡システムを研究や教育の現場に提
供することで、バイオサイエンスの発展に貢献しています。

この一環として、世界の著名な大学や研究所と協力し、世
界各国のサイエンスキャンパスに「ニコンイメージングセン
ター」の設立を進め、研究者の大いなる成功と成果を支え
てきました。
同センターは、各研究室に隣接するよう、世界8カ所の

研究機関内に設置されています。多くの研究者や将来の
研究リーダーが、ニコンの最先端顕微鏡などを使用し、研
究を行っています。また、そこから出される要望をニコン
のスペシャリストと共有することで、利用者の新たなニー
ズを反映した製品開発につなげています。

カスタムプロダクツ事業部は、一般企業向けおよび宇宙・天体関連の
特注製品、光学部品、測定器、光通信部品などの技術や製品を扱ってい
ます。使用目的に応じて、性能の検討から設計・製造までを社内の他部
門と協力し合い、ニコンのコア技術を最大限に活かしてお客様のご要望
にお応えするとともに、技術進展に貢献しています。
例えば、2006年1月に打ち上げられた陸域観測技術衛星「だいち」

（2011年5月に運用終了）には、ニコンの高性能可視近赤外放射計2型
（AVNIR-2）が搭載されています。観測結果は、地図作製、地球観測、
災害状況把握、資源探査などに活用されています。東日本大震災では、
被災地の観測画像を提供し、政府の情報集約活動に貢献しました。

ニコンビジョンは、双眼鏡やフィールドスコープ、携帯型実体顕微鏡な
どの製品の開発・製造、販売を通して、人々が気軽に自然を観察・学習
できる機会を提供し、また環境分野の研究の発展にも貢献しています。
ネイチャースコープの「ファーブル」や「ファーブルミニ」はシンプルな機
種で、多くの小・中学校で採用され、子どもたちが自然の中のミクロの
世界を手軽に観察できる機会を提供しています。また、ニコングループ
が参加する環境イベントなどでも、子どもたちが生物多様性 用語 を学ぶ
現場をサポートしています。

ニコンイメージングセンターグローバルマップ　※（　）は設立年
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ニコンはチャレンジ
25キャンペーンに
参加しています。

この冊子は、環境に配慮した
紙とインクを使用しています。

（株）ニコンは、SRI 　　評価機関から評価をいただき、2004年から連続
して「FTSE4Good 　　 Japan Index」に組み入れられています。
また、2010年9月には、「モーニングスター社会的責任投資株価指数
（MS-SRI） 　　」の構成銘柄に選定されました。

用語

用語

用語

Printed in Japan

■ CSR 用語 報告書の情報開示ツール
2011年3月期のニコングループのCSR活動については、「ニコンCSR報告
書2011 PDF詳細版」と「ニコンCSR報告書2011 ダイジェスト」（本報告書）にて
報告しています。
ニコンウェブサイトでは、「ニコンCSR報告書2011 PDF詳細版」と本報告書
の内容に加え、さまざまな情報を掲載していますのでご覧ください。

■表紙の絵画

国連子供環境ポスター原画コンテストでの
入賞作品です。
（テーマ：生物多様性・・・生き物たちが支えあう
豊かな自然環境を守ろう）

PDF詳細版

ニコンウェブサイト

ニコンCSR報告書2011
ダイジェスト（本報告書）

Web  「国連子供環境ポスター原画コンテスト」の共催
http://www.nikon.co.jp/csr/society/earth/icpc/

作者名
Lada Neklyudova
（ウクライナ・6歳）

トップコミットメント
東日本大震災の影響とニコンの取り組み
CSRの基本方針と推進体制
CSR中期計画に基づく2011年3月期の活動ハイライト
海外グループ会社のCSR活動
ニコングループの事業活動とCSR

1
2
3
4
8
9

CONTENTS

http://www.nikon.co.jp/csr/

用語  ─ PDF詳細版の付録に用語解説を掲載しています。
Web  ─ 関連情報をニコンウェブサイトで開示しています。

■会社概要
社 名

本 社

代表者

設 立

資本金

売上高

社員数

:

:

:

:

:

:

:

株式会社ニコン

（英文社名）NIKON CORPORATION

〒100-8331　

東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル

TEL：03-3214-5311

取締役社長 兼 社長執行役員　木村眞琴

1917年7月25日

654.75億円  （2011年3月末日現在）

連結 8,875.12億円  （2011年3月期）

単独 6,776.61億円  （2011年3月期）

連結 24,409名  （2011年3月末日現在）

※ 正社員、嘱託およびグループ会社役員。

単独   5,306名  （2011年3月末日現在）
※  正社員および嘱託。ただし、（株）ニコンから他社への出向者は
含まない。

■ニコングループの主要事業
▶精機事業【精機カンパニー】

▶映像事業【映像カンパニー】

▶ インストルメンツ事業

【インストルメンツカンパニー、（株）ニコン・トリンブル】

▶カスタムプロダクツ事業【カスタムプロダクツ事業部】

▶ガラス事業【ガラス事業室】

▶エンコーダ事業【エンコーダ事業推進部】

▶メガネレンズ事業【（株）ニコン・エシロール】

■地域別グループ会社数（連結）
地域 会社数

国内［（株）ニコンを除く］ 14社

欧州（12カ国） 29社

アジア・オセアニア（8カ国） 16社

北米（2カ国）  9社

Web  グループ会社の詳細
http://www.nikon.co.jp/profile/corporate/group/
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