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トップメッセージ

CSR重視の経営

Next 100  Transform to Grow

このような大きな変革の中にあっても、ニコンが変わらず
大事にしているもの、それは「CSR重視の経営」です。
ニコンは社会的責任の基本姿勢として「ニコンCSR憲章」

を掲げるとともに、2007年からは、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原則を支持しています。2014年4月には「ニコン贈収賄
防止方針」を制定し、ニコンの贈収賄に対する姿勢をより明
確に示し、取り組みを強化しています。
活動推進にあたっては、CSRの中期計画でグループ共通重
点課題を「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
貢献活動の推進」「サプライチェーンのCSR活動推進」とし、
それぞれに具体的な目標を設定し、活動を展開しています。

創立100周年を3年後に迎えるにあたり、ニコンは新た
な100年に飛び立つための中期経営ビジョン「Next 100 － 

Transform to Grow」を発表しました。社会や市場の変化が
激しい現代において、これからの100年も持続的に成長する
企業へと生まれ変わるために、グループ全体でニコンのめざ
す姿と課題を共有し、力を合わせチャレンジしてまいりま
す。成熟期にある主力事業の映像事業、精機事業を強化しつ
つ、成長分野と位置付けたメディカル事業、インストルメン
ツ事業の成長戦略を具体的に実現します。この一環として、
2014年6月には、約15年間続いたカンパニー制を廃止し、事
業ポートフォリオ再構築に機動的に対応できるような組織
体制を構築しました。また、最大の経営資源である社員を支
える人事プログラムを改革することにより、社員の育成や意
識改革、人事ローテーションによるリソース配分の最適化を
促進し、強靭な企業体質を実現します。

ステークホルダーの期待とニコンの役割

社会が企業に期待する役割の範囲は年々広がっています。
お客様をはじめとしたステークホルダーは、従来より製品に

各地域における推進体制の構築

ニコンはグローバル企業として世界各地で事業活動を展開
しています。CSR推進の基本となる大きな考え方はグループ共
通ですが、世界各国の文化や習慣、法規制などにより優先順位
や効果的な方法は異なります。グループとしての大きな方針
は共有しつつ、運用面においては各地域に適した対応ができる
ように、ニコンでは世界を6地域に分けて、地域持株会社を中
心に地域ごとに統括して推進する体制を立ち上げてきました。
2014年度中にはグローバルなCSR推進体制が整い、日本を含
めた全拠点に対し情報発信や教育などを行うことが容易にな
ります。
ステークホルダーや社会の期待を理解し、ニコンとして取り

組むべきことを見極め、グループ全体で活動に反映していくた

求めてきた性能・品質やコスト、納期といったものに加えて、
不適切な労働によって作られた製品ではないのか、環境を汚
染していないかなど、製品が社会的、環境的に配慮されて生
産・調達されたものなのかにも関心を高めています。CSRは
事業活動と不可分なのです。
紛争鉱物問題は、その顕著な例のひとつといえるでしょう。
国際社会は、製品の原料・部材の調達を通じて人権侵害や環
境破壊の無い社会を実現する仕組み作りに挑戦しています。
ニコンも役割を果たしていけるように、サプライチェーンを
さかのぼり製品に含まれる鉱物がどこから来たものなのか
を調査しています。ニコンのサプライチェーンは広く階層
も深く複雑なため、調査は容易ではありませんが、調達パー
トナーや業界団体などと協働し、取り組みを進めています。

2014年5月には、ニコンはラオスにおける奨学制度の設立
を発表しました。ラオスは、ニコンが2013年10月からデジ
タルカメラの部品生産を行う工場の操業を開始した国です。
ラオスの奨学制度はさまざまな取り組みの中の一例ですが、
ニコンは各事業拠点において、地域社会とコミュニケーショ
ンを取り、社会の一員として地域社会の発展の一役を担って
いけるよう努めています。社会の発展があってこそ企業も
持続的に成長できると考えています。
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めには、社員ひとりひとりがその重要性を理解しなければなり
ません。グループ全体で社員の意識を醸成していくにあたり、
海外各地域に構築したCSR推進体制が重要な役割を果たして
いくと考えています。

取締役社長 兼 社長執行役員取締役会長

事業における新たな価値の創造

ニコンは、社会や人々の暮らしをより良くするために、ニコ
ンならではの技術・アイデア・ソリューションで新たな価値を
提供し続ける企業でありたいと考えています。メディカル事
業に参入を決めるにあたり、ニコンの技術がこの分野において
まだ確立されていないニーズに応えられるとの確信が重要な
判断規準となりました。
また、例えば、気候変動問題への対応については、環境負荷
の低減のために製品の省エネルギー化に取り組むことはもち
ろんですが、新しい発想でニコンの技術を活かし、社会全体の
温室効果ガス削減に少しでも貢献できないかを考えていきた
いと思っています。
“創造”は、多様な力が融合する中で生まれやすいものです。
日本では課題となっている女性の活躍支援、およびグローバル

創立100周年に向け

企業は社会のなかで存在しているのであり、企業の活動は最
終的には人々の幸せにつながっていくものであることが大前
提となります。企業は社会からの信頼があってこそ生きてい
けるのであり、新たな価値の創造ができなければ持続的な成長
は難しくなります。メディカル事業に進出を決め、企業理念「信
頼と創造」への思いを強くしています。ニコンにおいて、CSR

は企業理念である「信頼と創造」を実践していくプロセスその
ものにあります。100年先も存続する企業をめざして新たな一
歩を踏み出し、社会からの期待に誠実に応え、積極的に挑戦を
続けてまいります。

2014年8月

な人材の育成にもニコンは力をいれていきます。多様な社員
ひとりひとりが力を発揮し、多様な力が融合しあい、創造が生
まれ、ニコンを持続的成長に導くと確信しています。



地域持株会社を核に、
海外グループ会社におけるCSR強化へ

各地域にCSR統括推進体制を構築
ニコングループでは、売上高、社員数ともに海外比率が高く、

CSR活動においても海外グループ会社での展開が重要となっ
ています。しかし、文化や言語、歴史、法令など、社会的背景
が異なる海外で、一律にCSRを推進することには限界があり
ます。海外の地域特性を考慮しつつ、一貫性のある取り組み
を推進するため、ニコングループでは、アジア・オセアニア、
欧州、米州の各持株会社であるNikon Holdings Hong Kong 

Limited（香港）（以下、NHH）と、Nikon Holdings Europe B.V.（オ
ランダ）（以下、NHE）、Nikon Americas Inc.(米国 )（以下、NAI)

の3社を通じて、地域ごとにCSRを統括して推進する体制構
築を進めています。

地域一体のCSR活動を世界へ
最初に着手したのは、中国・香港地域です。2010年8月、

NHHを設立した際、その業務内容にCSR推進を加え、同地域
のグループ会社9社のCSRを統括して推進する活動を開始し
ました。また、グループ会社の社長を委員とし、中国・香港地
域のCSRにおける審議・意思決定を行う中国CSR委員会を設
置。さらに各社にCSR推進者を選任して、年1回以上連絡会
を開催しています。これらの取り組みにより、NHHとグルー

地域ごとの柔軟さを活かしたCSR活動
CSR活動として各地域で最初に取り組んでいるのは、ニコ
ンが掲げる5つの重点課題のひとつ「コンプライアンス活動
の展開」です。社員意識調査を実施し、コンプライアンスに
対する意識レベルを確認するほか、CSR全般の浸透状況や、
会社への帰属感などを確認しています。また、行動規範の地
域統一版の検討や、ニコンCSR憲章と国連グローバル・コン
パクトの10原則、社員意識調査の結果に基づく教育なども開
始します。
これらは全地域共通ですが、それぞれ具体的な活動に落と

プ会社との連携を強めるだけでなく、グループ会社同士が情
報を共有し、地域一体となってCSR活動を向上させる機会に
つなげています。2014年3月期には、台湾のグループ会社も
加わり中華圏として活動を進めることを決定しました。また、
中国・香港・台湾地域とは別に、その他アジア地域（韓国を除く）
の統括推進も開始しました。
一方、既に設立されていたNHE、NAIにもそれぞれCSR部

門を新設し、同様の体制づくりを欧州地域、米州、韓国へと段
階的に展開。2014年中には、全世界でCSRの統括的な推進基
盤を整備する計画です。

ニコングループCSR推進体制図（2014年7月末日現在）

※1 アジア地域とは、中華圏と韓国を除く、その他のアジア。ただし、オセアニア、中東もアジア
地域に含む。

※2 準備中。

特集

企業倫理委員会

委員長：
事務局：

副社長
CSR推進部
コンプライアンス室

環境委員会

委員長：
事務局：

業務本部長
品質・環境管理部　
環境管理課

CSR委員会

委員長：
事務局：

会長
CSR推進部CSR推進課

中華圏CSR委員会

事務局：NHH

アジア※1CSR委員会

事務局：NHH

欧州CSR委員会

事務局：NHE

米州CSR委員会※2

事務局：NAI

韓国CSR委員会

事務局：ニコン

海外におけるCSR推進
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変革するニコングループの原動力に
地域ごとにCSR活動を進める中でも、言語や法令の違い、

地理的な距離、または、各グループ会社におけるCSR意識の
差など、さまざまな点に配慮する必要があります。しかし、
地域ごとに統括する利点を活かし、状況に応じて柔軟な対応
をすることで、CSRの推進スピードを加速させています。
現在、NHH、NHE、NAIの3社を起点に、さまざまな取り組み

の強化が進んでいます。2014年3月期は、世界各地の非生産
系事業所の環境負荷や環境活動の状況を把握するため、「環

し込まれる段階で、展開方法やスピード、課題となる点は地
域により大きく異なります。例えば、欧州地域では、地域統
一版の行動規範を作成し、同地域の状況にあわせた解説を入
れています。
また、各地域の進捗状況にあわせて、活動の内容も段階的
に拡大しています。統括推進が先行している中華圏では、「社
会貢献活動の推進」についてもスタートさせており、グルー
プ会社各社の活動情報を地域内で共有し、年1回中華圏ロー
カル版のCSR報告書として発信しています。また、同じNHH

が統括するアジア地域でも中華圏でのノウハウを活かし、社
会貢献活動を計画的に実施し、報告する枠組みを作りました。

国・地域 回数 2014年3月期実施時期 回答者数

日本 7回 2013年12月 12,813名

中華圏 3回 2013年5～6月 1,481名※

アジア 1回 2013年5～7月   563名※

欧州 2回 2014年2月 1,322名

米州 1回 2013年12月～2014年3月 912名

韓国 1回 2014年1月 256名

社員意識調査

調査概要 社員意識調査結果

社員の意識や活動の浸透状況を確認・把握することで効果的
な教育などが行えるよう「社員意識調査」を実施しています。
年1回定点観測をすることで、活動の再周知や課題の抽出にも
つながっています。2014年3月期は、アジア、米州、韓国で第1

回となる調査を実施するとともに、各地域の設問を見直し地
域ごとの比較を可能としました。今後とも地域間比較や経年
変化などを分析し、推進活動に反映していきます。

境活動アンケート」（詳細P9）を実施しました。また2015年
3月期は、新たに制定された「ニコン贈収賄防止方針」（詳細
P10）の教育にも力を入れて取り組む予定です。
今後も各拠点と連携し、ニコングループ全体でCSRを進め

ていきます。

2013年5月に開かれた欧州CSR委員会

Q. 「ニコン行動規範」を読んだことがあるか？

0 20 40 60 80 100

日本

中華圏

アジア地域

欧州地域

韓国

米州地域

いいえはい

5%5%95%95%

6%6%94%94%

12%12%88%88%

14%14%86%86%

8%8%92%92%

24%24%76%76%

※ 生産会社は対象者をPC保有者に限定。
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Fanny Cheung
CSR Planning Manager,
CSR Section,
Nikon Holdings Hong Kong Limited

貝原 二郎
General Manager, CSR Section,
Nikon Americas Inc.

アジア地域は、変化に富んだ、ダイナミックな地
域です。この地域で、ステークホルダーからの要望
や期待をもとに、CSRの方向性を決めていくことは、
私たちNHHにとって本当に大きなチャレンジです。
中華圏でのCSR推進を通じてNHHが得た経験と実
務の知識を活かし、2014年3月期の1年間は、コンプ
ライアンス推進活動、そしてCSRを統括して推進す
る体制づくりに注力しました。2015年3月期は第1

回アジアCSR委員会を開催します。活動をさらに前
進させ、地域のステークホルダーとの信頼関係を構
築していきます。

米州地域でCSRの統括的な推進活動を開始した
のは2014年3月期からですが、もともと各社とも基
盤となるコンプライアンスの徹底に取り組んでい
ますし、地域社会とのコミュニケーションも行って
います。しかしながら、意識調査の結果、それらの
活動が企業理念「信頼と創造」の具現化であるとい
う意識が弱いことが分かりました。社員はニコンブ
ランドへの誇りを強くもっていますので、ひとりひ
とりがニコングループの一員としての誇りをもっ
てイキイキと働けるように、企業理念に根差した
CSR活動を推進していきたいと思います。

担当：アジア地域 担当：米州地域

Gladys Lee
CSR Manager, CSR Section,
Nikon Holdings Hong Kong Limited

ニコングループとして日本以外で最初にCSRの
統括推進体制を立ち上げ、先行して活動している地
域は中華圏です。2014年3月期は、他地域に先駆け
報告相談制度の整備に取り組みました。どの活動に
ついても、前例がないためNHHには大きなチャレ
ンジでしたが、活動の方向性と内容についてたくさ
んの議論を重ねて少しずつ形ができました。社員意
識調査は2013年に3回目を実施し、その結果では、
CSR・コンプライアンスに関する社員の意識が以前
より高くなったと感じています。グループ会社の皆
さんが二コンのCSRに対して理解を深めてきたこ
とが実感でき、とてもよかったと思っています。

担当：中華圏

岡田 絵奈
CSR Manager, CSR Section,
Nikon Holdings Europe B.V.

欧州地域を一語で表すと「多様性」になるでしょ
う。NHEは22カ国35拠点のCSR活動をまとめてい
ますが、使用する言語は13カ国語、文化や社会慣習、
法律なども全く異なります。2014年3月期は、初め
て欧州統一の行動規範を作成し、トレーニングも実
施しましたが、多様性を考慮しつつ活動を進める必
要があるため、準備と発行にかかった時間と労力は
想像以上でした。また、CSRに対する一般市民や社
員の意識が高いという特徴もあり、さまざまな意見
を吸い上げ、反映させながらプロジェクトを進行さ
せるのは、非常に大変でもあり、やりがいもあります。

担当：欧州地域

特集 地域持株会社を核に、海外グループ会社におけるCSR強化へ

各地域のCSR推進者の声
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重点課題 目標 実績 自己評価

CSRの基盤の整備

海外の地域持株会社を通じて、現地に適応した形で
社員教育を行う

● 中華圏、アジア、欧州では、地域持株会社を通じて地域
共通のeラーニング教育を実施

● 欧州では、イントラネットによるCSRニュースレター
も発行

○

地域持株会社による米州地域のCSR推進体制に関
する活動計画の立案と実行

米州におけるCSR推進計画を策定し、同地域のグループ
会社へ個別説明を実施。1月には第1回米州CSRコーディ
ネータ連絡会を開催

○

環境経営の拡充・推進 環境に関する実績（2014年3月期）については、P8をご参照ください。

コンプライアンス活動の
展開

公務員贈賄防止のためグループ内調査を実施し、防
止のためのグループポリシーを構築する

リスク調査を実施したうえで、対象を「贈収賄」に広げ、
防止のためのグループポリシー案の策定を完了した ○

海外各地域において地域持株会社を通じ、コンプラ
イアンスに関する意識調査を実施し、結果をフィー
ドバックする

地域持株会社を通じ対象となる海外グループ会社全てで
意識調査を実施し、回答を集計分析のうえ、フィードバッ
ク内容をまとめた

○

人権・労働慣行の順守と
多様な社員の活躍推進

ニコンの全社員（正社員、嘱託）に占める女性社員比
率10％を達成する（2014年3月31日時点）

定年後再雇用の推進により男性社員数は増加したが、入
社者における女性社員比率の拡大により、10.01%（2014
年3月31日時点）となった

○

メンター制度の本運用を開始する メンター制度の運用を開始し、10組20名のメンター／メ
ンティが面談を実施。終了時に合同終了報告会を開催 ○

「ニコングループ人事ビジョン」を国内外グループ
に周知する

イントラネットや社内報などを通じて人事ビジョンをニ
コングループ社員に周知。ニコングループ次世代リーダー
研修では教材として活用した

○

ニコングループに対してモニタリング調査アンケー
トを継続実施し、人権、労働慣行に関する課題につ
いての現状把握をする

非連結を含むニコングループ65社より回答を回収・分析
し、CSR委員会へ報告。グループ会社各社へもフィード
バックを実施

○

社会貢献活動の推進

震災の記憶を風化させないため、被災地での社員ボ
ランティア活動や、発表展示を毎月開催する

全17回の社員ボランティア活動を行った。ニコンプラザ
仙台での展示と中学生フォトブックプロジェクト写真展
などの毎月の発表展示では、約22,000名の方々に被災地
の状況を伝えた

○

中学生フォトブックプロジェクトの福島県での参
加を拡大し、全校で完成させる

2014年3月期は、福島県の参加校が3校増え、岩手、宮城、
福島3県で全42校・1団体が活動、フォトブックが完成し
た

○

世界各地でのグループ会社の社会貢献活動の情報
を収集し、ステークホルダーに開示することで社員
の意識を高める

全グループ会社に対し初めて詳細な調査を実施。ニコン
のウェブサイトや社内報で定期的に活動を報告し、タイ
奨学生制度はグループ会社のウェブサイトを通じて現地
での報告も行った

○

サプライチェーンの
CSR活動推進

訪問確認の実施継続（目標40社）および海外調達パー
トナーへのCSR調達について海外グループ会社と
協議し、施策を立案、実施する

国内調達パートナー36社へ訪問確認を実施。海外は基準
化準備に向け、Nikon Holdings Hong Kong Limitedとグ
ループ会社とモニタリングの調整完了

△

紛争鉱物対応方針に沿って、調達パートナーに方針
を説明し、2014年に情報開示できるように使用状
況調査を実施する

全調達パートナーへ方針説明を実施。同時に対象製品に
調査を実施し、報告開示に向け結果をまとめた (回収率
90.5%）

○

調達パートナーを対象とする環境管理システム監
査と、グループ内における製品含有化学物質管理シ
ステム監査を150事業所を対象に実施する

環境管理システム監査150事業所／部門実施 ○

目標と実績

CSR重点課題における目標と実績

CSR中期計画グループ共通重点課題に対する2014年3月期実績 [概要 ]

自己評価　○：達成　△：着手したが未達成
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目標と実績

CSR中期計画グループ共通重点課題に対する2015年3月期目標 [概要 ]

重点課題 目標

CSRの基盤の整備 アジア、米州、韓国において第1回CSR委員会を開催し、各地域 (米州、欧州、アジア・オセアニア、日本 )におけるCSR推進
基盤整備完了

環境経営の拡充・推進 環境に関する目標（2015年3月期）については、P8をご参照ください。

コンプライアンス活動の
展開

「ニコン贈収賄防止方針」を、地域持株会社CSR部門、コンプライアンス推進担当者を通じて、グループ全体にeラーニング
などを利用し周知徹底する

グローバル意識調査の結果を各部門・各社での推進活動に反映させるとともに、年間のPDCAサイクルを確立する

人権・労働慣行の順守と
多様な社員の活躍推進

ニコンの管理職に占める女性社員比率5%（2017年3月31日時点）を達成するために
● 産休／育休中および復帰後の社員を支援する施策の一層の充実
● リーダー育成研修の検討・実施
● メンター制度の継続実施

ニコングループに対してモニタリング調査を継続実施
● 人権、労働慣行に関する課題についての現状把握
● 課題が発見された際は、改善を図る
● 国際基準に沿った人権、労働慣行に関する認識をモニタリング調査を通じてグループ全体へ浸透を図る

社会貢献活動の推進

● ラオスにおける奨学生制度を立ち上げる

● 東日本大震災復興支援として、中学生支援、社員ボランティア、ニコンプラザ仙台での活動を継続する

● グループ会社の社会貢献支出の調査を実施し分析する

サプライチェーンの
CSR活動推進

● 紛争鉱物の原産地調査の対象を絞り込み、調査を実施
● 2016年3月期の自社調査方法・体制の確立を目的とした社内教育実施

CSRガイドラインを基準化し、基準を検証するためにモニタリングを実施（海外含む複数社）

環境管理システム監査を80事業所に実施（目標：国内60社／海外20社）し、監査リーダーを養成する
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環境アクションプラン

テーマ 目標 実績 自己評価

製
品
へ
の
取
り
組
み

省エネルギー
（地球温暖化防止）

● 消費電力効率の向上
2014年3月期に発売された代表的新製品の消費電
力効率の向上

● 新発売製品全機種の平均で消費電力効率向上達成
代表的新製品としてニコンDXフォーマットデジタル一
眼レフカメラD3300（2014年2月発売）において消費電力
効率25%向上（D3200比）

○

有害化学物質削減
など

● RoHS指令対象製品の順守率100%継続 ● RoHS指令対象製品の遵守率100%継続 ○

物流対策
● 輸送における環境負荷低減
国際間物流のCO2排出量の可視化推進

● ニコンと海外間の物流によるCO2排出量把握
欧州内の物流によるCO2排出量試算実施 ○

事
業
所
で
の
取
り
組
み

温室効果ガス削減
（エネルギー起源
CO2)

● ニコンおよび国内グループ生産会社：　　　　　
総排出量13.5万トン -CO2以下

● 海外グループ生産会社：　　　　　　　　　　
2006年3月期から2008年3月期の平均値から7%
削減

● ニコンおよび国内グループ生産会社：　　　　　　　　　
総排出量12.4万トン -CO2

● 海外グループ生産会社：　　　　　　　　　　　　　　
2006年3月期から2008年3月期の平均値から7.5%削減
（原単位での改善）

○

廃棄物等削減

● ニコンおよび国内グループ生産会社：　　　　
2011年3月期排出量維持（4,867トン以下）※

〔ゼロエミッション〕
● レベル1達成事業所： レベルS体制構築
Hikari Glass (Changzhou) Optics Co., Ltd.、
Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., 
Ltd.： レベル3体制構築

● ニコンおよび国内グループ生産会社：　　　　　　　
2011年3月期排出量維持（3,796トン）※

● レベル1達成事業所： レベルS達成
Hikari Glass (Changzhou) Optics Co., Ltd.、Nanjing Nikon 
Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd.： レベル3達成

○

森林資源の保全 ● コピー用紙使用量削減に向けたデータ収集・分析

● ニコン：
コピー用紙とそれ以外のプリントアウト用紙の購入量を
把握
2015年3月期以降の削減につなげる

○

そ
の
他

環境マネジメント
システム（EMS）

〔ISO14001統合認証〕
● Nikon Metrology UK Ltd.認証完了

〔ISO14001統合認証継続〕
● Nikon Metrology UK Ltd.認証取得

○

テーマ 目標

製
品
へ
の
取
り
組
み

省エネルギー
（地球温暖化防止）

● 消費電力効率の向上
2015年3月期に発売された新製品の消費電力効率の向上

有害化学物質削減
など

● RoHS指令対象製品の順守率100%継続

物流対策
● 輸送における環境負荷低減
CO2排出量の可視化範囲拡大（外国内物流）

事
業
所
で
の
取
り
組
み

温室効果ガス削減
（エネルギー起源
CO2)

● ニコンおよび国内グループ生産会社： 総排出量13.4万トン -CO2以下
● 海外グループ生産会社： 2006年3月期から2008年3月期の平均値から8%削減（原単位での改善）

廃棄物削減

● ニコンおよび国内グループ生産会社： 3年間移動平均排出量から1%削減
〔ゼロエミッション〕
● レベルS達成事業所： レベルS維持
光ガラス：レベル1体制構築
Nikon Imaging (China) Co., Ltd.： レベル1維持
Hikari Glass (Changzhou) Optics Co., Ltd.、 Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd.： レベル2体制構築

森林資源の保全 ● ニコン： 2014年3月期のコピー／プリント用紙購入量から3%削減

そ
の
他

環境マネジメント
システム（EMS）

〔ISO14001統合認証〕
● X-Tek Systems Ltd.認証取得

自己評価　○：達成　△：着手したが未達成ニコン環境アクションプラン2014年3月期実績 [概要 ]

ニコン環境アクションプラン2015年3月期目標 [概要 ]

※ 有価物を除く。
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CSR活動ハイライト 2013.4～2014.3

社会貢献

3年目を迎えたニコンの復興支援
「中学生フォトブックプロジェクト」

ニコングループは「写真の力で復興支援」のスローガンのも
と、東日本大震災復興支援を継続的に取り組んでいます。「中
学生フォトブックプロジェクト」では、3年目の2014年3月期
も42校と1団体が参加し、2,850名の中学生が、写真を撮り、選
び、伝えたい思いを言葉で添えてフォトブックを制作しました。
ニコンはコンパクトデジタルカメラの寄贈や写真教室などで
学校の活動をサポートしました。ほかにも、復興支援の活動拠
点「ニコンプラザ仙台」の運営や、社員のボランティア活動へ
の参加支援（全17回実施し延べ159名参加）も引き続き行って
います。

岩手県、宮城県、福島県の中学生たちが制作したフォトブック

環境経営 サプライチェーン

森林資源に由来する「紙」の適切な調達を通じて
生物多様性保全に配慮

世界の自然林の減少と紙の原料調達には、今も多くの問題
が報告されています。ニコングループは、2013年4月に「紙調
達方針」を制定・周知することで、適切な紙調達に努めていま
す。同年9月にはグループ内の紙調達状況を確認するためモニ
タリング調査を行うとともに、その結果に基づいて2017年3

月期までの中期的な目標を設定しました。
またニコンでは、環境や社会に配慮した紙の利用を社会全
体で推進するため日本企業と国際環境NGOのWWFジャパン、
株式会社レスポンスアビリティが設立した「持続可能な紙利
用のためのコンソーシアム」に2014年6月より参加しており、
他社とも連携して紙利用に関する取り組みを推進します。

「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」ロゴ

人権・労働と多様性

グローバルに活躍できるリーダー育成をめざし
「次世代リーダー研修」を開催

ニコングループでは、「ニコングループ人事ビジョン」を定め、
グローバルに活躍できる人材の育成に力を入れて取り組んで
います。2013年10月と2014年2月、リーダー層の育成と把握、
メンバー同士のネットワーク構築のために、「次世代リーダー
研修」を開催しました。ニコンだけでなく、海外グループ会社
からもメンバーが東京に集まり、4日間の研修を行いました。
研修では、ニコンの歴史を学び、ニコングループが発展してい
くための課題について議論し、経営に必要な視点や考え方な
どを学びました。この研修には10ヶ国から36名が参加しま　
した。

真剣な議論を交わす
参加者

環境経営

環境活動アンケートにより
非生産系事業所を調査

日本以外の事務所や倉庫、ショールームなど、非生産系事業
所の環境負荷や環境活動の状況を把握するため、2013年9月、
80拠点を対象に「環境活動アンケート」を実施しました。この
アンケートの結果をもとに、今後は簡易版の環境マネジメン
トシステムを導入していく予定です。

80拠点の分析結果

CSRハイライト
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社会貢献

ラオスの将来を支える人材育成に寄与するため
新たに、ふたつの奨学生制度を設立

ニコングループは、2013年のNikon Lao Co., Ltd.（ラオス）
の操業を機に、ラオスの将来を支え、かつ日本との友好関係を
深めるような人材育成に寄与するため、2014年5月にふたつ
の奨学生制度を設立しました。「ニコン・民際センター奨学生
制度」では中学生100名を、「ニコン・JICA奨学生制度」では国
立サバナケット大学の学生40名を、毎年、支援していきます。

サプライチェーン

調達パートナーの協力のもと
紛争鉱物に関する調査を実施

ニコンは、より良い社会･地球環境作りと企業の持続的な発
展の両立を目指して、サプライチェーンにおいてもCSRを推
進しています。なかでもコンゴ民主共和国およびその隣接国
での紛争鉱物問題は世界で最も深刻な社会問題の一つであり、
その地域で人権侵害問題を引き起こしている武装勢力の資金
源を断つために、ニコンは武装勢力が採掘・仲介等した紛争鉱
物を使用しない方針を掲げ、2011年からサプライチェーンで
の調査などの取り組みを行ってきました。2013年には、社内
横断プロジェクトを立ち上げ、主要製品を対象に調査を実施
しました。2013年調査では回答の回収率は90.5％となり、該
当する鉱物の製錬所特定に努めました。2014年以降も引き続
き調達パートナーとともに対応を進め、ニコン製品のコンフ
リクト・フリー実現に向けて努力を継続していきます。

紛争鉱物
http://www.nikon.co.jp/csr/conflict-minerals/

大井製作所で行われた
調達パートナーへの説明会

Web

SRIインデックスなどへの組み入れ状況

社会的責任投資（Socially Responsible Investment

（SRI））は、企業の財務状況や成長性のみならず、その
企業が果たしている社会的責任も考慮して行う投資
の手法です。2014年3月末現在、ニコンは右記のSRI

インデックスなどへ組み入れられています。

選定時期 SRIインデックスなど
2004年より FTSE4 Good Index Series※1

2010年より モーニングスター社会的責任投資株価指数（MS-SRI）※2

2011年より ECPI Ethical Index Global※3

2013年より なでしこ銘柄※4

2013年より Ethibel Investment Registerの「Ethibel EXCELLENCE」※5

※1 ロンドン証券取引所の子会社であるFTSE社が作成する世界の優良企業を選定した社会的責任投資指数
※2 モーニングスター株式会社が国内上場企業の中から社会性に優れた企業と評価する150社を選定し、その株価を指数化した国内初の社会的責任投資株

価指数
※3 ECPI社による企業のESG（環境、社会、ガバナンス）に関する調査、格付
※4 経済産業省と（株）東京証券取引所が共同で女性活躍促進に優れた銘柄を選定・発表する事業
※5 Forum Ethibelによる企業の社会的責任の観点から高いパフォーマンスを示している企業から構成される投資ユニバース

コンプライアンス

「ニコン贈収賄防止方針」を制定

贈収賄防止への取り組みを一層強化するため、海外からの
帰任者へのヒアリングなどにより業務上の公務員との接触機
会などを調査しリスク評価したうえ、2014年4月、「ニコン贈
収賄防止方針」を制定し、ニコングループの贈収賄を許さない
姿勢を改めて宣言しました。今後は、グループ全体に本方針の
周知・徹底を行うとともに、各地域の実態に即したガイドライ
ンの作成を進めていきます。

ニコン贈収賄防止方針［全文］
http://www.nikon.co.jp/csr/compliance/code-and-rules/policy/

Web
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100-8331 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル
www.nikon.co.jp

発行：2014年8月

会社概要 ニコングループの主要事業

地域別グループ会社数（連結）

■ CSR報告書の情報開示ツール ■ 表紙の絵画

■ 本報告書の作成部門および質問・お問い合わせなどのご連絡先

ニコンウェブサイトURL

（2014年3月末日現在）

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　牛田一雄
1917年7月25日
65,475百万円 （2014年3月末日現在）

連結 980,556百万円（2014年3月期）

単独 716,863百万円（2014年3月期）

連結 23,859名（2014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 5,684名（2014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。

精機事業／映像事業／インストルメンツ事業／
メディカル事業／カスタムプロダクツ事業／
ガラス事業／エンコーダ事業／メガネレンズ事業

2014年3月期のニコングループのCSR活動については、ニコ
ンウェブサイトと「ニコンCSR報告2014 ダイジェスト」（本
報告書）にて報告していますのでご覧ください。
なお、中華圏における活動についてはCSR報告書の中華圏ロー
カル版（簡体字・繁体字）にて報告しています。

国連環境計画（UNEP）、地
球環境平和財団（FGPE）な
どと共催した「第22回国
連子供環境ポスター原画
コンテスト」のグローバ
ル部門1位作品です。
［テーマ：生命の源『水』そ
れはどこからくるの？～］

国連子供環境ポスター原画コンテスト入賞作品
作者：Chiratchaya Kaeokamkongさん（タイ・12歳）

社 名

本 社

代表者
設 立
資本金
売上高

社員数

：

：

：
：
：
：

：

ニコングループ会社
http://www.nikon.co.jp/profile/corporate/group/

「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/

株式会社ニコン 経営戦略本部 CSR推進部 CSR推進課
E-mail： Csr.Info@nikon.com

Web

Web

Web

地域 会社数

国内［（株）ニコンを除く］ 15社

欧州 26社

アジア・オセアニア 18社

米州 11社

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

― 関連情報をニコンウェブサイトで開示しています。
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