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リスクマネジメントの基本方針

リスクマネジメント体制

組織統治

荏原グループ会社の健全な存続発展を阻むあらゆる

荏原グループリスク管理体制図
取締役会

リスクを最小化するために、従来型の
「発現した個別リス

リスクマネジメントパネル

クへの対応」
中心の活動から
「リスクを予見し未然に防
止すること」
に重点を置いたリスクマネジメントに転換を
人

図っています。そのために、荏原グループの倫理体系の

権

基本である荏原らしさを踏まえた従業員一人ひとりの意

特定リスク／組織横断的委員会
カンパニー／コーポレート
リスクマネジメント委員会

識改革とその実践こそ事業の円滑な基盤となるものと

各子会社

考え、
重点的に取り組んでいきます。

労働慣行

機関

目的

リスクマネジメントパネル

荏原グループのリスクマネジメント活動状況
の統括、総合的な審議、改善指導・支援。

特定リスク／
組織横断的委員会

環

カンパニー／コーポレート
リスクマネジメント委員会

構成

開催頻度

執行役及び議長
（代表執行役社長） 定例会：年 4 回
が必要と認めた者。
その他：随時案件対応

安全保障貿易管理、環境管理、反社会的勢力 カンパニープレジデントなどが選出
対策に加え、建設業法や下請法などに対する し、代表執行役社長が任命した者。
コンプライアンス違反が生じないための施
策実施など、特定のリスク課題への対応。
カンパニー／コーポレート及びその下に置か
れた子会社におけるリスクマネジメント活動
状況の統括、総合的な審議、改善指導・支援。

各統括部

委員長
（コーポレート担当執行役、あ
るいはカンパニープレジデント）
と委
員長が任命した者。

各委員会運用規程に
従い定例会開催。
その他、随時案件対応

随時案件対応

境

2019 年にありたい姿の実現を支えるリスクマネジメント
公 正な事 業 慣 行

荏原グループ一体のリスクマネジメントの推進
“当社及び子会社の損失の危険の管理
CSR の実践活動の一つとしてリスクマネジメントがありますが、当社は、
に関する体制の整備”
（内部統制基本方針）
を方針に掲げリスクマネジメントに取り組んでいます。そこで、グルー
プ各社内での更なる体制整備の第一歩として、
2014 年度は海外のグループ会社に
対するコンプライアンス、人権、環境、安全などの観点でのリスク調査を行い、次に

消費者課題

その結果に基づき、荏原グループリスクマネジメント・ガイドラインを策定しました。
このガイドラインで定めたリスク管理レベルの確実な達成に向けて、KPIを定め中期
経営計画
（E-Plan 2016）
の中で取り組みを開始しています。
また、2015 年度に改正される会社法及び同施行規則では、
グループ会社に対する

コミュニティ参画・発展
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ガバナンスの強化が求められます。国内外関係会社と一体となった荏原グループリ 企業リスク管理統括部長
植木 庸幸
スクマネジメントを推進して行きます。

ISO 26000
I N D E X

リスクマネジメント

リスクマネジメントの強化とありたい姿の実現の考え方
組織統治

社

会

株主・投資家

お客様

ありたい姿
従業員

取引先
人

●
●

権

社会ニーズへの対応
成長市場の取り込み
グローバルな存在感の確立

損失可能性の未然防止

信頼感の向上
ステークホルダーの
拡大

リスクの増加

労働慣行

発生時の影響最小化

リスクマネジメントの強化

質の高いコミュニケーション

ICT の活用等による業務効率化

多様な人材／働きやすい環境
環

グループ・ガバナンス体制の整備

境

2019 年度にありたい姿・2016 年度目標

海外グループ会社を含めた荏原グループの
全従業員が荏原らしさ及び行動基準を共通の
アイデンティティと価値観として共有する。
リスクマネジメントガイドラインをすべての
グループ会社で運用し、
リスク管理目標に基
づいてリスクを予見し未然に防止する体制を
構築する。

テーマ

2016 年度の到達目標

企業倫理の理解と浸透

創業の精神、
企業理念、
CSR 方針からなる荏原らしさ
及び行動基準を周知し、
海外子会社を含むすべての
グループ会社の従業員が共通の企業倫理を理解する。

リスクマネジメントシステム整備

公 正な事 業 慣 行

2019 年度にありたい姿

環境保全、公正取引、労働安全、安全保障貿易管理な
どの各分野別のリスクマネジメントガイドラインを海
外子会社に展開し、
リスクを予見し未然に防止する。

コミュニティ参画・発展

情報セキュリティの構築

重要情報のレベル分けとそれに応じた管理を進め、
海外拠点や関連会社での情報管理状況把握、
グロー
バル環境に適したドキュメント管理システムの構築を
推進する。併せてマルウェア対策を継続する。

消費者課題

BCMS の構築

大規模災害発生時に、いち早く社員及びその家族の
安全を確保し、速やかに事業継続活動及び事業復旧
活動を実施するために、訓練等を通じて実効性のあ
る事業継続システムを構築する。
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2014 年度の目標・成果
組織統治

テーマ

企業倫理の
理解と浸透

目標

権

BCMS
労働慣行

内部統制

情報セキュリティ

ありたい姿との関係

国内外グループ会社に 中国、
アジア6 つの国と地域で 1,150 名が
を受講。
荏原グループの企業倫 「荏原らしさ研修」
と回答。
理を浸透させる。
80% 超が「よく理解できた」

荏原グループの一員としての誇りを醸成
する。

海外グループ会社のリ 環境管理、労働安全、人権尊重等に関して
スク調査を行う。
15か国 27 社の実態を調査し、リスクマネ
ジメント項目と管理レベルを決定した。

グローバル展開の基盤の整備として荏原
グループリスクマネジメントガイドラインを
策定した。

緊急事態における基礎
対応力を向上させる。

被災時の電源確保、通信機能確保等による
緊急時対応能力が向上した。
危険物等による二次災害発生防止に寄与した。

CSR 方針、行動基準の理解と実践によりリ
日本では、
15 社、8,432 名が「荏原らしさ」 スクの回避につなげる。
をCSR 研修により受講した。

人
リスクマネジメント
システムの構築推進

成果

各地の本部機能を強化した。
危険物管理体制を強化した。

グループ全体の内部統 内部統制の自己点検ガイドラインを作成
制の品質を向上させる。 し、
グループ会社に展開した。

グループ会社が内部統制の整備・運用状
況を自己点検し、
改善に取り組むことにより
グループ全体の内部統制の品質が向上した。

国内グループ会社にお 「情報セキュリティガイド」
として情報セキュリ 国内グループ会社の従業員に対して情報
ける情報セキュリティレ ティ資料を整理統合し、
eラーニングによる セキュリティを再認識する機会を創出し、情
ベルを維持、
向上させる。 教育・啓発を国内荏原グループへ実施した。 報の取り扱いに対する意識が向上した。

環
境

■ 荏原らしさ研修会

公 正な事 業 慣 行
消費者課題
コミュニティ参画・発展
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P.T.Ebara Indonesia

台湾荏原電産股份有限公司

ISO 26000
I N D E X

リスクマネジメント

2014 年度トピックス

下、
「DBJ BCM 格付」
の最高ランクを
DBJ）が実施する
取得しました。 DBJ BCM 格付は、
DBJ が開発した独自
のシステムにより防災及び事業継続対策への取り組み

【主な評価内容】
（防災対策への取り組み）
▶ 全社的な防災訓練、
eラーニングの実施や冊子の配

布、安否確認体制の確立
（事業継続対策への取り組み）
▶ 電力の冗長性確保＊1や重要情報資産のバックアップ等

おいて産業・社会インフラの

▶ 同時被災リスクのない拠点での代替機能や委託生産

機能継続及び早期復旧に貢

権

れる条件で融資が受けられる制度です。当社は、
「有事に

人

が優れた企業を評価するもので、その格付に応じ設定さ

組織統治

荏原は、
2015 年 2 月27日付で、日本政策投資銀行（以

体制の確保

献すべく、
『 人命第一』を基本
労働慣行

方針として高い水準で事業継
続マネジメントシステムを展
開している」
と評価され、最高
ランクの格付を取得すること
ができました。

環
境

2015 年度の課題と目標
課題

企業倫理の
理解と浸透

2014 年度に訪問研修を終えてい
ない海外グループ会社に対する
研修を実施する。

同左

海外子会社におけるリスクマネジ
メントを円滑に導入する。

荏原グループリスクマネジメント 海外子会社に対して荏原グループリスク
ガイドラインに対する、海外子会 マネジメントガイドラインを展開し、アク
社別アクションプランを作成し、対 ションプラン作成を支援する。
応に着手する。

リスクマネジメント
システムの構築推進

BCMS

グループガバナンス／コーポレー
トガバナンスの質の改善と実効性
を向上させる。

グループ内部統制の改善活動の
継続実施及びグループ管理体制
を充実させる。

国内外グループ会社の ITガバナ
ンスを強化する。

E-Plan2016 の施策に適合するグ
ローバル体制構築の計画策定・
実施及びグループ各社の規程類
の整備を推進する。

海外グループ会社 16 社に対して、企業倫
理研修を実施する。

日本における全社及び各地の訓練実施と
対策の見直し
（改善）
を行う。
●

●

親会社への報告体制の改善によるグ
ループ管理体制の充実。
内 部 統 制 の自己 点 検ガイドラインの
継続的取り組みによる経営管理品質の
改善を図る。

海外の主要グループ会社に対してIT 自
己点検ガイドラインを展開し、情報セ
キュリティ強化に向けた支援。
● 国内主要グループ会社以外に対して規
定類の整備・推進支援。
●

コミュニティ参画・発展

情報セキュリティ

緊急時対策の確実性を向上させる。 PDCA サイクルを通じた BCMS
の適切性・実効性を向上させる。

2015 年度活動計画

消費者課題

内部統制

2015 年度目標

公 正な事 業 慣 行

テーマ

＊1：
【電力の冗長性確保】災害発生後でも機能を維持し続けられるように、
バックアップ電源を確保しておくこと。
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