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１．会社の現況に関する事項 

 

（１）事業の経過および成果 

2021 年度は、３か年の中期経営計画「ＮＢＳ経営プラン 2021-2023」の初年度で掲げ

た６つの経営方針のもと、取り組みをスタートさせた。７月には、激変する環境や後発

事象をふまえ、「ＮＢＳ経営プラン 2021-2023」をベースに“新生ＮＢＳ”を目指す「Ｎ

ＢＳアクションプラン」を新たに策定、10月には、アクションプランの具現化に向けた

「Ｙプロジェクト」を設置し、全社をあげて改革の推進に取り組んだ。 

業務面では、2021年度も新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言等の影響

により、業務運営の見直しや体制の縮小を余儀なくされる状況となったが、どの部門も、

業務の完遂に最大限取り組み、効率的なＮＨＫ営業活動の展開に寄与するとともに、公

共メディアおよびメディア全体の発展や改革を支援する活動を着実に遂行した。 

受託業務では、 

・お客様からＮＨＫに届け出のあった放送受信契約書等の事務情報処理 

・全国５か所のコールセンターにおける電話を中心とした視聴者対応 

・事業所の定期対応業務、集合住宅入居者の受信契約取次・受信料収納、未収・未契約

対策の支援 

・営業活動の支援資材であるパンフレット等の企画・編集・制作 

・営業システムの運用・管理 

・ＮＨＫ常時同時配信、見逃し番組配信サービス「ＮＨＫプラス」の契約照合業務、Ｎ

ＨＫアカウント等に関する問合せ対応コール業務 

等の各種営業支援業務を着実に実施するとともに、2018 年 10 月から始まった、ＮＨ

Ｋ地域放送局の事務支援業務について 11局で業務を円滑に推進した｡ 

自主事業では、 

・2014年度に一般社団法人 700MHz利用推進協会から受注した 700MHzテレビ受信対策コ

ールセンター業務 

・ＮＨＫ出版のコールセンター業務 

・一般社団法人放送サービス高度化推進協会から受注した４Ｋ８Ｋコールセンター業務

等 

・多摩カレッジ業務 

ガバナンスやリスク管理についても適切に対応した。特に当社は大量の個人情報を

取り扱っており、個人情報取扱事業者として、プライバシーマークを取得している。

当社にとって、個人情報保護は当社の生命線であり、業務プロセス・体制の不断の見

直し、従業員への定期的な研修等を通じて、個人情報保護の適正な取り扱いの徹底に

努めた。 
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①経営企画関係 

○「ＮＢＳ経営プラン 2021-2023」、「ＮＢＳアクションプラン」の理解促進と「Ｙプ

ロジェクト」の立上げ 

・４月末に「ＮＢＳ経営プラン 2021-2023」をホームページに掲載し、社内外に周

知・公表。社内向けのオンライン説明会は 10回実施するとともに、説明会の模

様を収録した動画を社内のイントラネット「業務の広場」に掲載し、社員への周

知浸透を図った。 

・ＮＨＫ会長からグループ各社社長に指示された特命事項を受け、“新生ＮＢＳ”

を目指す「ＮＢＳアクションプラン」を策定し、７月末にＮＨＫに提出。８月に

会長に説明し、意見交換を実施した。 

・「ＮＢＳアクションプラン」の社内向けのオンライン説明会を９月に 16 回実施

し、各々の説明会で出された質疑に対して丁寧に解説を行った。また、説明会動

画や社員から寄せられた質問や意見の概要と回答を社内のイントラネット「業

務の広場」に掲載するなど、周知と理解促進に努めた。 

・「ＮＢＳアクションプラン」の実効性を高め、構造改革を推進するエンジンの役

割として、７つの分科会で構成する「Ｙプロジェクト」を 10 月に立ち上げた。 

・10 月末の「Ｙプロジェクト」キックオフ会議には、ＮＢＳの構成メンバーとと

もに、ＮＨＫからも会長をはじめ関係部局長らが出席し、ＮＨＫ会長とＮＢＳ社

員とで活発な意見交換を行った。これらの取り組みは社内報などを通じて全社

に周知し、全社員の「ＮＢＳアクションプラン」への理解と具現化に向けた意識

の醸成の促進を図った。 

・「Ｙプロジェクト」には社内公募による社員が参画するとともに、プロジェクト

に直接は参加しない社員も、自由に提案や意見交換ができるよう「プロジェクト

フォロワー」の仕組みを設けた。社員の半数以上が「プロジェクトフォロワー」

に登録し、情報共有と意見交換を実施した。 

・「Ｙプロジェクト」の各分科会での検討経過については、逐次情報共有を図ると

ともに、ＮＨＫとも進捗状況を共有することに努めた。３月末には 2021年度総

括を実施し、2022年度に向けた課題等を整理した。 

○「新規事業提案プロジェクト」による提案募集と検討 

・社長直属の「新規事業提案プロジェクト」を６月に立ち上げ、全社員から新規事

業提案の募集を実施。101件の提案が寄せられた。 

・101件の提案をプロジェクトにおいて、収益性や業務インパクトの観点から整理

し、15 件の提案にとりまとめ、具体検討は、「Ｙプロジェクト」に引き継いだ。 

○「社員職場環境調査」の実施と結果の検討 

・通算 11 回目となる「社員職場環境調査」を 10 月に実施。回答率は 99.6％であ

った。 

・「ＮＢＳ経営プラン 2021-2023」と「ＮＢＳアクションプラン」の浸透状況等を

調査内容に含めて実施した。 

・調査結果をもとに職場討議を実施するとともに、各現場のポスト長見解を集約し
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た。これらをもとに 2021年度を総括し、2022年度の施策を検討したうえで、管

理職および社員へのフィードバックを実施した。 

 

②地域事業関係 

○地域放送局事務支援業務 

・2021年度はＮＨＫ11放送局(甲府、水戸、神戸、静岡、福井、岡山、熊本、大分、

秋田、山形、高松)で放送局事務支援業務のパイロット受託を継続した。 

・受託項目を３業務 16 項目 80 細目に整理し、周辺業務も含めた包括的な受託に

よりＮＢＳで業務を完結させ、委託効果を高めた。 

・熱海土砂災害(７月３日発生)や衆議院選挙(10月 31日投開票)に際しては、迅速

かつ適切に業務を遂行し、災害報道や選挙報道のサポートを行った。 

・レイアウト変更など組織改正に伴う業務についても的確に取り組むとともに、業

務の標準化、システマチックな業務遂行に注力した。 

・勤務制度勉強会(４月)、勤務チェック研修(５月)、フォローアップ研修(６月)、

業務改善提案会(９月)、組織改正時業務の情報共有会(３月)など、専門能力の向

上と情報の共有を目的とした研修を複数回実施した。 

・2022 年度の業務委託について、ＮＨＫ総務局から上半期末までとする旨が通知

されたが、先行して組織改正を行った東北域内の３局の状況が局長会議で報告

されたことを契機に、当該業務の取り扱いについて再検討される状況となった。 

○多摩カレッジ講座運営業務 

・2021年度前期は新型コロナウイルス感染防止のため、断続的な開講となったが、

後期の休講はなく、受講生は通期で 1,064人であった。 

・株式会社多摩情報メディアの方針により多摩カレッジは３月末で閉校。1997 年

の業務開始以来、25年間にわたり 40,760人の受講生を迎え、地域文化振興への

貢献とＮＨＫの理解促進に寄与した本講座運営業務は 2021年度をもって終了し

た。 

・なお、受講継続を希望する 283人の受講生については、ＮＨＫ学園への円滑な移

行をサポートした。 

 

③事務情報処理関係 

○事務センター・事業所の業務実施体制の構築 

・ＮＨＫ営業の構造改革による事務情報処理の業務量変動に柔軟に対応できるよ

う、事務センター、全事業所管理者・チーフと事務推進本部をメンバーとした「構

造改革推進プロジェクト」を各支社で立ち上げ、事務センター・事業所の業務分

担を変更し、効率的な業務運用を図った。また、委託業務項目の多い事業所業務

の機能別運用の検討や、社員業務の効率化等の様々な改革を進め、新たな業務実

施体制の構築に取り組んだ。 
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○帳票電子化・次期携帯端末開発関連 

・10 月に事務推進本部に「帳票電子化」や「次期携帯端末開発」の支援を行う、

開発支援チームを立ち上げ、ＮＨＫとともにシステム開発に着手した。2023 年

度導入予定の「帳票電子化」については、帳票をスキャナで読み取り、画像をデ

ータ化し・異動一括処理という事務処理の業務改革を進め、それに伴う、業務実

施場所の集約や個人情報紛失の低減、帳票保管スペースの圧縮などの課題解決

に向け、ＮＨＫと連携し引き続き検討を進めている。 

○ＮＨＫ諸施策への対応  

・ＮＨＫの「新たな営業活動」施策の一環である無宛名郵便について、2021 年度

上半期は試行、下半期からは本格運用として、各事務センターを中心に円滑に情

報処理を実施した。 

・「障害者受信料免除申請書の郵送受付開始」について、申請者の利便性向上と市

区町村の事務負担軽減の観点から、10月より郵送による申請の受付を開始した。

返送分の事務情報処理は溝口事務センター免除集中情報処理センターで実施し

ている。 

・11 月からＮＨＫ東北３放送局(秋田・山形・青森)で、ＮＨＫが行っていた「郵

便物授受管理業務(営業関係)」の実施を試行し、2022 年度から全国で展開する

こととなった。 

・「新たな営業活動」を円滑に行うため、横浜・かながわ西・かながわ東事業所で

「未契約家屋等把握データベース」活用の試行を実施し、2022 年度から業務を

拡大することとなった。 

○業務改善・業務改革の取り組み 

・各職場の提案から、ＮＨＫ営業局やＮＢＳ情報システム部、コールセンター等の

関連部署とも連携し、情報処理等における紙削減に取り組んだ。 

・東京事務センタークレジット与信処理のシステム改修、手順変更により、年間５

万枚の紙削減を達成した。 

・口座依頼書不備督促コールテレマーケティングのデータ化に伴い、事務センター

で実施している口座依頼書不備調査票出力が不要となり、年間６万枚の紙を削

減した。 

・２月からの営業端末画面コピーの利用停止に伴い、ＮＨＫ営業局と連携し、新た

な処理手順の検討や営業事務処理の手引きの改修、ＮＨＫ電話受付メモの改修

等を行った。 

 

④コールセンター業務関係 

〇拠点の再編 

・全国コールセンターの再編により９月末で大阪コールセンターを閉鎖。再編にあ

たっては、大阪コールセンター閉鎖の７か月前の 2021年２月に札幌コールセン

ターを立ち上げて準備を進め、受信料関係受付は東京・福岡・仙台・札幌の４拠

点、受信相談については、東京１拠点での受付へと順調に新体制へ業務移行する
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ことができた。 

○インバウンド業務  

＜受信料関係の電話受付＞ 

・総呼数は 369.4 万件で、2020 年度に比べ 188.6 万件の減、応答数は 222.6 万件

となり 2020年度に比べ 1.5万件の増となった。 

・「無宛名郵便・ダイレクトメール専用ダイヤル」の開始や「視聴者対応」業務の

試行など、新たな業務が始まるなかで、コミュニケーターの効率的なマルチ運用

と生産性の向上に努め外部応答率は 2020 年度に比べ 21.1%増の 60.3%を確保、

目標の 60%を達成した。 

＜ＣＡＳメッセージ消去＞ 

・７月 24日から９月５日までの東京オリンピック・パラリンピック開催期間の 28

日間において「ＣＡＳメッセージ」を非表示にした影響が大きく、総呼数は 2020

年度比 19.8 万件減の 193.2 万件、応答数は 2020 年度比 5.7 万件減の 136.2 万

件となった。 

・書面省略取次実績は 15,867 件で、年間目標 17,700 件に対して 89.6％の達成率

となった。オリンピック開催期間のＣＡＳメッセージ非表示による影響を受け

て目標を下回ったが、オリンピックの非表示期間を除けば、目標を上回る進捗実

績を確保した。 

○アウトバウンド業務  

＜受信料関係＞ 

・これまでの施策に加え、「『新たな営業活動』における新規契約者への定性調査」

（アンケート）、設置状況調査票の返送依頼、長期未収者への口座勧奨・入金依

頼、ＩＦマンションへの衛星勧奨等の業務を実施した。 

・アウトバウンド実施件数は 126.4 万件となり、2020年度に比べ 22.4万件の増

となった。 

＜ＣＡＳ関係＞ 

・地上契約未判明者に対する「契約確認テレマーケティング」は、コール対象数

11.9 万件、通話数 6.4 万件。書面省略による衛星新規取次数は 2,208 件で、年

間目標に対する進捗率は 107.7%、応諾に対する書面省略率は 65.8%であった。 

・衛星未契約者への「契約勧奨テレマーケティング」は、コール対象数 2.3万件、

通話数 1.3 万件。書面省略による契約変更取次数は 7,787 件で、年間目標に対

する進捗率は 107.4%、応諾に対する書面省略率は 75.8%であった。 

・年間目標達成に向け通話率の高い時間帯に集中的に架電する「特別対応日」を上

半期末・下半期末に実施するなど、衛星取次数拡大に向け取り組みを強化したこ

とが功を奏した。 

〇受信相談業務 

・総呼数は 5.2 万件で、2020 年度に比べ 1.8 万件減。応答数は 4.3 万件で、2020

年度に比べ 1.2 万件減。外部応答率は 82.7％で、新型コロナウイルス感染症拡

大防止により業務体制を縮小した前年度と比べて 3.0%増となった。 
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・技術展示業務は、年間を通じて緊急事態宣言によるイベント中止等の影響があ

り、 32件の実施にとどまった。技術セミナー等運営業務は、資料郵送方式によ

るセミナーを積極的に取り入れ、88件実施した。 

・新４Ｋ８Ｋ衛星放送受信可能機器台数が８月末で 1,000 万台を突破した状況も

あり、相談は「放送内容や受信方法」に比べ、「受信機を購入したが受信できな

い」等の内容が増加した。 

・大阪コールセンターの９月末閉鎖に伴い、10 月から「電話受信相談業務」は東

京コールセンターに一元化し、東京コールセンター受信技術のＶＯＩＳ（コール

センターシステム）端末を 22席から 33席に増席した。また、東京コールセンタ

ーの万一の運用不能に備え、ＮＨＫ技術局と連携し、ＮＨＫ居室における受信相

談バックアップ体制を整備した。 

〇システム 

・大阪コールセンターの閉鎖、札幌コールセンターの土日受付拡大など、コールセ

ンターの再編に伴うシステム作業を実施。また「新たな営業活動」における新施

策である「無宛名郵便専用ダイヤル」・「『新たな営業活動』における新規契約者

への定性調査（アンケート）」においては、受付ツールおよび集計ツールの開発

を行った。 

〇その他 

・「ＣＡＳメッセージ」消去受付業務の夜間時間帯での体制の強化に向けて、受信

料関係の電話受付業務の終了後（18 時以降）に推進コミュニケーターがＣＡＳ

メッセージ消去受付業務に従事するチーム間連携を実施し、コミュニケーター

のマルチ運用を促進した。 

 
⑤営業推進業務関係 

〇営業支援 

＜未収対策業務＞ 

・未収対策は、全国 72か所（関越ブロック 28か所、近畿ブロック 18か所、中部

ブロック 11 か所、九州ブロック 15 か所）において、目標 3,300 者数に対して

3,757者数の対策を実施した(達成率 113.8%、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴い５月～８月まで対策を中止した 2020年度の実績 2,221者数に対し 169.2%)。 

＜未契約対策業務＞ 

・未契約対策は７月から着手し、全国 13か所（関越ブロック６か所、近畿ブロッ

ク５か所、中部ブロック２か所）において、目標 220者数に対して 254者数の対

策を実施した(達成率 115.5%、10 月から着手した 2020 年度の実績 92 者数に対

し 276.1%)。 

＜文書作成・発送業務＞ 

・未収対策に関する文書を 5,756 通(2020 年度実績 3,076 通、2020 年度に比べ

187.1%)、未契約対策に関する文書を 730 通(2020 年度実績 197 通、2020 年度に

比べ 370.6%)発送した。 
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＜モデル開発業務＞ 

・「新たな営業活動」の業務設計に向け、無宛名郵便発送済の未契約者等を対象に

意向アンケート・契約案内活動を全国 27か所(関越ブロック 16か所、近畿ブロ

ック６か所、中部ブロック３か所、九州ブロック２か所)で実施した。 

＜資材制作業務＞ 

・理解促進リーフレット「受信料だからできることがたくさんあります。」(64.4万

部)や、新たな理解促進リーフレット「お話しさせてください。受信料制度のこ

と。」(18.9 万部)、「放送受信料に関するご案内」など各種パンフレット・リー

フレットの制作業務を実施した。 

・ＮＨＫの組織改正に伴い、営業局から視聴者局への資材発行元の変更、及び「長

期未収対策用不在票」の担当局・センター名の変更を近畿ブロック、中部ブロッ

ク、九州ブロック、東北ブロックで実施した。 

・全国の営業拠点向け営業活動等支援ツールについて、発注分のとりまとめから印

刷、発送、手配までを一括して実施した。 

〇法人営業 

＜事業所定期対応業務＞ 

・事業所の年間対応計画 7,488 件に対して 7,488 件の対応を実施(達成率 100.0%、

2020年度実績 7,583件、2020年度に比べ 98.7%)。総数取次数は 13,198件(2020

年度実績 15,391件、2020年度に比べ 85.8%)、衛星取次数は 4,069件(2020年度

実績 4,045件、2020年度に比べ 100.6%)の実績となった。 

・自治体免除施設のテレビ等設置状況調査について、2023 年度末までに調査一巡

を目指す３か年計画の初年度として重点的に調査を実施した。 

＜集合住宅対応業務＞ 

・新築分譲マンション対応は、300件の対応を実施した(2020年度実績 307件、2020

年度に比べ 97.7%)。総数取次数は 6,302 件(2020 年度実績 5,866 件、2020 年度

に比べ 107.4%)、衛星取次数は 3,618件(2020年度実績 3,418件、2020年度に比

べ 105.9%)の実績となった。 

・賃貸不動産会社対応は、年間訪問計画 310 店舗に対して 307 店舗の対応を実施

した（達成率 99.0%、2020年度実績 420店舗、2020年度に比べ 73.1%)。総数取

次数は 120,334 件(2020 年度実績 121,791 件、2020 年度に比べ 98.8%)、衛星取

次数は 41,945 件(2020 年度実績 42,872 件、2020 年度に比べ 97.8%)の実績とな

った。 

・ＮＨＫと連携した公共メディアキャンペーンでの「ＮＨＫ防災アプリ」の普及促

進依頼や「個人情報保護体制調査」の協力依頼のための店舗訪問等の取り組みに

合わせて、取次督励や事務指導を実施した。 

 

⑥デジタル事業推進関係 

〇「ＮＨＫプラス」契約照合業務 

・ＮＨＫプラス（常時同時配信・見逃し番組配信サービス）のＩＤ登録申請総数
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1,697,277件のうち、システムによる自動照合にかからなかった 577,225件につ

いて、デジタル事業推進センターで処理を行った。 

・ＩＤ登録申請総数は、２大会のオリンピック・パラリンピック放送（夏季・東京、

冬季・北京）に伴い、大幅に増加したが、的確に対応し、所定の締め切り日まで

に処理を完了した。 

〇「ＮＨＫプラス」コールセンター業務 

・ＮＨＫプラスのＩＤ登録方法等に関する問い合わせの受電状況は、総呼数

138,922件に対して、応答数 59,068件であった。 

・月単位では、総呼数 1 万件を超えた月が５か月あり、2022 年１月は 30,782 件、

２月 20,298件に達したが、受電要員のシフトをきめ細かく運用し、的確に対応

した。 

 

⑦カスタマーセンター関係 

〇「新４Ｋ８Ｋ衛星放送コールセンター」業務 

・「受信相談」「電波漏洩対策」「ＢＳ再編対応」に関する電話相談窓口を全国一括

で受け付け対応した。2022 年２月末現在４Ｋ８Ｋ受信機の出荷台数は 1,203 万

台、普及率は 22.6％に達し、順調に広がっている。 

・年間入電件数は３業務合わせて 4,042 件。このうち 35％をＷＯＷＯＷ４ＫのＷ

ｉ－Ｆｉとの混信による受信障害が占めたが、丁寧な技術的説明によって視聴

者の理解を得ることができた。 

・電波漏洩対策の国の助成制度は２月で終了したが、３月にも問い合わせが 45件

あり、漏洩問題は今後も尾を引くことが予想される。 

・ＢＳの新局開局が３月下旬にずれ込み、ＢＳ再編業務は３月で終了したが、新局

受信障害の相談は新年度も増加することが予想される。 

〇「700MHzテレビ受信障害対策コールセンター」業務 

・docomo、au、SoftBankの携帯 3社が 700MHz帯の携帯電話の電波発射に伴って発

生するテレビ受信障害の相談と対策を受け付ける電話相談窓口の 2021年度の年

間入電件数はおよそ 17万 4000件であり、このうち６万 5000件の視聴者に対し

受信障害対策を実施した。 

〇「テレビ混信対策コールセンター」業務 

・福岡県鞍手地区のチャンネル変更（周波数リパック）は、総選挙の影響で２か月

遅れの 11 月からの実施となったが、チラシ配布世帯が 11 万世帯に及んだ影響

で、年間の入電件数は 3,654 件となり、2020 年度の 801 件を大きく上回った。

２月に鞍手地区の旧波は停波し、トラブルなく業務は終了した。 

〇「ＮＨＫ出版コールセンター」業務 

・年間の入電件数は 17万件で 2020年度に比べ 96％。出版業界が厳しい状況の中、

堅調な水準を維持している。 

・テキストや書籍に関する問い合わせに対応する「編集」業務は、5,300件につい

て対応し、件数は 2020年度に比べ 120％となっている。 
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⑧営業システム運用・情報管理関係 

○間接支払請求・収納処理の確実・円滑な実施 

・口座振替収納件数は、7,832万件（2020年度に比べ 97.4％）。クレジット継続払

収納件数は、1,874.4 万件（2020 年度に比べ 102.3％）。振込収納伝送件数は、

988.0 万件（前年度に比べ 97.2％）。支払代行収納件数は、147.3 万件（前年度

に比べ 99.4％）であった。 

・口座番号一括変更処理は、303の金融機関で 171万件を実施、口座請求データ授

受方法の変更(磁気媒体→伝送等)は 22の金融機関対応を実施した。 

・口座振替・請求収納処理の安定運用に向けて、口座振替・請求収納処理に関する

「口座関係処理マニュアル（８章 215頁）」を作成した。 

○各種大量印刷物外注発行の円滑な対応と推進 

・ダイレクトメールの発送数は、5,035万通(2020年度に比べ 91.4％)であった。 

・営業活動施策として、衛星勧奨ダイレクトメール 220.5 万通、ＣＡＳ情報活用

ダイレクトメール 5.7万通、住民票除票による住所変更挨拶状 7.2万通、公的

移転情報活用・関連ダイレクトメール 42.7万通を発行した。 

・ダイレクトメールの仕様書の新規、仕様変更については 70件に対応した。 

○主なシステム対応 

＜テスト支援＞ 

・150件の本番プログラムリリースと 38件のシステム連絡を発行した。 

・ＮＢＳ社内からの営業システム改善要望より 13案件について改善、現場の負担

軽減を行った。 

＜営業拠点移転等対応＞ 

・ＮＨＫ札幌拠点放送局[営業推進部]（移転６月）、ＮＢＳ福岡事務センター(移転

２月)、ＮＨＫ佐賀放送局（移転３月）、ＮＢＳ池袋マーケティングオフィス（新

設３月）の現地対応を含めた、営業システム設備系事前打合せ、下見、移転を支

援した。 

・ＮＨＫの組織改正に伴い、15件のＮＨＫ放送局営業部のレイアウト変更と 85件

の問い合わせに対応した。 

＜携帯端末関連機器の回収対応＞ 

・法人委託事業者の契約終了に伴い、携帯端末関連機器 約 6,000 台（携帯端末、

電子決済端末、プリンタの合計）の回収作業と機器の管理対応を実施した。 

○現場活動支援と「問い合わせ窓口」の対応 

・ＮＨＫ営業局に電話の問い合わせが多い「営業システムと社内イントラネット間

等でのデータ授受システム（ＭＡＴ）」「法人委託情報システム（ＨＯＫＳ)」「端

末現地設定」「職員人事異動に関するＩＤ対応」「締め処理」の５項目について、

ＦＡＱを作成し、営業現場の業務をサポートする「Ｅ－ＳＵＰＰＯＲＴ」に掲載

した。 

・営業システムの機器情報の管理ソフト（ＳＳ１）による 22時終了厳守時のメッ

セージ送信対応を５月より開始。終了依頼の電話対応の一部削減を図った。 
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・サポートデスク全体の年間問い合わせ対応件数は 10,974 件（2020 年度に比べ

76.8％）と大幅に減少。携帯端末系（携帯端末・電子決済端末）は 5,332件（2020

年度に比べ 65.0％）と大幅に減少。営業端末については 5,462件（2020年度比

92.8％）と減少した。 

○システム活用相談と提携業務の一部自動化（ＲＰＡ）の推進 

・ＲＰＡ化の新規開発はＮＨＫ営業局からの依頼で９件対応、その内４件について

は定例作業として対応実施した。 

・法人委託事業者の契約終了に伴い、営業端末への取扱者登録者 約 6,000者数を

ＲＰＡで削除し業務軽減を図った。  

○新たな仕組みの導入支援と運用支援 

・営業端末高度化、「帳票電子化」に向けた分科会がスタート。仕様の検討につい

て支援を行った。 

・処理手順や手続き方法の見直しが伴う改修（「営業端末画面コピーの利用停止」

や「営業端末利用権の失効対応」）に対応した。 

・システム運用連絡発行対応は 359件であった（営業端末関連：159件、携帯端末・

電子決済端末関連：64件、インターネット関連：51件、緊急連絡：85件） 

・災免管理コード 登録対応は 42件であった（東日本大震災・原発事故 24件、そ

の他災害 18件） 

 

⑨総務・監査関係 

〇業務監査室による内部監査 

・2021年度業務監査計画に基づき、31部署の定期監査を計画どおり実施。さらに   

９部署の不定期監査を実施。新型コロナ感染症の影響に配慮しつつ、実地監査と

書面監査(リモートで補足)を適宜判断し定期監査を実施した。監査結果は、毎月

開催する業務監査委員会で前月分を報告した。 

・改善が必要な課題について、監査後に「改善提案」を行い、２か月後にフォロー

アップを実施した。 

・内部監査規程に則り、６月と 11 月の取締役会で、2020 年度下半期と 2021 年度

上半期に実施した定期監査の「概要」を報告。６月と 12月の業務監査委員会で

は監査の改善提案事項に対する措置結果について報告した。 

○リスク管理関係 

・個人情報保護監査を、業務監査時もしくは支社監査員により全部署で実施した。

また、全従業者を対象に個人情報保護教育（講習会等）を上半期・下半期各１回

の計２回実施した。 

・９月～11 月をコンプライアンス推進強化期間として、全部署で研修・勉強会を

実施した（延べ 563回、3,642人が参加）。2020年度に引き続き、ハラスメント

防止を重点テーマとして動画を教材に職場討議を実施するとともに、適切な勤

務管理・経理処理を必須カリキュラムとしてコンプライアンス意識の醸成を図

った。また、外部講師によるハラスメント研修については、実施回数の増および
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受講対象者を管理職以外にも拡げて実施した。 

・リスク対策総点検チェックリストの内容を見直し、リスクの自主点検の強化とＰ

ＤＣＡの実効性を一層高める取り組みを進めた。 

・首都直下型地震を想定した実践的なＢＣＰ訓練を２月に実施した。東京都内の事

業所が大きな被害を受けたという想定のもと、安否確認や被害情報を新たに導

入した安否確認サービスの掲示板機能で行い、被災した事業所の業務支援のシ

ミュレーション等を通じて、緊急事態に迅速・的確に対応するための課題の洗い

出しや対応策を検討した。 

○総務関係 

・新たな業務領域への展開を見据え、４月・５月の不定期異動や、８月の定期異動

において、他部門間異動を積極的に実施した。全体の異動に占める他部門への異

動は 2020年度の２割を上回る３割に達した。社員のＮＨＫへの出向や、人材活

用の幅を拡げるための社内公募も積極的に実施し、人材交流を進めた。 

・社員のキャリアアップ・育成につながるパーソナリティ診断を実施しその結果を

ふまえて、管理者が考課者面談等において助言・指導する取り組みを進めた。 

・様々な業務展開に柔軟に対応できる汎用スキルや能力の獲得に向け、今後の人材

育成方針ならびに 2022年度の育成施策について、検討を進めた。 

・管理職上位層を対象とするオンライン講座を新たに導入するとともに、社員の自

律性の涵養を支援するための全社員向けのｅラーニングツールの 2022年度から

の実施を図った。 

・規程類の整理、体系化に向け、「規程類管理規程」「契約管理規程」「文書管理規

程」等、基本となる規程の策定を進めた。 

○情報システム関係 

・本社以外に設置している２台のサーバの老朽化更新に伴い、本社サーバへの統合

を実施し、バックアップデータの一本化を図った。 

・モバイル型パソコンで使用するモバイルルータのパスワード強化設定およびＮ

ＢＳ本社ＬＡＮ経由でインターネットに接続するルートへの変更により、モバ

イル型パソコンのセキュリティ強化を実現した。 

・社内のイントラネットシステム基盤の大規模な仕様変更のため新しいシステム

基盤に移行するとともに社内のイントラネット「業務の広場」の再構築を実施し

た。 

〇ＩＴマネジメント関係 

・パソコン利用拡大に伴い、私物端末の業務利用に関する「ＢＹＯＤ端末利用ガイ

ドライン」を改定した。 

・社外とのメールの送受信が可能な従業員を対象に、模擬的な訓練メールを送信す

る標的型攻撃メール訓練を実施した。 

 

⑩新型コロナウイルス感染症拡大への対応 

・上半期における「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」を受け、従業員の健
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康や安心・安全の確保と業務確保の両立に向け、業務実施場所の分散化や会議・

打合せのリモート化、在宅勤務の活用等による出勤率の抑制など、各部門・各部

署の状況に応じて３密回避を積極的に推進した。 

・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、空気清浄機・二酸化炭素濃度測定

器・飛沫防止のためのアクリル板を全部署に必要数配備し、職場内での感染抑止

に努めた。 

・事務推進部門では出勤割合を設定し、土日等に休日出勤体制を組む等、受託業務

継続体制維持と感染防止対策の両立に取り組んだ。また、ＮＨＫ営業局、各局・

センターと密な連携を行い、「視聴者への請求・返金に関わる業務」や「外部業

者への手数料支払に関わる業務」など業務優先順位の高い業務から処理を実施

し、各締切日までに必要な情報処理を完遂し、感染防止と業務継続の両立を図っ

た。  

・東京コールセンターでは、他民間コールセンターで多数クラスターが発生してい

る状況を鑑み、基本の感染防止対策の徹底とあわせ、労働安全衛生コンサルタン

トによる居室換気状況・温湿度・ＣＯ２などの点検調査を実施。専門家のアドバ

イスのもと、空気を循環させる手法や運用についての改善を行い、コールセンタ

ーで働くタイムキャストが安心、安全に働ける環境を整備の上、コールセンター

の役割を維持することができるよう感染防止に努めた。 

・営業支援部門では、ＮＨＫの『契約収納業務における実施要領』に基づき、お客

様への訪問時でのマスク着用と身体的距離の確保や消毒スプレーでの手指等の

除菌、面接できた際は短時間での対応に努める等、感染症防止策を徹底した。 

 

⑪働き方改革関係 

・ＮＨＫグループの「働き方の共通方針」を受け、業務改革・スクラップやワーク

ライフバランスに資する柔軟な働き方の推進に取り組んだ。 

・「ＮＢＳ働き方改革基本方針」策定から３年経過し、働き方改革への総合的な理

解、課題の抽出が進んだことを踏まえ、働き方改革推進委員会第一分科会と同第

二分科会を統合した、「ＮＢＳ働き方改革推進委員会 事務局」を新たに設置し

取り組みを進めた。 

・社員やタイムキャストの年次有給休暇取得について、定期的に取得状況リストを

作成・配付し、計画的な取得を推進した。2021 年度末までに全社員５日以上の

年次有給休暇を取得した。 

・働き方の柔軟性の向上、在宅勤務の促進等に向け、リモートアクセスサービス

「moconavi」の一般職への拡大や各支社等へモバイルＰＣ端末の増配備を実施

し、モバイルワーク環境を構築した。 

・ＮＢＳの働き方改革の取り組み状況を周知する「ＮＢＳ働き方改革通信」を計９

回（４～６、８～11、１～２月）発行。社内のイントラネット「業務の広場」に

掲載し、働き方改革に向けた全社施策の状況や、各職場での取り組み状況等を紹

介した。 
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⑫財務関係 

・コンプライアンス推進活動の一環として、９～11 月に全社員を対象に経理処理

に関する事例問題をアンケートシステムで実施するとともに、社内研修に講師

を派遣するなど、適正な経理処理の理解・促進や公金意識の徹底に取り組んだ。 

 

（２） 対処すべき課題 

 

（経営企画関係） 

・「ＮＢＳ経営プラン 2021-2023」の２年目として、「Ｙプロジェクト」を再構成し、

引き続き「ＮＢＳアクションプラン」の具現化を推進する。推進にあたっては、

社員のモチベーションアップを念頭に、社員の意向の把握と、社内の情報共有を

図り、会社の施策や取り組みへの理解促進と参画に努める。 

 

（地域事業関係） 

・ＮＨＫの構造改革、営業改革と連動し、受託業務のあり方の検討を含むＮＨＫと

ＮＢＳの一体改革を推進する。 

・放送局事務支援業務の受託契約終了時期の再検討を踏まえ、当該関係者との適切

な情報共有等を改めて行うとともに、放送局事務支援業務の成果と実績をもと

に、ＮＨＫとも緊密に連携したうえで、社内プロジェクトを中心に新たな地域業

務の開発を進める。 

 

（事務情報処理関係） 

・ＮＨＫの大都市圏（東京、大阪、兵庫、名古屋）の営業拠点再編に伴う事業所集

約後の機能別運用体制の整備や業務集約による総務・育成業務の削減等、効率

的・効果的な業務実施体制を構築する。 

・ＮＨＫ各局・センターと隣接しないＮＢＳ事業所の業務手順の見直しを実施す

る。 

・2023 年度導入予定の「帳票電子化」に向けた新たなシステム開発・改修、事務

情報処理の手引き・マニュアル等の作成準備を進める。 

・郵便物授受管理、電子メールアドレス登録等の新規受託業務や情報処理結果のＮ

ＨＫへの返却廃止等を踏まえ、包括的な事務処理の円滑な導入と早期定着を図

る。 

 

（コールセンター業務関係） 

・受信料関係の電話受付における応答数 210 万件の達成に向けて、配席時間の確

保と生産性の向上を推進するとともに、2022 年６月より本格運用となる「視聴

者対応業務」の円滑な拡大に向けた体制の整備・構築を図る。 
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（営業推進業務関係） 

・2022 年 4 月より本格的にスタートした「対面アプローチ業務」について、様々

な試行や検証を実施しながら、効果的な業務実施体制を構築するとともに、業務

拡大にあわせた要員の確保と体制の整備に努めて、安定運用を図る。 

・定期対応事業所や不動産会社など、ＮＨＫと連携して既存の営業チャネルを通じ

た取り組みを強化し、着実な契約取次数の確保によりＮＨＫの「新たな営業活動」

に貢献する。 

 

（デジタル事業推進関係） 

・「ＮＨＫプラス」のＩＤ登録申請の急激な増加に柔軟に対応できる業務実施体制

を構築する。 

 

（カスタマーセンター関係） 

・ 新４Ｋ８Ｋ衛星放送に関する受信障害や電波漏洩対策についての相談において、

視聴者の立場に立ったわかりやすい相談対応に努め、４Ｋ８Ｋ衛星放送の普及

促進に貢献する。 

 

（営業システム運用・情報管理関係） 

・「帳票電子化」、業務端末の高度化等、営業システムの基盤整備を支援するととも

に、受信料の値下げに対しても的確なシステム対応を行う。 

・営業システム部門において現行業務手順、チェックポイント等の見直しにより業

務の標準化を実施し、働き方改革と高度な人材育成を推進する。 

 

（総務・監査関係） 

・定期監査にあたって、業務プロセスの各段階でリスクコントロールが適切に機能

しているか、また、適正な勤務・労務管理ができているかについて検証する。 

・改正個人情報保護法およびプライバシーマーク審査基準の改訂に伴う関連規程

類の改正と運用に適切に対応し、プライバシーマークを維持していく。 

・大規模災害発生時における事業継続に向けた対応態勢の強化に向け、より実践的

なＢＣＰ訓練を実施するとともに、不測の事態を想定した机上訓練を支社ごと

に実施するなど、全社をあげて事業継続マネジメント力の向上に努める。 

・本社サーバ老朽化更新を実施し、現行以上にセキュリティ対策を強化したサーバ

を構築する。 

・サイバー攻撃等に対する意識向上など、引き続き情報セキュリティ対応の強化を

推進する。 

・変革の時代に柔軟かつ適切に対応できる最適な働き方や業務遂行につながる制

度や基盤の整備、ＩＴの活用、多様な人材の育成・活用に取り組む。 
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・新型コロナウイルス感染症対策に的確に取り組むとともに、ハラスメント撲滅に

向けた取り組みの推進などを通じて、社員が安心して、いきいきと働きくことが

できる職場環境の整備・改善に努める。 

 

（３）事業譲渡・吸収分割または新設分割の状況 

該当事項はなし。 

 

（４）事業譲受の状況 

該当事項はなし。 

 

（５）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得状況 

該当事項はなし。 

 

（６）吸収合併または吸収分割によるほかの会社の事業に関する権利義務の承継の状況 

該当事項はなし。 

 

（７）財産および損益の状況の推移 

＜単位：千円＞ 

区 分 
平成 30 年度 

（第 30 期） 

2019 年度 

（第 31 期） 

2020 年度 

（第 32 期） 

2021 年度 

（第 33 期） 

売 上 高 

 

営 業 利 益 

 

経 常 利 益 

 

当期純利益 

（１株当たり）
 

当期純利益 

 

総 資 産 

 

純 資 産 

１１，７５３，６７０ 

 

１２３，９４７ 

 

２７２，００５ 

 

１５３，５３０ 

 

５３，３２７円７９銭 

 

５，４３６，１１９ 

 

３，４１９，９５３ 

１１，５８７，７２７ 

 

２００，０５７ 

 

３３９，０３６ 

 

１９５，３５０ 

 

６７，８５３円４４銭 

 

５，１４２，９０１ 

 

３，２２４，２７７ 

１０，９５５，６６１ 

 

１８１，５３４ 

 

５０２，７７４ 

 

３０４，３２７ 

 

１０５，７０５円８０銭 

 

５，４２６，８３８ 

 

３，４２５，５６５ 

１０，８０１，７０５ 

 

３０３，９９４ 

 

４６２，０３７ 

 

２７５，９２９ 

 

９6，089 円 14 銭 

 

５，３７６，９７５ 

 

    ３，４５１，２７７ 
（千円未満切捨表示）  
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（８）主要な事業所等 

 

（９）従業員の状況 

上段：2022年３月 31日付  

下段：2021年４月 １日付 

区分 
社員 

転籍・嘱託 
社員 契約社員 ＮＨＫ出向者 計 

男性 

１０７名 ３９名 ３名 １９名 １６８名 

１１４名 ４２名 ３名 １５名 １７４名 

女性 

３名 ５７１名 ６名 ３名 ５８８名 

５名 ５８６名 ４名 ３名 ５９８名 

計 

１１０名 ６１０名 ９名 ２２名 ７５１名 

１１９名 ６２８名 ７名 １８名 ７７２名 

※このほか、ＮＨＫへの出向者 2022年３月 31 日付 計２名  

2021 年４月 １日付 計２名 

① 支 社 

 

② 事務センター 

③ 事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ コールセンター 

⑤ デジタル事業推進センター 

⑥ カスタマーセンター   

⑦ 営業システムセンター 

: 

 

: 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

: 

: 

: 

関東（東京）、関西（大阪）、中部（愛知）、中国四国 

（広島）、九州（福岡）、東北（宮城）、北海道（札幌） 

東京、溝口、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌 

中央（東京）、池袋、上野、西東京、長野、新潟、甲府、 

横浜、かながわ西、かながわ東、前橋、水戸、千葉、

新浦安、宇都宮、さいたま、さいたま西、 

大阪中央、南大阪、北大阪、京都、神戸、阪神、 

和歌山、奈良、大津、 

名古屋中央、名古屋駅前、金沢、静岡、福井、富山、

津、岐阜、 

広島、岡山、松江、鳥取、山口、 

福岡、北九州、熊本、長崎、鹿児島、宮崎、大分、 

佐賀、沖縄、 

仙台、秋田、山形、盛岡、福島、青森、 

北海道中央、北海道南、北海道北、北海道東、 

松山、高知、徳島、高松 

東京、福岡、仙台、札幌 

東京 

東京 

東京 
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（10） 重要な親会社および子会社の状況 

① 親会社との関係 

当社の親会社は日本放送協会であり、当社の株式の 85.1％を保有している。親会   

社からは、主に受信料関係の営業事務情報処理業務、コールセンター業務、営業推

進関係業務を受託している。 

② 親会社との間の取引に関する事項 

当社は同協会との取引については、当社および株主の利益を損なうことがないよう、

同協会が定める「業務委託基準」に則り、「社会的に公正かつ妥当な」金額で実施し

ている。当社取締役会は、これらの取引が当社の利益を害するものではないと判断

している。 

③ 子会社の状況 

子会社はない。 

 

（11） 主要な借入先 

なし 

 

２．会社の株式に関する事項 

 

（１） 発行可能株式総数     ４,０００株 

 

（２） 発行済株式の総数、資本金および株主数 

   発行済株式総数 資 本 金 株 主 数 

当年度末 ２，８１９株 １０，０００万円 ６名 

 

（３） 株主の状況 

株     主     名 持 株 数 議決権比率 

日本放送協会 ２，４００株 ８５.１％ 

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ   ２３０株 ８.２％ 

株式会社ＮＨＫエンタープライズ     ６０株 ２.１％ 

株式会社ＮＨＫ出版     ６０株 ２.１％ 

株式会社ＮＨＫプロモーション       ４０株 １.４％ 

株式会社みずほ銀行       ２９株 1.０％ 

計   ２，８１９株 １００.０％ 
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３．会社の役員に関する事項 

 

（１） 取締役および監査役の氏名等 

会社における地位または主な職業 担 当 氏  名 
他の法人の代表状況等 

または重要な兼職の状況 

代表取締役社長  山田 哲生 （医）放友クリニック評議員 

専務取締役 
経営企画統括 

地域事業統括 
長村 中 

 

常務取締役 営業推進統括 中島 善英  

取締役 

コールセンター統括 

カスタマーセンター

統括 

デジタル事業推進 

センター統括 

鎌田 茂利 

 

取締役 

総務統括 

働き方改革統括 

支社統括 

森本 清文 

 

取締役 
営業事務推進統括 

営業システム統括 
佐野 文二 

 

取締役（非常勤）  吉田 健 ＮＨＫ営業局長 

取締役（非常勤）  門元 剛史 ＮＨＫ関連事業局副部長 

監査役（常勤）  広川 敬祐 公認会計士 

監査役（非常勤）  鈴木 一徳   ＮＨＫ内部監査室部長 
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（２） 取締役および監査役の報酬等の総額 

当事業年度における当社の取締役および監査役に対する報酬等の内容は、以下のと

おりである。 

                                                            （千円未満切捨て） 

役 員 区 分 報酬の総額 
報酬等の種類別の総額 対象となる 

役員数（人） 定額部分 変動部分 

取締役 

（社外役員を除く） 
101,334 千円 74,514 千円 26,820 千円 10 名 

監査役 

（社外役員を除く） 
千円 千円 千円 名 

社外役員 8,499 千円 8,499 千円 0 千円 1 名 

 

（注１） 当事業年度末の人員数は、取締役８名、監査役２名ですが、うち非常勤の取締役２名、 

非常勤の監査役１名は無報酬であり、上記人員には含まれておりません。 

（注２） 報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。 

 

 

４．内部統制 

 

Ⅰ 業務の適正を確保する体制および方針 

当社が業務の適正を確保する体制として、取締役会で決議した事項は次の通りであ

る。 

 

（１） 取締役および使用人（社員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保

するための体制 

①当社は取締役および社員を含めた行動規範として、「ＮＨＫ営業サービス倫理・行

動指針」を定め、その遵守を図る。 

取締役および社員のコンプライアンスの徹底を更に図るため、「コンプライアンス

通報規程」「社内相談窓口（ＮＢＳヘルプライン）実施要領」などを社内に効果的

に周知する。 

②取締役会については、「取締役会規則」を定め、その適切な運営を確保し、定例で

開催するほか、必要に応じて随時開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相

互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止する。 

万一、取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査

役および取締役会に報告するなどして、その徹底を図る。 

③各職位の職務と権限については、「組織規程」に“共通職務権限”を定め、権限行

使の原則と事項別の案件の提案、報告、審議、決裁の手続を明示し、実施する。 
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（２）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①業務遂行上の文書については、「ＮＨＫ営業サービス事案文書管理規程」に則り、

作成、稟議、保存する。また、契約書等については、その重要性に鑑み、“共通職

務権限”に稟議、保存の手順を明記し、実行する。 

②「株主総会議事録」「取締役会議事録」「役員会議事録」については、適切かつ確

実に保存、保管され、「役員会議事録」については、取締役および監査役が常に閲

覧可能な状態に置く。 

 

（３）損失の危険等の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、当社の事業に係るリスクとして、労務リスク、個人情報漏洩等情報セキ

ュリティ的リスクなどを認識し、「リスクマネジメント基本方針」を定めて、社内

周知を図る。また、公共メディアグループの一員としての自覚を持ち、常に企業

運営の面で社会的な指弾を受けることのないよう十分注意を払う。 

②危機管理については、「リスクマネジメント基本方針」に基づき、代表取締役を委

員長とする役員会メンバーで構成するリスク管理委員会の指示の下に、リスク管

理委員会事務局を設置し、リスク管理委員会事務局と総務部が連携してこれにあ

たる。 

③個人情報保護については、当社がＮＨＫ受信契約に関する事務・情報処理のすべ

てを受託し、膨大な個人情報を扱っていることから、一般財団法人日本情報経済

社会推進協会のプライバシーマークを取得し、全事業所に個人情報保護担当者を

置き、その管理について全社的な意識の向上を図る。 

④情報セキュリティについては、取り扱うすべての情報資産をあらゆる脅威から保

護し、適切な安全管理を実現することとし、「情報セキュリティ基本方針」および

関連諸規程を定めて、情報セキュリティマネジメントシステムの確立、運用、維

持にＩＴマネジメント委員会事務局を中心に積極的に取り組んでいる。 

 なお、社内システムについては、「ＮＢＳ情報セキュリティガイドライン」を定

め、本社情報システム部が、全社的に管理するとともに、各システムの主管部と

ともに、必要なセキュリティ対策を実施する。 

 

（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①職務分掌に関する諸規程を定め、取締役および各部門所管と権限を明確にし、経

営に関する意思決定および職務執行を効率的かつ適正に行う。 

②重要な意思決定については、毎週開催の定例役員会などにより多面的に検討し、

慎重に決定する。 

 

（５）会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保

するための体制 

①当社の親会社にあたるＮＨＫは、子会社等の事業が適切に行われることを目的と

した「関連団体運営基準」により、事業運営およびこれに対するＮＨＫの指導・
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監督等に関する基本的事項を定めており、当社も該当している。 

②ＮＨＫは、「関連団体運営基準」に関する事項およびＮＨＫが指定する事項につい

て、監査法人等に委嘱して関連団体の業務監査を実施し、監査法人等の報告に基

づき、関連団体に対し必要な指導・監督を行っており、当社も該当している。 

③ＮＨＫの監査委員が当社に対し事業の報告を求め、または業務および財産の状況

を調査する場合には、当社は、適切な対応を行っている。 

 

（６）監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

①監査役からの求めがあった場合には、監査役の職務を補助すべき使用人として、

当社社員から監査役補助者を任命する。 

監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等については、監査役の同意を得た

上で、取締役会が決定する。 

②監査役補助者は、当社業務を兼務することができるが、監査役より監査業務に必

要な命令を受けた場合は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けないもの

とする。 

③監査役は、監査法人、業務監査室と情報交換に努め、連携して当社の監査の実効

性を確保する。 

 

（７）取締役および使用人（社員）が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①取締役または社員は、法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響

を及ぼす事項の内容を、監査役にそのつど報告するものとする。 

②監査役は、いつでも必要に応じて、取締役および社員に対して報告を求めること

ができる。 

 

 

Ⅱ 運用状況の概要 

 

（１）各種会議の開催 

取締役会を９回開催するとともに、取締役(常勤)、監査役および執行役員で構成す

る役員会を毎週開催している。監査役は、取締役会および役員会において、重要事

項の審議・決議に加わるとともに、当社取締役・役員の業務執行状況等に必要な意

見を述べている。更に、月１回開催の業務監査委員会（メンバーは取締役および役

員で、業務監査室から監査結果の報告が行われる）には、監査役も出席し意見を述

べている。 

 

（２）業務監査等 

1999 年度に「内部監査規程」を制定し業務監査を実施しており、他社に先駆け 2010
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年に業務監査室を設置している。現在 6 名体制（常勤 3、非常勤 3）で、全国の業務

実施部署を 3 年で一巡することとしている。2021 年度の業務監査については、31 部

署の定期監査を計画どおり実施。さらに 9部署の不定期監査を実施した。また、ＮＨ

Ｋが委嘱した有限会社あずさ監査法人による「関連団体運営基準」に関する監査およ

びＥＹ新日本有限責任監査法人による会計監査も受けたが、特に問題はなかった。 

なお、監査役による期中・期末監査も行われたが、特に問題はなかった。 

 

（３）リスク点検活動 

グループリスクマネジメント活動の一環として、６つのリスク（情報セキュリティ、

ハラスメント、個人情報漏洩等、災害・事故による業務不能、労務リスク、不正な外

部支払い）を業務プロセスのリスク課題として対応方針を定めて推進した。方針に基

づく対応を着実に進めたことで、重大なリスク発生を回避するとともに、より実効性

を高める取り組みの実施やリスク管理意識を向上させる成果に繋げた。 

 

（４）コンプライアンスの推進 

コンプライアンス推進強化期間として、９～11月にかけて全従業者を対象に、ハラス

メント防止や情報セキュリティ運用、適切な経理処理、適正勤務等をテーマに教育を

実施した。実施にあたっては、eラーニング等を効果的に活用するとともに、95部署

で延べ 563 回に及ぶ討議や研修を行い、コンプライアンスの徹底を推進した。なお、

ハラスメント防止については、電子メールによるハラスメント相談窓口を新たに開設

したほか、各支社単位にハラスメント研修を実施するなど、年間を通じて、取り組み

を強化した。 

 

（５）出金管理の点検 

ＥＹ新日本有限責任監査法人が、ウォークスルーと呼ばれる手法で全部署を対象に抽

出を行い、取引先への支払い等につき点検した（うち２部署についてはヒアリングも

実施）。特に問題は確認されなかった。 

 

 

Ⅲ 運用状況の評価 

 

全社的な内部統制について、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と

伝達」「モニタリング」「ＩＴへの対応」という６つの観点から、整備状況・運用状況

の有効性を評価した。また、業務上重要なリスクを抽出した上で、必要な対応（内部

統制）が実施されていることを評価した。 

評価の結果、2022年３月 31日時点における当社の内部統制は、概ね有効であると判

断した。 


