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当社の概要と沿革
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2003年 9月

ナブテスコ設立(純粋持株会社)

2002年11月

経営統合に関する基本合意

2004年10月 事業統合完了

株式会社ナブコ 1925年設立
（旧日本エヤーブレーキ株式会社）

帝人製機株式会社 1944年設立

2003年9月29日設立

東京都千代田区平河町二丁目7番9号所在地

100億円資本金

代表取締役社長 寺本 克弘代表者

単体 2,256名 連結 7,591名従業員数＊

国内：15社(他持分法適用会社：4社)

海外：44社(他持分法適用会社：4社)
連結会社数＊

＊2017年12月時点



事業セグメントの紹介
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コンポーネントソリューション セグメント

■精密減速機

精密減速機、精密アクチュエーター

■油圧機器

パワーショベル用走行ユニット

風力発電機用駆動装置

トランスポートソリューション セグメント

■鉄道車両機器

鉄道車両用ブレーキ・ドア装置

■航空機器

フライトコントロール

アクチュエーションシステム

■商用車用機器

商用車用ウエッジチャンバー

商用車用エアドライヤー

■舶用機器

舶用エンジン遠隔制御システム

マニュファクチァリング
ソリューション セグメント

■自動ドア開閉装置

建物用自動ドア

■プラットホームスクリーンドア

アクセシビリティソリューション セグメント

■包装機

レトルト食品用重点包装機



組織運営
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取 締 役 会

執行役員会

CSR委員会

グループ品質・PL委員会

グループESH委員会

リスクマネジメント委員会

会 長

コンプライアンス委員会

社 長

監 査 役 会

監 査 役

業務監査部

生産技術部

調達統括部

技術本部

環境安全部

企画部
経理部

情報システム部
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部

総務部
人事部

法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部

精機カンパニー

パワーコントロールカンパニー

住環境カンパニー

航空宇宙カンパニー

鉄道カンパニー

舶用カンパニー

ものづくり革新推進室

業務改革推進室

★

主力工場＞調達部門

主力工場＞調達部門

主力工場＞調達部門

主力工場＞調達部門

主力工場＞調達部門

主力工場＞調達部門

サ
プ
ラ
イ
ヤ
｜

×

BCP総括
事務局
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重大リスク実態調査の結果 (主要17拠点 2015年実施)

【重大リスク 社内ランキング】(ワースト3)

◆外部調査機関 (2016) ◆他社個別ﾋｱﾘﾝｸﾞ(2015 : B社, F社, S社, Y社)

１位 大規模災害による自社事業所が被災 (← 人的被害/物的損害による事業中断)

２位 大規模災害による取引先が被災 (← サプライヤーに起因する事業中断)

３位 粉飾決算/ｻｲﾊﾞｰﾃﾛ/ 風評被害 / ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ違反事案 (← 組織犯罪行為)

経営資源
(人財/生産財/調達部材)

に関わるダメージが最上位

人命安全, 生産継続
調達継続

↓

[課 題]
ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ視点
のＢＣＰ推進

3位 人為的
1と2位 不可抗力

(ｺﾝﾄﾛｰﾙ不能)
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ナブテスコ事業拠点

外
部
経
営
資
源

重要サプライヤー４００社
発注額／依存度／/代替不可

関西地区
○○○ 社

中国地区
○○社

岐阜地区
○○社

東海地区
○○社

東北地区
○○社

三重地区
○○社

サプライヤーへのＢＣＰ展開

サプライヤーへのＢＣＰ展開 (⇒ 調達リスクの低減加速)
◆ ＢＣＰあり １００社 ⇒ ＢＣＰの実効性を確認
◆ ＢＣＰなし ３００社 ⇒ ＢＣＰ普及啓発 & 策定支援に着手 (急務)

生産の危機！

↓
BCPで対応

ＢＣＰなし ３００社

調達の危機 !
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ＢＣＰ啓発セミナー
(大阪/神戸/岐阜/岩国地区)

自治体と連携 【WIN WIN戦略】
(大阪/兵庫/三重/岐阜/岩国････)

目的：BCP策定行動につなげる
目標：参加企業数アップ(動員力)

ＢＣＰ策定講座
(神戸/岐阜/岩国)

優先企業から 順次 展開
(岐阜, 神戸, 岩国)

目的：ＢＣＰの進め方を学ぶ
目標：ＢＣＰ骨子完了

個別サポート
(各社)

策定完了へ

目的：現場に即した実効力確保
目標：ｻﾌﾟﾗｲﾔｰＢＣＰ策定率ｱｯﾌﾟ

目標：100社受講(年内)

実績：８０社 受講(～ 10月)

策定率：期末集計予定

目標：３００社(2018年 150社)

実績：岐阜 ２0社、大阪 3０社
岩国 42社、神戸60社
東京 ３０社(12月予定)

①テコ入れ ⇒ 策定遅延企業

②レジリエンス認証ﾁｪﾚﾝｼﾞ要請

⇒ 高水準企業へ個別指導

サプライヤーＢＣＰ支援ステップ

ﾁｬﾚﾝｼﾞ目標300社(～ 2020)
(主要400社, 既策定企業100社)

岐阜県在 Ｔ社 BCP策定成果発表 in 岐阜大

http://ipsp.co.jp/bcp/%E6%A5%AD%E7%A8%AE%E5%88%A5bcp/bcp%EF%BC%88%E7%97%85%E9%99%A2%EF%BC%89/
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension%3D666x10000:format%3Djpg/path/s88ef8fc70b39050f/image/i6616f81f95068b90/version/1488259694/image.jpg&imgrefurl=https://www.ds-c.jp/2017/03/13/eg%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/&docid=qZfiC29m7hbL7M&tbnid=212ZlpLpzrsfmM:&vet=1&w=666&h=409&hl=ja&bih=659&biw=1165&ved=0ahUKEwilpd-Uto7aAhWElJQKHdRFBZoQMwhFKAgwCA&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension%3D666x10000:format%3Djpg/path/s88ef8fc70b39050f/image/i6616f81f95068b90/version/1488259694/image.jpg&imgrefurl=https://www.ds-c.jp/2017/03/13/eg%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/&docid=qZfiC29m7hbL7M&tbnid=212ZlpLpzrsfmM:&vet=1&w=666&h=409&hl=ja&bih=659&biw=1165&ved=0ahUKEwilpd-Uto7aAhWElJQKHdRFBZoQMwhFKAgwCA&iact=c&ictx=1


BCP啓発セミナー

大阪府と連携 約８０名
2018. 1.29

大阪府と連携
↓

参加者増員



BCP啓発セミナー

兵庫県と連携 約５０名
2018.  5.25



BCP啓発セミナー

兵庫県と連携 約７０名
2018.  7.24



BCP啓発セミナー

岩国開催 41社６3名
(2018.  ４. 12)

アンケート集計

⇒ ＢＣＰ策定したい, 取得したい

順次, 『ＢＣＰ策定講座』募集開始

↑ 

ＢＣＰのつくり方を習得



アンケート回収
⇒ 現場の声(参加企業のホンネ)
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中小企業の声
防災はお金が
かかるが
ＢＣＰはお金
をかけずにで
きるのがいい

防災とＢＣＰの
違いが理解できた

社長に
聴かせたい
またセミナー
やってほしい

平時の事前
対策が重要

これまで
ＢＣＰを勘違
いしていた

初めて聴く
内容で新鮮
だった

ＢＣＰは
文書でなく
訓練が大切

ＢＣＰ推進は
会社全体の課題

参加前の状況

ＢＣＰを････････

✔知らない(理解していない)

✔防災と混同

✔文書づくり(と認識)

✔必要性がわからない

✔一部の担当者がやるもの

✔やらされ感(客先の要請)

ＢＣＰの活動現場から見えてくる課題

[課 題]
ＢＣＰ普及啓発
⇒徹底/加速化

・気づき／共有(の場)

・Why(なぜ必要)？

・ｼﾝﾌﾟﾙ(わかりやすさ)

・当事者意識(喚起)



BCP啓発(集合教育)

津工場30名 (2018.10. 3)

BCP啓発(集合教育)

岐阜工場４１名 (2018.10. 4)

＜受講感想例＞

・BCPを勘違いしていた
・今までとは違った視点
・全社員で取り組むことが大切
・工場全員に関わる課題
・“BCP文化”に共感した
・平常時の訓練が不可欠
・生産は調達部品に依存
・聴かせたい社員がいる。

またセミナーやってほしい , etc
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①当社ナブテスコｸﾞﾙｰﾌﾟのＢＣＰ実効性確保

⇒ 『レジリエンス認証』主要9拠点取得 (～ 2020)

②危機管理人財の育成(特に調達部門)

⇒ 『ＢＣＰバイヤー養成教育』2019年より2ｽﾃｯﾌﾟ

1 ｽﾃｯﾌﾟ:本社主導 2ｽﾃｯﾌﾟ:本社×現場連携 3ｽﾃｯﾌﾟ:現場主導へ

③サプライヤーＢＣＰマネジメント 強化

⇒ ×『統制(ｺﾝﾄﾛｰﾙ)型』 ◎『協働(ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ)型』

ＢＣＰ推進の基本方針

(中小)サプライヤー強靭化対策

策定支援

認証取得支援



ものづくり革新推進室 調達統括部Copyright ©  Nabtesco All Right Reserved

御清聴ありがとうございました
－ご意見／ご質問あればお願いします－
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