
2019

●コーポレート・ガバナンス ●コーポレート・ガバナンス 

経営管理機構 

取締役会 

取締役会は、取締役20名(うち社外取締役2名)で

構成され、重要な業務執行その他法定の事項について

決定を行うほか、業務執行の監督を行っています。 

2005年6月から、監督と執行の両面で強化をはかる

ため、執行役員制度を導入し、取締役会の機動性を向上

させるほか、社外取締役を増員するなど、取締役会の

監督機能を強化しています。 

2005年度において、取締役会を9回開催しました。 

 

監査役会 

監査役会は、監査役6名(うち社外監査役3名)の体制と

しており、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査

基準、監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への

出席や業務、財産の状況の調査等を通じ、取締役の

職務遂行の監査を行っています。また、監査役会を

サポートする直属のスタッフ組織として監査役室を

設置しています。 

2005年度において、監査役会を14回開催しました。 

なお、Hondaの監査役会は、Hondaの監査役である

坂本伸一を、米国企業改革法第407条に基づく米国

証券取引委員会規則において規定される「監査役会に

おける財務専門家」に認定しています。 

2005年度において、監査役と会計監査人との間で

会合を5回開催し、会計監査人が監査役に対し、会計

監査の計画や結果などについて説明・報告を行ったほか、

相互に意見交換を実施しました。 

また、監査役は、内部監査部門である業務監査室との

間で、監査方針や監査スケジュールについて緊密に

連絡調整を行っています。2005年度において、監査役と

業務監査室が単独ないしは連携して、当社および

国内外の子会社・関連会社合計128社に対し、業務

監査を実施しました。 

 

 

 

役員報酬 

Hondaは、取締役および監査役の報酬と賞与の総額を、

業績との連動性も考慮した基準によって決定しています。 

取締役および監査役の報酬については、株主総会で

決議された限度額の範囲内において、取締役会で承認

された報酬基準に基づいて支給しています。 

取締役および監査役の賞与については、当該年度の

利益、従来の役員賞与、その他諸般の事情を勘案し、

定時株主総会で総額を決定し、支給しています。 

 

役員候補者の決定 

取締役の候補者は、取締役会の決議によって決定して

います。監査役の候補者は、監査役会の同意を得て、

取締役会の決議によって決定しています。 

 

会計監査 

会計監査の適正さを確保するため、監査役会および

取締役会が、商法特例法（2006年からは会社法）、

証券取引法および米国証券取引法に基づく会計監査の

報告を受けるほか、会計監査人の選任、報酬および

非監査業務等に関して監督をしています。 

Hondaは2004年度において、商法特例法および証券

取引法に基づく会計監査を新日本監査法人に、米国

証券取引法に基づく会計監査をあずさ監査法人に依頼

していました。 

2005年度から、Hondaグループの効率的な監査

体制をめざし、日本の法令に基づく会計監査人として

あずさ監査法人を選任することにより、日本と米国の

法令に基づく会計監査人を統一しています。 

 

Hondaは、基本理念に立脚し、株主・投資家をはじめ、お客様、社会からの信頼を

より高め、「存在を期待される企業」となるため、コーポレート・ガバナンスの充実を

経営の最重要課題の一つと認識し、その取り組みを行っています。 

監査役会 6名 
うち社外監査役 3名 

企業倫理委員会 6名 

コンプライアンス 
オフィサー 

リスクマネジメント 
オフィサー  

 

取締役会 20名 
うち社外取締役 2名 

経営会議 
社長 
10名 

企業倫理改善提案窓口 

北米地域本部 南米本部 

 

欧州地域本部 

 

アジア・大洋州本部 中国本部 日本営業本部 

国内各製作所 

2006年6月23日現在 

地域執行会議 地域執行会議 地域執行会議 地域執行会議 地域執行会議 地域執行会議 

コーポレート・ガバナンス体制 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

コーポレート・ガバナンスの歩み 

1950年代 

1960年代 

1970年代 

1980年代 

1990年代 

2000年代 

社是・運営方針 
人間尊重　三つの喜び 
 

2010年ビジョン 
フィロソフィー再定義 
フィロソフィー再定義 

研究所独立 
 

大部屋役員室 
 

SEDシステム導入 
 

地域本部体制 
 

取締役任期１年 
 

執行役員制導入 
 

新「監査室」設立 

社外取締役導入 

「わたしたちの 
行動指針」制定 
 

ADR発行    SEC会計基準導入 

アナリスト向け企業説明会開始 
 

 
NY株式上場    中間決算公表 
 

四半期決算公表 
 

連結四半期決算説明会 
 

理念・ビジョン 効率性 
 

健全性 透明性 

安全運転普及本部 

経営企画部 

　　新事業推進室 

　　航空エンジン事業室 

品質改革センター 

　　認証部 

ＩＴ部 

二輪事業本部 

四輪事業本部 

汎用事業本部 

カスタマーサービス本部 

生産本部 

購買本部 

管理本部 

事業管理本部 

　　企業プロジェクト 

　　品質監理部 

　　業務監査室　28名 

　　監査役室　2名 

（株）本田技術研究所 

ホンダエンジニアリング（株） 
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●コーポレート・ガバナンス ●コーポレート・ガバナンス 

経営会議 

Hondaは、代表取締役10名から構成される経営

会議をおき、取締役会の決議事項等について事前

審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の

範囲内で、経営の重要事項について審議しています。 

2005年度において、経営会議は22回開催しました。 

 

地域執行会議 

各地域が自立性を高め、迅速な意思決定を行うため、

各地域本部におかれた地域執行会議が、経営会議から

委譲された権限の範囲内で、各地域における経営の

重要事項について審議しています。 

 

内部統制 

基本的な考え方 

お客様や社会からの信頼をより高めるため、担当

取締役の主導の下、行動規範の制定や自己検証の

実施など、Hondaグループの各組織が主体となって

コンプライアンスやリスクマネジメントに体系的に

取り組む仕組みを整備するほか、各組織の取り組みを

推進する体制を整備しています。 

また、各組織の業務遂行について、効果的な監査を

実施することとしています。 

 

グループ･ガバナンス体制 

・行動指針の制定 

Hondaグループにおいて共有する行動指針として

「わたしたちの行動指針」（P.65に掲載）を制定して

いるほか、Hondaグループの各組織がそれぞれの

業務内容に応じた具体的な行動規範を｢部門行動規範｣

として制定し、それらの遵守に努めています。 

 

・チェックリストに基づく自己検証 

Hondaグループの各組織が、それぞれの業務に関連

して遵守すべき法令や配慮すべきリスクを明確化した

チェックリストを策定し、定期的に自己検証を実施

するなど、コンプライアンスやリスクマネジメントに

ついて体系的に取り組むこととしています。自己検証の

結果については、各組織の担当取締役に報告される

ほか、経営会議において全体状況の評価を実施

しています。 

 

コンプライアンス体制 

コンプライアンスに関する取り組みを推進する担当

取締役として、コンプライアンスオフィサーを任命

するとともに、｢企業倫理委員会｣や「企業倫理改善

提案窓口」など、コンプライアンス体制の整備を

行っています。 

 

・企業倫理委員会 

コンプライアンスオフィサーを委員長とし、取締役

および執行役員により構成される「企業倫理委員会」を

設置し、企業倫理やコンプライアンスに関する事項を

審議しています。 

2005年度において、企業倫理委員会を4回開催

しました。 

 

・企業倫理改善提案窓口 

各組織におけるオープンなコミュニケーションを大切に

する一方、企業倫理に関する問題について提案を

受け付ける「企業倫理改善提案窓口」を設置し、提案に

対する適切な対応を実施することで、企業倫理の

改善をはかっています。提案者に対する不利益な取り

扱いがないよう保護をはかりながら、実名による積極

的な提案のほか、匿名での提案も受け付けています。 

企業倫理改善提案窓口の運用については、企業倫理

委員会が監督を行うほか、監査役会に対して運用状況の

報告を行っています。 

 

リスクマネジメント体制 

部門ごとに対応すべきリスクについては、各部門が

予防･対策に努めることとするほか、大規模災害などの

全社レベルの危機に対応するため、「Honda危機対応

規程」を整備しています。 

また、リスクマネジメントに関する取り組みを推進

する担当取締役として、リスクマネジメントオフィサーを

任命するほか、危機発生時に全社対策本部を設置

することとするなど、リスクマネジメント体制の整備を

行っています。 

 

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　 

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につい

ては、Hondaおよび各地域の主要子会社の文書管理

方針に従い、適切に保存および管理を行っています。 

                            

業務監査 

社長直轄の独立した業務監査部門である業務監査室が、

各部門の業務遂行状況についての監査を行っている

ほか、各地域や子会社・関連会社における内部監査の

充実に努めています。 

 

ディスクロージャー委員会 

担当役員などによって構成される｢ディスクロージャー

委員会｣をおき、決算発表や財務報告書による企業

情報の開示にあたって、開示内容の正確性・的確性に

ついて審議しています。 

 

 

 

 

業務執行体制 

組織運営体制 

執行体制は、基本理念に立脚し、長期的視点に立ち、

世界各地域に根ざした事業展開を行うため、6つの

地域本部をおいています。 

二輪車･四輪車･汎用製品の事業本部が、製品別の

中･長期展開を企画するとともに、世界での最適な

事業運営を円滑に遂行するための調整をしています。

また、カスタマーサービス本部、生産本部、購買本部、

事業管理本部および管理本部といった各機能本部が

各機能面での支援･調整を行うなど、Hondaグループ

全体としての効果･効率の向上に努めています。 

研究開発は、主に独立した子会社において行われて

おり、製品については、株式会社本田技術研究所を

中心に、生産技術については、ホンダエンジニアリング

株式会社を中心に、先進の技術によって、個性的で

国際競争力のある商品群を生み出すことを目的とした

自由闊達な研究開発活動を行っています。 

 

業務執行役員体制 

地域・事業・機能の各本部および研究開発子会社その

他の主要な組織に取締役本部長や執行役員を配置し、

それぞれの地域や現場において、迅速かつ最適な

経営判断を行うこととすることで、効果・効率の高い

業務執行体制を構築しています。 
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●コーポレート・ガバナンス ●コーポレート・ガバナンス 
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会議をおき、取締役会の決議事項等について事前

審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の

範囲内で、経営の重要事項について審議しています。 

2005年度において、経営会議は22回開催しました。 

 

地域執行会議 

各地域が自立性を高め、迅速な意思決定を行うため、

各地域本部におかれた地域執行会議が、経営会議から

委譲された権限の範囲内で、各地域における経営の

重要事項について審議しています。 

 

内部統制 

基本的な考え方 

お客様や社会からの信頼をより高めるため、担当

取締役の主導の下、行動規範の制定や自己検証の

実施など、Hondaグループの各組織が主体となって

コンプライアンスやリスクマネジメントに体系的に

取り組む仕組みを整備するほか、各組織の取り組みを

推進する体制を整備しています。 

また、各組織の業務遂行について、効果的な監査を

実施することとしています。 

 

グループ･ガバナンス体制 

・行動指針の制定 

Hondaグループにおいて共有する行動指針として

「わたしたちの行動指針」（P.65に掲載）を制定して

いるほか、Hondaグループの各組織がそれぞれの

業務内容に応じた具体的な行動規範を｢部門行動規範｣

として制定し、それらの遵守に努めています。 

 

・チェックリストに基づく自己検証 

Hondaグループの各組織が、それぞれの業務に関連

して遵守すべき法令や配慮すべきリスクを明確化した

チェックリストを策定し、定期的に自己検証を実施

するなど、コンプライアンスやリスクマネジメントに

ついて体系的に取り組むこととしています。自己検証の

結果については、各組織の担当取締役に報告される

ほか、経営会議において全体状況の評価を実施

しています。 

 

コンプライアンス体制 

コンプライアンスに関する取り組みを推進する担当

取締役として、コンプライアンスオフィサーを任命

するとともに、｢企業倫理委員会｣や「企業倫理改善

提案窓口」など、コンプライアンス体制の整備を

行っています。 

 

・企業倫理委員会 

コンプライアンスオフィサーを委員長とし、取締役

および執行役員により構成される「企業倫理委員会」を

設置し、企業倫理やコンプライアンスに関する事項を

審議しています。 

2005年度において、企業倫理委員会を4回開催

しました。 

 

・企業倫理改善提案窓口 

各組織におけるオープンなコミュニケーションを大切に

する一方、企業倫理に関する問題について提案を

受け付ける「企業倫理改善提案窓口」を設置し、提案に

対する適切な対応を実施することで、企業倫理の

改善をはかっています。提案者に対する不利益な取り

扱いがないよう保護をはかりながら、実名による積極

的な提案のほか、匿名での提案も受け付けています。 

企業倫理改善提案窓口の運用については、企業倫理

委員会が監督を行うほか、監査役会に対して運用状況の

報告を行っています。 

 

リスクマネジメント体制 

部門ごとに対応すべきリスクについては、各部門が

予防･対策に努めることとするほか、大規模災害などの

全社レベルの危機に対応するため、「Honda危機対応

規程」を整備しています。 

また、リスクマネジメントに関する取り組みを推進

する担当取締役として、リスクマネジメントオフィサーを

任命するほか、危機発生時に全社対策本部を設置

することとするなど、リスクマネジメント体制の整備を

行っています。 

 

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　 

取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につい

ては、Hondaおよび各地域の主要子会社の文書管理

方針に従い、適切に保存および管理を行っています。 

                            

業務監査 

社長直轄の独立した業務監査部門である業務監査室が、

各部門の業務遂行状況についての監査を行っている

ほか、各地域や子会社・関連会社における内部監査の

充実に努めています。 

 

ディスクロージャー委員会 

担当役員などによって構成される｢ディスクロージャー

委員会｣をおき、決算発表や財務報告書による企業

情報の開示にあたって、開示内容の正確性・的確性に

ついて審議しています。 

 

 

 

 

業務執行体制 

組織運営体制 

執行体制は、基本理念に立脚し、長期的視点に立ち、

世界各地域に根ざした事業展開を行うため、6つの

地域本部をおいています。 

二輪車･四輪車･汎用製品の事業本部が、製品別の

中･長期展開を企画するとともに、世界での最適な

事業運営を円滑に遂行するための調整をしています。

また、カスタマーサービス本部、生産本部、購買本部、

事業管理本部および管理本部といった各機能本部が

各機能面での支援･調整を行うなど、Hondaグループ

全体としての効果･効率の向上に努めています。 

研究開発は、主に独立した子会社において行われて

おり、製品については、株式会社本田技術研究所を

中心に、生産技術については、ホンダエンジニアリング

株式会社を中心に、先進の技術によって、個性的で

国際競争力のある商品群を生み出すことを目的とした

自由闊達な研究開発活動を行っています。 

 

業務執行役員体制 

地域・事業・機能の各本部および研究開発子会社その

他の主要な組織に取締役本部長や執行役員を配置し、

それぞれの地域や現場において、迅速かつ最適な

経営判断を行うこととすることで、効果・効率の高い

業務執行体制を構築しています。 
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