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ステークホルダーとは、お客様、販売会社、お取引先、 

従業員、株主・投資家、地域・社会など、 

企業がビジネスを展開していく上での 

関係者を指します。 

Hondaはビジネスをグローバルに展開しており、 

広く社会に関わりがあるため、 

ステークホルダーとの関係は社会全体に 

つながっているととらえています。 

Hondaは広く社会と喜びを共有し、 

「存在を期待される企業」となるため、 

それぞれのステークホルダーと喜びを分かち合う 

取り組みを推進しています。 

 

質の高い商品やサービスを提供することに全力を尽くし、世界中のお客様と喜びを

分かち合っていきたいと考えています。 

自立、平等、信頼という人間尊重の理念に基づきパートナーシップを築き、お客様の

「買う喜び」を共に追求して「売る喜び」を共有することをめざしています。 

自立、平等、信頼という人間尊重の理念に基づきパートナーシップを築き、お客様に

「買う喜び」を感じていただける質の高い商品を共創することを通じて「創る喜び」

を共有していきたいと考えています。 

自立、平等、信頼という人間尊重の理念に基づき、主体性の尊重・公平の原則・相互信

頼の原則によって、従業員一人ひとりがお客様や社会と喜びを分かち合うため、高い

志を持ってチャレンジングな行動をしてほしいと願っています。 

企業情報の適切な開示などを通して、株主・投資家の皆様とのコミュニケーションの

充実を図り、信頼と共感を高めていきたいと考えています。 

地域や社会に迷惑をかけないことはもちろんのこと、企業活動全体を通して、地域や

社会に喜んでいただける企業でありたいと願っています。 

ステークホルダーに対する基本姿勢 

ステークホルダーの皆様とHondaの関係 

ステークホルダ
ーの皆様と 

喜びを共有する
ために 
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●お客様の喜びのために 
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■お客様相談室 最近5年間の相談件数推移 

（万件） 

（年度） 

134,070

162,154 164,254

176,809

190,071

お客様相談室 

日本のHondaで唯一お客様とのダイレクトなコミュニ

ケーションを担っているお客様相談室は、「For The 

Customers」～すべてはお客様のために～というス

ローガンを掲げ、お客様の問い合わせには親切・正確・

迅速に対応し、最高の対応品質でお客様への喜びと

感動の提供をめざしています。 

 

365日・24時間の電話対応体制を整備 

日本のお客様相談室は、95名のスタッフで、365日・

24時間の電話対応ができる体制を整備しています。

9時から17時は、オペレーターによる電話対応で、

17時以降はコンピューターによる音声応答システム

で対応しています。なお2005年度の総相談件数は、

190,071件となっています。 

お客様の声を社内で共有し、 

さまざまな改善に役立てています 

お客様の生の声を社内に反映することが重要である

との考えから、お客様の声は毎日、研究、製造、サービ

ス、営業の各部門に伝えるとともに、経営層にもタイ

ムリーに報告しています。さらに、全従業員がHonda

の製品に関するお客様のさまざまなご意見・ご提案・ご

要望を閲覧できるシステムを整備し、お客様の視点に

立った製品開発や営業、サービス活動が実現できるよ

う努めています。 

 

海外では、「Voice Of Customer」活動を展開 

海外の主要拠点においては、お客様対応窓口に入っ

た情報を社内関連部門が分析し、改善すべき項目に

ついては、必要な部門へ指示します。また、その対応

結果の確認を後日行う「Voice Of Customer」とい

う活動を展開しています。そのため海外の主要拠点

でも、日本と同様に専門部署がお客様の相談に応じ、

関連部門や経営層に連絡・提言する体制が整ってき

ています。特に市場が急拡大しているアジアの拠点

では、専門部署を設置し、より源流にさかのぼって問

題を解決していくシステムの構築を推進しています。 

●お客様の喜びのために 

サービスの質・スピード向上に向けた取り組み 

Hondaはお客様に世界中どこでも同レベルのサービ

ス・接客を受けていただけるよう、世界各国に存在す

るディーラーの高位平準化をめざした取り組みを行っ

ています。サービスの現場である全世界のディーラー

が、一回で直せる「一発修理」の向上をめざし、スタッ

フの人材育成、故障修理のための診断機や工具など

の技術開発と配備を推進。ディーラーとサービス部門

との双方向コミュニケーションを充実させることで、

サービス技術やノウハウの提供などさまざまな活動

支援も行っています。また、「サービスはお客様の心

も修理しなければならない」という創業者の思いを実

践するために、フィロソフィー研修も行っています。 

 

 

中近東・アフリカ地域 
サービステクニシャン 
コンテスト 

CS向上に向けた取り組み 

Hondaは、販売会社と協働して基本的マナーやコン

プライアンスの徹底を図るとともに、接遇、説明、店舗

の領域でお客様から好感をいただき、さらにお客様と

の絆を深めるための活動を展開しています。こうした

施策を通じた生涯顧客満足の最大の努力により、

J.D. パワ－社調査の「2005年日本自動車セールス

満足度（SSI）調査」で、第一位を獲得しました＊。さら

に、2005年9月には、Hondaグループの人材育成の

専門会社として（株）ホンダコンサルティングを設立。

ディーラースタッフ個々の経験や能力に合わせた最

適なスキルアップや、効果的なコンサルティングを行

い、現場・源流の原動力となる人材の育成を強化し、

生涯顧客満足のさらなる向上をめざします。 

生涯にわたってお客様に満足していただくために 

Hondaは、基本理念である三つの喜び「買う喜び」「売る喜び」「創る喜び」

をベースに、「Hondaの店で買おう」「Honda車にしてよかった」とお客様

に心から喜んでもらうためのCS（Customer Satisfaction）活動を販売

会社とともに展開してきました。現在、CS活動の基本方針として、「お客様

との出会いを一回限りとせず、生涯にわたってお客様にHondaのクルマに

乗って満足していただく」ことを掲げています。 

お問い合わせ・ご相談は　  
    0120-112010  受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00

＊出典 ： J.D. パワー　アジア・パシフィック2005年日本自動車セール

ス満足度調査SM。乗用車（除軽自動車）を新車で購入したユーザー

5,983名の新車購入時の販売店対応についての回答による。 

www.jdpower.co.jp
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お客様相談室 

日本のHondaで唯一お客様とのダイレクトなコミュニ

ケーションを担っているお客様相談室は、「For The 

Customers」～すべてはお客様のために～というス

ローガンを掲げ、お客様の問い合わせには親切・正確・

迅速に対応し、最高の対応品質でお客様への喜びと

感動の提供をめざしています。 

 

365日・24時間の電話対応体制を整備 

日本のお客様相談室は、95名のスタッフで、365日・

24時間の電話対応ができる体制を整備しています。

9時から17時は、オペレーターによる電話対応で、

17時以降はコンピューターによる音声応答システム

で対応しています。なお2005年度の総相談件数は、

190,071件となっています。 

お客様の声を社内で共有し、 

さまざまな改善に役立てています 

お客様の生の声を社内に反映することが重要である

との考えから、お客様の声は毎日、研究、製造、サービ

ス、営業の各部門に伝えるとともに、経営層にもタイ

ムリーに報告しています。さらに、全従業員がHonda

の製品に関するお客様のさまざまなご意見・ご提案・ご

要望を閲覧できるシステムを整備し、お客様の視点に

立った製品開発や営業、サービス活動が実現できるよ

う努めています。 

 

海外では、「Voice Of Customer」活動を展開 

海外の主要拠点においては、お客様対応窓口に入っ

た情報を社内関連部門が分析し、改善すべき項目に

ついては、必要な部門へ指示します。また、その対応
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う活動を展開しています。そのため海外の主要拠点
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適なスキルアップや、効果的なコンサルティングを行
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に心から喜んでもらうためのCS（Customer Satisfaction）活動を販売

会社とともに展開してきました。現在、CS活動の基本方針として、「お客様

との出会いを一回限りとせず、生涯にわたってお客様にHondaのクルマに

乗って満足していただく」ことを掲げています。 
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●お客様の喜びのために ●お客様の喜びのために 

 

 

Hondaは品質への取り組みを経営の最重要課題とと

らえ、お客様に喜んでいただくために、日々品質向上

に努めています。 

 

桁違いに高い品質の実現をめざした 

組織・体制づくり 

全世界レベルで、「品質問題を起こさない」機能の強

化と、「品質問題が起きたら素早く解決する」機能の

強化を目的として、品質改革センターを設置していま

す。品質改革センターの敷地内には、国内外のディー

ラーに持ち込まれる品質問題などに取り組むサービ

ス部門を併設し、品質問題の早期発見、早期解決のた

め、両者が連携して情報収集・原因究明・対策推進・お

客様への適切な対応にあたっています。収集された

品質問題および対策の情報を各部門で共有化し、早

期解決に役立てるとともに再発防止に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界のすべての地域で、 

同時に品質向上を図るために 

Hondaは事業所ごとにISOの品質マネジメントシステ

ムおよび環境マネジメントシステムの登録認証を取得

させ、事業所毎の特性を活かした品質保証システムを

持っています。しかしながら多くの国で生産し、多くの

国から部品や材料の調達を行っているため、世界中に

あるHondaの品質保証システムを連携させる必要が

あります。そのためHondaのブランドで販売される製

品の品質を、すべての地域で同時に向上させる目的

でG-HQS（Global Honda Quality Standard)を

運用しています。このG-HQSにより、各事業所の品

質保証システムの連携を図り、製品だけでなく、生産

活動、物流、サービスなどの品質も保証。「良い品質

の製品を造る仕組み」を構築するとともに、「経験し

た不具合を確実に再発防止する仕組み」を、世界中の

トップマネジメントを含め、従業員一人ひとりが共有し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコール制度や改善対策制度は、事故等を未然に防

止し、自動車ユーザー等を保護することを目的として

います。Hondaは、これらの制度の適切な運用と情

報提供を通じて、自動車交通の安全確保および公害

防止に努めています。商品に不具合が生じ、処置が必

要だと判断された場合は、迅速に各国法規に従った当

局への届出を行います。同時に対象車両をご愛用の

お客様には、販売会社からダイレクトメールまたは電

話連絡などで、修理を無料でお受けいただくようご案

内をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondaは従来よりお客様の個人情報を大切な情報

資産ととらえ管理してきましたが、2005年4月1日

からの個人情報保護法施行を機に、勉強会の開催、マ

ニュアルの配布を行い、販売会社用の質疑応答リスト

を作成するなど、販売会社を含めた体制づくりに取り

組みました。さらに、漏洩防止対策を強化するため、

「個人情報漏洩防止確認表」を作成し、それぞれの販

売会社においては、スタッフ全員にお客様の個人情

報を厳重に管理してもらうため、個人情報保護ポケッ

トマニュアルを作成し、配布しています。 

品質向上に向けた取り組み 

個人情報保護の対応支援 リコール制度 

Honda車のリコール等の情報については 

    http://www.honda.co.jp/recall/ 
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●お客様の喜びのために ●お客様の喜びのために 
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トマニュアルを作成し、配布しています。 

品質向上に向けた取り組み 

個人情報保護の対応支援 リコール制度 

Honda車のリコール等の情報については 

    http://www.honda.co.jp/recall/ 
 

Hondaお客様相談室 
お客様 

お客様 

市場品質問題の対策推進部門 
（原因調査・解析・対策・改善・報告） 

製造部門 
（製作所） 

部品メーカー等 
（社外の取引先） 

販売店（国内） 

販売店（海外） サービス部門 
（情報受付） 

問い合わせ 
苦情 
その他 

故障 
不具合 
トラブル 
問い合わせ 

設計部門 
（研究所） 

■お客様対応フロー図 

Corporate
C

i t ize
n

s
h

ip

社 会 

4847



Corporate
C

i t ize
n

s
h

ip

社 会 

5049

環境・安全・福祉に対する取り組み 

Hondaは、お客様との接点である販売会社が 

より信頼される存在であるようにと、環境、安全、福祉の各分野で、 

独自の基準による認定制度を展開しています。 

 

●お客様の喜びのために ●お客様の喜びのために 

グリーンディーラー 

二輪・四輪・汎用製品の販売・サービスの現場で排出される廃棄物の削減

や省エネ、省資源の環境効率の向上に取り組み、地球環境保護に貢献する 

ことをめざしているディーラーです。法対応と環境美化をテーマにした第

一ステップの要件を満たすと、「グッドグリーン店」の認定を受け、環境効率

向上をテーマにした第二ステップの要件を満たすと「ベストグリーン店」と

認定されます（2006年3月末現在、グッドグリーン店50店認定、ベストグ

リーン店2,489店認定）。このグリーンディーラーの取り組みは、四輪販売

会社だけでなく、二輪や汎用製品の販売店へも拡大しています。 

 
レインボーディーラー 

安全運転のアドバイスや安全運転講習会の開催により、安全快適なカーラ

イフをお届けし、交通事故の少ない社会の実現に貢献することをめざして

いるディーラーです。四輪販売会社では、安全運転に関するアドバイスを行

うセーフティコーディネーターの育成に取り組んでおり、セーフティコーディ

ネーター資格取得の充実度と安全運転講習会の内容により、「グッドレイン

ボー店」および「ベストレインボー店」に認定されます（2006年3月末現

在、グッドレインボー店2,034店認定、ベストレインボー店326店認定）。2005年4月から二輪販売店にお

いても同様に、Hondaの安全指導を行う社内資格であるライディングアドバイザーを全営業スタッフに取得

させるとともに、ライディングスクールの定期開催を行う「セーフティサポートディーラー制度」を導入し、拡

大をめざしています。 

環境イベント 
開催 

ドライビング 
スクール 

安全ミニ講習会 

販売会社周辺のクリーン化 

オレンジディーラー 

高齢者や障害のある方々が安心してご来店できるよう、バリアフリーの店づくりを

行い、福祉車両の展示車や試乗車をご用意しているディーラーです。車いすをご

利用の方が使用できる駐車スペースの確保と、駐車場から店舗入口までの通路から

段差をなくし、スムーズに通行できる出入口を整備するという「グッドオレンジ店」

の基準に加えて、バリアフリートイレを整備することで「ベストオレンジ店」に認定

されます。営業スタッフには福祉車両のアドバイス強化を求め、お客様満足の向上を図っています（2006年3月末

現在、グッドオレンジ店1,676店認定、ベストオレンジ店391店認定）。 

「Fun for Everyone. Honda」～誰でも気持ちよく乗れるHondaへ～をスローガンに、Hondaは福祉車両づくりを進めていま

す。誰もが爽快で、安全で乗って楽しいクルマづくりをめざすとともに、身体の不自由な方々が活躍できる機会や場の拡大をサ

ポートしたいと考えています。より自由な社会参加を可能にする移動手段としての「クルマ」を考えると、それぞれの障害に応じた

最適で使いやすい機能や装備を搭載することが不可欠といえます。Hondaは、これら個人ごとに異なるニーズを何よりも優先に置

いたクルマづくりを推進しています。そのことが身体に障害を持つ方々の自立化に役立つと考えているからです。さらに、これから

の高齢化社会を見据え、自分ひとりでは移動できない方々の介護のための福祉車両についても幅広い取り組みを進めています。 

福祉機器 

福祉車両 

（車の乗り降りに負担を感じている方のために） 

Hondaの福祉車両「アルマス」シリーズには、助手席

が回転して電動昇降する「助手席リフトアップシート

車」、ニ列目シートが回転して電動昇降する「サイドリ

フトアップシート車」、助手席が回転して乗降をサポー

トする「助手席回転シート車」、車いすに乗ったままで乗

り降りできる「車いす仕様車」があります。各回転シー

トは乗り心地にもこだわり、ベース車両と同等のシート

を採用しています。 

 

 

 

 

運転補助装置 

（お身体の不自由な方がご自身で運転するために） 

Hondaは自社ブランドの運転補助装置として、身体

に障害を持つ方々が便利で快適に運転できるように

開発した「Honda・テックマチックシステム」と、両上

肢に障害がある方が足だけで運転できる「Honda・

フランツシステム」を開発・販売しています。Honda

が販売するすべての車両に装着が可能な「Honda・

テックマチックシステム」では、手動運転補助装置、左

足用アクセルペダル、ハンドル旋回ノブなど多彩なシ

ステムから、お身体の状態に合わせて必要なシステム

が選べます。「Honda・フランツシステム」は、1965

年にドイツで開発されて以来、ヨーロッパで高い評価

を得てきたフランツシステムを、Hondaが1981年

より改良に着手。開発者・フランツ氏から直接技術指

導を受け、独自の技術を加えて、さらに使いやすいシ

ステムに発展させたものです。Hondaはオーダーメ

イドの最適設計で、免許取得から快適運転までアドバ

イザーとしてお手伝いします。なお現在、足動運転補

助装置（フランツシステム）を装着・販売しているの

は、国内ではHondaのみとなっています。 

 
電動車いす（歩くことが少しつらい方のために） 

長い道のりや坂道がちょっときついという方、自転車

に乗るのが不安になってきたという方の、活動的な

生活をサポートする便利な乗り物として、1999年

から電動四輪車いす「モンパル」を販売しています。

電動車いすは道路交通法上、歩行者と同じ扱いを

受けるため運転免許は不要です。2006年にモデル

チェンジしたモンパルML200は、シニアの方達の

日々の活動をサポート

できるよう“安心して

乗れる”、“快適に乗れ

る”、“おしゃれに乗れ

る”を徹底追及してい

ます。 

 

サイドリフトアップシート車 

モンパルML200

　　福祉機器に関する詳細情報は　 http://www.honda.co.jp/welfare/

http://www.honda.co.jp/orangedealer/

http://www.honda.co.jp/greendealer/

http://www.honda.co.jp/rainbowdealer/

これまでの主な 

福祉機器への取り組み 

・ 1975年 障害を持つ人用の運転免許試験車を府中運転試験場へ納入 
・ 1976年 シビック用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」を発売 
・ 1982年 両上肢に障害を持つ人のための運転補助装置「Honda・フランツシステム」を発売 
・ 1995年 車いす移動車「アクティーアルマス」を発売 
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環境・安全・福祉に対する取り組み 

Hondaは、お客様との接点である販売会社が 

より信頼される存在であるようにと、環境、安全、福祉の各分野で、 

独自の基準による認定制度を展開しています。 

 

●お客様の喜びのために ●お客様の喜びのために 
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二輪・四輪・汎用製品の販売・サービスの現場で排出される廃棄物の削減

や省エネ、省資源の環境効率の向上に取り組み、地球環境保護に貢献する 

ことをめざしているディーラーです。法対応と環境美化をテーマにした第

一ステップの要件を満たすと、「グッドグリーン店」の認定を受け、環境効率

向上をテーマにした第二ステップの要件を満たすと「ベストグリーン店」と

認定されます（2006年3月末現在、グッドグリーン店50店認定、ベストグ

リーン店2,489店認定）。このグリーンディーラーの取り組みは、四輪販売

会社だけでなく、二輪や汎用製品の販売店へも拡大しています。 

 
レインボーディーラー 

安全運転のアドバイスや安全運転講習会の開催により、安全快適なカーラ

イフをお届けし、交通事故の少ない社会の実現に貢献することをめざして

いるディーラーです。四輪販売会社では、安全運転に関するアドバイスを行

うセーフティコーディネーターの育成に取り組んでおり、セーフティコーディ

ネーター資格取得の充実度と安全運転講習会の内容により、「グッドレイン

ボー店」および「ベストレインボー店」に認定されます（2006年3月末現

在、グッドレインボー店2,034店認定、ベストレインボー店326店認定）。2005年4月から二輪販売店にお

いても同様に、Hondaの安全指導を行う社内資格であるライディングアドバイザーを全営業スタッフに取得

させるとともに、ライディングスクールの定期開催を行う「セーフティサポートディーラー制度」を導入し、拡

大をめざしています。 
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高齢者や障害のある方々が安心してご来店できるよう、バリアフリーの店づくりを

行い、福祉車両の展示車や試乗車をご用意しているディーラーです。車いすをご

利用の方が使用できる駐車スペースの確保と、駐車場から店舗入口までの通路から

段差をなくし、スムーズに通行できる出入口を整備するという「グッドオレンジ店」

の基準に加えて、バリアフリートイレを整備することで「ベストオレンジ店」に認定
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最適で使いやすい機能や装備を搭載することが不可欠といえます。Hondaは、これら個人ごとに異なるニーズを何よりも優先に置

いたクルマづくりを推進しています。そのことが身体に障害を持つ方々の自立化に役立つと考えているからです。さらに、これから

の高齢化社会を見据え、自分ひとりでは移動できない方々の介護のための福祉車両についても幅広い取り組みを進めています。 
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フトアップシート車」、助手席が回転して乗降をサポー
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http://www.honda.co.jp/orangedealer/

http://www.honda.co.jp/greendealer/

http://www.honda.co.jp/rainbowdealer/

これまでの主な 

福祉機器への取り組み 

・ 1975年 障害を持つ人用の運転免許試験車を府中運転試験場へ納入 
・ 1976年 シビック用運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」を発売 
・ 1982年 両上肢に障害を持つ人のための運転補助装置「Honda・フランツシステム」を発売 
・ 1995年 車いす移動車「アクティーアルマス」を発売 



●お取引先と協働して 

お取引先とHondaが夢を共有し、共に発展するために 

Hondaが原材料や部品を調達しているお取引先は、グローバルで数千社に

のぼります。ビジネスパートナーであるお取引先とは長期取引を前提とした

信頼関係を築き、共に発展し続けていくことが重要だと考えています。 

このためHondaは、すべてのお取引先に公平な機会を提供し、公正なプロセ

スによる選定を行うとともに、お取引先の自主性を尊重し、対等な関係に基

づいて調達活動を推進しています。また、Hondaとの取引を新規に望まれる

お取引先に対しては、グローバルに門戸を開いています。 

●お取引先と協働して 

 

購買の役割 

Hondaの商品は、お取引先から調達している原材料

や部品によって支えられています。ガラス、タイヤ、

ハンドルなど、数多くの部品がお取引先からHonda

に搬入されてクルマに取り付けられます。購買部門は、

こうした原材料や部品をお取引先から購入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購買方針説明会の開催 

毎年、QCD（Quality＝品質、Cost＝コスト、Delivery

＝納期）の向上をめざした購買施策をお取引先と共有

するため、「購買方針説明会」を開催しています。 

2006年は3月に開催し、約280社のお取引先が参加

され、Hondaの2010年ビジョンである「喜びの創

造」、「喜びの拡大」、「喜びを次世代へ」の実現に向け

た具体的な施策を発信しました。この「購買方針説明

会」は、海外の主要拠点においても同様に開催され、そ

れぞれの国や地域で、お取引先に対してHondaの方

針と施策の共有を図っています。また、年間を通じて

QCDそれぞれの領域において優れた実績を上げられ

たお取引先を、毎年年始に開催される「お取引先懇談

会」で表彰しています。2005年度は、国内で45社の

お取引先が受賞されました。 

 

お客様と社会のために 

お客様のニーズは多様化、高度化しており、QCDに優

れた商品をお客様に提供するためには、お取引先と

の強固なパートナーシップが不可欠となります。特に

品質、コストについては開発初期の段階からお取引先

とHondaの開発部門、購買部門が連携し、互いに知

恵を出し合いながらお客様の期待を超える「喜びの

創造」の実現に取り組んでいます。また、Hondaはお

取引先とともに、より環境性能に優れ、安全性を高め

る技術の開発を行っています。技術を通じて、お客様

と社会に役立つ新しい価値の創出を行い、「喜びを次

世代へ」繋げていくことをめざしています。 

 

地域社会との共生をめざした調達活動 

Hondaは創業以来、「需要のあるところで生産する」

という方針のもと、海外展開を積極的に行ってきまし

た。海外での生産に際し、地域社会、経済に貢献する

ために、現地のお取引先からの調達を積極的に推進

しています。また、国内においては、地域の社会福祉

法人との取引を促進することによって、障害を持つ

方々の支援に努めています。 

 

地球環境に配慮した調達活動 

Hondaは、環境に配慮した資材・部品の積極的な調

達をめざして、2001年度に「Hondaグリーン購買ガ

イドライン」を策定。目標値と管理項目をお取引先と

共有し、達成に向けて取り組んでいます。化学物質

管理では、環境に悪影響を及ぼすとされる重金属4物

質（鉛、水銀、六価クロム、カドミウム）の削減を二輪・

四輪・汎用製品の国内全生産モデルで進めています。

また、製造段階でも環境負荷物質の削減をめざして、

お取引先とともにHonda LCAシステムを活用した

CO2排出量と廃棄物埋立処分量の削減に取り組んで

います。さらに、環境負荷物質の管理等を行う環境マ

ネジメントシステム確立に向けては、お取引先の

ISO14001の認証取得を推進し、2005年度は

国内の全お取引先の96％に当たる396社が取得を

完了しています。これらの取り組みに加えて、Honda

グリーン大会を展開し、Hondaとお取引先で環境改

善事例を共有化し、環境負荷低減活動の促進に努め

ています。 

 

購買方針説明会 

Hondaグリーン大会 
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■最近5年間の育児休職取得者数推移 

●従業員の喜びのために 

人事管理の三つの原則 

1. 主体性の尊重 

Hondaが従業員に期待するものは、個人の意欲と主体性です。「能ある鷹は爪をだせ」「得手に帆をあげて」という創業者の言葉が

示す通り、一人ひとりの従業員が自分で考え、行動し、責任を果たすことが期待されています。資格認定を求める「チャレンジャー」が

自ら手を挙げる資格制度、自分の考えや異動希望などを主張する「自己主張制度」などに、何よりも従業員の意欲と主体性を期待す

る考え方が表れています。 

 

2. 公平の原則 

Hondaは国籍や性別、学歴などの属性によらず、一人ひとりが個性を持つ平等な人間ととらえ、学歴やコース別人事管理は行わず、

職務と能力および実績に応じて定めるシンプルな給与体系を採用しています。また配置や任用にあたっては、能力や適性に応じて機

会を均等に提供することがHondaの大切な責任であるととらえています。 

 

3. 相互信頼の原則 

互いの違いを認め、尊重し信頼し合うことが従業員と会社、会社と労働

組合など、さまざまな相互関係の原点です。労働組合との関係において

は、互いの立場や考えの違いを十分に尊重しながら、相互の努力によっ

て局面を乗り越え、緊張と信頼が共存する、Hondaらしい力強い労使関

係を長年にわたり発展させてきました。 

 

「主体性の尊重」・「公平の原則」・「相互信頼の原則」 

で従業員の喜びを 

Hondaは「人間尊重」の理念のもと、「人間は本来、夢や希望を抱いてその実

現のために思考し、創造する自由で個性的な存在である」ととらえて、こうし

た人間が集い、個性を尊重し合い、平等な関係に立ち、信頼し、持てる力を尽

くすことで共に喜びを分かち合える企業でありたいと願っています。 

そのような企業であり続けるために、人事管理においては、「主体性の尊重」・「公平の原則」・「相互信頼の原則」という

三つの原則を立て、従業員一人ひとりの意欲や能力を高める環境づくりと、持てる力をいきいきと発揮できる場づくりに

力を注いできました。こうして人事管理や諸制度は、自由闊達な組織風土と相まって、従業員のチャレンジングな行動や高

いモチベーションを支えていると考えています。 

●従業員の喜びのために 

活躍の土壌づくり 

 

人材育成 

従業員はOJTプログラム（職種毎の詳細な能力開発

プログラム）に沿った実務の経験を重ねる中で、専門

性や職務遂行能力を高めていきます。Hondaは専門

分野や技術領域に応じた部会・分科会活動を積極的

に展開し、将来の技術動向を踏まえたOJTプログラ

ムを改定するほか、Off-JTによる専門性教育を進め

ています。またOJTをさらに効果的に機能させるた

めに、キャリア形成や問題解決能力・マネジメント能力

の向上を図る研修を設定。さらに、従業員が自分の意

思で専門性の向上や、知識、教養、人間性を高めるこ

とを目的に、語学教育や通信教育、異業種交流などの

自己啓発研修も活発に行っています。 

 

労働時間 

1970年に隔週5日制、1972年に完全週5日制を導

入するなど、Hondaは業界に先駆けて労働時間短縮

に積極的に取り組んできました。特に水曜日と金曜日

は原則として全員定時退社する「ノー残業デー」制度

や、有休カットゼロ運動＊はいずれも30年以上の歴史

を持っています。その結果、2005年の所定内労働時

間は1768.6時間、総労働時間平均は1933.2時間

となるほか、有休では2005年の平均付与日数19.4

日に対して、取得日数は19.9日と有休取得率は

102.6％となり、業界トップクラスの実総労働時間を

達成しています。 

 

 

 

多様性の尊重 

 ・ 採用の門戸開放 

指定校制度を多くの企業が採用していた時代から、

Hondaでは特定の学校に偏らず広く門戸を開放し、

意欲と能力に基づいた人物本位の採用を行ってきま

した。また、定期採用だけでなく、中途採用も積極的

に進めるなど、多様な個性や経験を持った人材を採用

しています。 

 ・ 仕事と生活を両立する支援制度 

次世代育成支援対策推進法の施行に伴い、2005年

4月からの2カ年において仕事と育児の両立を図るた

めに必要な環境整備についての行動計画を策定し、労

働局へ提出しています。育児休職期間は託児施設へ

の入所時期を考慮し、子が満3歳に達した後の4月末

までとし、育児のための時間外勤務免除期間は子の

小学校就学前までとしています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 障害を持つ人の雇用 

1981年に設立された特例子会社のホンダ太陽（株）

での雇用のほか（その後1985年に希望の里ホンダ

（株）を設立）、製作所等においても、健常者とともに

働くことができる職場の提供に努め、2006年3月時

点での雇用率は2.3％で法定雇用率1.8％を上回る

水準を維持しています。 

 ・ 定年退職者の再雇用制度 

高年齢者雇用安定法が施行される以前の2003年4

月より、希望する従業員の再雇用制度と、優れた技術・

技能・専門性を有する従業員に対して、会社から要請

を行う再雇用制度を導入しています。 

 

■連結での地域別従業員数（人） 

地域 

日本 

北米 

欧州 

その他 

合計 

2004年3月 

61,224 

33,680 

8,702 

28,004 

131,610

2005年3月 

61,064 

34,989 

9,033 

32,741 

137,827

2006年3月 

61,697 

36,057 

9,630 

37,401 

144,785

＊年次有給休暇の繰越日数を超えてカットされる日数をゼロに、 

カットされる人もゼロにしようとする取り組み 
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力を注いできました。こうして人事管理や諸制度は、自由闊達な組織風土と相まって、従業員のチャレンジングな行動や高

いモチベーションを支えていると考えています。 

●従業員の喜びのために 

活躍の土壌づくり 

 

人材育成 

従業員はOJTプログラム（職種毎の詳細な能力開発

プログラム）に沿った実務の経験を重ねる中で、専門

性や職務遂行能力を高めていきます。Hondaは専門

分野や技術領域に応じた部会・分科会活動を積極的

に展開し、将来の技術動向を踏まえたOJTプログラ

ムを改定するほか、Off-JTによる専門性教育を進め

ています。またOJTをさらに効果的に機能させるた

めに、キャリア形成や問題解決能力・マネジメント能力

の向上を図る研修を設定。さらに、従業員が自分の意

思で専門性の向上や、知識、教養、人間性を高めるこ

とを目的に、語学教育や通信教育、異業種交流などの

自己啓発研修も活発に行っています。 

 

労働時間 

1970年に隔週5日制、1972年に完全週5日制を導

入するなど、Hondaは業界に先駆けて労働時間短縮

に積極的に取り組んできました。特に水曜日と金曜日

は原則として全員定時退社する「ノー残業デー」制度

や、有休カットゼロ運動＊はいずれも30年以上の歴史

を持っています。その結果、2005年の所定内労働時

間は1768.6時間、総労働時間平均は1933.2時間

となるほか、有休では2005年の平均付与日数19.4

日に対して、取得日数は19.9日と有休取得率は

102.6％となり、業界トップクラスの実総労働時間を

達成しています。 

 

 

 

多様性の尊重 

 ・ 採用の門戸開放 

指定校制度を多くの企業が採用していた時代から、

Hondaでは特定の学校に偏らず広く門戸を開放し、

意欲と能力に基づいた人物本位の採用を行ってきま

した。また、定期採用だけでなく、中途採用も積極的

に進めるなど、多様な個性や経験を持った人材を採用

しています。 

 ・ 仕事と生活を両立する支援制度 

次世代育成支援対策推進法の施行に伴い、2005年

4月からの2カ年において仕事と育児の両立を図るた

めに必要な環境整備についての行動計画を策定し、労

働局へ提出しています。育児休職期間は託児施設へ

の入所時期を考慮し、子が満3歳に達した後の4月末

までとし、育児のための時間外勤務免除期間は子の

小学校就学前までとしています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ・ 障害を持つ人の雇用 

1981年に設立された特例子会社のホンダ太陽（株）

での雇用のほか（その後1985年に希望の里ホンダ

（株）を設立）、製作所等においても、健常者とともに

働くことができる職場の提供に努め、2006年3月時

点での雇用率は2.3％で法定雇用率1.8％を上回る

水準を維持しています。 

 ・ 定年退職者の再雇用制度 

高年齢者雇用安定法が施行される以前の2003年4

月より、希望する従業員の再雇用制度と、優れた技術・

技能・専門性を有する従業員に対して、会社から要請

を行う再雇用制度を導入しています。 

 

■連結での地域別従業員数（人） 

地域 

日本 

北米 

欧州 

その他 

合計 

2004年3月 

61,224 

33,680 

8,702 

28,004 

131,610

2005年3月 

61,064 

34,989 

9,033 

32,741 

137,827

2006年3月 

61,697 

36,057 

9,630 

37,401 

144,785

＊年次有給休暇の繰越日数を超えてカットされる日数をゼロに、 

カットされる人もゼロにしようとする取り組み 
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労働安全衛生 

職場の業務安全と交通安全、そして従業員の心身の

健康確保は「人間尊重」を基本理念としている

Hondaの最も重要な責務の一つです。「安全なくし

て生産なし」という創業者の思想を受け継ぎ、業界トッ

プクラスの安全で快適な職場環境の実現に向けて取

り組んでいます。 

 

安全職場への取り組み 

業務災害の未然防止の観点から、労働安全衛生マネ

ジメントシステムを取り入れるほか、リスクアセスメン

トの実施、安全衛生教育の充実、管理者の意識啓発を

推進しています。また、快適な職場づくりを推進する

ために、北米・日本共通のエルゴノミクス＊ガイドライ

ンをもとに作業の負荷を評価、低減する施策を精力

的に進めています。 

健康増進への取り組み 

「トータルヘルスプロモーションプラン」に基づき、生

活習慣病の予防指導、運動習慣者増加イベントの開

催などを行っています。メンタルヘルスについては、

管理監督者に対するメンタル問題の未然防止と早期

発見のための研修を実施しているほか、健康に関す

る相談窓口やカウンセラーを配置し、心身のさまざま

な相談に対応しています。また、海外駐在者に対して

も、産業医の地域巡回による健康指導と相談を定期

的に行っています。 

 

主体性発揮の場づくり 

NHサークル 

1973年に始まり、従業員一人ひとりが個性の違いを

生かし、職場の仲間とコミュニケーションを図りなが

ら、仕事の質向上と明るく働きがいのある職場を自主

的にかつ継続して作り上げている「NH（ニュ－・ホン

ダ）サークル」。Nには「現在（NOW）、そして将来の

（NEXT）、新しい（NEW）Hondaを創造し続けたい」

という願いが込められています。メンバー個々の考え

や行動を通じて活動の仕方を工夫し、分担と協力を重

ねることで人と人との共感を生み、一体感を醸成でき

る。そうしたグループ活動が「NHサークル活動」のメ

インテーマとなっています。世界5つのブロックで毎

年開催される地域ブロック大会や、2年に一度開催さ

れる世界大会はグローバルな人材交流と相互啓発の

場となっており、2005年度は、お取引先、関連会社、

販売会社も含めた18,520サークル、139,456人

が参加。2006年秋にはイギリスで世界大会が開催

される予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善提案制度 

従業員一人ひとりが会社におけるあらゆる身の回りの

事柄に対して、創意工夫の努力を重ねて現状の改善

に寄与する提案を行う「改善提案制度」は1953年に

生まれました。若さと創造力を発揮し、主体性を持っ

て業務改善をしていく習慣を身に付けることで、自ら

の能力の伸長に結び付けることを目的としています。

全部門にわたって積極的な改善活動が展開され、

Honda発展の原動力となっています。毎年10万件を

超える提案が行われ、その9割が採用され職場に活か

されていることからも、その貢献の大きさが伺えます。

2005年7月末現在の累計提案件数は、約770万件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondaの企業風土 

Hondaには「ワイガヤ」という、地位や年齢などに関

係なく、自由闊達な議論を通じて、独創的な考え方や

解決方法などを生み出す企業文化があります。この

ように、Hondaは従業員が主体性を持ち、お互いが

公平な立場で理解・信頼し合いながら仕事を進めて

いくことを重視しています。定期的に実施している

従業員意識調査の結果でも、「Hondaで働く満足

度」は80%と非常に高く、その大きな要因の一つに

「Hondaフィロソフィーへの共感」があるといっても

過言ではありません。全世界で働く約14万人強の

Hondaアソシエイトが、Hondaフィロソフィーを共有

し、実践していくことにより人と社会に誠実に貢献し

ていきます。 

 

＊100万のべ実労働時間当りの労働災害による死傷者数 

■最近5年間の労働災害度数率推移 
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■NHサークル数推移 

●従業員の喜びのために ●従業員の喜びのために 

＊人間工学に基づき、働きやすいように人間のもつ特性に合わせ 

て作業や職場環境を整備する技術 

 

2004年NHサークル世界大会にて 

従業員の改善提案に耳を傾ける福井社長 
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労働安全衛生 

職場の業務安全と交通安全、そして従業員の心身の

健康確保は「人間尊重」を基本理念としている

Hondaの最も重要な責務の一つです。「安全なくし

て生産なし」という創業者の思想を受け継ぎ、業界トッ

プクラスの安全で快適な職場環境の実現に向けて取

り組んでいます。 

 

安全職場への取り組み 

業務災害の未然防止の観点から、労働安全衛生マネ

ジメントシステムを取り入れるほか、リスクアセスメン

トの実施、安全衛生教育の充実、管理者の意識啓発を

推進しています。また、快適な職場づくりを推進する

ために、北米・日本共通のエルゴノミクス＊ガイドライ

ンをもとに作業の負荷を評価、低減する施策を精力

的に進めています。 

健康増進への取り組み 

「トータルヘルスプロモーションプラン」に基づき、生

活習慣病の予防指導、運動習慣者増加イベントの開

催などを行っています。メンタルヘルスについては、

管理監督者に対するメンタル問題の未然防止と早期

発見のための研修を実施しているほか、健康に関す

る相談窓口やカウンセラーを配置し、心身のさまざま

な相談に対応しています。また、海外駐在者に対して

も、産業医の地域巡回による健康指導と相談を定期

的に行っています。 

 

主体性発揮の場づくり 

NHサークル 

1973年に始まり、従業員一人ひとりが個性の違いを

生かし、職場の仲間とコミュニケーションを図りなが

ら、仕事の質向上と明るく働きがいのある職場を自主

的にかつ継続して作り上げている「NH（ニュ－・ホン

ダ）サークル」。Nには「現在（NOW）、そして将来の

（NEXT）、新しい（NEW）Hondaを創造し続けたい」

という願いが込められています。メンバー個々の考え

や行動を通じて活動の仕方を工夫し、分担と協力を重

ねることで人と人との共感を生み、一体感を醸成でき

る。そうしたグループ活動が「NHサークル活動」のメ

インテーマとなっています。世界5つのブロックで毎

年開催される地域ブロック大会や、2年に一度開催さ

れる世界大会はグローバルな人材交流と相互啓発の

場となっており、2005年度は、お取引先、関連会社、

販売会社も含めた18,520サークル、139,456人

が参加。2006年秋にはイギリスで世界大会が開催

される予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善提案制度 

従業員一人ひとりが会社におけるあらゆる身の回りの

事柄に対して、創意工夫の努力を重ねて現状の改善

に寄与する提案を行う「改善提案制度」は1953年に

生まれました。若さと創造力を発揮し、主体性を持っ

て業務改善をしていく習慣を身に付けることで、自ら

の能力の伸長に結び付けることを目的としています。

全部門にわたって積極的な改善活動が展開され、

Honda発展の原動力となっています。毎年10万件を

超える提案が行われ、その9割が採用され職場に活か

されていることからも、その貢献の大きさが伺えます。

2005年7月末現在の累計提案件数は、約770万件

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hondaの企業風土 

Hondaには「ワイガヤ」という、地位や年齢などに関

係なく、自由闊達な議論を通じて、独創的な考え方や

解決方法などを生み出す企業文化があります。この

ように、Hondaは従業員が主体性を持ち、お互いが

公平な立場で理解・信頼し合いながら仕事を進めて

いくことを重視しています。定期的に実施している

従業員意識調査の結果でも、「Hondaで働く満足

度」は80%と非常に高く、その大きな要因の一つに

「Hondaフィロソフィーへの共感」があるといっても

過言ではありません。全世界で働く約14万人強の

Hondaアソシエイトが、Hondaフィロソフィーを共有

し、実践していくことにより人と社会に誠実に貢献し

ていきます。 

 

＊100万のべ実労働時間当りの労働災害による死傷者数 

■最近5年間の労働災害度数率推移 
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ニューヨーク証券取引所上場25周年を記念して 

取引開始のベルを鳴らす「ASIMO」（2002年） 

●株主・投資家の喜びのために 

株式上場の歴史 

1948年に創立後、Hondaは1954年に東京店頭市

場に株式を公開。1957年に東京証券取引所に上場

の後、国内の全証券取引所に上場しました。海外では、

1962年にADR（米国預託証券）を発行し、1977年

にはニューヨーク証券取引所に上場。1981年には

ロンドン証券取引所、1983年にはスイス証券取引所、

1985年には、パリ証券取引所（現ユーロネクスト）に

上場と、グローバルに展開してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HondaのIR活動の現状 

情報開示は、法令を遵守し、全世界の株主や投資家の

皆様に対し、有益な情報を適時に、正確に、公平に継

続して提供することを基本方針としています。アニュ

アルレポート、クォータリーレポート、株主通信などの

報告書の発行と報道機関や機関投資家、アナリスト向

けの決算説明会を四半期ごとに開催。さらに、決算説

明会の当日中に、海外投資家向けにテレフォンカン

ファレンスも実施しています。また海外投資家向けの

企業説明会は、欧米投資家を主な訪問先として年4回

実施し、決算や今後の経営戦略について説明していま

す。Hondaホームページでは、「投資家情報」欄にお

いて、上記報告書や決算説明会の模様とプレゼンテー

ション資料などが閲覧できます。さらに、グローバル

な事業展開などに関する情報を随時提供しています。

なおHondaは2005年11月、日本IR協議会より、IR

の趣旨を深く理解し、積極的に取り組み、市場関係者

の高い支持を得るなどの優れた成果を上げた企業に

与えられる「IR優良企業賞」を受賞しています。なお

Hondaは個人投資家の皆様がより投資しやすい環境

を整え、投資家層の拡大を図ることを目的に、効力発

生日を2006年7月1日とする分割比率１ ： 2の株式

分割を実施しました。これにより、国内の証券市場等

で望ましい投資単位とされている「50万円未満」で

の投資が可能となります。 

 

 

全世界の株主や投資家の皆様に対して 

・「有益な情報を適時に、正確に、公平に継続して提供する」 

・「会社の実像を地道に伝える」 

という原則に基づき、情報発信や投資家向け説明会などの IR 活動を行って

います。また、「Informative な株主総会」を基本方針に株主総会を実施し、

コミュニケーションの充実を図っています。 

 

株主・投資家の方々とのコミュニケーションを 

充実させるために 

●株主・投資家の喜びのために 
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配当と自己株取得 

 （億円）　　　 
株主還元性向（％） 

■Hondaの株主還元の推移 

配当 自己株 株主還元性向 

■一株当り配当金の推移 
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アニュアルレポート 株主通信 

利益配分に関する基本方針 

Hondaはグローバルな視野に立って世界各国で事業

を展開し、企業価値の向上に努めています。成果の配

分にあたっては、株主の皆様に対する利益還元を経営

の最重要課題のひとつとして位置づけており、長期的

な視点に立ち、連結業績を考慮しながら配当を実施

するとともに、資本効率の向上を目的として自己株式

の取得も適宜実施しています。配当と自己株式取得

をあわせた金額の連結純利益に対する比率（株主還

元性向）については30％を目処としています。なお

内部留保資金については、将来の成長に不可欠な研

究開発や事業拡大のための投資および出資に充てる

ことにより、業績の向上に努め、財務体質の強化を図っ

てまいります。 

 

株主の皆様との直接のコミュニケーション 

Hondaは株主総会を、株主の皆様と直接コミュニケー

ションを行う非常に重要な場と考えています。株主総

会での事業報告にあたっては、動画やスライドを用い

て、できるだけ平易にご理解をいただけるように努め、

株主の皆様から幅広いご意見・ご質問をお受けしてい

ます。また商品展示会場を併設し、Hondaの製品や

技術に触れていただけるように、二輪・四輪・汎用の各

製品やASIMOなどを展示しています。なお、株主総

会に出席できない株主様のために、書面による議決

権行使に加え、2003年よりパソコンや携帯電話によ

るインターネットを利用した議決権行使も可能になっ

ています。また、毎年秋には株主様向けのご視察会を

開催。ご視察会では、製作所などの見学とともに、取

締役からの事業報告と質疑応答を行っています。株

主様に「現場」をご覧いただくことでHondaをより身

近に感じ、信頼と共感を持っていただければと考えて

います。 
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ニューヨーク証券取引所上場25周年を記念して 

取引開始のベルを鳴らす「ASIMO」（2002年） 

●株主・投資家の喜びのために 

株式上場の歴史 

1948年に創立後、Hondaは1954年に東京店頭市

場に株式を公開。1957年に東京証券取引所に上場

の後、国内の全証券取引所に上場しました。海外では、

1962年にADR（米国預託証券）を発行し、1977年

にはニューヨーク証券取引所に上場。1981年には

ロンドン証券取引所、1983年にはスイス証券取引所、

1985年には、パリ証券取引所（現ユーロネクスト）に

上場と、グローバルに展開してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HondaのIR活動の現状 

情報開示は、法令を遵守し、全世界の株主や投資家の

皆様に対し、有益な情報を適時に、正確に、公平に継

続して提供することを基本方針としています。アニュ

アルレポート、クォータリーレポート、株主通信などの

報告書の発行と報道機関や機関投資家、アナリスト向

けの決算説明会を四半期ごとに開催。さらに、決算説

明会の当日中に、海外投資家向けにテレフォンカン

ファレンスも実施しています。また海外投資家向けの

企業説明会は、欧米投資家を主な訪問先として年4回

実施し、決算や今後の経営戦略について説明していま

す。Hondaホームページでは、「投資家情報」欄にお

いて、上記報告書や決算説明会の模様とプレゼンテー

ション資料などが閲覧できます。さらに、グローバル

な事業展開などに関する情報を随時提供しています。

なおHondaは2005年11月、日本IR協議会より、IR

の趣旨を深く理解し、積極的に取り組み、市場関係者

の高い支持を得るなどの優れた成果を上げた企業に

与えられる「IR優良企業賞」を受賞しています。なお

Hondaは個人投資家の皆様がより投資しやすい環境

を整え、投資家層の拡大を図ることを目的に、効力発

生日を2006年7月1日とする分割比率１ ： 2の株式

分割を実施しました。これにより、国内の証券市場等

で望ましい投資単位とされている「50万円未満」で

の投資が可能となります。 

 

 

全世界の株主や投資家の皆様に対して 

・「有益な情報を適時に、正確に、公平に継続して提供する」 

・「会社の実像を地道に伝える」 

という原則に基づき、情報発信や投資家向け説明会などの IR 活動を行って

います。また、「Informative な株主総会」を基本方針に株主総会を実施し、

コミュニケーションの充実を図っています。 

 

株主・投資家の方々とのコミュニケーションを 

充実させるために 

●株主・投資家の喜びのために 
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利益配分に関する基本方針 

Hondaはグローバルな視野に立って世界各国で事業

を展開し、企業価値の向上に努めています。成果の配

分にあたっては、株主の皆様に対する利益還元を経営

の最重要課題のひとつとして位置づけており、長期的

な視点に立ち、連結業績を考慮しながら配当を実施

するとともに、資本効率の向上を目的として自己株式

の取得も適宜実施しています。配当と自己株式取得

をあわせた金額の連結純利益に対する比率（株主還

元性向）については30％を目処としています。なお

内部留保資金については、将来の成長に不可欠な研

究開発や事業拡大のための投資および出資に充てる

ことにより、業績の向上に努め、財務体質の強化を図っ

てまいります。 

 

株主の皆様との直接のコミュニケーション 

Hondaは株主総会を、株主の皆様と直接コミュニケー

ションを行う非常に重要な場と考えています。株主総

会での事業報告にあたっては、動画やスライドを用い

て、できるだけ平易にご理解をいただけるように努め、

株主の皆様から幅広いご意見・ご質問をお受けしてい

ます。また商品展示会場を併設し、Hondaの製品や

技術に触れていただけるように、二輪・四輪・汎用の各

製品やASIMOなどを展示しています。なお、株主総

会に出席できない株主様のために、書面による議決

権行使に加え、2003年よりパソコンや携帯電話によ

るインターネットを利用した議決権行使も可能になっ

ています。また、毎年秋には株主様向けのご視察会を

開催。ご視察会では、製作所などの見学とともに、取

締役からの事業報告と質疑応答を行っています。株

主様に「現場」をご覧いただくことでHondaをより身

近に感じ、信頼と共感を持っていただければと考えて

います。 
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○地球的視野に立ち、「商品・技術」を通じて社会に貢献する 

○良き企業市民として地域に根付き、社会的責任を果たす 

○次世代のために、心豊かで活力のある人と社会づくりに努める 

活動理念 

“Together for Tomorrow”は、世界のHondaグルー

プで取り組んでいる社会活動の統一呼称として制定しま

した。「夢のある明日の社会づくりをめざす」という社会

活動の考え方を、社会とともに力をあわせて「明日に向

かって一緒に取り組もう」というフレーズとシンボルマー

クで表現しました。 

 

Hondaは、夢のある明日の社会づくりをめざして、 

○未来を創る子どもの育成支援活動を行います 

○地球環境を守る活動を行います 

○交通安全の教育・普及活動を行います 

活動方針 

合言葉は、“Together for Tomorrow” 

 

 

 

 

 

 

 

 

素足で歩ける砂浜を次世代へ 

いま、地球規模で深刻化している環境問題のひとつ

に、海岸のゴミ問題があります。各地域では、ボラン

ティアの方々による清掃活動や、大型重機による清掃

が行われていますが、漂着ゴミをはじめとした海岸の

ゴミは年々増える一方です。新たに始まったHonda

のビーチクリーン活動は、「素足で歩ける砂浜を次世

代に残したい」という従業員の思いから独自開発され

た、軽量コンパクト、シンプル構造、簡単操作の「牽引

式ビーチクリーナー」を使い、従業員とOBのボラン

ティアで編成されたキャラバン隊が地域社会と協力し

て全国の砂浜を清掃する活動です。初年度となる

2006年は、全国約20カ所での活動を予定しており、

安全やシステムの運営確立をめざしていきます。そし

て将来的には、日本だけでなく世界の砂浜でHonda

のビーチクリーナーが活躍することを夢みて活動を

推進していきます。 

 

 
 
 
 

 

素足で歩ける 
砂浜を次世代へ 

地域社会 
独自開発の 
技術 

Honda 
グループの 
ボランティア 

Hondaは、社会活動の方針の一つでもある「地球環境を守るための活動」を従業員やOBのボランティアスタッフ、世界

各地域の人々と力をあわせ、取り組んできました。そして2006年、本業を活かした新たな活動として“Hondaビーチ

クリーン活動”をスタートします。「独創の技術」と「人」で、喜びを次世代へ引き継いでいきます。 

技術と人で、喜びを次世代へ。2006年、また新たな活動が始まります 世界中の人々と喜びを分かちあうために 

－Hondaの社会活動の歩み 

Hondaは創業以来、企業理念である「人間尊重」と「三つの喜び」を基本に、

商品や技術を通じて喜びを提供することで社会に貢献し、地域との共生をめ

ざした活動を行ってきました。創業50周年を迎えた1998年には、「世界中

の人々と喜びを分かちあい、存在を期待される企業をめざす」というビジョンのもと、地球的視野での社会の期待に応えるた

めに、「社会活動理念」の制定と専任部署の「社会活動推進室」を設置。また2006年には、新たにグローバルな活動方針と

シンボルマークを制定し、より積極的な社会活動を推進しています。 

●地域・社会の喜びのために ●地域・社会の喜びのために 

社会活動に関する詳細情報は　 http ://www.honda.co.jp/philanthropy/

琴引浜（京都）での活動 

片瀬西海岸（神奈川）での活動 

流木や吸い殻、ガラス片などさまざまなゴミを回収できます 
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○地球的視野に立ち、「商品・技術」を通じて社会に貢献する 

○良き企業市民として地域に根付き、社会的責任を果たす 

○次世代のために、心豊かで活力のある人と社会づくりに努める 

活動理念 

“Together for Tomorrow”は、世界のHondaグルー

プで取り組んでいる社会活動の統一呼称として制定しま

した。「夢のある明日の社会づくりをめざす」という社会

活動の考え方を、社会とともに力をあわせて「明日に向

かって一緒に取り組もう」というフレーズとシンボルマー

クで表現しました。 

 

Hondaは、夢のある明日の社会づくりをめざして、 

○未来を創る子どもの育成支援活動を行います 

○地球環境を守る活動を行います 

○交通安全の教育・普及活動を行います 

活動方針 

合言葉は、“Together for Tomorrow” 

 

 

 

 

 

 

 

 

素足で歩ける砂浜を次世代へ 

いま、地球規模で深刻化している環境問題のひとつ

に、海岸のゴミ問題があります。各地域では、ボラン

ティアの方々による清掃活動や、大型重機による清掃

が行われていますが、漂着ゴミをはじめとした海岸の

ゴミは年々増える一方です。新たに始まったHonda

のビーチクリーン活動は、「素足で歩ける砂浜を次世

代に残したい」という従業員の思いから独自開発され

た、軽量コンパクト、シンプル構造、簡単操作の「牽引

式ビーチクリーナー」を使い、従業員とOBのボラン

ティアで編成されたキャラバン隊が地域社会と協力し

て全国の砂浜を清掃する活動です。初年度となる

2006年は、全国約20カ所での活動を予定しており、

安全やシステムの運営確立をめざしていきます。そし

て将来的には、日本だけでなく世界の砂浜でHonda

のビーチクリーナーが活躍することを夢みて活動を

推進していきます。 

 

 
 
 
 

 

素足で歩ける 
砂浜を次世代へ 

地域社会 
独自開発の 
技術 

Honda 
グループの 
ボランティア 

Hondaは、社会活動の方針の一つでもある「地球環境を守るための活動」を従業員やOBのボランティアスタッフ、世界

各地域の人々と力をあわせ、取り組んできました。そして2006年、本業を活かした新たな活動として“Hondaビーチ

クリーン活動”をスタートします。「独創の技術」と「人」で、喜びを次世代へ引き継いでいきます。 

技術と人で、喜びを次世代へ。2006年、また新たな活動が始まります 世界中の人々と喜びを分かちあうために 

－Hondaの社会活動の歩み 

Hondaは創業以来、企業理念である「人間尊重」と「三つの喜び」を基本に、

商品や技術を通じて喜びを提供することで社会に貢献し、地域との共生をめ

ざした活動を行ってきました。創業50周年を迎えた1998年には、「世界中

の人々と喜びを分かちあい、存在を期待される企業をめざす」というビジョンのもと、地球的視野での社会の期待に応えるた

めに、「社会活動理念」の制定と専任部署の「社会活動推進室」を設置。また2006年には、新たにグローバルな活動方針と

シンボルマークを制定し、より積極的な社会活動を推進しています。 

●地域・社会の喜びのために ●地域・社会の喜びのために 

社会活動に関する詳細情報は　 http ://www.honda.co.jp/philanthropy/

琴引浜（京都）での活動 

片瀬西海岸（神奈川）での活動 

流木や吸い殻、ガラス片などさまざまなゴミを回収できます 
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●地域・社会の喜びのために ●地域・社会の喜びのために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honda「発見・体験学習」 

夢やアイディアを広げる「想像力」とそれを実現する

「創造力」を、子ども達に学んでもらいたい。そんな願

いから、滞在型探求学習プログラム「発見・体験学習」

が始まりました。3日間の学習の舞台となるのはツイ

ンリンクもてぎ。子ども達は約10人1組のチームにな

り、施設内での体験を通してお互いの議論を深め、

Hondaのアドバイザーに時々サポートされながら、

最終日の発表にのぞみ

ます。悩んで話し合って

ひらめいて、子ども達は、

また新たなテーマの「気

づき」にたどりつきます。 

 

学生フォーミュラ支援 

全日本学生フォーミュラ大会は、将来の優秀なエン

ジニアを育成するために、（社）自動車技術会が開

催している競技会です。学生たちはチームを組み、

1年間でフォーミュラスタイルの小型レーシングカー

を設計・製作。性能だけでなく、企画力やコストの考

え方、プレゼンテーション能力までをトータルで競い

合います。Hondaはこ

の大会に協賛するとと

もに、HondaのOBボラ

ンティア「マイスターク

ラブ」のメンバーが講師

となり、クルマづくりの基礎から溶接や加工などの実

技を教える学生フォーミュラ チャレンジ講座を実施

しています。 

 

環境わごん 

この木は何歳なんだろう？花はどうしてキレイな色を

しているの？身の周りの自然を観察してみると、色々

な不思議に出会います。環境わごんは、ワゴン車に海

や山の自然素材を積み込んで、小学校や公民館など

に出かけて行く出前型の環境学習プログラム。

Honda OBのボランティアスタッフが、自然の仕組み

や環境保全の大切さをレクチャーし、木や石を使った

クラフトなどを交えて、子

ども達が自然や環境につ

いて、自ら気づいたり考

えたりするお手伝いをし

ています。 

 

ドリームハンズ 

自分の手でモノをつくり上げる楽しさ・喜びを子ども

達に体験してほしい。そんな思いを込めて、事業所の

ある地域でドリームハンズを展開しています。ドリー

ムハンズは、Hondaオリジナルのダンボールクラフト

と、森の素材を使うネイチャークラフトを気軽に楽し

みながら体験できる、モノづくりの入門プログラム。

子ども達をサポートするのは、Hondaの従業員や

OBのボランティアスタッフです。このプログラムへ

の参加をきっかけに、子

ども達に「つくる楽しさ」

を感じてほしいと願って

います。 

 

 

 

次世代育成領域の取り組み 

 

 

 

Hondaツリーファンド 

「Hondaツリーファンド」は、ホンダニュージーランドが

新車を1台販売するごとに、ニュージーランド原産の苗

木10本分の資金を提供する植林基金です。二酸化炭

素の低減に少しでも役立てたいとの思いから2004

年に設立し、ニュージーランド全土の地域議会と共同

で、植林活動を行っています。Hondaツリーファンドで

は、これまでの2年間でおよそ15万本の苗木に相当す

る植林資金を提供してきました。この資金は、Honda

が積み立てるだけではありません。Hondaの自動車を

買っていただいたお客様に対しても、購入時にツリー

ファンドへの寄付を募ります。さらに興味のある方には

Hondaのスタッフと地域議会が共同で行う植林活動

への参加をすすめるなど、地域の人々にも少しずつ緑

化活動の輪を広げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校環境奨励賞 

タイ国王72歳の誕生日を記念して1999年に始まっ

た学校環境奨励賞は、タイ各地域の環境保全と環境

改善につながるアイディアを子ども達から募集する

もの。タイのHondaグループは、タイ環境省、エネル

ギー省、教育省、保健省など政府の支援も受けて、こ

の活動を積極的に展開しています。毎回、タイ全国の

小学校へ参加を呼びかけ、プロジェクトの企画書を提

出してもらいます。内容は農業、森林、ゴミ対策、景観

保存など多岐にわたり、その中から優秀な提案には活

動のための資金援助を実施。選ばれた学校は約8カ

月間にわたりプロジェクトを推進します。数回の視察を

経て、第三者機関も含めた評価により、最も優秀な取り

組みには「国王賞（キングス・カップ）」が贈られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源の森保全活動 

私たちが使う水は、山から海へと続く川によってもた

らされます。源流にある森林は、長い時間をかけて水

を蓄え、川の豊かな流れを支えています。Hondaは

この大切な水源の森を未来へ引き継いでいくために、

従業員のボランティアによる森林保全活動を展開し

ています。本社では、首都圏を潤す多摩川の源流にあ

る山梨県小菅村の森林で植林活動をスタート。

2005年春に実施した第1回の植林ボランティアには

総勢48名が参加し、ヤマモミジの苗木500本を植え

ました。また鈴鹿製作所では、鈴鹿市や四日市市の水

需要をまかなう鈴鹿川の源流がある、三重県亀山市

の森林の荒廃をくい止めるため2006年3月から保

全活動を始めました。この他、埼玉、浜松、熊本、栃木

の各製作所でも水源の森を保全する活動に取り組ん

でいます。 
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交通安全領域の取り組み 

その他のHondaグループの取り組み 

●地域・社会の喜びのために ●地域・社会の喜びのために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホンダオーストラリアは1999年、ドライバー・ライダー

やその同乗者、歩行者など、道路を利用するすべての

人の安全を守るためにHARTを設立しました。HART

の提供する交通安全教育のテーマは、“ストリートス

マートテクニック”（賢い道路の利用法）。ほとんどの

衝突事故が、ドライバーの判断ミスによって生み出さ

れることから、HARTでは、高度な運転技術を教える

のではなく、事故のリスクを下げる考え方やテクニッ

クを集中的に指導します。子どもからお年寄りにいた

るまで、さまざまなプログラムを用意し、オーストラリ

ア道路交通局が掲げる「2010年までに現在の事故

件数を半減する」という目標達成に向けて、積極的に

協力しています。このようなHondaの安全に対する

取り組みは、現在、オーストラリアの5つの州、および

20カ国にまで広がっています。 

 

財団法人 国際交通安全学会 

（財）国際交通安全学会（IATSS：International 

Association of Traffic and Safety Sciences）

は、交通社会の課題や将来のあり方について社会的

視野に立ち、自由に討議・研究する場として、1974

年Hondaの創業者である本田宗一郎、藤沢武夫両氏

およびHondaの基金をもとに設立されました。さま

ざまな分野のトップに立つ有識者を会員とし、交通や

その安全に関する調査研究および研究報告会の開催

や政策提言、広報出版、交通社会の発展に寄与した業

績に対する褒章、国際交流など、時代の要請に即応し

た事業活動を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

IATSSフォーラム（鈴鹿） 

IATSSフォーラムは、将来のアセアン諸国の発展に

貢献できる若者を招請し、広く社会全般の文化や日本

について学んでもらう国際交流プログラムです。各種

セミナーやフィールドワーク、地域国際交流など幅広

い分野の講座や活動を行っています。スタート以来、

これまでに663名がこのフォーラムに参加しました。 

 

ホンダオーストラリア 
HART（Honda Australia Roadcraft Training） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売会社／グループ会社（国内／海外） 

国内と海外に広がるHondaの販売会社やグループ会

社では活動方針に沿って、次世代育成支援、地球環境、

交通安全の三つの領域を中心に、地域の特性に合わ

せた活動やさまざまな要請に応えた活動を展開。喜

びを分かち合いながら、夢のある明日への社会づくり

をめざしています。 

 

労働組合 

4万人を超える組織となった本田労組（本田技研労

働組合）は、社会的な要請に応えるため、結成40周

年を迎えた1992年に社会貢献基金を設立。以来、

車いす改造ボランティアのリピートホットラインや、車

いすマラソン大会へのボランティア参加を行ってきま

した。また大規模な災害等への緊急援助も実施して

います。 

財団  

財団法人 本田財団 

現代社会の成果を人類の福祉と平和に役立たせ、人

間性あふれる文明の創造に寄与することを目的に、

1977年、Hondaの創業者本田宗一郎と実弟・弁二

郎の両氏が私財を寄付して設立しました。“人間活動

を取り巻く環境全体との調和を図った真の技術ーエ

コ・テクノロジー”という新しい技術概念を提唱し、そ

の確立と普及のために国際褒賞「本田賞」の授与や

国際シンポジウム・セミナーの開催などを行っていま

す。また2006年からは、アジアで科学技術を学ぶ若

者へ奨励賞を与える予定です。 

 

Hondaは創業当初より、新しい地域へ事業を展開する

際には、良き企業市民として地域との共生をめざした

企業活動を行ってきました。こうした地域に根ざした活

動は、国内の販売会社やグループ会社、労働組合はも

ちろん、海外にも広がっています。 

2005年本田賞を受賞したラジ・レディ博士 

■国内販売会社／グループ会社における2005年度社会活動実績（集計社数：137） ■海外における2005年度社会活動実績（集計拠点数：46） 

寄付・献血・その他 

災害支援 

クリーン活動の実施・参加 

お祭り・イベントの実施・協賛など 

交通安全運動への協力・その他 

学童保護のための活動 

住民への安全教室開催など 

環境教育・啓発活動・その他 

森林や湖、河川の保全活動など 

スポーツ指導・協賛・その他 

学校の社会体験など 

講師派遣や施設開放など 

（社数） （拠点数） 

97

17

74

88

33

16

12

14

5

38

56

14

35

15

5

22

4

0

9

10

11

27

12

6
次世代育成 

地球環境 

交通安全 

地域共生 

010203040506070 353025201510508090100

Corporate
C

i t ize
n

s
h

ip

社 会 

6463



交通安全領域の取り組み 

その他のHondaグループの取り組み 
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