
コーポレート・ガバナンス体制

監査役会 5名
（うち社外監査役 3名）

取締役会 21名
（うち社外取締役 2名）

経営会議

社長

企業倫理委員会 6名

安全運転普及本部
経営企画部
広報部
新事業推進室
航空エンジン事業室
航空機機体事業室

二輪品質改革部
四輪品質改革部
汎用品質改革部
品質保証部
認証法規部

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　　3名

（株）本田技術研究所

ホンダエンジニアリング（株）

企業倫理改善提案窓口

地域執行会議

日本営業本部

9名
コンプライアンス
オフィサー

地域執行会議

北米地域本部

リスクマネジメント
オフィサー

地域執行会議

南米本部

地域執行会議

欧州地域本部

国内各製作所

地域執行会議

アジア・大洋州本部

地域執行会議

中国本部

（2008年6月30日現在）

能別の各本部を設置するなど組織運営体制を整備し、各本

部や主要な組織に取締役本部長や執行役員を配置するほ

か、経営の重要事項の審議を行う経営会議や、各地域におけ

る経営の重要事項について審議を行う地域執行会議を置く

ことにより、世界各地のお客様や社会の要請に迅速かつ適

切に応えられる効果・効率の高い体制を構築しています。

内部統制においては、各組織による自律のもと、コンプラ

イアンスやリスク管理の強化に取り組んでいるほか、業務監

査部門が各組織の業務遂行について、効果的な監査を実施

しています。

株主・投資家や社会からの信頼と共感をより一層高める

ため、四半期ごとの決算や経営政策の迅速かつ正確な公表

や開示など、企業情報の適切な開示を図り、企業の透明性

を今後も高めていきます。

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。

経営の監視を客観的に行うため、社外取締役および社外

監査役を置き、取締役会および監査役会において監督・監

査を行っています。また、地域や現場での業務執行と取締役

会による監督の両面を強化するため、執行役員制度を導入

しています。取締役については、経営環境の変化に対する

機動性を高めるため、任期を1年としているほか、業績との

連動性も考慮した報酬体系としています。

業務執行においては、基本理念に立脚し、地域・事業・機

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方
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●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

置いています。

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、管理本部および事業管

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）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）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・機能別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

うことで、効果・効率の高い業務執行体制を構築しています。

●経営会議

社長、副社長および専務取締役（合計9名）で構成される

経営会議を置き、取締役会の決議事項などについて事前審

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。

2007年度は、経営会議を29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

地域本部に置いた地域執行会議が、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。

●取締役会

取締役会は、取締役21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。

2007年度は、取締役会を7回開催しました。

●監査役会

監査役会は、監査役5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、業務の分担などに従い、取締役会への出席や業

務、財産の状況の調査などを通じ、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。

2007年度は、監査役会を13回開催しました。

●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。

●役員報酬の決定

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。

●会計監査

Hondaは、あずさ監査法人による会社法、金融商品取引法

および米国証券取引法に基づく会計監査を受けています。

経営管理機構

業務執行体制
コーポレート・ガバナンス体制
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コンプライアンス
Hondaが遵法精神が高い企業であるために

わたしは社会の一員として、法律を誠実に遵守します。

1. 法律遵守
●法律の正しい理解
関係する法律の内容と精神を正しく理解し遵守すると共に、
改正動向を把握し適切に対処します。

●解釈不明時の処置
法律の解釈について不明な点がある場合には、法務部門、
行政機関、または社外の専門家に確認し、内容を正しく理解
します。

●違反時の処置
法律に違反する行為、または違反のおそれがある行為を発
見した場合には、所属長、法務部門または企業倫理改善提
案窓口に報告、提案、相談します。

●行政機関への報告・届出
法律で求められている行政機関への報告および届出は適
切に行います。

2. 社内規則の遵守
●社内規則の正しい理解
関係する社内規則の内容と精神を正しく理解し遵守すると
共に、改定があった場合は適切に対処します。

●解釈不明時の処置
社内規則の解釈について不明な点がある場合には、規則制
定部門に確認し、内容を正しく理解します。

●違反時の処置
社内規則に違反する行為、または違反のおそれがある行為
を発見した場合には、所属長または企業倫理改善提案窓口
に報告、提案、相談します。

●報告・届出
社内規則で決められている報告および届出は適切に行
います。

3. 社会規範の遵守
社会の一員として、社会の常識に沿った倫理的な行動を
します。

「わたしたちの行動指針」（コンプライアンスのみ抜粋）

取締役会で決議した内部統制システム整備の基本方針

に基づき、お客様や社会からの信頼をより高めるため、担

当役員の主導のもと、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。

●行動規範

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｣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。

Hondaグループは、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

組んでいます。自己検証の結果については、各組織の担当

役員に報告されるほか、全体状況を経営会議において評価

し、取締役会および監査役会に報告しています。

WEB
http://www.honda.co.jp/conductguideline/（日本語版）
http://world.honda.com/conductguideline/（英語版）

「わたしたちの行動指針」の詳細は以下のWebサイトをご参照ください

コーポレート・ガバナンス

わたしたちの行動指針

チェックリストに基づく自己検証

内部統制の基本的な考え方と整備状況
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リスクマネジメント体制

社長

全社レベルの危機

リスクマネジメントオフィサー

新規リスク対応方針の決定

全社リスク管理状況の
モニタリング

全社リスクマネジメント事務局

リスクマネージャー

全社レベル危機対応

部門対応リスク

部門 部門 部門 部門

担当役員 担当役員 担当役員 担当役員
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担当役員

担当役員

○○リスク主管部門

××リスク主管部門

△△リスク主管部門

□□リスク主管部門

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン

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。

2007年度は、企業倫理委員会を2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、企業倫理の改善を図っています。提

案者に対する不利益な取り扱いがないよう保護を図りなが

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。

Hondaのリスクマネジメントは、リスクごとに定めた主管部

門が整備する方針・体制・活動に基づいて、各部門が日常業

務のなかでリスクの予防と発生時の対応に努めることを基本

としています。各部門のリスク管理状況は、コーポレートガバ

ナンスの仕組みのなかで、毎年確認し、改善を図っています。

各部門では対応しきれないような危機、全社に影響が及

ぶような危機が発生した際には、役員が務めるリスクマネ

ジメントオフィサーが指揮をとり、全社対策本部などが損失

を極少化するための対応にあたります。

●「プライバシーポリシー」を適切に運用

Hondaは、2003年に策定した「わたしたちの行動指針」の

なかで、機密情報の管理やプライバシー保護に関する行動

指針を定めています。また、2005年には、個人情報保護法の

施行に対応して、「プライバシーポリシー」を策定し、個人情

報保護に関する法律や法令の遵守、個人情報の無承諾開示

の禁止、情報セキュリティ管理の徹底、機密情報漏洩防止な

どを定めました。さらに、これらを徹底し、さまざまな事態に

適切に対応していくための組織として、機密管理委員会を

設置しています。なお、Hondaでは、個人情報を取得しデー

タベースを作成する場合や、外部に個人情報の取得・取り

扱いを委託する場合は、届出申請を義務づけています。

WEB

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

Hondaおよびグループ会社のプライバシーポリシーは
以下のWebサイトをご参照ください

コンプライアンス推進体制 リスクマネジメント体制

個人情報保護・機密情報漏洩防止
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