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運営方針
● 常に夢と若さを保つこと
● 理論とアイデアと時間を尊重すること
● 仕事を愛しコミュニケーションを大切にすること

● 調和の取れた仕事の流れを作り上げること
● 不断の研究と努力を忘れないこと

私たちは、地球的視野に立ち、世界中の顧客の満足のために、
質の高い商品を適正な価格で供給することに全力を尽くす

基本理念

社是

Hondaフィロソフィーとサステナビリティ

Hondaフィロソフィー
創業者である本田宗一郎と藤澤武夫が遺した企業哲学

「Hondaフィロソフィー」は、「基本理念（人間尊重と三つの喜
び）」「社是」「運営方針」で構成されています。フィロソフィー
は、Hondaグループのすべての企業と、そこで働くすべての
従業員の価値観として共有され、あらゆる企業行動の基準と
なっています。

Hondaは、フィロソフィーを単なる「ことば」として終わらせ
ることなく、Hondaで働く一人ひとりが主体者として実践し続
けていけるよう、教育プログラムに取り入れることはもちろん、
日々の事業活動や経営におけるさまざまな意思決定に活かし
ています。

人間尊重

自立
 自立とは、既成概念にとらわれず自由に発想し、
自らの信念にもとづき主体性をもって行動し、
その結果について責任を持つことです

平等
平等とは、お互いに個人の違いを認め合い尊重することです

また、意欲のある人には個人の属性
（国籍、性別、学歴など）にかかわりなく、
等しく機会が与えられることでもあります

信頼
信頼とは、一人ひとりがお互いを認め合い、

足らざるところを補い合い、
誠意を尽くして自らの役割を果たすことから生まれます

Hondaは、ともに働く一人ひとりが常に
お互いを信頼しあえる関係でありたいと考えます

三つの喜び

買う喜び
 Hondaの商品やサービスを通じて、
お客様満足にとどまらない、

共鳴や感動を覚えていただくこと

売る喜び
価値ある商品と心のこもった

応対・サービスで得られたお客様との信頼関係により、
販売やサービスに携わる人が、

誇りと喜びをもつことができるということ

創る喜び
お客様や販売店様に喜んでいただくために、

その期待を上回る価値の高い
商品やサービスを創り出すこと
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Honda
グローバルブランドスローガン

21世紀の方向性：
存在を期待される企業

サステナビリティの
重点テーマ

Honda
フィロソフィー

環境

安全

品質

社会

基本理念

運営方針

社是

喜びの創造

喜びの拡大

喜びを次世代へ

自由闊達・チャレンジ・共創

事業

環境 地球温暖化の原因となる CO2を排出するモビリティを世界各
地で販売する Honda は、国際社会の課題である地球環境問題の解
決に積極的に貢献していく責任を有しています。Hondaは、2050年
をめどにCO2総排出量を、2000年比で半減することをめざし、「気
候変動問題」「エネルギー問題」「資源の有効活用」を重要課題と位
置付けています。

安全 モビリティの普及や交通インフラの充実は、社会の発展に貢
献する一方で、渋滞や交通事故などの社会問題を引き起こす恐れ
があります。こうしたなか、Hondaは「事故に遭わない社会」の実
現をめざし、交通安全・運転教育や安全技術の開発、安全を支え
る情報提供活動に注力しています。

品質 「1% の不合格品を許さぬために 120% の良品をめざして努
力する」。この創業者の言葉は、Honda がめざす「存在を期待され
る企業」の基盤となる考え方であります。この考えのもとに、
Honda は、高い品質の商品を実現していくために、設計・開発か
ら生産・販売・サービスに至る各段階での品質向上・改善を継
続的に実践する「Honda クォリティサイクル」を構築しています。

社会 Hondaが地球と社会のサステナビリティに貢献していくた
めには、社会の期待と要請を把握し、さまざまな課題に取り組む
必要があります。そのためには、課題解決に挑戦していく「多様な
人材」が必要です。Honda は「人間尊重」という基本理念のもと、
多様な人材をグローバルで最適に活用することにより、個々の能
力を最大限に発揮するとともに、それぞれが多様な価値観を認め
合い、尊重し合い、協力し合うことで、さまざまな課題解決能力を
有する企業グループになることをめざしています。
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Hondaのサステナビリティ
Hondaがサステナブルな社会の実現に貢献するために、重点
テーマと位置付けているのが「環境」「安全」「品質」「社会」です。
地球環境への負荷を削減しながら品質や安全性を高め、国際
社会のさまざまなステークホルダーから信頼される企業行動を
実践していくことが、グローバルに事業展開するモビリティメー
カーとしての社会的責任であると Honda は考えています。
また、これらの責任を果たしながら、成長機会の創出とサ
ステナブルな社会の実現を両立させていくために、Honda は、
21 世紀に向かうべき方向性として、「存在を期待される企業」
を掲げ、「喜びの創造」「喜びの拡大」「喜びを次世代へ」と名
付けた取り組みを推進しています。「喜びの創造」は、夢を描き、
自由な発想で時代に先駆けて新しい価値を創造し、基本理念
である「三つの喜び」を高めていくことです。「喜びの拡大」は、
より多くの人々とともに夢を実現し、地域社会に貢献し、基本
理念の「三つの喜び」を世界中に広げていくことです。「喜びを
次世代へ」は、社会の持続的発展に向け、最高水準の環境・
安全性能を実現し、基本理念の「三つの喜び」を次世代へつ
なげていくことです。

Honda は、これらの取り組みを「自由闊達・チャレンジ・共創」、
すなわち「既成概念にとらわれない自由な発想で、信頼に基づ
くチームワークをベースに、失敗を恐れずチャレンジする」とい
うHonda の企業文化を発揮しながら推進していきます。
社会が Honda に期待するものは時代とともに変化し続けて
います。Honda は、これからも責任あるグローバル企業として、
多様なステークホルダーの声に耳を傾けながら、その信頼と
期待に応えられるよう、さまざまな課題解決に取り組んでいき
ます。

Hondaフィロソフィーとサステナビリティ



サステナビリティ戦略会議

取締役会
サステナビリティマネジメント体制

経営会議

各本部/各子会社

世界環境安全戦略会議

サステナビリティ全領域にかかわる
・中長期の戦略/方針
・情報開示の方向性
・課題/進捗状況

議　　長： 社長執行役員
出 席 者： 会長/全執行役員/常勤監査役
開催頻度： 1回/年
事 務 局： 経営企画部 CSR企画室

議　　長： 社長執行役員
出 席 者： 会長/全執行役員/常勤監査役
開催頻度： 1回/年
事 務 局： 経営企画部 環境安全企画室

環境・安全にかかわる
製品・企業活動の長期方針/戦略

社　会環　境 安　全 品　質
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サステナビリティ推進体制
短期的な業績だけでなく、中長期的な視点から企業の成長
性を評価する動きが世界的に広まっています。
こうした潮流に対応していくために、Hondaは、短・中・長
期の観点から業績に影響を及ぼす可能性がある環境・社会側
面に関わる活動やコーポレート・ガバナンスを強化していく必
要があり、まさに、サステナビリティが企業戦略の重要な要
素の一つであると考えています。
そのため、2015年にサステナビリティ活動の方針や取り組
みを議論、検討する場として社長執行役員を議長とする「サス
テナビリティ戦略会議」を新設しました。
この会議では、全社長期ビジョン実現に向けた課題に、主
要なステークホルダーとの対話から認識した期待や要請を照
らし合わせ、重要課題として経営レベルで議論しています。
また、環境・安全領域については、「サステナビリティ戦略
会議」同様、社長執行役員が議長を務める「世界環境安全戦
略会議」にて製品・企業活動における長期的な取り組みの方
向性の検討、議論を行っております。
これらの会議で検討された、重要課題を踏まえた長期戦略
を、経営会議や取締役会で決定のうえ、各本部、各子会社の
方針・施策として実行しています。

Hondaフィロソフィーとサステナビリティ



ステークホルダーエンゲージメント

施策や技術に関する
対話の実施、
実証実験など

有識者
地方自治体

学会などの協賛、
大学との連携、特別講義、
製品の商品性検証、
技術の共同開発など

研究機関

株主通信、決算説明会、
機関投資家向け
説明会など

株主・投資家

お客様満足度調査、
販売会社での
安全運転活動、

モーターショーなどの
イベントなど

お客様

関係省庁 /経済団体 /
業界団体などの
会議体への参加、
国際イニシアチブへの

参画など

政策立案者

従業員満足度調査、
役員と従業員との

ダイレクトコミュニケーション、
イントラネットや

社内メディアを活用した
教育研修など

従業員

各事業所の地域住民との
交流会、工場見学、
子どもや学生向けの
イベント、従業員による

社会活動など

地域社会

協働事業、定期的な
コミュニケーション、
調査・質問票への
回答など

NGO
ジャーナリスト

ミーティング、新車 /
新技術発表会イベント、
プレスリリースなど

メディア

お取引先懇談会 /
説明会、グリーンネット
ワークミーティング、
合同イベント、

サプライヤーリスク
アセスメントなど

お取引先

販売会社懇談会、
認定制度の

説明会や審査など

販売会社
Honda

施策や技術に関する
対話の実施、
実証実験など

有識者
地方自治体

学会などの協賛、
大学との連携、特別講義、
製品の商品性検証、
技術の共同開発など

研究機関

協働事業、定期的な
コミュニケーション、
調査・質問票への
回答など

NGO
ジャーナリスト

ミーティング、新車 /
新技術発表会イベント、
プレスリリースなど

メディア

お取引先懇談会 /
説明会、グリーンネット
ワークミーティング、
合同イベント、

サプライヤーリスク
アセスメントなど

お取引先

販売会社懇談会
認定制度の
説明会や審査

販売会社
Honda

ステークホルダーエンゲージメント

施策や技術に関する
対話の実施、
実証実験など

有識者
地方自治体

学会などの協賛、
大学との連携、特別講義、
製品の商品性検証、
技術の共同開発など

研究機関

株主通信、決算説明会、
機関投資家向け

説明会

株主・投資家

お客様満足度調査、
販売会社での
安全運転活動、

モーターショーなどの
イベントなど

お客様

関係省庁 /経済団体 /
業界団体などの
会議体への参加、
国際イニシアチブへの

参画など

政策立案者

従業員満足度調査、
役員と従業員との

ダイレクトコミュニケーション、
イントラネットや

社内メディアを活用した
教育研修など

従業員

各事業所の地域住民との
交流会、工場見学、
子どもや学生向けの
イベント、従業員による

社会活動など

地域社会

協働事業、定期的な
コミュニケーション、
調査・質問票への
回答など

NGO

ジャーナリスト
ミーティング、新車 /
新技術発表会イベント、
プレスリリースなど

メディア

お取引先懇談会 /
説明会、グリーンネット
ワークミーティング、
合同イベント、

サプライヤーリスク
アセスメントなど

お取引先

Honda
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ステークホルダー
エンゲージメントの考え方

Hondaが社会から「存在を期待される企業」となるため
に、Hondaがどのような価値を社会に提供しようとしているの
かを適宜的確に伝えるとともに、多様なステークホルダーの
Hondaに対する要請や期待を把握・理解し、具体的な施策に
落とし込み、その評価を受けるというコミュニケーション・サ
イクルを実践していくことが必要です。
とりわけ近年は、事業の規模拡大やグローバル化に加え、IT

の急速な普及によって、企業行動が社会に及ぼす、また社会
が企業に及ぼす影響の大きさや範囲が広がっており、そのス
ピードも加速しているなか、「ステークホルダーとの対話」は、
事業機会の拡大や自社のファンづくりにつながるとともに、社
会環境の変化やリスクを把握できる有益な手段でもあると考え
ています。
こうした認識のもと、Hondaは、Hondaの事業全般に携わっ
ていただくステークホルダーのなかで、Hondaの事業活動に
より影響を受ける、もしくはその行動が Hondaの事業活動に
影響を与える右図の主要なステークホルダーと社内各部門がグ
ローバルでさまざまな機会を通じて対話を実施しています。
例えば、NGOや機関投資家等との対話を通じ、気候変動問
題へのさらなる取り組みとその内容の発信強化の必要性を認識
しました。
そこで、2050年をめどにCO2総排出量を 2000年比で半減と
する目標を掲げ、その実現に向け、燃料電池自動車などのゼロ
エミッションビークルの進化・拡大や二輪車・四輪車・汎用製品
における電動化技術の本格的普及等に取り組んでいくとともに、
これらの取り組みについて、ステークホルダーへ発信を積極的
に行っていくことといたしました。

Hondaとステークホルダー
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の開示についての調査結果である「CDP Japan 500 Climate 

Change Report 2015」を発表しました。その調査結果におい
て、Hondaは、気候変動に関する情報開示のレベルを示す
開示スコアで世界トップとなる 100点を獲得し、これによっ
て、情報開示先進企業に与えられる「Climate Disclosure 

Leadership Index（CDLI）」に 5年連続で選定されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　※企業や都市の重要な環境情報を測定、開示、
管理し、共有するためのグローバルなシステム
を提供する国際的な非営利団体。

企業の持続可能性の指標「Dow Jones Sustainability Asia/
 Pacific Index」の構成銘柄に選定                                   

Hondaは社会的責任投資の代表的な指標である「Dow Jones 

Sustainability Indices（DJSI）」において、「Automobiles」セク
ターでアジア・太平洋地域の上位 2社に入り、「Dow Jones 

Sustainability Asia/Pacific Index」の構成銘柄に初めて選ばれ
ました。

DJSI は、 米 国の S&P Dow Jones Indices 社とスイスの
RobecoSAM社によって開発された投資指標で、経済・環境・
社会の 3つの側面から世界の上場企業のサステナビリティを評
価し、総合的に優れた企業を構成銘柄として選定しています。

外部団体との協働
Hondaは、グローバルなモビリティメーカーとしての責任を
果たしていくために、政府をはじめ経済団体や業界団体との
対話を推進するとともに、国土交通省の「先進安全自動車推
進検討会」への参加や、一般社団法人日本自動車工業会の
会長職や委員会委員長職、委員を引き受けるなど、外部団体
との協働を行っています。
また、International Motorcycle Manufacturers Association

（IMMA）やOrganisation Internationale des Constructeurs 

d'Automobiles（OICA）といった二輪車、四輪車の国際団体に
おいても、技術委員会などの議長を各業界団体の代表として
務めています。さらにHondaは、World Business Council for 

Sustainable Development（WBCSD）への加盟や「持続可能なモ
ビリティプロジェクト2.0」への参画を通じて、サステナビリティ
に関するイニシアチブとも協力しています。
なお Hondaでは、各地域の事業執行にあたっては各地域に
とっての最適な意思決定をグローバル共通のルールに基づき、
現地で行っています。政治献金を行う場合は、各国の法令に
基づき、社内の必要な手続きを経て行っています。

外部評価
「CDP Japan 500 Climate Change Report 2015」     

 において情報開示スコア 100点を獲得                             

2015年 11月、CDP※は、世界の大手企業 500 社を対象に各
企業の地球温暖化対策の取り組みや温室効果ガス排出量

RobecoSAM社によるサステナビリティ評価にて
「Bronze Class」および「Industry Mover」に選定                

Hondaはスイス RobecoSAM社によるサステナビリティ企業
評価「Sustainability Award 2016」において「Automobiles」
セクターの「Bronze Class」に初めて選定されました。ま
た、セクター内で最も改善が著しかった企業として「Industry 

Mover」にも選ばれました。RobecoSAM社は、経済・環境・
社会の側面から、世界 2,000以上の企業のサステナビリティ
の評価を行い、毎年、各セクターの評価上位企業を「Gold 

Class」「Silver Class」「Bronze Class」として発表しています。

Hondaとステークホルダー
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JICAと協働で行う「小型ボート用ロングテールエンジンセット」
普及実証実験　

インドでは、高い経済成長率を背景に貧困層が減少傾向にある一方、経済格差が
社会問題となっています。とくに漁業分野では、動力船を所有する漁民と手漕ぎボー
トで操業する漁民との間で、漁獲高に大きな差が生じ、これが経済格差につながっ
ています。一方、底引き網を使った中型漁船の拡大による沿岸漁業資源の激減も問
題となっています。このような事情から、簡便な動力を用いた小型ボートでの沿岸漁
業は経済格差是正と資源保護の観点から持続可能な漁業として注目されています。

Hondaは、JICA（独立行政法人国際協力機構）の「民間技術普及促進事業」に参
画し、2015年 10月からインド南部のタミル・ナド州において、零細漁民を対象にし
た「小型ボート用ロングテールエンジンセット」普及活動を展開しています。Honda

の既存汎用エンジンを現地の漁民が使用する無動力の小型ボートに搭載し、廉価で
簡便な動力化の実現に向け、モニターとなる漁師を募集し実証実験を重ねています。
この活動を通して、現地のきめ細かいニーズに応えるとともに、マイクロファイナンス
（小規模な金融システム）などを活用した購入方法を提案することで、少ない経済負
担での普及をめざしています。また、日本から漁業の専門家を派遣し、現地に適し
た漁法と管理漁業の指導などを実施しています。さらに、NGO、漁業組合、州政府
などと協働し、持続可能な成長に向けた草の根活動と政策反映への働きかけを行っ
ています。
本実証実験は Hondaが企画提案し、JICAからの委託事業としてプロジェクト費用
約 2,000万円を受けて実施しています。 

G4-EC4

T O P I C S T O P I C S

株主との建設的な対話　

2015年 6月に施行された「コーポレートガバナンス・コー
ド」などにより、企業はステークホルダーとの協働、と
くに株主とのよりいっそうの建設的な対話が求められる
ようになりました。資本の移動がグローバル化するなか
で、Hondaにおいても海外の株主が増加していること
から、多様な株主との対話は重要度が高まっています。

Hondaは、財務状況などの情報をグローバルに向けて
積極的に開示する「IR（インベスター・リレーション）活動」
を、投資家との対話として行ってきましたが、現在では
株主との対話として「SR（シェアホルダー・リレーション）
活動」を IR活動とも連携して行っています。具体的には、
株主である機関投資家との意見交換、定期的な株主ア
ンケートの実施、株主総会でのプレゼンテーションや
工場ご視察会での Hondaの取り組み紹介などを行って
おり、企業価値の向上に資するための建設的な対話の
機会となっています。
こうした対話は、広くサステナビリティ活動全般について
説明し、そのうえで、ステークホルダーのHondaへの期待
を知るという、「存在を期待される企業」となるためのコ
ミュニケーション・サイクルの実践につながっています。

Hondaとステークホルダー

ＧＸエンジン搭載ボートでのテストランの様子

漁法と管理漁業を指導
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コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方
Honda は、基本理念に立脚し、株主・投資家をはじめ、お客
様、社会からの信頼を高めるとともに、会社の迅速・果断かつ
リスクを勘案した意思決定を促し、持続的な成長と中長期的な
企業価値の向上を図ることで、「存在を期待される企業」となる
ため、経営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガバナ
ンスの充実に取り組んでいます。

Honda は、株主・投資家や社会からの信頼と共感をよりいっ
そう高めるため、四半期ごとの決算や経営政策の迅速かつ正確
な公表や開示等、企業情報の適切な開示を行っています。今後
も透明性の確保に努めていきます。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な
考え方については、「Honda コーポレート・ガバナンス基本
方針」※および「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」※ 

をご参照ください。
※http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance/

コーポレート・ガバナンスの概要（2016年 6月 30日時点）
組織形態 監査役会設置会社 

●取締役の人数（執行役員との兼務） ....................................... 13名（10名）
　　　　うち社外取締役の人数 ..............................................................2名
　　　　うち独立役員の人数 ..................................................................2名
　　　　うち女性取締役の人数............................................................... 1名
●取締役の任期 ......................................................................................... 1年
●監査役の人数 .........................................................................................5名
　　　　うち社外監査役の人数 ..............................................................3名
　　　　うち独立役員の人数 ..................................................................3名
　　　　うち女性監査役の人数  ..................................................................... 1名
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社外取締役
Hondaは、社外の独立した立場から経営の監督機能を果た
すとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基づき、当社の
企業活動に助言をいただける方を社外取締役に選任していま
す。選任された 2名は、東京証券取引所の規則に定める独立
役員として、同取引所に届け出ています。

Hondaは、各回の取締役会において充実した議論がなされ
るよう、取締役会の議題および議案に関する資料を取締役会
の会日に先立って社外取締役および社外監査役に対し配付す
るとともに、事前説明を行うなど、十分な情報提供に努めて
います。

業務の執行（組織運営）        　                                      

Hondaは基本理念に立脚し、長期的視点に立って世界各地域
に根ざした事業を展開していくために、6つの地域本部を設置
し、業務を執行しています。また、二輪車・四輪車・汎用パワー
プロダクツの事業本部は、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に 6地
域本部との連携・調整を図っています。事業管理本部、管理本部、
IT本部、生産本部、購買本部およびカスタマーファースト本部と
いった各機能本部は、Hondaグループ全体としての効果・効率

コーポレート・ガバナンス
業務執行の意思決定     　　　　　　　　　　 　  　　

Hondaでは、重要な業務執行の意思決定を、原則として取
締役会の決議に基づいて行っていますが、迅速な経営判断を
行うため、審議基準を定めて経営会議に意思決定の一部を委
譲し、さらに経営会議は地域執行会議に意思決定の一部を委
譲しています。
経営会議は、取締役会の決議事項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。地域執行会議は、経営会議から
委譲された権限の範囲内で地域における経営の重要事項を審
議しています。
監査役は、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。

取締役会
取締役会は、2名の社外取締役を含む 13名の取締役によっ
て構成されています。
取締役候補者は、性別・国籍等の個人の属性にかかわらず、
会社経営や当社の業務に精通し、人格・見識に優れた人物を
候補として、取締役会が指名します。
取締役会は、株主からの負託に応えるべく、会社の持続的
成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針
その他会社の重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務
執行の監視・監督を行います。また、法令・定款に定められた
事項のほか、取締役会規則で定めた事項を審議・決定し、そ
れ以外の事項は代表取締役または業務執行取締役に委任して
います。

向上を図るため、各機能面から支援・調整業務を行っています。
研究開発は、主に独立した子会社が担っており、製品につ
いては株式会社本田技術研究所およびその子会社が、生産技
術についてはホンダエンジニアリング株式会社およびその子会
社が、先進技術による個性的で国際競争力のある商品群の創
造をめざしています。

Hondaは、地域や現場での業務執行を強化し、迅速かつ適
切な経営判断を行うため、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担当分野における業
務執行を担う執行役員を配置しています。

取締役会の開催状況（2015年度）

●開催数（回） ..............................................................................................10

●取締役の出席率（％） .......................................................................... 98.5

　　　　うち、社外取締役の出席率（％）............................................ 95.0 

●監査役の出席率（％）........................................................................... 94.0

　　　　うち、社外監査役の出席率（％） ............................................ 90.0

コーポレート・ガバナンス
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役員への研修   　　　　　　　　　　　　　　    　　 

Hondaは、新任役員の就任時に、外部研修を含め、コーポレー
ト・ガバナンスを中心テーマとした研修を実施しています。また、
従業員からの業務報告においては、財務面だけでなく環境・
社会面における影響なども含めた報告を受けるよう、研修で
新任役員に周知しています。
今後は社外取締役への研修など、より体系的な研修を実施
していく予定です。

役員報酬
取締役に対する報酬については、株主総会で決議された役
員報酬総額の範囲内で、取締役会にて承認された報酬基準に
基づいて支給しています。また賞与については、株主総会で
決議された限度額の範囲内で、各事業年度の業績、株主へ
の配当、従業員の賞与水準などの事情を勘案し、取締役会の
決議によって決定し、支給しています。
なお、当社の役員報酬の決定方針については、「Hondaコー
ポレート・ガバナンス基本方針」第 12条※をご参照ください。
※ http://www.honda.co.jp/investors/policy/governance/

監査報酬    　　　    　　　　　　　　　　　　　　    

当社は、有限責任 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。有限責任 あずさ監査法人においては、会計監査業務を
執行した公認会計士 3名（三浦 洋、山田 裕行および小川 勤）
とその補助者 87名（公認会計士 30名、米国公認会計士 3名、
その他 54名）の計 90名が監査業務に従事しました。

監査機関                                                                               

監査機関である監査役会は、社外監査役 3名を含む 5名の
監査役で構成されています。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、
経営会議その他の重要な会議への出席や、業務や財産の状況
調査などを通じて取締役の職務執行の監査を行っています。
監査役への報告を適時・的確に実施するため、「監査役報告
基準」を整備し、この基準に基づき、監査役に対して、当社
や子会社などの事業の状況、内部統制システムの整備および
運用の状況などを定期的に報告するほか、会社に重大な影響
を及ぼす事項がある場合には、これを報告することとしてい
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。
また、社長直轄の内部監査部門として設置した「業務監査室」
が、当社各部門の内部監査を行うほか、主要な子会社に設置
された内部監査部門を監視・指導するとともに、適宜子会社
の直接監査を実施しています。

社外監査役
当社は、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な
視野で監査していただける方を社外監査役に選任しています。
選任された 3名全員を、東京証券取引所の規則に定める独立
役員として、同取引所に届け出ています。当社は、社外監査
役に対して、取締役会の議事その他の情報を必要に応じて適
宜提供しています。

公認会計士などに対する監査報酬の決定にあたっては、会
計監査人と協議のうえ、当社の規模・特性、監査日程などの
諸要素を勘案しています。また、当社は、会計監査人の独立
性を保つため、監査報酬については、監査役会による事前同
意を受け、取締役会で決議しています。

※上記の「役員報酬」については、当年度において、当社が当社役員に対して支給
した役員報酬の金額を記載しており、2015年 6月 17日開催の第 91回定時株主総
会終結の時をもって退任した取締役 4名、監査役 2名に対する支給額を含んでお
ります。

監査役会の開催状況（2015年度）
●開催数（回） ..............................................................................................10

●監査役の出席率（%） ......................................................................... 100%

　　　　うち、社外監査役の出席率（%） .......................................... 100%

最高給与受給者の年間報酬等の総額（日本）

最高給与受給者の年間報酬等の総額（百万円） 114

従業員の年間報酬総額の中央値に対する比率（％） 1,431

最高給与受給者の年間報酬総額等の増加率（日本）

最高給与受給者の年間報酬総額等の増加率（％） 81

役員報酬等の総額、種類別の総額および対象となる役員の人数
（単位：名、百万円）

区　　分
取締役

（うち社外取締役）

人数 　金額

監査役
（うち社外監査役）

人数 　 金額

計
（うち社外役員）

人数 　金額

役員報酬
 18　 　695

 (2)            (23)

  7　 　 181

 (5)             (47)

 25　    876

 (7)            (71)

役員賞与
 14　 　251

(2)               (6)  

―  　　―
（ー）　 　（ー）

 14           251

(2)               (6)  

（合　 計）  ―　 　947

　　　 (30)
 ―　 　181

　　　  (47)
―　　1,128

　　　 (77)

コーポレート・ガバナンス
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コンプライアンス

行動規範
お客様や社会からの信頼を得て持続的に成長していくため
には、法令を遵守することはもちろん、法令を超えた倫理的
で誠実な企業行動を実践していく必要があります。
こうした認識のもと、Hondaは 2003年、Hondaグループの
行動指針として「わたしたちの行動指針」を制定し、国内外の
子会社を含むグループ全体で共有してきました。
その後も、グローバルに事業活動を展開する Hondaにとっ
て法令遵守の重要性がますます高まっていることを踏まえ、
2016年 4月 1日付で、「わたしたちの行動指針」を、世界中
の Hondaで働く人々が実践するべき誠実な行動としてあらた
めてまとめるとともに、名称を「Honda行動規範」に改定し
ました。
なお、行動規範を従業員一人ひとりに浸透させていくことを
目的に、リーフレットの配布やイントラネット上での掲示を行う
とともに、研修を実施するなどの活動を行っています。これら
周知活動の状況については、年 1回、当社の各部門および子
会社において確認のうえコンプライアンス委員会を経て、経営
会議および取締役会に報告されます。

コンプライアンス委員会
 Hondaは、グループのコンプライアンス強化を目的に、取締
役会が委嘱したコンプライアンスオフィサーを委員長とし、コン
プライアンスオフィサーおよび経営会議により指名された執行
役員で構成する「コンプライアンス委員会」を設置しています。

同委員会は、コンプライアンス方針の策定やコンプライアンス
上の重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示およ
び「企業倫理改善提案窓口」の適切な運営の監督などを行って
います。また、とくに重要度の高い案件については、経営会議
に提案し、監査役へ報告することとしています。

2015年度は8回開催され、内部統制システムの整備・運用状況、
「Honda行動規範」の制定などが審議されました。なお、2015

年度において、重大な法令違反の発生はありませんでした。

Honda 行動規範
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況を定点観測し、認知率が低い部門に対してはさらなる周知
強化を図っています。

贈賄防止の取り組み
Hondaは、従来から、「わたしたちの行動指針」において、
政治家や公務員への贈賄を禁止してきました。2016年に改定
した「Honda行動規範」においても、法令遵守を定めるとと
もに、「自立した私企業として、政治（政治団体・政治家）や
行政（官公庁・その職員）と健全な関係を保ち」「法令や社内
規則に従い、政治や行政と健全に接するとともに、政治家や
公務員に対して法令や社内規則で禁止されている金銭・物品
や接待などの利益の提供を行いません」と定めています。
また、2014 年には、基本方針を定めた「Honda 贈賄防止方針」
と、贈賄防止に特化して遵守・禁止事項を定めた「Honda 贈賄
防止ガイドライン」を策定しています。

Honda は、これらの方針やガイドラインなどをはじめ、贈賄
防止に関する知識を階層別の研修プログラムに取り入れて啓
発するとともに、管理職および贈賄リスクの高い部門に対して
は、e ラーニングを利用した研修も行っています。なお、子会
社においても、各社の状況に応じた研修プログラムを整備し、
啓発に取り組んでいます。

反競争的行為防止への
取り組み
グローバルに事業展開する Hondaは、日々の事業活動のな
かで各国の競争法に違反しないよう細心の注意を払っています。

Hondaは、コンプライアンス強化の一環として、昇進時の階
層別研修や駐在員の赴任前研修に反競争的行為をテーマとし
たプログラムを取り入れています。また、従業員向けのイント
ラネット上に反競争的行為に関する啓発コンテンツを掲載して
います。

紛争鉱物規制への対応   
米国の金融規制改革法（ドッド・フランク法）、およびそれ
を受けた米国証券取引委員会（SEC）の紛争鉱物開示規制に
関する最終規則において、「コンゴ民主共和国および周辺国産
の紛争鉱物の購入・使用が武装勢力の資金源となり、紛争地
域での人権侵害に関わっていない」ことを確認することが企
業に対して義務付けられました。

Honda の紛争鉱物対応方針
Hondaは、紛争地域での武装勢力の資金源や人権侵害など
の不正に関わる紛争鉱物を使用しないコンフリクトフリーをめ
ざすことを方針とし、国内外の業界団体やお取引先と連携し
ながら紛争鉱物問題の解決に向けて取り組んでいきます。

企業倫理改善提案窓口
当社は、2003年より、職場で法令違反や社内規則などに反す
る行為が生じた場合、何らかの理由で上司に相談がしづらいなど
職場内での改善や解決が難しいものについて、公平かつ中立な
立場で提案（相談などを含む）を受け付け、企業倫理問題の改
善を図る仕組みとして、「企業倫理改善提案窓口」を設けています。
企業倫理改善提案窓口では、明確な法令違反や社内規則違
反があった場合のほか、疑わしい行為があった場合の相談およ
び社内規則の内容に関しての問い合わせなども受け付けており、
事実関係の確認を行っています。提案は、eメール、手紙、電話、
FAXが活用でき、当社だけでなく国内外のすべての子会社から
受け付けています。提案者については、不利益な取り扱いがな
いよう保護を図るとともに、匿名での提案も受け付けています。
加えて、2013年 10月には外部の弁護士事務所による窓口も
追加設置し、より提案しやすい環境を整えています。また、海
外各地域には地域の提案窓口を設置しているほか、独自の提
案窓口を設置している子会社もあります。

2015年度において企業倫理改善提案窓口（社外窓口を含む）
への提案・相談件数は 390件ありました。このうち、当社に関
する案件は 161件、子会社に関する案件は 197件でした。その
うち、調査の結果、懲戒処分となった件数は、子会社に関する
案件で 7件ありましたが、懲戒解雇処分とされた案件はありま
せんでした。なお、当社グループの贈賄防止方針に違反してい
るという内容の提案はありませんでした。　
また窓口の社内認知度向上に向け、社内イントラネットへの
案内掲載、名刺サイズの周知用カードの配布（全役職員を対象
とし期間従業員・派遣労働者などを含む）、各職場での周知
用ポスターの掲示などを行っています。これらの周知ツールに
は通報者の保護を明記しています。このほか、全従業員を対
象に 3年に 1回行われる「従業員意識調査」で窓口の認知状

コンプライアンス
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リスクマネジメント

を見出し、その対策を構築することで、リスクを成長機会に
転じることが目的です。
具体的な手順としては、経済危機や景気低迷、為替・金利
変動など、Hondaグループとして予見される 91のリスク項目
について、新たに設定した評価基準により影響レベルと発生
頻度を算出し、5 段階のリスク優先度評価を実施しています。
また、各地域、各本部の執行責任者は、これらのリストから
自らの判断で、翌期に重点管理する「重点リスク」を選定し対
応しています。また、その内容と対策を毎年経営メンバーで共
有し進捗管理を行っています。

2015年度はこれらの活動を、国内子会社 51社に展開し実
施しました。Hondaでは、この重点リスクの洗い出しを毎期
実施し、2016年度末までにグループ全体にこの活動を定着さ
せ、本部ごとの重点リスクの対応体制を確立する計画です。

事業継続計画（BCP）
Hondaは、2013年 3月、大規模地震など危機発生時におけ
る Hondaグループ全体の事業継続を担保する目的で「BCPポリ
シー」を策定しました。
このポリシーに基づき、日本では、首都直下地震や南海トラ
フなどの大規模地震を想定して全事業所が耐震工事や、国内の
全事業所に衛星電話の導入などを完了させました。また、グロー
バル危機対策本部の機能のさらなる向上に向けた整備を実施し
ています。また、事業所ごとに防災訓練を実施し、2015年度
は通期実績で延べ 49回の実施となりました。
さらに、本部ごとに策定していた BCPを全社視点で検証し、
策定方針・マニュアルの整備に向けた情報整理を実施しています。

情報管理
Hondaは、お客様や従業員などの個人情報の保護や会社情
報の適正な管理および、3Dデータなど高度な機密情報のグ
ローバルでの取り扱いの増加に対応するため、2014年度に「グ
ローバル・コンフィデンシャリティ・ポリシー（GCP）」を策定し、
管理担当役員を委員長として、地域の推進体制づくり、規程
の整備、機密管理状況のチェックなどグローバルでの展開を
推進しています。

2015年 4月には「グローバル・プライバシー・ポリシー（GPP）」
を GCPの付表として策定し施行しました。同年 12月には、「電
子会議ポリシー」を海外の Hondaグループを含めた機密管理会
議のなかで承認し、2016年 4月からグローバルで施行を開始し
ました。
日本では、「日本機密委員会」を中心に年間を通じた情報管
理強化の取り組みを推進しています。

個人情報の保護 　　　　　　　　　    　　　　   　　

日本では、個人情報保護規程が適用される部門では、取り扱
い者、管理者、管理責任者を定め、全員が個人情報取り扱い
研修を受講しています。また、個人情報はデータベース化し、ア
クセス制限を設けた電子金庫または施錠可能なキャビネットな
どで厳重に保管しています。さらに、年 1回以上、データベース
を検証し、不要な個人情報を廃棄しています。また 2015年 11

月には、「特定個人情報管理規程」を新たに定め、マイナンバー
法施行への対応を行いました。
なお 2015年度は、グローバルで個人情報の漏洩に関する不
服申し立てはありませんでした。

リスクマネジメント体制
の整備 

Hondaは、リスクを予見し、迅速に対応することで Honda

フィロソフィーに基づく企業活動の持続的な発展や経営の安
定化を図ることを目的に、グループ子会社まで対象を拡大した
「Hondaグローバルリスクマネジメント規程」を 2015年 6月
に制定しました。

Hondaグローバルリスクマネジメント規程はグローバルレベ
ルで事業影響のある災害系リスクのみならず事業系リスクに
も対処するために、組織における階層別の役割を明確化しま
した。そのうえで各組織が体制を整備し自らの責任において
自立したリスクマネジメント活動を推進しています。また、取
締役会で選任されたリスクマネジメントオフィサーを中心に
Hondaグループを含めて活動の定着やフォローを実施してきま
した。さらに、予見されたリスクを影響度、頻度の観点で評
価しているほか、影響度に応じてグローバル危機対策本部を
設置し対応にあたっています。
さらに、2013年からは、リスク・テンプレートを用いて各本
部単位の重点リスクの洗い出しを開始し、2016年度末の定着
を目標に活動を開始しています。

リスク分析
Hondaは、2013年 10月から、東日本大震災やタイの洪水
被害を機に、リスク・テンプレートを用いた各本部単位の重点
リスクの洗い出しを開始しています。これは、潜在的なリスク
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