
Honda SUSTAINABILITY REPORT 2016sustainability management 

G4-56,G4-DMA

12

トップ
メッセージ3編集方針1 Hondaの概要2 特集4 サステナビリティ

マネジメント5 G R I
ガイドライン対照表7 第三者保証8 財務関連

データ96 パフォーマンス
報告

1  環境 2  安全 3  品質 4  人材 
5 社会活動 6 サプライチェーン

目次

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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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


	ボタン26: 
	Page 13: 
	Page 141: 
	Page 152: 

	ボタン27: 
	Page 13: 
	Page 141: 
	Page 152: 



