Honda Sustainability Repor t 2021

32

102-18,102-22,102-23,102-24,102-25,102-33,102-34,102-35,102-36,102-37,405-1

6 ガバナンス
コーポレートガバナンス ･･･････････ 33
コンプライアンス ･････････････････ 42
リスクマネジメント ････････････････ 45
ガバナンス関連データ ･････････････ 49

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

株主・投資家の皆様やお客様、社会からの信頼と共感をより一層高める

Honda は、基本理念に立脚し、株主・投資家の皆様をはじめ、お客様、
社会からの信頼をより高めるとともに、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」となるために、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、経営の監督機能と執行機能を明確に分離し、監督機能の強化
と迅速かつ機動的な意思決定を行うため、過半数の社外取締役で構成され
る「指名委員会」
「監査委員会」
「報酬委員会」を有し、かつ取締役会から
執行役に対して大幅に業務執行権限を委譲可能な指名委員会等設置会社を

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など、企業情報
の適切な開示を行っており、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」
（下記リンク）をご参照ください。
WEB

DATA

「Honda コーポレートガバナンス基本方針」
「コーポレートガバナンスに関する報告書」

コーポレートガバナンスの概要

https://www.honda.co.jp/investors/policy/
governance.html

p.49

採用しています。
コーポレートガバナンス体制 （2021 年 6 月 23 日時点）
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会計監査人

内部監査
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Honda は、指名委員会等設置会社を採用し、定款の規定および取締役会
の決議に従い、重要な業務執行の決定権限について、取締役会から執行役
へ委任しています。これにより、迅速な意思決定と機動的な業務執行を行う
とともに、経営の監督機能と執行機能を明確に分離し、取締役会の機能を

名委員会はジェンダーや国際性、各分野の経験や専門性のバランスを考慮し
ます。

指名委員会・監査委員会・報酬委員会
当社は、監督機能の強化を図るため、過半数の社外取締役で構成される
「指
名委員会」
「監査委員会」
「報酬委員会」を設置しています。

業務執行に対する監督に集中させています。
取締役会は、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。

①指名委員会
指名委員会は、株主総会に提案する取締役の選任および解任に関する議

経営会議は、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

案の内容の決定、その他法令または定款に定められた職務を行っています。

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

指名委員会は、社外取締役 3 名を含む 4 名の取締役で構成されています。

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

また、委員長は、独立社外取締役の中から選定しています。

経営の重要事項を審議しています。

取締役会
取締役会は、5 名の社外取締役を含む 11 名の取締役によって構成されて

指名委員会委員（2021年6月23日時点）
國分

文也

三部

敏宏

酒井
東

邦彦

和浩

（委員長）
（社外取締役）

（社外取締役）
（社外取締役）

います。
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経営上の重要事項の
決定を行うとともに、取締役および執行役の職務執行の監督を行います。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執行役または執行役に委任しています。
上記の役割を果たすため、取締役候補者は、性別・国籍等の個人の属性
に関わらず、会社経営や法曹、行政、会計、教育等の分野または当社の業
務に精通するとともに、人格・見識に優れた人物とし、その指名にあたり指

governance
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コーポレートガバナンス
②監査委員会
監査委員会は、株主からの負託に応えるべく、会社の健全で持続的な成

取締役会室に所属する従業員は、取締役会および各委員会の指揮命令下
で職務を遂行しています。またその人事評価および人事異動等については、

長を確保するため、取締役および執行役の職務執行の監査その他法令また

監査委員会の同意を必要としており、執行役からの独立性および監査委員

は定款に定められた職務を行っています。監査委員会は、社外取締役 3 名

会からの指示の実効性を確保しています。

を含む 5 名の取締役で構成されています。また、委員長は、独立社外取締

取締役 小川陽一郎氏は公認会計士として豊かな知識と経験を有しており、

役の中から選定しています。なお、当社は、監査の実効性を確保するため、

また、取締役 鈴木雅文氏は、当社および当社の子会社における財務・経理

取締役会の決議により常勤の監査委員を選定しています。

部門において十分な業務経験を有しており、両氏は会社法施行規則第 121

監査委員会委員（2021年6月23日時点）
（委員長）
（社外取締役）

条第 9 号において規定される「財務及び会計に関する相当程度の知見を有し
ているもの」に該当します。また、当社の監査委員会は、小川陽一郎氏お

小川

陽一郎

鈴木

麻子

（常勤監査委員）

よび鈴木雅文氏を、米国企業改革法第 407 条に基づく米国証券取引委員会

鈴木

雅文

（常勤監査委員）

規則において規定される「監査委員会における財務専門家」に認定していま

酒井

邦彦

（社外取締役）

永田

亮子

（社外取締役）

す。なお、現在の監査委員 5 名全員は、米国証券取引委員会規則において
規定される独立性を確保しています。
DATA

監査委員は、監査委員会が定めた監査委員会監査基準、監査の方針、業
務の分担などに従い、重要な会議への出席、業務や財産の状況調査などを
通じて取締役および執行役の職務執行の監査を行います。

監査等委員会の開催状況
p.49

Honda では、監査委員会への報告を適時・的確に実施するため、
「監査
委員会報告基準」を整備しています。この基準に基づき、監査委員会に対
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

報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容の決定、そ

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

の他法令または定款に定められた職務を行っています。報酬委員会は、社

ある場合には、これを報告することとしています。

外取締役 3 名を含む 4 名の取締役で構成されています。また、委員長は、

なお、社長直轄の内部監査部門として設置された「業務監査部」が、当

独立社外取締役の中から選定しています。

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

報酬委員会委員（2021年6月23日時点）

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。

東

Honda では、取締役会および指名・監査・報酬の各委員会の職務を補助
する専任の組織として取締役会室を設置しています。

governance

③報酬委員会

和浩

倉石

（委員長）
（社外取締役）

誠司

國分

文也

小川

陽一郎（社外取締役）

（社外取締役）
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コーポレートガバナンス
取締役会の実効性評価
当社は取締役会の機能の現状を確認し、実効性の向上につなげることを
目的に、毎年度、取締役会全体の実効性の評価を実施しています。
2020 年度は、評価にあたり、前回同様、取締役の自己評価を行いました。

社外取締役
Honda では、豊富な経験と高い見識を有し、社外の独立した立場に基づ
き、客観的かつ高度な視点から、広い視野に立って、当社の経営全般を監
督いただける方を社外取締役に選任しています。社外取締役は 2 名以上とし、

自己評価は、取締役に対して実施したアンケートとヒアリングの結果をもと

かつ取締役会の 3 分の 1 以上は、当社の「独立性判断基準」を満たす独立

に、取締役会で審議・決定しました。アンケートの質問項目は、外部の弁

社外取締役で構成することとしています。なお、現在の社外取締役 5 名全

護士の監修のもとで設定し、またヒアリングおよび結果の集計は外部の弁

員は、当社の「社外取締役の独立性判断基準」を満たしており、いずれも

護士により実施しました。

当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそ

取締役会では、取締役会の適切な構成や、中長期的・戦略的なテーマに
関する議論の充実により、実効性が更に向上していることを確認するととも
に、取締役会による監督機能の更なる強化のためには、著しく変化する事
業環境における課題・経営戦略に関する情報提供や中長期的視点での経営
方針の議論をより一層充実させる必要があるとの認識を共有しました。
当社は、著しく変化する事業環境における課題とそれに対する経営戦略

れはないと考えています。これを踏まえ、当社は、この 5 名全員を東京証
券取引所の規程に定める独立役員として、同取引所に届け出ています。
なお、当社の「社外取締役の独立性判断基準」については、
「Honda コー
ポレートガバナンス基本方針」
（下記リンク）別紙 1 をご参照ください。
また、社外取締役は、当社以外の上場会社の役員を兼務する場合、当社
の職務に必要な時間を確保するため、当社の他に 4 社までに限るものとし

に関する情報提供の充実を通じて中長期的視点での経営方針の議論を深化

ています。

させ、モニタリング型取締役会としての実効性を更に高めていきます。

WEB

＜主な取り組みの方向性＞
1. 取締役会の専門性・多様性に関する議論の充実

「Honda
コーポレートガバナンス基本方針」
https://www.honda.co.jp/investors/
policy/governance.html

2. 取締役会の審議の質向上に向けた社外取締役への事前説明の充実と当日
説明の効率化
3. 経営の関心事項に関する社外取締役への情報提供ならびに社外取締役
間および執行側との対話・議論の充実
DATA
取締役会の開催状況
p.49

governance

社外取締役のサポート体制
Honda では、社外取締役に対しては、取締役会室が、適宜必要なサポー
トを行うこととしています。
社外取締役には、取締役会議案に関する資料の事前配布および事前説明
を行うとともに、就任時を含め、継続的に経営の監督に資する情報を提供
しています。
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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
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を行うため、地域・事業・機能別の各本部や主要な組織に、代表執行役から
の権限委譲を受け、担当分野の業務を執行する責任者として、執行役その他
業務執行責任者を配置しています。

税務基本方針
Honda 税務基本方針は、本田技研工業株式会社及びその連結子会社に
おける税に対する基本的な姿勢及び考え方を定め、事業活動を行う各国・
地域の税務関連法令等を遵守し適正な納税を行うことにより、社会への
貢献と企業価値の維持及び向上を図ることを目的とします。
Honda は、各国・地域の税制度や国際課税ルール等の変更が頻繁に行
われる環境のなか、事業が安定して適切に行われるよう、Honda 税務基

役員への研修
Honda は、将来の取締役候補者である執行役員に対し、会社法やコーポ
レートガバナンス等に関する研修を実施しており、就任後も必要に応じ継続
的に知識を更新するための研修を実施しています。新たに社外取締役を迎
える際には、業界動向、社史、事業、財務、組織および内部統制システム
等に関する研修を実施するとともに、就任後は事業内容をより深く理解いた
だくため、各地域の事業所視察等の機会を提供しています。

governance

本方針に基づき、正確で質の高い税務業務の実行及び事業に伴う税務リ
スクへ対応します。
なお詳細については、Honda 税務基本方針（下記リンク）をご参照くだ
さい。
DATA
Honda 税務基本方針
p.50
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コーポレートガバナンス

役員報酬

監査報酬

リスクマネジメント ････････････････ 45

当社の役員報酬制度は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短

ガバナンス関連データ ･････････････ 49

期のみでなく中長期的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計され、
職務執行の対価として毎月固定額を支給する月度報酬と、当該事業年度の
業績に連動した役員賞与および、中長期の業績と連動した株式報酬によっ
て構成されています。
月度報酬は、多様で優秀な人材を引きつけることができるよう、他社の水
準等を考慮して、報酬委員会の決議によって決定し、相応な金額を支給して
います。
役員賞与は、各事業年度の業績、株主への配当、従業員賞与水準等の事
情を勘案して、報酬委員会の決議によって決定し、支給しています。

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（知野雅彦、神塚
勲および鎌田健志）とその補助者 80 名（公認会計士 24 名、米国公認会計
士 2 名、その他 54 名）の計 83 名が監査業務に従事しました。
当社の監査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、監査等委員会による事前同意を得ることとしています。

株式報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する
よう、報酬委員会で決議された基準および手続に基づいて中長期の業績と
連動して自社株式および金銭を支給しています。
執行役の報酬は、月度報酬ならびに役員賞与および株式報酬によって構
成されています。
社外取締役その他執行役を兼務しない取締役の報酬は、月度報酬のみで
構成されています。
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」
（下記リンク）第 13 条をご参照ください。
WEB
「Honda コーポレートガバナンス
基本方針」
https://www.honda.co.jp/investors/
policy/governance.html

DATA
取締役の報酬等の額
p.49

governance

DATA
最高給与受給者 （代表執行役社長 最高経営
責任者） の年間報酬等の総額 （日本）
p.49

DATA
最高給与受給者 （代表執行役社長 最高経営
責任者） の年間報酬総額等の増加率 （日本）
p.49
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コーポレートガバナンス

取締役・執行役（2021 年 6 月 23 日現在）
取締役会長

神子柴 寿昭
【選任理由】

神子柴寿昭氏は、豊富な 海 外経 験と営業領域を中心に幅 広い経
験を有し、海外を含めた Honda グループの業務に精通しています。
2020 年度は、取締役会長、渉外担当として当社の対外的機能の強
化を担うとともに、取締役会議長として取締役会の運営を行い、グ
ローバル視点で業務執行を監督するなど、その職責を十分に果た
しています。
取締役 代表執行役副社長

倉石 誠司

【選任理由】

倉石誠司氏は、豊富な海外経験とサプライチェーン・マネジメントや
営業領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた Honda グループ
の業務に精通しています。2020 年度は、代表取締役副社長、最高
執行責任者、戦略・事業・地域担当として力強いリーダーシップを発
揮し Honda グループ全体の執行に対する責任を負うとともに、業務
執行を監督し、その職責を十分に果たしています。
取締役

鈴木 麻子
【選任理由】

鈴木麻子氏は、豊富な海外経験と営業、経理・財務、人事・コーポレー
トガバナンス領域を中心に幅広い経験を有し、海外を含めた Honda
グループの業務に精通しています。2020 年度は、人事・コーポレー
トガバナンス本部長として高い専門性と力強いリーダーシップを発
揮しており、十分な実績をあげています。

取締役

酒井 邦彦
【選任理由】

酒井邦彦氏は、検察官、弁護士としての職務経験を有し、2014 年
7 月から 2017 年 3 月まで高等検察庁検事長を務めるなど、法律の
専門家としての高い専門性と豊富な経験を有しています。2019 年 6
月からは、監査等委員である社外取締役として独立した立場から取
締役の職 務執行を監査・監督いただき、その職責を十分に果たし
ています。

governance

取締役 代表執行役社長

三部 敏宏

【選任理由】

三部敏 宏氏は、研究開発・生産 領域を中心に幅広い経 験を有し、
海外を含めた Honda グループの業務に精通しています。2020 年度
は、ものづくり担当および株式会社本田技術研究所代表取締役社
長を務めました。また、2021 年 4 月からは、Honda の代表執行役
社長、最高経営責任者として力強いリーダーシップを発揮し Honda
グループ全体の経営に対する責任を負うとともに、業務執行を監督
し、その職責を十分に果たしています。
取締役 執行役専務

竹内 弘平

【選任理由】

竹内弘平氏は、豊富な海外経験と経理・財務領域を中心に幅広い
経験を有し、海外を含めた Honda グループの業務に精通しています。
2020 年度は、財務・管理担当として高い専門性と力強いリーダーシッ
プを発揮し、Honda グループ全体の執行に対する責任を負うととも
に、業務執行を監督し、その職責を十分に果たしています。

取締役

鈴木 雅文
【選任理由】

鈴木雅文氏は、当社の事業管理本部経理部長を務めるなど、経理・
財務領域に関する高い専門性と豊富な経験を有し、海外を含めた
Honda グループの業務に精通しています。2020 年度は、監査等委
員である取締役として取締役の職務執行を監査・監督し、その職責
を十分に果たしています。

取締役

國分 文也
【選任理由】

國分文也氏は、2013 年 4 月から丸紅株式会社の社長・会長を務め
るなど、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しています。
2020 年 6 月からは、社外取締役として独立した立場から当社の経
営全般について監督いただき、その職責を十分に果たしています。
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コーポレートガバナンス

取締役・執行役（2021 年 6 月 23 日現在）
取締役

小川 陽一郎
【選任理由】

小川陽一郎氏は、長年にわたる公認会計士としての職 務経 験を有
し、2015 年 7 月から 2018 年 5 月までデロイト トーマツ グループ
の CEO を務めるなど、会計の専門家としての高い専門性と豊富な
経験を有しています。

取締役

永田 亮子
【選任理由】

永田亮子氏は、2008 年から日本たばこ産業株式会社の執行役員・
監査役を務めるなど、企業経営および監査に関する豊富な経験と高
い見識を有しています。

取締役

東 和浩
【選任理由】

東和浩氏は、2013 年 4 月から株式会社りそなホールディングスの
社長・会長を務めるなど、企業経営に関する豊富な経 験と高い見
識を有しています。

執行役常務

貝原 典也
●カスタマーファースト本部長
●リスクマネジメントオフィサー

執行役常務

執行役常務

●日本本部長
●安全運転普及本部長

●四輪事業本部長

安部 典明

水野 泰秀

執行役常務

大津 啓司
●株式会社本田技術研究所代表取締役社長

governance
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コーポレートガバナンス

常務執行役員（2021 年 4 月 1 日現在）
藤野 道格

青山 真二

松川 貢

井上 勝史

高橋 尚男

野村 欣滋

●ホンダエアクラフトカンパニー・
エル・エル・シー取締役社長

●ホンダ・ディベロップメント・アンド・
マニュファクチュアリング・オブ・アメリカ取締役社長

●四輪事業本部 ものづくりセンター所長
●株式会社本田技術研究所取締役

governance

●北米地域本部長
●アメリカンホンダモーターカンパニー・
インコーポレーテッド取締役社長
（最高経営責任者）
●電動化担当（2021 年 7 月現在）

●中国本部長
●本田技研工業（中国）投資有限公司総経理
●本田技研科技（中国）有限公司総経理

●二輪事業本部長
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コンプライアンス

Honda 行動規範

コンプライアンス委員会
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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
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守することはもちろん、誠実で倫理的な行動を実践していく必要があります。

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ならび

こうした認識のもと、Honda は、世界中の Honda で働く人々が実践すべ

に経営会議により指名された執行役その他業務執行責任者で構成する「コン

き誠実な行動をまとめた「Honda 行動規範」を制定し、国内外の子会社を

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

含むグループ全体で共有しています。

の策定・変更を含む内部統制システム上の重要施策の決定、内部統制システ

Honda は、グループのコンプライアンス向上を目的に、取締役会が委嘱した

「Honda 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

ムの整備・運用状況の確認、
「企業倫理改善提案窓口」の適切な運営の監督

フレットの配布やポスターの掲示、社内報の発行、啓発動画の配信、イント

およびコンプライアンスに関する重要案件が発生した場合の再発防止策の決

ラネット上で事例解説等の紹介を行うとともに、研修を実施するなどの周知

定などを行っています。なお、コンプライアンスに関する特に重要度の高い案

活動を行っています。これら周知活動の状況については、定期的に当社の

件が発生した場合には、その内容に応じて経営会議または取締役会での審議

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に報告され

または報告が行われることとなっています。

ます。

コンプライアンス委員会は 2020 年度に 4 回開催され、内部統制システムの
整備・運用状況、企業倫理改善提案窓口の運用状況などが報告されました。

WEB

なお、2020 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」
https://www.honda.co.jp/
codeofconduct/

社長メッセージ

Hondaは、基本理念である
「人間尊重」
と
「三つの喜び」
（
「買う喜び」
「売る喜び」
「創る喜び」
）
を基軸として、
世界の人々と喜びを分かち合い、
「存在を期待される企業」
となることをめざしてきました。
こうしたフィロソフィー実現の前提となるのは、わたしたちが常にお客様や社会に対し誠実であると
いうことです。もし、その誠実さを欠くことになれば、Hondaが長年かかって築き上げた信用、信頼も
無に帰してしまい、その回復は非常に困難なものとなります。
このような理由から、Hondaは2003年に
「わたしたちの行動指針」を発行し、展開をおこなってまい
りました。この間、Hondaは世界中で事業を拡大し成長を続けており、お客様をはじめとするステーク
ホルダーからの期待は、さらに高まっていると感じています。
それはまた、わたしたち一人ひとりにお客様や社会に対する誠実な行動がなお一層、求められているとい
うことでもあります。
こうした状況をふまえ、改めて世界中のHondaで働く人々が実践するべき誠実な行動としてまとめ、
名称を
「Honda行動規範」
といたしました。
かつて本田宗一郎は、
「心はそのまま製品に通ずる」と語りました。私も皆さん一人ひとりのお客様に
対する誠実な心が、優れた製品やサービスを生み出す源になると考えています。
Hondaの継続的な成長は、わたしたち一人ひとりのお客様や社会に対する誠実な行動にかかっています。
一人ひとりの行動がHondaを代表しているとの自覚を強くもって、
「Honda行動規範」に従った行動を実
践していただくようお願いします。
代表取締役社長 社長執行役員

Honda

1

行動規範

Honda 行動規範

Honda 行動規範

governance
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Honda は、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
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窓口」を設けています。本窓口では、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）を受け付けています。
さらに、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およ
びお取引先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。
また、より提案しやすい環境を整えるため、外部の弁護士事務所による
窓口も設置するとともに、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。
2020 年度、
「企業倫理改善提案窓口」
（社外窓口を含む）への提案・相談は
350 件（当社に関するもの 167 件、子会社に関するもの 172 件、その他 11 件）
でした。
窓口に提案された案件を調査した結果、懲戒処分となった件数は、2020 年
度では当社に関する案件で 2 件、子会社に関する案件で 9 件あり、そのうち
当社に関する案件で懲戒解雇処分が 1 件ありました。なお、当社グループの贈

門にはさらなる周知強化を図っています。

贈収賄防止の取り組み
Honda は、贈収賄行為を禁止しています。
「Honda 行動規範」において、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、
「お取引先との間で社会通念を超えて、金銭・物品や接待などの利益を受
領したり提供したりしません」と定めています。
上記に加えて、贈収賄に関する基本方針を定めた「Honda 贈収賄防止
方針」と、具体的な遵守・禁止事項を定めた「Honda 贈収賄防止ガイド
ライン」も策定しています。
Honda は、これらの方針やガイドラインなどをはじめとする贈収賄防
止に関する知識を、海外赴任者向け研修プログラム及び階層別の研修プ
ログラムに取り入れて啓発するとともに、贈賄リスクの高い部門の管理
職に対しては、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。

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、イントラネットへの案内掲載、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
行う「従業員意識調査」で窓口の認知状況を定点観測し、認知率が低い部
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コンプライアンス

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 行動規範」においても、
「競争法の遵守」として、
「お客様と社会
から信頼される企業であり続けるため、競合他社と自由で公正な競争を行
う」こと、
「競争法（独占禁止法）を遵守」することを定めています。
また Honda は、コンプライアンス強化の一環として、反競争的行為につい
て、関係部門に対する個別研修を実施しているほか、昇進時の階層別研修
や駐在員の赴任前研修等でも、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。このほか、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。

向けに調査帳票の記入マニュアルや調査結果を集計するためのツールを作成
しています。また、一般社団法人日本自動車部品工業会および一般社団法
人電子情報技術産業協会などと連携し、定期的なワーキング活動を実施し
ながら調査方法の検討を進めています。
北米においては、責任ある鉱物調達を推進する国際的な組織である RMI ※ 2
と連携しながら、製錬・精錬業者に対し RMAP ※ 3 への参加を働きかけてい
ます。
サプライヤーとの間では、紛争鉱物への対応を含む CSR 活動に関する要
請事項を記載した「Honda サプライヤーサステナビリティガイドライン」を共
有し、当ガイドラインに沿った調達を推進し、一次サプライヤーには二次サ
プライヤーに対して同様に取り組んでいただくよう、働きかけています。
2013 年から、全世界のサプライヤーを対象に紛争鉱物の使用状況調査を
実施しています。2020 年度は、7,000 社を超えるサプライヤーから回答をい

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 SEC ※ 1
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 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てい
※ 1 S E C：S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e
Commission
（米国証券取引委員会）の略。
※ 2 RMI：Responsible Minerals Initiative（責
任ある鉱物イニシアチブ）の略。
※ 3 R M A P：R e s p o n s i b l e M i n e r a l s
Assurance Process（責任ある鉱物監 査
プロセス）の略。
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ます。
「OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライ
チェーンのためのデューデリジェンスガイダンス」に定められた基準に従っ
て調査を実施し、国内外の業界団体やサプライヤーと連携しながら、紛争
鉱物問題の解決に向けて取り組んでいきます。
調査にあたり、一般社団法人日本自動車工業会においては、サプライヤー

ただき、その調査結果を SEC に報告するとともに、Web サイトで公開してい
ます（下記リンク参照）。
調査を通じて原産国に関係なく懸念のある鉱物であることが判明した場
合は、サプライヤーと連携し適切な措置を講じていきます。また、回答内容
に不備がある場合は、再調査を依頼するなど、調査の精度向上に努めてい
ます。
PDF
「Honda サプライヤーサステナビリティガイドライン」
https://www.honda.co.jp/sustainability/supplychain/pdf/supplier-sustainability-guidelines.pdf

WEB
IR 資料室サイト内
「Form SD/Conflict Minerals Report」
https://www.honda.co.jp/investors/library.html
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リスクマネジメント

リスクマネジメント体制の整備
Honda は、グループ子会社までを適用範囲として含む「Honda グローバル
リスクマネジメント規程」を制定しています。
この規程は、Honda フィロソフィーに基づく企業の持続的成長や経営の安
定化を図ることを目的とし、グローバルレベルで事業に影響のあるすべての
リスクを対象としています。
活動の推進にあたっては、取締役会で選出された全社リスクマネジメント
オフィサーが中心となって、その仕組みづくりや定着に向けたフォローを実

各本部では、各部門のリスク評価結果をベースに議論を重ね、本部リスク
マネジメントオフィサーの判断のもと「本部重点リスク」を特定し対応を行っ
ています。
また、全社レベルでは、各本部の重点リスクの状況も踏まえ、全社リスク
マネジメントオフィサーの判断のもと、
「全社重点リスク」を特定し、経営会
議で共有・議論を行っています。
リスクアセスメント取り組み図

施しています。

経営会議

また、各組織は、規程の基本方針に基づいて、リスクマネジメント事務局

グローバルリスクマネジメント

を設置し、自立したリスクマネジメント体制を構築することで、自らの責任

全社重点リスク

においてリスクマネジメント活動を推進しています。

全社リスクマネジメントオフィサー判断

主な取り組みとして、共通の手法を用いてリスクを特定・評価・対応する「リ
スクアセスメント活動」を全社的に行っています。
また、危機が発生した際には、影響度に応じて、グローバル危機対策本部
を設置し危機対応にあたっています。

リスクアセスメント活動

本部重点リスク

本部重点リスク

部門

部門重点リスク

部門重点リスク
リスク対応

重点リスク特定

・
・
・

リスク特定・評価

でリスクを極小化することが目的です。

本部重点リスク

リスク対応

この活動は、事業を取り巻く潜在リスクを予見し、事前に対応を行うこと

各機能本部

部門

重点リスク特定

を展開しています。

各事業本部

本部リスクマネジメントオフィサー判断

リスク特定・評価

Honda では、各地域本部・事業本部・機能本部でリスクアセスメント活動

各地域本部

〈リスク項目〉 〈共通評価基準〉
・経営リスク
・対策状況
・環境リスク ＋ ・発生頻度
・法務リスク 等
・影響度

各部門では年 1 回、グループ共通のリスク項目、評価基準に基づきリ
スク評価を行い「部門重点リスク」を特定しています。
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リスクマネジメント
2020 年度も全社重点リスクを特定しており、特定した全社重点リスクは、
主管部門を中心に対応を行うとともに、その進捗状況は戦略会議体の場で
確認、議論を行っています。
全社重点リスク
全社重点リスク項目

リスク観点

感染症リスク

感染症のパンデミック発生による事業影響、従業員の健康/生活への影響

地域リスク

各国の現地法令・制度・商習慣の変化等による事業影響
（個人情報保護規則、経済安全保障政策など）

購買・調達リスク

取引先からの部品供給を受けられないことによる生産活動の停滞や遅延

情報セキュリティリスク

サイバー攻撃等による重要な業務・サービスの停止および、情報資産の漏洩

環境規制に関わるリスク

各国の燃費・排出規制の見直しにともなう対応費用の発生等の影響

知的財産リスク

知的財産権が侵害される、あるいは高額の賠償やライセンス料の支払いに
よる事業影響

自然災害等リスク

自然災害（地震、水害等）での事業活動の停止による生産・研究・販売等へ
の影響

金融経済リスク

経済悪化による市場規模の縮小、為替変動による事業影響

ブランドイメージに関連するリスク

ブランドイメージの棄損にともなう事業影響

今後も、本活動を定着させ、グループ全体のリスク低減を図るとともに、
従業員一人ひとりのリスク意識向上につなげていきます。
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リスクマネジメント

危機対応

グローバル危機対策本部体制図

Honda では、危機の兆候を監視・報告するリスクセンシング活動を行い、

グローバル危機対策本部長

迅速な対応につなげています。

全社リスクマネジメントオフィサー

また、危機発生時には、危機の影響に応じてグローバル危機対策本部を

事務局長

立ち上げ、事態の拡大防止と早期収束を図る体制を整備しています。

リスクマネージャー

Honda のグローバル危機対策本部の活動では、過去に経験した危機事象
等への取り組みを踏まえて、機能強化に努めています。
まずは、日常から情報共有・活動の議論の場として、危機対応の要となる

操業
対応班

従業員
対応班

資金
対応班

被災地域
対応班

広報
対応班

関係部門

班長を招集した班長会議を開催しています。この会議を通じて、活動のレベ
ルアップを図るとともに、危機発生時に効果的な連携を行うための風土醸
成に取り組んでいます。
次に、危機対応活動の検証として危機対策本部訓練を定期的に開催して
います。これまで、首都直下地震や南海トラフ地震を想定した訓練を開催し、
複数拠点にまたがって危機対応を行うケースや、危機対応における基本行動
の再確認（各班の連携確認）を行いました。
防災訓練においても、人命の安全確保、安否確認に加え、BCP ※ の観点
から、ビジネスに対する影響の早期把握を目的とした情報連携訓練に、継

新型コロナウイルス感染症は、世界保健機関（WHO）が 2020 年 3 月に
パンデミック宣言を行った後も世界的に感染が拡大し、多くの国々で外出
や移動が制限され、世界各地で経済・企業活動が停滞しました。
各国でワクチンの普及が進みつつあるものの、新型コロナウイルス感染
症の収束時期は不透明な状況です。
Honda においても、各国政府による行動制限措置の実施などにともな
い、一部の生産拠点において生産停止・減産といった影響が発生していま
すが、お客様・従業員の安全確保を最優先に、感染拡大防止に取り組ん
だうえで、事業活動を継続しています。

続して取り組んでいます。
なお新型コロナウイルスへの対応として、Honda では 2020 年 1 月以降グ
ローバル危機対策本部を立ち上げ、全社横断的な対応を推進してきました。
今回の活動を暫定的な対応とすることなく、一連の取り組みの検証を行うと
ともに、各班で改善点をマニュアルに反映し、機能強化に努めています。
また 2020 年秋以降、全世界的に半導体部品の供給課題が顕在化しまし
た。影響の大きさから、Honda においてもグローバル危機対策本部を立ち
※ BCP：Business Continuity Planning（事業
継続計画）の略。
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Honda は、機密情報や個人情報などの情報資産を保護することを目的に、
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グループ子会社までを適用範囲とした「Global Confidentiality Policy(GCP)」
「Global IT Security Policy(GITSP)」を制定し、組織的な対応体制、機密情
報や個人情報を取り扱うにあたっての遵守事項、情報システムやネットワー
クにおけるセキュリティ基準、情報漏えい発生時のレポートラインなどを規
定しています。
これらポリシーを効果的に運用するとともに、変化に対してタイムリーに
対応するために人事・コーポレートガバナンス本部長を委員長とした「グロー
バル機密委員会」を設置しています。
グローバル機密委員会ではグローバル共通の中期方針および年度の活動
計画を決定し、その計画に基づき「各地域機密委員会」が中心となって、個
人情報を含む機密情報など、Honda の事業活動において発生する情報を安
全に取り扱うための活動を推進しています。
また日々、巧妙化・複雑化しているサイバー攻撃に対しては、情報セキュ
リティの継続的な強化活動に加え、日々モニタリングを行いながら、対処が

Honda は個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を取り扱う部門では
管理責任者、管理者を設置するとともに、個人情報保護に関する教育を実
施しています。
また、個人情報を組織的に管理することを目的に、個人情報を取り扱う部
門が各社の機密委員会へ保有している個人情報の管理方法や委託先での管
理状況などの届出を行うこととしています。届出内容を最新の状態に保つた
め、全部門を対象に年 1 回以上、棚卸を実施しています。
Honda ではお客様情報を最優先で保護することを社会的責務として捉え
ています。これらの情報が含まれる情報システムに対しては、より厳格なセ
キュリティ基準を設定するとともに、定期的にセキュリティ対策の実施状況
を確認することとしています。
また、加速度的に整備されつつある各国の個人情報保護規制に対しては、
各地域機密委員会との連携体制を構築し、動向を注視しながら漏れのない
着実な対応を行っています。
なお、個人情報の漏えいや開示等の請求があった場合は、各国法規に則り、

必要な事象に対しては即座に対応できる体制を整備しています。

すみやかに対応する体制を整備しており、2020 年度は個人情報の重大な紛

グローバル情報管理体制図

失・漏えいなどの事案は発生していません。

グローバル機密委員会

( 委員長：人事・コーポレートガバナンス本部長 )

製品サイバーセキュリティ
日米で活動が開始されている自動車のサイバーセキュリティに関する情報

地域
機密委員会
※ A u t o - I S A C：A u t o m o t i v e I n f o r m a t i o n
Sharing & Analysis Center（自動車情報共
有・分析センター）の略。

governance

日本

北米

欧州

南米

アジア・
大洋州

中国

アフリカ・
中東

を共有・分析する Auto-ISAC ※に参加し、業界内で検知した事案の情報を収
集しています。
さらに、自社でも関連法規および規格や業界標準を含め、独自の情報を

事業所 /
現地法人
機密委員会

事業所

子会社

現地法人

入手しています。これらを自社の対応に活かすことにより、製品の安全・安
心の確保に向けた活動を積極的に推進しています。
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コーポレートガバナンスの概要（2021 年 6 月 23 日時点）

取締役の報酬等の額
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組織形態
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● 取締役の人数 .................................................................................................................. 11 名

指名委員会等設置会社

報酬等の種類別の総額（百万円）

報酬等の
総額
（百万円）

固定報酬

うち女性取締役の人数 .........................................................................................2 名

652

● 取締役の任期 .................................................................................................................... 1 年

取締役
（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く）

● 指名委員会の人数 .............................................................................................................4 名

社外取締役
（監査等委員を除く）

うち社外取締役の人数 .........................................................................................3 名
うち独立役員の人数 .............................................................................................3 名

うち社外取締役の人数 .........................................................................................3 名

うち社外取締役の人数 .........................................................................................5 名

うち独立役員の人数 .............................................................................................5 名

● 監査委員会の人数 ............................................................................................................5 名
うち独立役員の人数 .............................................................................................3 名

● 報酬委員会の人数 ............................................................................................................4 名
うち社外取締役の人数 .........................................................................................3 名

うち独立役員の人数 .............................................................................................3 名

取締役会の開催状況（2020 年度）
● 開催数（回）......................................................................................................................... 11

● 取締役の出席率（%）.......................................................................................................... 99

賞与

株式報酬

対象となる
役員の員数
（名）

428

95

129

7

33

33

-

-

3

取締役
（監査等委員）
（社外取締役を除く）

145

145

-

-

2

社外取締役
（監査等委員）

50

50

-

-

3

（合計）

883

658

95

129

15

役員区分

業績連動報酬

・役員報酬限度額は、取締役（監査等委員を除く）分年額 1,160 百万円以内、取締役（監査等委員）分
年額 270 百万円以内です。
・上記については、当年度において、当社が当社役員に対して支給した報酬等の金額を記載しており、
2020 年 6 月 19 日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）1 名、社
外取締役（監査等委員を除く）1 名に対する支給額を含んでいます。
・取締役（監査等委員を除く）の賞与は、前述の取締役（監査等委員を除く）分役員報酬限度額に含ま
れており、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会にて決議された支給金額を記載しています。
・株式報酬の総額は、役員報酬 BIP（Board Incentive Plan）信託に関して当年度中に付与した株式交付ポ
イントに係る費用計上額であり、非金銭報酬等に該当します。

うち、社外取締役の出席率（%）........................................................................... 98

監査等委員会の開催状況（2020 年度）
● 開催数（回）......................................................................................................................... 10

● 監査等委員である取締役の出席率（%）......................................................................... 100
うち、社外取締役の出席率（%）......................................................................... 100

最高給与受給者
（代表執行役社長 最高経営責任者）の年間報酬等の総額
（日本）
最高給与受給者（代表執行役社長 最高経営責任者）の
年間報酬等の総額（百万円）
従業員の年間報酬総額の中央値に対する比率（%）

166
2,057

最高給与受給者
（代表執行役社長 最高経営責任者）
の年間報酬総額等の増加率
（日本）
最高給与受給者（代表執行役社長 最高経営責任者）の
年間報酬総額等の増加率（%）
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6 ガバナンス

ガバナンス関 連データ

コーポレートガバナンス ･･･････････ 33

Honda 税務基本方針

コンプライアンス ･････････････････ 42
リスクマネジメント ････････････････ 45
ガバナンス関連データ ･････････････ 49

1．本方針の目的

Honda 税務基本方針（以下、
「本方針」という。）は、本田技研工業株式会社（以
下、「HM」という。）及びその連結子会社（HM 及びその連結子会社を合わせて
「Honda」という。）における税に対する基本的な姿勢及び考え方を定め、事業
活動を行う各国・地域の税務関連法令等を遵守し適正な納税を行うことにより、
社会への貢献と企業価値の維持及び向上を図ることを目的とする。
Honda は、各国・地域の税制度や国際課税ルール等の変更が頻繁に行われる環
境のなか、事業が安定して適切に行われるよう、下記 2．(1) 〜 (6) に掲げる税
務基本方針のもと、正確で質の高い税務業務の実行及び事業に伴う税務リスク
へ対応する。

2．税務基本方針

（1）法令遵守
Honda は、事業活動を行う国・地域における税務に関連する法令やルール、
租税条約、OECD ガイドライン等の国際基準及び本方針を含む Honda で適
用される税務に関連する規程や HCG 等の社内規定を遵守し、事業実態に即
した適正な納税を行う。

（2）租税回避行為の禁止
Honda は、
「地域で稼いだ利益は地域に還元する」という基本的な考え方の
もと、タックスヘイブンの利用など租税回避を目的とした取引は行わず、事
業実態に即した取引のもと、適正な納税を行う。
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（3）移転価格
Honda は、事業活動で創造された価値に応じた適切な納税を行うため、
Honda 内 で の 取 引 に つ い て、 移 転 価 格 税 制 を 十 分 に 考 慮 し 適 正 な 価 格
（ALP : Arm s Length Price）の設定を行う。
（4）透明性の確保
Honda は、税務に関する情報の適時かつ正確な開示等を行うことにより、税
務当局をはじめ税務に係るステークホルダーへの説明責任を果たすことの重
要性を認識し、法令等に基づく税務に関する情報の開示に適切に対応する。
（5）政府・課税当局との関係
Honda は、事業活動を行う国・地域における政府・課税当局に対し、法令等
や政府・課税当局からの求めに応じた税務情報を適時適切に提供するなど誠
実な対応を通して、透明性の確保と継続的な信頼関係の構築に努める。
（6）コーポレートガバナンス
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り、「存在を期
待される企業」となるために、経営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おり、税務についても、その考え方、枠組
み及び運営方針を踏まえたガバナンスの整備を行う。
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