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基本的な考え方
Honda が社会から「存在を期待される企業」となるためには、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。それは、① Honda がどの
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、③具体

Hondaの取り組みとSDGｓ ･････････ 20

的な施策に落とし込み、④その評価を受ける、という仕組みです。

サステナビリティマネジメント体制 ･･･ 23

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

ステークホルダーエンゲージメント ･･･ 24

及によって、企業活動が社会に及ぼす、また社会が企業に及ぼす影響の大

イノベーションマネジメント ････････ 29

お客様

お客様満足度調査、

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、②多様

マテリアリティ分析 ･･･････････････ 19
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ステークホルダーエンゲージメント

きさや範囲が広がっており、そのスピードも加速しています。そんななか、
「ス
テークホルダーとの対話」は、Honda の取り組みに対するより正しい理解に

Enjoy Honda

従業員

など

こうした認識のもと、Honda はグローバルで、さまざまな機会を通じて対

国・自治体

施策や技術に
関する対話の実施、
実証実験など

従業員満足度調査、
役員と従業員との
対話など

経済団体
業界団体

地域社会

工場見学、
従業員による
社会貢献活動など

会議体への
参加など

Honda

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。

株主・投資家

株主総会、機関投資
家向け説明会など

国際機関

販売会社

NGO

国際イニシアチブへの
参画、
定期的な
コミュニケーションなど

販売会社懇談会 /
説明会など

話を実施しています。この対話は、Honda のステークホルダーのなかでも、
右図の主要なステークホルダー（Honda の事業活動により影響を受ける、も
しくはその行動が事業活動に影響を与えるもの）と、社内各部門との間で行っ
ています。
例えば、株主・投資家とのエンゲージメントでは、シェアホルダー（株主）
リレーションズと、インベスター（投資家）リレーションズを通じて、Honda

サプライヤー

お取引先懇談会、
サプライヤー
リスクアセスメント
など

ビジネス
パートナー

相互補完による
協力関係など

メディア

ジャーナリスト
ミーティング、
新車発表会など

研究機関

製品の商品性検証、
技術の共同開発
など

をより正しく理解してもらえるよう対話を行っています。
また、代表的な ESG 評価機関や NGO との対話から得られた意見を「マ
テリアリティ分析」
（⇒ p.19）に反映させ、Honda が取り組むべき課題の特
定に役立てています。
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2021 年度における取り組み例
主な対話方法

概要

頻度

お客様

お客様満足度調査

世界中の顧客の満足のため、全世界の各販売店でアフターサービスを受
けたお客様に対し、顧客満足度についての調査を実施し、質の高いサー
ビスオペレーション実施の改善活動を行っています。

毎年

株主・投資家

決算説明会

決算概況、取り組みなどについて、記者会見、電話会議を開催していま
す。得られたご意見、ご要望を参考に企業価値の最大化に取り組んでい
ます。

年4回

個別説明・カンファレンス
参加

経営状況、生産、研究開発、事業戦略の説明や、意見交換を実施してい
ます。得られたご意見、ご要望を参考に企業価値の最大化に取り組んで
います。

通年

お取引先懇談会

事業の方向性や取り組み内容をサプライヤーと共有する懇談会を、定期
的に開催しています。全社方針や購買方針の発信とQCDDE ※などの各領
域において、とくに優れた実績を残されたサプライヤーに対し、感謝賞を
贈呈しています。懇談会終了後には、出席者に対しアンケートを実施し、
満足度や次回イベントに活かすための改善点の把握を行い、さらなる充
実に向けた活動を行っています。

毎年

製品品質の向上
サプライチェーン全体への
サステナビリティ活動の展開

事業計画懇談会・
事業状況共有会

中長期経営方針、事業計画、サステナビリティ案件（ESG／コンプライア
ンス・ガバナンス／リスクアセスメント）に関する情報を共有します。

毎年

製品品質の向上
サプライチェーン全体への
サステナビリティ活動の展開

サプライヤーへの
ESG調査の実施

「Hondaサプライヤーサステナビリティガイドライン」
（⇒p.147）に基づ
き、コンプライアンス違反等の未然防止、環境負荷低減実現のため、主
要サプライヤーへのESG調査を実施しています。

毎年

サプライチェーン全体への
サステナビリティ活動の展開
ガバナンスの強化

経済団体・業界団体

業界団体活動への参画

業界団体活動を通じて社会の期待・要請を把握し、持続可能な事業環
境を整え社会に貢献すべく、各種会議体に参画しています。

通年

渉外部門、他

国際機関・NGO

国際イニシアチブへの参画

持続可能な社会の実現に向けた、期待・要請の把握と貢献をめざし、各
種会議体に参画しています。

通年

サステナビリティ
企画部門、他

地域社会

安全運転普及活動

Hondaは、事故を未然に防ぐために「人から人への手渡しの安全」と「参
加体験型の実践教育」を基本として、運転者だけではなく、子どもから
高齢者まで、交通社会に参加するすべての人を対象とした交通安全啓発
活動に積極的に取り組み、現在では、世界43の国と地域で活動を行って
います。

通年

交通事故死者数の
大幅削減

お身体の不自由な方々の
運転復帰

運転補助装置を提供するとともに、運転復帰を望む方々の支援のた
め、地域での支援環境確立に向け、作業療法士をはじめとする方々へ
サポートしています。

通年

モビリティデバイドの解消

ビーチクリーン活動

独自開発した機材を使用し、Hondaグループが地域の参加者とともに行
う砂浜の清掃活動。2006年より活動を開始して以来、これまでに全国
200 ヵ所以上の 砂浜で活動を行い、実施回数は約 400 回、回収したゴミ
は総量約 490 tにのぼります。

里地里山保全活動

東京都八王子市と活動協定を締結し、従業員とその家族が八王子市の「上
川の里特別緑地保全地区」での里地里山保全活動を実施しています。

Hondaの取り組みとSDGｓ ･････････ 20
サステナビリティマネジメント体制 ･･･ 23
ステークホルダーエンゲージメント ･･･ 24

サプライヤー

研究開発 ････････････････････････ 28
イノベーションマネジメント ････････ 29

※ QCDDE：Quality（品質）、Cost（コスト）、
Delivery（調達）、Development（ 開発）、
Environment（ 環境）の略。
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対応する
マテリアリティマトリックス項目

ステークホルダー

国・自治体

新型コロナウイルス感染防止 世界のさまざまな地域において、直面した新型コロナウイルスによる課
に向けた支援活動
題・問題に対し、感染拡大を防ぐために我々Hondaができることを考え、
支援活動を行いました。

従業員

意識調査

より働きやすい職場環境づくりのため、従業員の意識調査や活性度測
定を行っています。

ブランドマネジメントの
強化

窓口

参照

顧客担当部門

⇒ p.104

財務部門

https://www.honda.
co.jp/investors/

購買部門

⇒ p.154

⇒ p.152

安全運転普及
担当部門

⇒ p.83

⇒ p.87

社会貢献活動
推進部門

⇒ p.158

社会貢献活動
推進部門、他

https://www.honda.
co.jp/philanthropy/
saigai/covid-19-support/
index.html

人事部門

⇒ p.128

年11回程度

意識調査：3年毎
活性度測定：毎年

多様性の拡大と
人材の育成
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外部団体との協働
Honda は、グローバルなモビリティカンパニ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、
外部団体との協働を行っています。日本においては、一般社団法人日本自

マテリアリティ分析 ･･･････････････ 19

動車工業会の副会長職や委員会委員長職、一般社団法人経済団体連合会

Hondaの取り組みとSDGｓ ･････････ 20

の委員会委員長職、東京商工会議所の副会頭職や委員会委員長職を引き受

サステナビリティマネジメント体制 ･･･ 23

けています。

ステークホルダーエンゲージメント ･･･ 24
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また、IMMA ※ 1 や OICA ※ 2 といった二輪車、四輪車の国際団体においても、
委員会、作業部会の議長を各業界団体の代表として務めています。さらに
WEF ※ 3 や、WBCSD ※ 4 への加盟を通じて、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 の各地域における事業執行にあたっては、各地域が自立性
を高め、迅速な意思決定を行うため、一定の範囲内で権限を委譲しています。
政治献金 ※ 5 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。

※ 1 I M M A：I n t e r n a t i o n a l M o t o r c y c l e
Manufacturers Association（国際二輪車
工業会）の略。
※ 2 OICA：Organisation Internationale des
Constructeurs d'Automobiles（国際自動
車工業連合会）の略。
※ 3 WEF：World Economic Forum（世界経済
フォーラム）の略。
※ 4 W BC SD：Wor ld Business C ouncil for
Sustainable Development（ 持 続 可 能 な
開発のための世界経済人会議）の略。
※ 5 献 金 先：一 般 財 団 法 人 国 民 政 治 協 会。
政 治 献 金 額：2018 年 度 :25 百 万 円、
2019 年 度 :25 百 万 円、2020 年 度 :25
百 万円。 なお、 この支 出は「Honda 贈
収 賄防止ガイドライン」に抵 触しないこ
とを確認しています。
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外部評価

S&P Global 社によるサステナビリティ評価にて
「Silver Class」に選定

企業の持続可能性の指標
「Dow Jones Sustainability World Index」の構成銘柄に選定
2021 年 12 月、Honda は社会的責任投資の代表的な指標である DJSI

Honda は S&P Global 社によるサステナビリティ企業評価「Sustainability
※1

の評価において、全世界における自動車セクターの上位 5 社に入り、
「Dow
Jones Sustainability World Index」の構成銘柄に 5 年連続で選定されまし
た。また同時に、アジア・太平洋地域の「Dow Jones Sustainability Asia/

Award 2022」 において、
「Automobiles」 セクターで「Silver Class」 を獲
得しました。 S&P Global 社は経済・環境・社会の側面から、世界約 7,500
の企業のサステナビリティ評価を行い、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。

Pacific Index」の構成銘柄に 7 年連続で選ばれています。

研究開発 ････････････････････････ 28

DJSI は、米国の S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社によって運営され

イノベーションマネジメント ････････ 29

ている投資指標です。経済・環境・社会の 3 つの側面から世界の主要上場
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。

「CDP Japan 500 Climate Change Report 2021」において
「B」を獲得
2021 年 12 月、CDP は、世界の大手企業を対象に実施した、各企業の気
候変動対策や GHG ※ 2 排出量削減への取り組みの調査結果を発表しました。
Honda は、 そ の な か の１カ テゴ リー で あ る「CDP Japan 500 Climate
Change Report 2021」にて、
「B」を獲得しました。
CDP は、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です。企業の
環境問題への取り組みレベルを
「情報開示」
「認識」
「マネジメント」
「リーダー

※ 1 DJSI：Dow Jones Sustainability Indices
（ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・イン
デックス）の略。
※ 2 GHG：Greenhouse Gas（温室効果ガス）
の略。
※ 3 TCFD： The FSB Task Force on Climaterelated Financial Disclosures の略。

strategy

シップ」の 4 段階で評価しています。
CDP 評価指標である気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD ※ 3）で
要求されている項目については、パフォーマンス報告の環境（⇒ p.55）をご
参照ください。
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