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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス体制の変遷 （年度）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

役員の人数（人） 52 50 51 53 56 28 27 25

取締役の人数（人） 14 13 13 9 7 8 8 8

　うち社外取締役（人） 2 2 2 2 2 3 3 3

　うち女性（人） 1 1 1

監査役の人数（人） 5 5 5 5 5 4 4 4

　うち社外監査役（人） 3 3 3 3 3 2 2 2

　うち女性（人） 1 1 1

コーポレートガバナンス
基本方針

2015年6月
策定

経営と執行の分離

2014年6月
•  経営（意思決定・監督）を担当する「取締役」と、業務の 
執行を担当する「専務役員（新設）」「常務役員」の役割を 
区分し、明確化 

•  「社外取締役」を登用 

2019年4月
•  専務役員は名称を
「経営役員」に変更
•   常務役員は名称を
「執行職」に変更

2021年1月
•  執行職・エグゼクティブフェロー・理事を統合
し、執行幹部を新設

2016年6月
•  指名委員会または報酬委員会に
相当する任意の委員会として、 
独立社外取締役を構成員に含む

「役員指名報酬諮問会議」を設置

2020年1月
•「役員指名報酬諮問

会議」の議長に独立
社外取締役を選任

2021年3月
• 「役員指名報酬諮問会議」から、独立社外 
  取締役が議長を務め、かつ独立社外取締役

が過半数を占める「役員指名報酬会議」に
体制変更

2017年4月
• 取締役の選任数を削減
•  執行役員の選任時期を、株主総会日から 
事業年度の区切りである4月に変更

2021年1月
•  経営役員・執行幹部の選任時期を、全社の
組織・職制変更に合わせて1月に変更

コーポレートガバナンスの基本的な考え方  
デンソーは、変化の速いグローバル市場での長期的な企業業績の
維持向上を図るため、コーポレートガバナンスの確立を最重要課題
として認識しています。「コーポレートガバナンス基本方針」に基づ
き、監査役制度採用のもと、会社の機関として株主総会、取締役会、
監査役会、監査法人などの法律上の機能に加え、様々なガバナンス
の仕組みを整備するとともに、株主の皆様や投資家の方々などに経
営状況についての情報提供を継続して行うことで、健全性、効率性、
透明性の高い経営を実践していきます。

コーポレートガバナンス向上への取り組み
デンソーでは、変化の大きい世の中においても、持続的に企業価値
を向上させていくために、コーポレートガバナンスの進化を図ってい
ます。全社戦略議論を強化するとともに、ジェンダー・国際性をより
意識した役員の選任を行いながら役員数を削減し、2021年1月には
役員体制変更（執行職・エグゼクティブフェロー・理事を執行幹部に
統合）を行って組織をフラット化するなど、経営の意思決定と執行の
スピードアップに努めています。
　また、政策保有株式の縮減を大きく推進するなど、健全性・効率
性・透明性の高い経営を実践しています。
　

コーポレートガバナンス基本方針：  
https://www.denso.com/jp/ja/-/media/global/about-us/
sustainability/governance/management/management-doc-
corporate-governance-policy-2021-ja.pdf
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コーポレートガバナンス

企業統治の体制  
ガバナンス体制と主な機関
デンソーでは監査役制度を採用し、会社の機関として株主総会・取
締役会・監査役会・会計監査人を設置しています。また、経営の監
督を担当する取締役と、業務の執行を担当する経営役員の役割を区
分・明確化する役員制度により、取締役数をスリム化し、スピーディ
な意思決定とオペレーションを実現しています。
　当制度では、状況に応じて経営役員が取締役を兼務することで、
取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを確保していま
す。また、経営環境の変化に対応した機動的な経営体制の構築、事
業年度における経営責任の一層の明確化を目的に、取締役任期を
一年としています。

現状のコーポレートガバナンス体制を選択している理由
デンソーは、現地現物を重視した経営判断を行うことに加え、その
経営判断がステークホルダーの期待に沿い信頼を得られるものに
なっているかといった点、ガバナンスの観点から問題がないかといっ
た点をチェックできる体制を構築することが重要であると考えていま
す。したがって、社外取締役を含む取締役会と、社外監査役を含む
監査役会により、業務執行を監督・監査する現体制が最適であると
考えています。

取締役会
取締役会では、法律上定められた案件および会社として重要な意思
決定が必要な案件について決議を行います。また、できる限り業務
執行側に権限を委譲することによって、執行のスピードアップを図る
と同時に、経営方針や経営戦略の議論により多くの時間を充てるよ
うにしています。
　原則、月1回開催しており、メンバーは、取締役8名（うち社外取締
役3名）に加え、社内監査役2名、社外監査役2名の計12名で構成し
ています。デンソーでは、社外取締役および社外監査役の独立性に
ついて、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提と
し、独立役員としては5名（社外取締役3名、社外監査役2名）を選出
しています。
　決議には取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもっ
て行います。決議にあたり、生産的で効率的な取締役会運営を実施
するため、社外役員へのサポート体制も強化しています。

2020年度の開催実績
開催回数 13回

出席率 取締役：99%　監査役：100%

株主総会

• 戦略審議会
• CS向上会議
• リスクマネジメント会議
• 情報セキュリティ戦略会議
• 品質保証会議
• 生産・調達会議
• 出資審議会
• 建設審議会
• 全社安全衛生環境委員会
• 安全保障貿易管理委員会
• 独禁法コンプライアンス委員会　など

役員（社長、経営役員）

経営審議会

経営戦略会議

役員指名報酬会議

内部監査部門

選任・監督選任・監督

付議／報告 付議／報告

付議／報告

承認 承認監督

会計監査

情報交換

会計監査人

監査役会

コーポレートガバナンス体制図

取締役会

コーポレートガバナンス報告書：  
https://www.denso.com/jp/ja/-/media/global/about-us/sustainability/governance/
management/management-doc-corporate-governance-2021-ja.pdf

・業務遂行上、重要な審議・議論の場
・全役員への重要情報共有の場

 業務執行部門の監査

公式会議体

86

DENSO Integrated Report 2021



社外役員のサポート体制
取締役会の開催に際し、社内取締役と社外取締役の情報量の格差
をなくし、社外取締役に最大限のパフォーマンスを発揮していただ
くために、事前に社外取締役、社外監査役に付議案件の説明を行う
ことで、効率的な取締役会運営を心掛けています。また、当社の事
業内容について理解を深めていただくべく、定期的に経営役員によ
る事業説明を行っています。
　また、監査役の職務を補佐する専任組織として監査役室を設置し、
監査役会において、監査概況を報告しています。さらに、監査役と社
外取締役との意見交換会（年2回）や、独立役員会議を定期的に開
催することで、社外役員への情報提供を積極的に行うだけでなく、
社外役員間のコミュニケーションの活性化にも努めています。

業務執行の体制
デンソーでは、経営の監督を担う取締役会と業務執行を担う役員の
機能を分離しています。
　業務執行における重要案件に関する審議機関として「経営戦略会
議」「経営審議会」を設置しています。この2つの会議は、取締役会を
含めて役員会議と位置付けています。

経営の監査機能  
社内監査役（2名）・社外監査役（2名）が専任スタッフを機能させ、取
締役などの職務執行とグループ全体の業務・財政状況を監査してい
ます。
　業務の適法性・妥当性・効率性については、内部監査部門が社内
規程にしたがって内部監査を行い、その指摘に基づいて各部にて業
務管理・運営制度を整備し、充実させています。監査役は、取締役
会をはじめとする重要な会議に出席するほか、内部監査部門・内部
統制部門・会計監査人との情報交換などにより、取締役の執行状況
を監査し、経営監視機能を果たしています。

取締役会全体の実効性分析・評価
デンソーでは、取締役会の運営、議論している案件、決議プロセス、
社外役員へのサポートについて、取締役会全メンバーに対してアン
ケートを実施しています。アンケート結果とともに、メンバーが感じ
ている課題や改善点について忌憚のない意見を引き出すことを目
的に、社内役員に対しては個人別インタビュー、社外役員について
は独立役員会議で議論しています。
　洗い出された課題や改善点は、取締役会において報告し、出席者
間で共有することにより、取締役会の実効性向上につなげていきま
す。なお、2020年度に出された課題および改善策は次の通りです。

業務執行における審議機関の概要
審議機関

経営戦略会議 経営審議会

議長 社長 社長

構成 社長、事業グループ長、機能センター長、本部長、社内監査役 社長、事業グループ長、機能センター長、本部長、社内監査役

目的 中長期的な視点で事業・機能・地域軸での戦略的な議論を 
行う。

取締役会決議事項をはじめとする経営全般に関わる重要事項
の審議を行う。また事業運営上重要な情報を共有し、迅速な業
務執行に結び付ける。

2020年度開催回数 34回 32回

課題 改善策

議論・コミュニケーションの充実
•  取締役会メンバーでの議論深化
•  取締役会以外でのコミュニケーション機会の充実

•  中長期戦略、大義の議論を深める場としてオフサイトミーティングを検討
•  社長・社内役員と社外役員の意見交換の場をセット

取締役会の役割・責務
•  中長期方針は取締役会で決議すべき •  中長期戦略の報告／方針決議の位置付けを明確化し、取締役会での方針決議を実施

取締役会の運営
•  自発的発言の活性化
•  Web開催時における意見交換の充実
•  要点に絞った当日説明

•  Web参加でも自発的発言のしやすい環境整備
•  当日説明は簡略化し、意見交換・議論へ時間配分

社外役員へのサポート
•  現地現物による事業理解の充実
•  社内での事前議論過程の共有
•  月次経営状況などの共有

•  視察会・現地現物の会の再開・充実（Web視察の検討）
•  事前説明にて経営審議会などでの議論内容・過程を説明
•  経営審議会資料の配信と事前説明での補足
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コーポレートガバナンス

社外取締役および社外監査役  

社外取締役 選任の理由 2020年度の 
取締役会出席状況

G
ジョージ
eorge O

オルコット
lcott * 同氏は、英国投資顧問会社の日本支社長を歴任するなど、外資系企業の経営経験を有し、現在は、グローバル経

営における人材育成・コーポレートガバナンスの専門家として慶應義塾大学特別招聘教授を務めています。当社
においても2014年6月に社外取締役就任以来、グローバル経営の視点から企業価値向上にご貢献いただいて
おり、引き続き同氏の知見を当社の経営に反映していただきたく、社外取締役に選任しました。

13回／13回

櫛田 誠希* 同氏は、日本銀行の企画局長、理事を歴任するなど、日本経済の中心的機能を担う中央銀行において、日本経済
の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験を有し、現在は日本証券金融株式会社において取締役兼代表執
行役社長を務めています。グローバル金融経済の幅広い知見を当社の経営に引き続き反映していただきたく、社
外取締役に選任しました。

13回／13回

三屋 裕子* 同氏は、長年にわたって企業および団体の経営に携わり、また、各スポーツ協会の役員・委員を歴任するなど、多
分野における豊富な経験および知見を有しています。現在は株式会社福井銀行社外取締役、ENEOSホール
ディングス株式会社社外取締役（監査等委員）、公益財団法人日本バスケットボール協会代表理事などを務めて
います。豊富な法人経営経験を引き続き当社の経営に反映していただきたく、社外取締役に選任しました。

13回／13回

社外監査役 選任の理由
2020年度の 

取締役会・監査役会
出席状況

後藤 靖子* 同氏は、九州旅客鉄道株式会社の特別参与に就任しており、これまでの経歴において、国土交通行政、山形県副
知事、ニューヨーク観光宣伝事務所長、九州旅客鉄道株式会社常務取締役など、幅広い経験を有し、監査におい
ても九州旅客鉄道株式会社取締役監査等委員、株式会社資生堂社外監査役を務めるなど、財務・会計および法
令順守の知見も有しています。こうした幅広い経験・見識を当社の監査に反映していただきたく、社外監査役に
選任しました。

（取締役会）
13回／13回

（監査役会）
15回／15回

喜多村 晴雄* 同氏は、喜多村公認会計士事務所の所長を務めており、これまでの経歴において、公認会計士としての豊富なキャ
リアと高い知見に加え、長きにわたる法人経営経験を有しています。会計に関する高い見識や長年にわたる法人
経営の経験を当社の監査に反映していただきたく、社外監査役に選任しました。

（取締役会）
13回／13回

（監査役会）
15回／15回

* 独立役員

社外役員の独⽴性に関する判断基準
社外取締役および社外監査役の独立性について、金融商品取引所
が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法
務・会計・財務などの専門領域における豊富な経験や知識を有し、

経営課題について積極的に提言・提案や意見表明を行うことができ
ることを要件としています。なお、独立役員の資格を満たす社外役
員5名を独立役員に指定しています。

役員報酬  
報酬制度
取締役の報酬制度は、デンソーの取締役に株主の皆様とより一層価
値の共有を進め、中長期の企業価値向上に向けたインセンティブを

強化することを目的に、2020年度に譲渡制限付株式報酬制度を導
入しました。新たな報酬制度においては、取締役（非業務執行取締
役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」）の報酬は、「基本

取締役・監査役のバランスおよび多様性に関する考え方
取締役は、いずれも各事業の経営や喫緊の課題に精通しており、 
社外取締役を含め、知識・経験・能力やグローバルな視点など、非常
にバランスの取れた構成となっています。また、監査役についても、

事業経営のみならず、財務・会計・法務に関する知識を有する者を
選任することにより、取締役会に必要な専門性が欠けることのない
よう、専門性に関するバランスの維持を目指しています。

取締役・監査役の選任に関する方針と手続き

方針 取締役および監査役は、的確かつ迅速な意思決定を図れるよう、性別、年齢の区別なく、ジェンダーや国際性の面を含む多様性を重んじ、経験・
能力・専門性のバランス、適材適所の観点より指名

手続き 1 •  社長および関係役員が中心となり、各方面より意見を聞き、業績、人格、見識などを総合的に勘案して、その責務にふさわしい人物を人
選し、独立社外取締役を議長とし、かつ独立社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」にて審議の上、当年度の指名案を立案

2 •  取締役は、取締役会での内定の決議を踏まえ、株主総会で審議した上で決定
•  監査役は、取締役会での内定の決議を踏まえ、監査役会の同意を経て、株主総会で審議した上で決定
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報酬（固定額）」「賞与（短期インセンティブ）」「株式報酬（中長期イン
センティブ）」で構成し、基本報酬：賞与：株式報酬の割合が、連結
営業利益が基準額の場合で概ね60%：30%：10%程度となるよう
に設定しています。なお、株式報酬の割合については、導入効果を
見つつ、引き上げを検討していきます。
　なお、ストックオプション、退任慰労金は支給していません。

（a）決定方針および決定プロセス
当社は、取締役の報酬などに係る決定方針（以下「決定方針」）に関
して、独立社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」の審
議内容を踏まえ、取締役会において決議しています。
　当社の取締役の報酬制度は、以下の考え方に基づいて設計して
います。
•「中長期的な企業価値向上」に向けた取り組み、「株主視点に立っ

た経営」を促すものであること
•   会社・個人業績との連動性を持つことで、業績向上への意欲を高

めること
　当社の取締役の報酬制度は、固定額の基本報酬、短期インセン
ティブとしての賞与に加え、2020年度より中長期インセンティブと
しての譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。

　非業務執行取締役および社外取締役の報酬については、独立性
の観点から基本報酬（固定額）に一本化しています。また、監査役に
ついても、順法監査を担うという監査役の役割に照らし、基本報酬

（固定額）に一本化しています。
　当社の取締役の報酬は、2020年6月19日開催の第97回定時株
主総会により現金報酬は年額10億円以内（うち社外取締役1.5億円
以内）、株式報酬は年額2億円以内と定められています。
　当社の監査役の報酬は、2014年6月19日開催の第91回定時株主
総会により月額15百万円以内と定められています。
　当社の取締役の報酬などの額またはその制度については、客観性・
公正性・透明性確保の観点から、独立社外取締役が議長を務め、
かつ独立社外取締役が過半数を占める「役員指名報酬会議」で
決定します。「役員指名報酬会議」は、独立社外取締役櫛田誠希

（議長）、独立社外取締役 George Olcott、独立社外取締役三屋
裕子、代表取締役有馬浩二、監査役桑村信吾の5名で構成してい
ます。
　取締役会は、当事業年度の報酬総額の決議と、個人別報酬額の
決定を「役員指名報酬会議」に一任することの決議をしています。

「役員指名報酬会議」は、役員報酬制度の検討および会社業績や取
締役の職責、成果などを踏まえた個人別報酬額を決定します。

取締役の報酬体系

固
定
報
酬

業
績
連
動
報
酬

短
期

短
期

中
長
期

賞与
株主総会で金額決定

40%

賞与

30%

株式報酬

10%

基本報酬

60%

基本報酬
月額8,000万円以内 

（年額換算9.6億円以内）

60%

改定後改定前

年額
10億円

以内

年額
2億円
以内

役員報酬などの内容
区分 報酬などの総額

（百万円）
報酬などの種類別の総額

（百万円）
対象となる役員の員数

（人）

基本報酬 賞与 株式報酬

取締役（社外取締役を除く） 360 256 90 14 6

監査役（社外監査役を除く） 83 83 — ― 2

社外役員 68 68 — ― 5

※  上記には、2020年6月19日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役都築昇司氏を含めています。
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　監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報
酬の範囲内において、監査役の協議によって決定しています。
　当社の2020年度における報酬などの額の決定については、
2020年7月、10月、2021年2月、4月に開催した「役員指名報酬会
議」にて議論しました。
　取締役の報酬は、「役員指名報酬会議」の構成員全員の同意によ
り決定しました。
　なお、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める「役員指名
報酬会議」において個人別報酬額を決定していることから、その内
容は決定方針に沿うものであると判断しています。

役員指名報酬会議で議論された主な内容

•   役員報酬制度の方針、考え方
•   役職、職責ごとの報酬水準
•   2020年度の指標実績評価
•   個人別査定の評価
•   個人別報酬額の決定

コーポレートガバナンス

対象者 当社の取締役（非業務執行取締役および社外取締役を除く）

株式報酬総額 年額2億円以内

各取締役に対する株式報酬額 会社業績や職責、成果などを踏まえて毎年設定

割り当てる株式の種類および割当の方法 普通株式（割当契約において譲渡制限を付したもの）を発行または処分

割り当てる株式の総数 対象取締役に対して合計で年10万株以内

払込金額 各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所での当社の普通株式の終値を基礎として、当該普通株式
を引き受ける対象取締役に有利とならない金額で当社取締役会が決定

譲渡制限期間 割当契約により割当を受けた日より3年から30年の間で当社取締役会があらかじめ定める期間、割当契約により
割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない

譲渡制限の解除条件① 譲渡制限期間の満了をもって制限を解除
ただし、任期満了、死亡その他正当な理由により退任した場合、譲渡制限を解除

譲渡制限の解除条件② 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計
画その他の組織再編などに関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編などに関して当社の株主総会に
よる承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合、当社の取締役会の決議により、譲渡
制限期間の開始日から当該組織再編などの承認日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につい
て、当該組織再編などの効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除

当社による無償取得 譲渡制限期間中に、法令違反その他当社取締役会が定める事由に該当する場合、割当株式をすべて当社が無償
取得することができる

（b）各報酬の決定方法
取締役および監査役の報酬水準については、毎年、外部調査機関に
よる役員報酬調査データにて、当社と規模や業種・業態の類似する
大手製造業の水準を参照し、妥当性を確認した上で決定しています。
　対象取締役の各報酬要素の概要は以下の通りです。

ⅰ）基本報酬
役職に応じた月額固定報酬として支給しています。
　なお、2021年4月より、一人ひとりの業績・成果を評価した個人
別査定を反映して金額を決定しています。

ⅱ）賞与
当社の持続的成長に向け必要な連結営業利益として2012年に設定
した3,200億円を基準とし、当連結会計年度の連結営業利益の達
成度に応じて定められた「賞与テーブル」と一人ひとりの業績・成果
を評価した個人別査定に基づいて支給します。
　「賞与テーブル」は、連結営業利益の達成度が基準に対して
200%の場合、年収水準が市場の上位35%程度、達成度が50%
の場合、市場の下位25%程度となるように設定しています。なお、当
連結会計年度に係る連結営業利益の実績は、1,551億円でした。

ⅲ）株式報酬
2020年6月19日開催の第97回定時株主総会で定められた株式報
酬総額（年額2億円以内）の範囲内において、取締役会で株式報酬
を決議します。主な内容は以下の通りです。
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政策保有株式  
基本方針
デンソーは、変化の速いグローバル市場での長期的な企業業
績の維持・向上を図るため、様々な企業との共同技術開発、取
引関係の維持・強化などの連携が不可欠だと考えています。そ
のため、事業戦略上必要な株式を保有しています。

保有適否の検証内容
毎年の取締役会で、個別の銘柄ごとに共同開発や事業連携強化な
ど、株式保有を通じて実現する経営上の有意性があるか、保有に伴
うリターン（配当金、株価上昇、関連事業上の利益など）が当社の加
重平均資本コストを超過しているかを精査し、保有適否を総合的に
判断しています。その上で、保有の妥当性が認められない銘柄は、
縮減を検討しています。

議決権行使の基準
投資先企業において、短期的な株主利益のみを追求するのではな
く、中長期的な株主利益の向上を重視した経営がなされるべきと考
えています。当社の利益に資することを前提として、投資先企業の持
続的成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、議決権を行使し
ます。
　行使にあたっては、議決権行使を行う際の検討事項などについて
定めた社内規程に基づき、総合的に賛否を判断するとともに、提案
の内容について、必要に応じて投資先企業と対話を行います。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数

貸借対照表計上額 当事業年度において 
株式数が増加した銘柄

当事業年度において 
株式数が減少した銘柄

非上場株式 81銘柄
36,960百万円（対前年度増減額：–751百万円）

3銘柄
2,357百万円

7銘柄
1,813百万円

非上場株式以外の株式 29銘柄
721,652百万円（対前年度増減額：＋335,325百万円）

ー
ー

9銘柄
24,406百万円

※  当事業年度において株式数が増加した銘柄の増加の理由は、デンソーグループの持続的な成長のため、事業戦略上必要な株式を取得したことによります。

内部統制の整備・強化  
公正かつ効率的な業務運営を目指し、「内部統制に関する基本方
針」を策定し、行動規範・経営制度・リスク管理・コンプライアンス
など経営の根幹を成す分野ごとに、統制の基本方針と規程類・制度
などを規定し、毎年一定時期に運用状況を検証の上、必要に応じて
修正・変更を行っています。

内部通報制度
デンソーは、各地域の実情に応じて、地域本社や各拠点において、
業務上の法令違反行為などに関し、e–mail、電話、書面、面談など
で通報、相談できる内部通報制度を設けています。

　例えば（株）デンソーでは、「企業倫理ホットライン」を設置し、「公
益通報者保護法」に則り、社外弁護士・リスクマネジメント推進室を
窓口として通常の指揮系統から独立させ、匿名通報も可能な体制で
運用しています。本制度は、従業員・派遣社員・常駐外注者など、

（株）デンソーに勤めるすべての人はもとより、主要サプライヤー様
（約300社）も利用できます。2020年度は、雇用・労働・職場環境・
情報管理・取引・経理関係など74件の相談・通報が寄せられ、調
査・事実確認の上、適宜対処しました。

相談・通報件数
2018年度 2019年度 2020年度

89 130 74

内部統制に関する基本方針： 
https://www.denso.com/jp/ja/-/media/global/about-us/
sustainability/governance/management/management-doc-
internal-control-policy-2021-ja.pdf
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コーポレートガバナンス

2021年6月、コーポレートガバナンス・コード（以下「コード」）が改訂されるなど、 

日本企業のガバナンスが強化されています。

デンソーのガバナンス改革をリードする⽴場の独⽴社外取締役お三方に 

自由な⽴場からこれらの動きについて論じていただきました。

激動の時代を見据えた
企業価値向上につながる

より実効的なガバナンス体制の構築に向けて

D I A LO G
社外取締役鼎談
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社外取締役

三屋 裕子

スポーツ界の要職を歴任、株式会社 SORA 
代表取締役などを務める。2019年から現職。

社外取締役

櫛田 誠希 

日本銀行を経て、日本証券金融株式会社取
締役兼代表執行役社長を務める。2019年か
ら現職。

社外取締役

G
ジョージ
eorge O

オルコット
lcott 

慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘
教授として教壇に立つ。2014年から現職。

現在のデンソーのガバナンス体制を
どのように評価されていますか。

櫛田　コード改訂など世の中の流れを視野に入れつつ、そ

れに先んじてガバナンス強化に取り組んできた会社だという

印象を持っています。会社法で定めている企業組織の諸形態

は、「形」の話にすぎません。現にこうした区分に関係なく、

コードの諸原則は上乗せされるわけですね。大切なのは、形

ではなく中身、いかに個々の企業がガバナンスの実効性を高

めていくかです。その点デンソーは、こうした課題に終始真

面目に取り組んできたというのが、私の率直な認識です。

三屋　実はスポーツ界にも「スポーツ団体ガバナンスコード」

というものがあり、中央競技団体に外部役員や女性役員比率

の目標設定を求めています。まさに組織によって、形が先か、

中身が先か、という考え方の違いが出てくるところですね。

　それはともかく、デンソーという会社は、ガバナンス強化 

に対する内発的な動機付けができているように感じます。 

つまり、こうした課題に取り組むことが、何よりのリスクヘッジ

であり、持続的な成長につながると考えているようです。こう

した「真面目さ」について、私は肯定的に捉えています。

オルコット　私はこの立場に就いて2021年で8年目ですが、

就任当時は、私ともう1人の方が最初の独立社外取締役だった

のです。この7年の間にデンソーのガバナンスは大きく変わり

ました。典型的なのが後継者指名です。2016年から設置さ

れた、役員指名報酬諮問会議（以下「旧諮問会議」）で2、3年

かけて社長候補の選定を行い、キャリアパスや育成について

徹底的に議論するようになりました。このように、デンソーは

ガバナンスに対して非常にモダンなプロセスが実践されてい

る会社だと思います。

櫛田　2021年から、旧諮問会議は「諮問」の2字が取れて「役

員指名報酬会議」になりましたが、本質的な制度変更とは見て

いません。旧諮問会議も実態はかなり先進的でしたし、いわば

中身に合わせて形を整え、より透明化したということでしょう。

三屋　旧諮問会議は2019年度から櫛田さんが議長を務めら

れ、そこで実質的な議論を行っていました。今回の変更のポ

イントは、これまでのように取締役会の「諮問」を受けるので

はなく、名実ともに決定そのものが役員指名報酬会議に一

任されたところです。社外取締役の判断に優位性を与えると

いうことを明確にした意味で、大きな前進と評価しています。

今後の課題としては
どういったことがあるでしょうか。

櫛田　企業そのものの将来設計も、本質的にはガバナンス

の対象です。この部分に関しては、取締役会での議論をより

深めていく余地があります。

　確かにデンソーの強みは、本業の技術力にあるわけで、そ

のことを一番よく知っているのは社内の人たちです。また

「Reborn21」もそうですが、やるべき課題が見つかった時の

瞬発力、トップから現場まで一体で立ち向かう熱量やスピー

ド感はすごいの一言です。

　ただ、自動車業界を取り巻く状況は、目まぐるしく変化して

います。将来のことは誰も見通せないし、それまでの技術の

延長線上に未来があるとも限りません。技術以外の要素を

もっと意識し、社外のスクリーニング機能を活用する必要が

あると思います。

三屋　コロナ禍にしても、2020年秋以降の半導体不足にし

ても、デンソーの危機管理能力、緊急事態に対する初動の 
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D I A LO G

コーポレートガバナンス

早さは見事です。とはいえ、「100年に一度のパラダイムシフ

ト」に過去の成功体験がそのまま通じる保証はありません。

それならばなおさら、社外の異質なものの見方により正面か

ら向き合い、議論を深めていくべきではないかと感じます。

オルコット　迫りくるCASE 時代についての議論は、この一

年でかなり増えてきましたが、10年後の自動車業界、競争環

境、新たな競争相手の出現や、業界で生き残り成功するため

に必要なリソースといった、より大局的な議論が重要です。個

人的な意見としては、デンソーの中長期的な競争力を維持す

るためには、状況に応じて、柔軟に海外企業と提携すること

が必要と考えています。

　また、将来のリーダーの育成計画にしても、10年後の社長

に求められるスキルセットが現在と同じとは限りません。こ

れまでの経営陣の中核であった「新卒入社した日本人男性」

という枠組みにとらわれるべきではないと思います。

三屋　必ずしも現在の制度を変えるべきとは思いませんが、

役員指名報酬会議や取締役会について、社外のウエイトをよ

り高めるような方向性を、一度議論した方がいいのかなとい

う気はします。

オルコット　私は2008年から日本の上場会社の社外役員を

務めています。この間、日本企業のガバナンスは大きく変わ

り、当局のルールも英国のものにかなり近づいてきました。

いずれは、より社外のウエイトを高める方向に向かうでしょ

う。デンソーでもそれに備えて、今から議論を進めていくべ

きではないかと思います。

「環境」「安心」をめぐる
デンソーの新戦略への評価をお聞かせください。

櫛田　まず「環境」についてですが、CO2排出削減というテー

マは以前から自動車業界で意識されてきたものの、やはり政

府の「2050年カーボンニュートラル宣言」以降、急速にドラ

イブがかかりました。デンソーが今回打ち出した「2035年

カーボンニュートラル」は、より野心的な目標で、これを実現

するには様々な仕掛けが必要です。短期的な経済合理性を

超えるインセンティブ体系がないと、コストがかかるこうした

取り組みは加速しません。この長期目標の肉付けとなる施策

が今後出てくるはずで、その有効性や整合性の見極めは、私

たちの大切な役割です。社外取締役としてデンソーの経営を

評価する上で、大きな座標軸ができたと感じています。

オルコット　カーボンニュートラルの話は、実はかなり以前か

ら進められており、事業部単位で削減目標を定めて活動して

きました。さらに最近では、事業ポートフォリオや資本配分を

戦略的に検討する際も、収益面に加えて、ポートフォリオの変

更がもたらす全社 CO2排出量への影響も重要な要素になっ

ています。

三屋　モノづくりの会社にとって、グリーンエネルギーなどの

活用をどうするかは、避けて通れない議論です。日本の現状

では、安定的な電力源がほぼ火力に限られているため、電動

車を開発するにしても、それを動かす電気の生産による環境

負荷を無視できません。この狭い島国で、どう取り組みを進

めていくかは、なかなか難しい課題だと思います。

オルコット　ただ、デンソーがあまりにも内向きになって国内

市場のみに目を向けてしまうと、デンソーあるいはトヨタ自

動車の技術を海外でスタンダードにすることはできません。

先頃、電動航空機用推進システムをめぐり、米国ハネウェル

社とのアライアンスが締結されましたね。農業分野でもデン

ソーは世界に通用する技術を持っています。今後とも最適な

パートナーとの連携を模索し、グローバル展開を加速する必

要があるでしょう。

　次に「安心」についてですが、デンソーの画像認識その他

の技術力は非常に高く、安全領域で競争力ある製品を提供

できると思います。ただ、デンソーのソフトウェアの開発力は、

ハードウェアの優位性に比べるとまだまだ不足しています。

これでは、クラウドエンジニアの技術が重要なコネクティッド

などの分野で、重要な技術を開発する主導的な役割を果た

すことができません。クラウドなどのソフトウェアエンジニア

能力の不足は、日本企業全体に共通する課題です。その意味

では、デンソーやトヨタグループの努力だけで解決できる問

題ではありません。

櫛田　確かに、企業単体で技術力があっても、それを後押し

する国全体の政策がないと、立ち遅れる部分が出てきてしまい

ます。特に自動運転に関しては、日本は海外に比べて、公道で
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実際にクルマを走らせたデータの取得・蓄積が容易ではあり

ません。初めから海外に注力した方が、技術の実用化は早く

なるかもしれませんね。オルコットさんがいわれる「パート

ナー選び」も含め、既存の自動車用技術とは別の企業の総合

力が、ますます問われる時代になってきたと思います。

三屋　ソフトウェアの分野においても完璧な品質を求める

デンソー流は素晴らしいのですが、スピードを上げるために

はつくりながらバグを見つけ、後追いで修正しながら完成さ

せるようなケースも必要かもしれません。そして、それを実

現するためにも、優秀なスタートアップとの提携は一つの突

破口になる気がします。

最後に、デンソーの企業価値向上に向けた
抱負をお聞かせください。

櫛田　全体的に見れば、デンソーはガバナンス上の課題に

非常にしっかり向き合い、取り組んでいる会社です。そうした

取り組みについて理解をさらに深めつつ、執行側とは異なる

視点やチェックポイントを提示していきます。変化の激しい

環境でデンソーが持続的発展を遂げる、その一翼を担ってい

きます。

オルコット　社外取締役の役割は、企業戦略の策定や実行で

はなく、取締役会における意思決定プロセスを監督すること

です。私たちの役割は、トップレベルのミッションとビジョン

に同意し、中長期目標を達成するための戦略が合理的で達成

可能なものであり、会社が戦略を実現するためのリソースを

持っているか、経営陣が目標達成の責任を負っているかを把

握することです。そのためには、企業が置かれている競争環

境や技術環境、そしてそれらの環境が中長期的にどのように

なっていくかを理解する必要があります。これらの将来像と

会社の戦略との間に一貫性があれば、会社が競争力を維持

し、企業価値を高め、ステークホルダー、特に株主に期待さ

れるリターンを提供できることが確認できます。

　デンソーは、愛知県刈谷市に本社があるということもあり、

株主総会では株主の方々からの非常にローカルな応援の温

かさが感じられ、地域社会との密接なつながりを実感してい

ます。また、経営陣と従業員の距離が近く、私たちともオー

プンなコミュニケーションを取ってくれます。地域社会や従業

員との関係をベースに、株主をはじめとする重要なステーク

ホルダーとのつながりを継続的に構築していくために、外部

の視点からデンソーをサポートしていきます。

三屋　現代という時代の変化の速さが、最も目に見える形で

表れているのが、産業界のフロントランナーである自動車業

界でしょう。自動車が最初に開発されたのは18世紀後半です

が、それまでと現代を比較すると、隔世の感があります。しか

し、今後10年間に起きる変化は、この百数十年の変化に匹敵

するかもしれません。そう考えると、今ある仕事は5年後には

もう存在しないかもしれない。そうした緊張感を持つことを、

私たち自身も求められているはずです。社外の自由な立場

で、世の中に様々なアンテナやネットワークを張り巡らせつ

つ、より客観的な視点を経営に還元していきたいと思います。
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取締役 代表取締役社長
有馬 浩二
1958年 2月23日生
1981年 4月 当社入社
2008年 6月 当社常務役員
2014年 6月 当社専務役員
2015年 6月  当社代表取締役社長 

（現任）

取締役
豊田 章男
1956年 5月3日生
1984年 4月 トヨタ自動車株式会社入社
2000年 6月 同社取締役
2002年 6月 同社常務取締役
2003年 6月 同社専務取締役
2005年 6月 同社取締役副社長

2005年 6月  光洋精工株式会社（現 株式会社ジェイテクト） 
社外監査役

2006年 6月 トヨタ紡織株式会社 社外監査役
2009年 6月 トヨタ自動車株式会社 取締役社長（現任）
2018年 5月 一般社団法人日本自動車工業会 会長（現任）
2019年 6月 当社取締役（現任）

取締役
松井 靖
1964年 7月3日生
1987年 4月 当社入社
2014年 6月 当社常務役員
2019年 4月 当社経営役員
2021年 6月 当社取締役・経営役員（現任）

代表取締役
篠原 幸弘
1960年 3月9日生
1982年 4月 当社入社
2011年 6月 当社常務役員
2018年 4月 当社専務役員
2019年 4月 当社経営役員
2021年 6月  当社代表取締役・経営役員 

（現任）

取締役
伊藤 健一郎
1962年10月1日生
1985年 4月 当社入社
2012年 6月 当社常務役員
2019年 4月 当社経営役員
2021年 6月  当社取締役・経営役員（現任）

社外取締役
George Olcott （ジョージ オルコット）
1955年 5月7日生
1986年 7月 S.G.Warburg & Co., Ltd. 入社
1991年11月 同社ディレクター
1993年 9月  S.G.Warburg Securities London  

エクイティーキャピタルマーケットグループ 
エグゼクティブディレクター

1997年 4月 SBC Warburg 東京支店長
1998年 4月  長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント 

副社長
1999年 2月  UBSアセットマネジメント（日本）社長  

日本UBSブリンソングループ社長
2000年 6月  UBS Warburg 東京マネージングディレクター 

エクイティキャピタルマーケットグループ担当
2001年 9月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院
2005年 3月 同大学院FME ティーチング・フェロー

2008年 3月 同大学院 シニア・フェロー
2008年 6月 日本板硝子株式会社 社外取締役
2010年 4月  NKSJホールディングス株式会社 社外取締役
2010年 9月  東京大学先端科学技術研究センター 特任教授
2014年 4月  慶應義塾大学商学部・商学研究科 

特別招聘教授（現任）
2014年 6月 当社取締役（現任）
2015年 6月  第一生命保険株式会社 社外取締役
2016年 6月 BlueOptima Limited 社外取締役（現任）
2016年10月  第一生命ホールディングス株式会社　 

社外取締役（現任）
2020年 3月   キリンホールディングス株式会社 

社外取締役（現任）

社外取締役
櫛田 誠希
1958年 6月8日生
1981年 4月 日本銀行入行
2004年 5月 同行高知支店長
2009年 3月 同行総務人事局長
2010年 6月 同行企画局長
2011年 5月 同行名古屋支店長
2013年 3月 同行理事、名古屋支店長嘱託、 
 大阪支店長嘱託

2017年 4月  アメリカンファミリー生命保険会社 
（現 アフラック生命保険株式会社） 
シニアアドバイザー

2019年 6月 日本証券金融株式会社取締役 
 兼代表執行役社長（現任）
 当社取締役（現任）

社外取締役
三屋 裕子
1958年 7月29日生
1981年 4月 株式会社日立製作所入社
2007年 7月 株式会社サイファ 代表取締役
2014年 3月 株式会社アシックス 社外監査役
2015年 3月 藤田観光株式会社 社外取締役
2015年 4月 株式会社パロマ 社外取締役
2016年 6月  公益財団法人日本バスケットボール協会  

代表理事（現任）

2018年 3月 株式会社SORA 代表取締役（現任）
2018年 6月 株式会社福井銀行 社外取締役（現任）
2019年 6月  JXTGホールディングス 

（現 ENEOSホールディングス株式会社） 
社外取締役監査等委員（現任）

 当社取締役（現任）

独⽴役員

独⽴役員

独⽴役員

取締役および監査役
（2021年6月22日現在）

コーポレートガバナンス
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監査役 常勤監査役
桑村 信吾
1959年 8月16日生
1982年 4月 当社入社
2009年 6月 当社常務役員
2017年 4月 当社専務役員
2019年 4月 当社経営役員
2021年 6月 当社常勤監査役（現任）

社外監査役
後藤 靖子
1958年 2月19日生
1980年 4月 運輸省入省
2004年 6月 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝 
 事務所 所長
2005年10月 山形県 副知事
2008年 7月 国土交通省 北陸信越運輸局長

2013年 7月 同省国土交通政策研究所所長
2015年 6月 九州旅客鉄道株式会社 常務取締役  
 鉄道事業本部副本部長、旅行事業本部長
2017年 6月 同社常務取締役 財務部担当
2018年 6月 同社取締役監査等委員
2019年 3月 株式会社資生堂 社外監査役（現任）
2019年 6月 当社監査役（現任）

社外監査役
喜多村 晴雄
1958年 8月21日生
1983年 9月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所 
 （現 有限責任あずさ監査法人）入所
1987年 3月 公認会計士登録
2002年 8月 喜多村公認会計士事務所 所長（現任）
2004年 6月 ローム株式会社 社外監査役
2005年12月 住商グレンジャー株式会社 
 （現 株式会社MonotaRO） 社外取締役（現任）

2006年 6月 MIDリート投資法人 
 （現 日本都市ファンド投資法人）監督役員（現任）
2009年 6月 ヤマハ株式会社 社外監査役
2010年 6月 同社社外取締役
2015年 6月 アスモ株式会社（現 株式会社デンソー） 
 社外監査役
2015年10月  株式会社リーガル不動産（現 株式会社

LeTech） 社外監査役（現任）
2016年 6月 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役（現任）
2019年 6月 当社監査役（現任）

常勤監査役
丹羽 基実
1962年11月3日生
1985年 4月  当社入社
2007年 4月  当社機能品企画部長 

（現 メカトロコンポ事業部 
メカトロコンポ企画室）

2013年 1月  当社人事部長
2014年 8月  デンソー・ 

マニュファクチュアリング・ 
テネシー株式会社 副社長

2018年 6月  当社常勤監査役（現任）

取締役、監査役の経営に活かす知見と能力

有馬 浩二 優れた経営手腕とリーダーシップ

篠原 幸弘 豊富な事業運営経験および全社プロジェクトの推進経験から得られた知見

伊藤 健一郎 コーポレート部門や地域マネジメントなどの経験から得られた知見

松井 靖 機能部門・事業部門での幅広い経験から得られた知見

豊田 章男 自動車業界を代表するリーダーとしての豊富な経験と幅広い知見

George Olcott 学識経験および企業経営に関する豊富な経験と高い見識

櫛田 誠希 日本経済の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験、およびグローバル金融経済の幅広い知見

三屋 裕子 法人経営経験および各スポーツ協会の役員・委員経験など、多分野における豊富な経験

桑村 信吾 海外現地法人・国内子会社の経営経験に加え、製造部門における幅広い見識

丹羽 基実 海外現地法人の経営経験に加え、機能部門・事業部門双方の幅広い知見

後藤 靖子 行政、法人経営における幅広い経験に加え、監査における財務・会計および法令順守の見識

喜多村 晴雄 公認会計士としての会計に関する高い知見に加え、豊富な法人経営の経験

独⽴役員

独⽴役員
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リスクマネジメント 

基本的な考え方  
デンソーは、多様化するリスクを最小化すべく、リスク管理の充実・
強化に取り組んでいます。具体的には、経営被害をもたらす恐れの
ある事柄を「リスク（まだ現実化していない状況）」と「クライシス（現
実化した緊急事態）」に区分し、事前にリスクの芽を摘む未然防止、
クライシスが発生した場合に被害を最小化する迅速かつ的確な初
動・復旧対応に注力しています。
　昨今、デンソーでは、今までに経験したことのない様々なリスクに
直面しています。特に2019年以降の品質問題において、お客様の

信頼と、デンソーの経営基盤を揺るがしかねない事態に直面しまし
た。他にも、新型コロナウイルス感染症や生産部材の需給逼迫、 
サイバーテロなど、外部環境に起因するリスクの影響も甚大です。
　これらの状況から、リスクマネジメントが経営の最重要課題の 
一つであることを再認識し、リスク対応力を強靭なものとするため、
リスクマネジメントの抜本的な改革を推進していきます。

コーポレートガバナンス

リスクの把握と対応の明確化  
デンソーでは自社にとってのリスクを常に把握し、被害の最小化と事
業継続の両面からリスク管理を行っています。
　生命・信用・財産・事業活動に関し、発生頻度と影響度、取り巻く
環境などから主要なリスク項目を抽出。それぞれに責任部署や各リ
スクの影響度、発生の要因、事前予防策、初動・復旧対応などを明
確にし、未然防止、初動・復旧対策の強化に取り組んでいます。
2021年からは、特にリソースを投入し対策を推進するリスクを「重
点リスク」に選定。危機管理のさらなる強化に向けた計画・目標の
設定とリスクマネジメント会議への実績報告を行うとともに、会社目
標に組み込み、取締役会においても活動の進捗状況を確認してい
ます。
　また、2021年度における主要なリスク項目は42項目、重点リスク
は11項目です。主要なリスク項目および重点リスク項目は、社会で問
題になっているテーマやデンソーでのリスク発生の頻度・影響度な
どを考慮し、適宜見直しを実施しています。
　なお、リスクマネジメントを着実に推進するため、2020年には 
グループを横断的に統括する独立した組織「リスクマネジメント 

推進室」を設置。2021年には、国家間の経済覇権争いなどが原因で
発生する企業間取引の制限など、経済安全保障上のリスクの高まりを
受け、社内の備えを強化すべく「経済安全保障室」を新設しました。

推進体制  
デンソーでは、グループ全体のリスクマネジメント統括責任者

「チーフ・リスク・オフィサー（CRO）」を議長とする「リスクマネジメン
ト会議」を設置。グループ全体のリスク管理体制・仕組みの改善状
況の確認、社内外の環境・動向を踏まえた重点活動の審議・方向付
けなど、グループ全体として、平時における経営被害の未然防止と
有事における最小化に向けた対応力強化を推進しています。

　また、クライシス発生時（有事）に迅速かつ的確に対応できるよう
「クライシス・コミュニケーション・マニュアル」を制定。事態の大き
さや緊急度によって専門の「対策組織」を編成し、被害の最小化に
向けて機動的に対応できるようにしています。

取締役会
リスクマネジメント会議

議長：CRO
リスク責任部署

リスクマネジメント体制（平時）

事業部・各部

国内グループ会社

海外グループ会社地域統括会社統括組織：リスクマネジメント推進室

影
響
度

小

大

発生の可能性

リスクマップ

主要なリスク項目（42項目）
リスク責任部署管理

小 大

重点リスク項目（11項目）
品質問題、火災・爆発事故、 

労働災害、環境汚染、 
情報セキュリティ事故、自然災害、 
遭遇事変（疫病、戦争・テロ）など

経営管理
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重点リスクへの対応事例

リスクの未然防止と有事の初動対応、および事業継続計画「BCP*」の策定

企業を取り巻くリスクは近年増大しています。例えば、地球温暖化の
進行とともに、気候変動による自然災害の頻発・深刻化が懸念されて
います。また足元では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や地政
学リスクの高まりなど、今までに経験したことのない新たなリスクが
次々と押し寄せています。
　このような中、万一、有事が発生した場合には、人命第一の考えの
もと、迅速に事業復旧を図り、経営被害を最小化することが重要です。
デンソーでは、事業継続マネジメントの観点から、BCPの策定に着手
し、有事行動マニュアルの策定や減災対応などに取り組んでいます。 
　特に自然災害や地政学リスク、遭遇事変など、多くのリスク要因で
サプライチェーン上の部材供給問題が生じるため、この問題への対処
方法を明確にすることはBCP上においても非常に重要です。

　サプライヤー様からの部材供給が遅延もしくは停止し、デンソーの
生産およびお客様への納入が遅延・停止するリスクに対しては、まず
は初動対応強化を通じてリスク耐性強化を図っていきます。半導体や
樹脂などは、一定の基準で安全在庫を確保していますが、昨今の需給
の逼迫を受け、サプライヤーの皆様やお客様と築き上げた信頼関係を
基盤に、今後の適切な安全在庫の持ち方を検討し、安定供給につな
げます。また、特定地域からの供給に限定されるような特殊仕様設計
ではなく、グローバルどこからでも供給できるような標準仕様設計を
検討し、安定供給の構えを構築していきます。
* BCP： Business Continuity Plan。地震などの大規模災害により事業が中断した場合

に、早期に事業復旧を図り、経営被害を最小化するための計画。

感染症対策

感染症が発生または流行した場合、対策本部の迅速・正確な意思決
定を実現すべく、基本方針や被害想定に基づく対応、各部の役割など
を明確にした行動計画を策定します。万一の際は、従業員と家族の安
全確保を最優先に、感染防止対策を推進しつつ、事業継続に向けた
最大限の対応を実施します。
　新型コロナウイルス感染症に対しては、デンソーは感染拡大初期に、
CROを中心に、対策本部を速やかに設置しました。従業員と家族の

安全確保を最優先に、感染予防と事業に対する影響の最小化に向け
た施策を検討・指示するとともに、各国要請と現地事情をタイムリー
に収集すべく、各地域統括会社と対策会議を実施しています。また、基
本的な感染症対策の徹底とともに、時差通勤やテレワークを活用した
在宅勤務推奨などの対策を実施しています。今後もグローバルで連携
し、危機を乗り越えるべく対応していきます。

品質問題リスクへの対応の強化 〜「品質の再出発3本柱」の徹底による盤⽯な品質基盤の構築〜

デンソーは、品質第一を原点に取り組んできましたが、2019年以降、
過去最大規模の品質問題が発生しました。この状況を全従業員が 
真摯に受け止め、強い覚悟を持って「品質のデンソー」の再出発を 
誓いました。この決意を胸に、技術・仕組み・マネジメント・風土など
様々な角度で課題を明確化し、「品質の再出発3本柱（知識・意識・ 
風土）」　　　  を掲げ、全社一丸で取り組んでいます。
取り組みの一例
•  全社横断的に流動・開発品の総点検を行い、潜在リスクを徹底的

に掘り起こし、技術課題の潰し込みを行っています。また、CASE 

などの将来技術領域に対し、品質基盤技術を盤石にする取り組み
も進めています。

•  ソフトウェアの品質向上のため、開発の上流から下流まで一貫した
ツール導入による自動化、省人化を推進しています。

•  工程ごとの品質保証度の一層の改善のために「製造のあたりまえ」
の再確認や、作業要領書のさらなる充実と順守を徹底し、体系的
に改善を図る工程信頼度向上活動を継続するとともに、万一不良
品が流出した場合、お客様へのご迷惑を最小化するロットトレース
のシステム整備も進めています。

“つながる社会”に備えた情報セキュリティ体制の強化

自動運転やIoTなどの進展に伴い、クルマや生産施設などへのサイ
バーリスク対策が大きな課題になってきました。また、コロナ禍を背景
としたリモート業務やオンライン会議の増加により、情報セキュリティ
リスクの脅威がさらに高まっています。クルマを安心・安全にご利用
いただくため、高度運転支援や自動運転などの車載製品をサイバー
攻撃から守る技術を開発し、確実に搭載すべく独自の仕組み構築を進
めています。また、社内外ネットワークや生産ラインなどへのセキュリ
ティ対策強化、従業員の情報セキュリティのリテラシー向上に向けた

教育強化などを実施しています。
　一方、“つながる社会”の進展に伴い様々な情報資産が社内に集ま
り、多くの部門で利活用することが想定されます。情報資産の利活用
方法により情報提供者の権利や利益などが損なわれることがないよ
うに、契約条件・法令順守をはじめ、あらゆる角度からリスクを想定
し、ルールの策定や管理・運用体制の構築などを進めています。

 P.35
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コンプライアンス 

基本的な考え方
デンソーは、社会から信頼・共感されるための基盤は、各国・地域
の法令順守はもちろん、従業員一人ひとりが高い倫理観を持って公
正・誠実に行動することと考えています。
　この認識のもと、2006年に従業員一人ひとりの行動規範を明示
した「デンソーグループ社員行動指針」を制定し、研修や職場懇談会
などにおいて、従業員のコンプライアンス意識啓発に活用しています

（国内グループを含む）。また海外グループでも、地域統括会社が各
国・地域の法令・慣習を反映した「地域版 社員行動指針」を作成し、
コンプライアンスの徹底に努めています。

推進体制
デンソーは、1997年に担当取締役を委員長とする「企業倫理委員会」

（現在は「リスクマネジメント会議」）を設置しました。併せてグロー
バルベースで、各地域統括会社に、「コンプライアンス委員会」など
の会議体、「コンプライアンスリーダー」などの推進責任者を設ける
などして、コンプライアンスを推進するグローバル体制を構築すると
ともに、各地域の特性を考慮した組織体制の整備、通報制度の 
導入・運営、啓発活動を推進しています。

具体的な取り組み
教育・啓発
デンソーは、従業員一人ひとりの意識向上を目的に、従業員に対す
る各種教育・啓発活動を継続的に実施しています。
　日本においては、階層別教育や各種コンプライアンスe-ラーニン
グ教育、「企業倫理月間（毎年10月）」を設けるなど、コンプライアン
スに関する従業員教育、啓発活動を実施し、日本以外の各地域にお
いても、地域統括会社が中心となり従業員への教育・啓発活動を実
施しています。

活動の点検・改善
デンソーは、コンプライアンス活動が十分浸透しているか、また、コン
プライアンス上の問題が潜んでいないかを点検する活動を行い、問
題があれば、必要に応じてトップマネジメントなどに報告し、再発防
止策を実施するなどの改善策を行っています。
　例えば、（株）デンソーでは、毎年、施策の浸透度や潜在リスクの把
握を目的に「サステナビリティサーベイ」を実施しています。

コーポレートガバナンス

「税務ガバナンス」については、当社ホームページをご覧ください。
https://www.denso.com/jp/ja/about-us/sustainability/
governance/tax-policy

詳細情報は当社ホームページ「サステナビリティ」をご覧ください。 
コンプライアンス： 
https://www.denso.com/jp/ja/about-us/sustainability/
governance/compliance/

独占禁止法への対応
2010年2月の米国司法省による米国子会社（デンソー・インターナ
ショナル・アメリカ）への立入調査以降、代表取締役を委員長とする

「独禁法コンプライアンス委員会」を設置し、本委員会の指揮・監督
のもと、独禁法順守ルールのさらなる厳格化や順法教育の強化、よ
り精緻な順法監査を実施するなど、デンソーグループ全体で独禁法
順守の再徹底を図っています。

贈収賄防止関連法への対応
デンソーでは、贈収賄防止の基本方針として、「贈収賄防止グローバ
ルポリシー」を制定するとともに、担当取締役を委員長とする「贈収
賄防止コンプライアンス委員会」を設置しています。本委員会の指
揮・監督のもと、贈収賄防止ルールを整備し、従業員への啓発・教
育施策を推進しています。また、サプライヤー様に対しても、「サステ
ナビリティガイドライン」により、サプライヤー様から第三者への贈
賄防止を推進するなど、サプライチェーンにおいても贈収賄防止を
徹底しています。

税務コンプライアンスへの対応
デンソーでは、適正な納税を通じて企業の社会的責任を果たすとい
う考え方のもと、「デンソーグループ グローバル税務方針」を制定
し、従業員への教育施策の推進、国際取引ルールの順守など、税務
コンプライアンス向上にデンソーグループ全体で積極的に取り組ん
でいます。
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