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2018年中期計画 2018年中期計画の成果・残された課題
（●成果　▲課題） 評価 2021年中期計画(めさす姿・目標) 2019年度の重点実施事項 2019年度の目標

コーポレートガバナンス

■グループ会社を含めた内部統制
    システムの運用

・経営の効率性・透明性を向上させ、企業価値を最⼤化
で
    きる最適なガバナンス体制の構築・運用

●社外取締役・社外監査役のメンバーを⼤幅に変更し、取締役会の運営の
⾒直し案を作成完了

〇

※検討中 取締役会の議題選定、資料作成、社外役員への情
報提供、実効性評価方法について、レベルアップを図
る。
⼯場視察や事業説明等を通じて、社外役員の理解の
深化を図る。

運営全般に関する⾒直し完了
ベンチマークによる他社調査完了

コンプライアンス

■社員一人ひとりのコンプライアン
    ス意識の徹底

・グローバルコンプライアンス体制の確⽴
・世界各地域での独占禁⽌法順守体制の更なる強化

▲グローバル内部通報制度の検討
●各事業部のビジネスに応じた独禁法順守体制の確⽴

〇

・グループ経営リスク最小化のためのコンプライアンス体制の実
効化
・重点法務リスク分野でのコンプライアンス活動の最適化

・グループ会社に応じたコンプライアンス体制の強化
・企業倫理ホットライン制度の⾒直し
・各事業部のビジネスに応じた独禁法順守体制での確
実な施策運用と定着化

・グループ会社に対するコンプライアンス管
理体制の仕組み構築
・新しい企業倫理ホットライン制度の⽴
案
・独禁法教育・監査などの改善施策実

■危機発⽣時の対応⼒強化 ・グループ会社を含めた初動・事後対応のレベルアップ
・職場リーダーのリスク管理とルールの理解度向上に繋が
    る啓発・浸透（㈱デンソー）

●個別ﾘｽｸ事案の初動・事後対策の反省すべき点を発⽣部署・主管部署に
フォロー
●新任の部門責任者への研修を通じて、リスク管理とルールを体系的に理
解、
    実践⼒を養成

〇

初動・事後対応のレベルアップ リスク主管部署と連携したG会社の初動・事後対策のレベルアップ全リスク項目の未然防⽌・事後対策の⾒直し完

■グループ会社のリスク管理レベル
    向上

・継続的なPDCA活動の推進（国内外G会社へ の啓蒙・
監査活動）

●リスク主管部署と連携し、リスク項目の重要度、管理状況を定量評価。DN
グループとしての現状の課題と今後の改善活動の方向を整理。 〇

グローバルリスク管理の再構築 地域統括拠点と連携したリスク管理体制 連携体制の⾒直し

情報セキュリティ

■情報セキュリティ強化と社員一人
    ひとりの意識改⾰

・変化に対応したリスク項目⾒直しと未然防⽌活動の
    PDCA推進

●本社全製作所にオフィス⼊室管理を導⼊し、⼯場ネットワーク対策を実施
▲グループ会社に対し同様の対策を展開

●⾞載製品開発とアセスメントを初期流動節目に沿って実施
▲開発プロセスの事業部への定着化・⾃⽴化

●コネクティッドサービスの層別とセキュリティ担保方針の設定
▲実サービスに対する仕組みの適用とセキュリティルール・プロセスの策定

〇

①従来の個人情報・企業情報に関する情報セキュリティ
・強固なグループガバナンスを確⽴し、グループ全体にコーポ〜
⼯場を俯瞰した防御を構築
②事業に直結する情報セキュリティ対応
・⾞載製品のセキュリティにおけるライフサイクル管理の定着と
事業部の⾃⽴化
・「つながる」社会系ビジネスの武器となる情報セキュリティへの
進化と対応

・従業員一人一人の意識向上と、グループ会社におけ
るセキュリティ対策の推進
・⾞載製品開発プロセス定着化・⾃⽴化促進とオリパ
ラを活用した事後対応促進
・コネクテッドサービスを支えるアウトカー基盤に対する仕
組みの適用とセキュリティルール・プロセスの策定。

・グループ会社にオフィス⼊室管理導⼊、
⼯場ネットワーク対策完了
・事業部へのセキュリティ開発プロセス定
着
・アウトカー基盤に対する仕組みの明確
化と先⾏サービスでの適用開始。また、セ
キュリティルール・プロセスの策定完了。

社会性報告

2018年中期計画
2018年中期計画の成果・残された課題

（●成果　▲課題） 評価 2021年中期計画(めさす姿・目標) 2019年度の重点実施事項 2019年度の目標

■グループ全体での品質に対する
    教育・訓練・啓発活動の推進

・市場を先取りした構え構築（技術の進化への対応など）
・現場⼒の向上、品質人材育成

●ストレス-ストレングスモデルの開発上流への浸透（3D造形+CAEにより複
雑系に対する⾼難度S-S技術の構築目途⽴て完了）
▲⼯程信頼度向上活動による製造品質向上（国内外全51拠点、仕⼊先
7社に対し現場説明・合同点検を実施）
●ｱｳﾄｶｰ/社会ｿﾘｭｰｼｮﾝ領域で開発ｽﾋﾟｰﾄﾞと品質を両⽴するための仕組み
作り（2QA前ﾓﾆﾀ出荷で、守るべき品質項目を決め、橋梁点検等へ適用開
始）
●AI・ビッグデータを活用できる人材の育成（指導人材︓7名育成　他）

△

・ストレス-ストレングス 設計余裕度確保（全社浸透・定着
）
・⼯程信頼度向上活動による製造品質向上（納⼊不良率
17年⽐ ▲50%）
・アウトカー/社会ソリューション領域で開発スピードと品質を両
⽴するための仕組み作り（重品ｾﾞﾛ）
・AI・ビッグデータを活用できる人材の育成（社内ﾆｰｽﾞと合
致した人材育成の体系化）

・事業部に⼊り込んだS-S浸透
・⼯程信頼度向上活動の浸透
・新たな事業領域における新たな品質保証ﾙｰﾙ策定
・AI・ビッグデータを活用できる人材の育成

・新製品での適用 100％
・納⼊不良　目標達成
・品質保証ﾙｰﾙの策定と運用
・指導人材　45名育成　他

■アフターサービス体制の充実

・アフターサービス拠点数拡⼤
 （ダイアグステーション︓100拠点、
   「ピット&ゴー」︓新興国を中⼼に順次展開）
・エンドユーザー向け相談窓口の充実
  （⼊電期待値の把握100％）
・製品不具合発⽣時の迅速な対応
（ホームページ掲載およびフリーダイヤルでの受付による

＜アフターサービス拠点数拡⼤＞
●地域ニーズに沿い拠点の拡⼤を推進(ダイアグステーション︓92拠点)
▲先進⾞両(ADAS/AD等)の普及に備えた新たなN/W作り
●PIT&GO方針修正、ステコミで合意

＜エンドユーザー向け相談窓口の充実＞
●商品期待値⼊電案件を関係部署へ100％提案実施

〇

＜アフターサービス拠点数拡⼤＞
・ダイアグステーションを核とした先進⾞両整備N/Wの基盤作
り
・PIT&GO網再構築
・店舗管理データ活用、店舗改善活動の定着

＜エンドユーザー向け相談窓口の充実＞

＜アフターサービス拠点数拡⼤＞
・ダイアグステーションの拡⼤に加え、新たな先進⾞両
整備N/Wの方針策定
・直営店運営の最適化を含む、PIT&GO体制再構
築/推進
・店舗管理データ活用⼿法の確⽴と店舗改善事例創
出
＜エンドユーザー向け相談窓口の充実＞
・相談窓口⼊電案件による改善活動の仕組み作り

＜アフターサービス拠点数拡⼤＞
・ダイアグステーションの拡充と先進⾞両
整備N/Wの方針合意
・PIT&GO国別拡充 方針&計画の⾒
直し(19/6)
・店舗管理データを活用した店舗改善事
例創出(各店1件)

＜エンドユーザー向け相談窓口の充実
■人権尊重の徹底

・グループ全体における「人権」啓発の充実

●グループ会社への人権啓発研修資料の展開
●社外人権研修会への参加呼びかけ
▲グループ会社の人権研修講師の育成と必須研修への組み込み

△ ・グループ会社における⾃発的人権研修の実施と定着
  国内連結子会社15社

・グループ会社に対する人権研修の実施有無調査
・人権研修資料の充実
・全国拠点のあるグループ会社への人権研修の実施と
講師育成
  および人権研修の必須化要請

・国内連結子会社への調査完
・グループ会社向け用研修資料の作成
完
・グループ会社講師育成・研修必須化
要請完 5社（ソリューションズ・ウェーヴ■人材育成の推進

・⼤切にしてきた価値観の再徹底・実践
・地域・拠点の運営/オペレーションを安定的 に支える
    人材の育成

＜価値観の再徹底・実践＞
●各拠点の「デンソースピリットを象徴する活動事例」をグローバルイベントにて
共有
●”共感”をキーワードに作成した会社メッセージ
   （社⻑メッセージ動画・ビジョン動画）の全地域への展開完了
＜地域・拠点の運営〜＞
●グローバルに幹部人材を管理すべく「グローバル共通人事制度」を導⼊
▲次世代幹部候補者の計画的な育成

○ 別途検討（次年度検討）

＜価値観の再徹底・実践＞
創⽴70周年を機会にスピリットを再浸透（国内）
＜地域・拠点の運営〜＞
各地域・拠点の幹部育成について、現状を把握

＜価値観の再徹底・実践＞
各種関連施策の確実な遂⾏
＜地域・拠点の運営〜＞
現状を踏まえたグローバル共通施策検討
開始

■多様な人材の活躍推進

・「⼥性」「⾼年者」「障がい者」の活躍推進
     ＜⼥性＞
     ・⼥性社員の継続的な採用強化とキャリア形成支援
に
         基づく管理職登用の促進
    ＜⾼年者＞
     ・65歳まで活躍できる体⼒維持意識、多様な働き
方・
         ⽣き方検討の定着

＜⼥性＞
▲⼥性総合職の採用強化（18年4⽉⼊社　事務41％　技術14％）
●一人ひとりの育成計画作成、交流会を通した⼥性通しのネットワーク形成
●⼥性管理職登用の強化
 ＜⾼年者＞
 ●技能系へのキャリア研修導⼊
●内閣府プロ等、多様な活躍先拡⼤
▲一律的な再雇用制度からの脱却
<障がい者>
●障がい者雇用率の達成（法定2.2％に対し、2.22%）
●精神発達障がい者の採用（2名）

〇

＜⼥性＞
     ・⼥性社員の継続的な採用強化とキャリア形成支援に
         基づく管理職登用の促進
 ＜⾼年者＞
・年齢問わず役割・活躍に報いるベテラン向け人事制度の導
⼊
・社内外活躍先拡⼤・ローテ活性化
<障がい者>
・障がい者雇用率（2.3％）の達成
・障がい者との共働を当たり前とする風土醸成

＜⼥性＞
・⼥性社員のさらなる採用強化と継続的なキャリア形
成支援
＜⾼年者＞
・事技系再雇用制度⾒直し企画完。
・新異動制度運用開始
<障がい者>
・中⻑期障がい者雇用計画（構想）の策定
・事技系部門障がい者採用の強化
・障がい者支援体制構築（精神・発達）

＜⼥性＞
・⼥性総合職の採用強化（事務4０％
技術15％）
・一人ひとりの育成計画作成、交流会を
通した⼥性通しのネットワーク形成
・⼥性管理職登用の強化(2020年まで
に⼥性管理職100名を登用）
＜⾼年者＞
・20/4からの新制度導⼊。
・新異動制度の浸透。
<障がい者>■職場安全

・重⼤災害・爆発火災を絶対に出させない体制の実現
・機械作動部・重量物等の“1種災害抑⽌”のレベルアップ・
    浸透

●爆発火災・重⼤災害リスクの⾼い設備の維持管理状況を診断し、問題な
いことを確認(不具合は是正済)
▲「3S及びファーストタッチはデレッキ使用（３Ｓ＋Ｄ）」定着による
      “SW切らず・直接⼿出し”災害の撲滅
▲特定会社の体質強化に向けた取組みの加速・やり抜き

〇

・重⼤災害ゼロ ［デンソーグループ］
・１種災害を2020年度に半減:3件*を目指し、19年度:4
件以下(DNJP)

・重⼤災害・爆発火災防⽌対策の強化[DNJP]
(専門家チームによる出火リスク総⾒直し、重災・爆発
火災防⽌診断)
・“3S+D”及び”⽌める・呼ぶ・待つ”の確実な実践
・“安全の伝承”の伝え方変⾰

             DNJP    国内G    海外G
安全点      50        52        84
休業度数率  0.04   0.06     0.1
1種災害(件) 4       6          10

■社員の健康づくりの推進

・健康増進に向けた社員の意識向上と職場での健康管理
の
    推進（「健康経営」の促進）

　１．グループ健康経営の強化

　２．健康づくりを後押しする施策の充実

＜グループ会社の健康経営推進とサポート拡充＞
●グループ健康経営基本方針を海外拠点を含め協議して策定
●国内グループ会社の健康経営推進支援
　→16社(17年8社) 「健康経営優良法人」認定
▲国内外グループ各社の実態に合せた健康経営活動支援

＜健康⾏動の促進＞
●⽣活習慣スコア*の傾向・推移の⾒える化
　　個人通知書等にて⾒える化し⾏動改善促進。全社平均値向上(17年
⽐1％向上)
▲⽣活習慣スコア*全社平均値向上（最終目標︓22年までに17年⽐
10%以上）
　＊⽣活習慣スコア︓個人の⽣活習慣実践状況と健診データを点数化した
独⾃指標

＜職場活動の促進＞
●健康意識⾼揚、職場活動促進策の強化
　・「健康増進⽉間⾏事」(１⽉)、健保「健活ポイント」と連携した職場活動
支援制度導⼊、
　・健康コンテンツ（動画・時事トピックス・社内健康データ集計）展開
　・職場活動表彰(2職場)、好事例展開

〇

【目指す姿】
いつまでもイキイキと元気に働ける会社
【目標・KPI】
1.グループ健康経営方針と活動計画の策定
・グループ健康経営基本方針策定、国内外G会社への展開
完了
・各国・各社ごとの活動計画⽴案、活動支援のしくみづくり完
了
・健保組合との効果的・効率的な推進体制（コラボ体制）
の構築

2.データの徹底活用による最適な健康施策推進
・健康不調による損失の実態把握・低減策の推進、評価完
了
・喫煙対策⻑期方針の⽴案、展開完了
・新たながん検査等の任意検査検討、導⼊完了
・リスク別のメタボ施策の導⼊完了

３.健康づくりを後押しする仕掛けの充実
・⽣活習慣スコア全社平均値向上（17年⽐8％増以上）
・職場活動実施率100%

・海外グループ会社への基本方針展開と活動支援
・国内グループ会社の実態に合わせた活動推進
・プレゼンティーズム改善に向けた施策の企画
・個人と職場の健康活動支援
・受動喫煙対策の推進
・法定外健診の充実
・⽣活習慣病予防策の強化
・健康支援ツールのユーザビリティ向上

・海外地域における健康経営推進計画
の⽴案
・国内グループ会社「健康経営優良法
人」認定増（前年⽐50％増以上）
・プレゼンティーズム改善への新規施策導
⼊
・⽣活習慣スコア全社平均値向上（17
年⽐4％増以上）

株主・投資家族への責任 ■企業価値の向上と情報開示の充実

・IR活動の質向上
・ステークホルダーのニーズに合わせた情報開示の充実化

○

取引先様への責任 ■サプライチェーンでのCSR活動の
    実践

・サプライチェーンマネジメントの強化・拡⼤
・⾃主点検結果に基づく仕⼊先様とのダイアログ実施、 国
内外グループ会社へのCSR仕⼊先様⾃主点検実施拡⼤
など

●仕⼊先サステナビリティ⾃主点検及び、紛争鉱物調査を実施。
●⾃主点検を国内外グループ会社へも拡⼤。
●関係性の深い飛翔会サプライヤと計画的継続的にダイアログを実施。 ○

・現状の活動を継続。 ・現状の活動を継続。 ・現状の活動を継続。

地域・国際社会への責任 ■デンソーらしい独⾃性のある
    活動の推進

・デンソーが所在する国・地域のコミュニティにおける
   「交通安全活動」および「グリーン&クリーン活動(環境
    活動）」の展開

1. 社員による地域社会向け交通安全活動の推進
　●海外︓60社、国内:13社で地域社会向け交通安全活動(教育)を実
施
　▲対象G会社の拡⼤と活動の加速・定着
2. グリーン&クリーン活動（地域社会向け環境活動）
　●国内外137社にて「グーリン&クリーン活動」を取り組み実施

○

1. 社員による地域社会・社員向け交通安全活動のグローバ
ル推進
　・全グループ会社(国内 52社、海外 77社)で活動推進
2. グリーン&クリーン活動
　・国内外160社にて取り組み実施

1. 交通安全活動のグローバル推進
　　・グローバル交通安全活動の拡⼤
　　・デンソーグループ交通安全方針の策定
　　・交通事故グローバルKPIの⾒直し・策定
2. グリーン&クリーン活動の推進継続

1. 交通安全活動のグローバル推進
　・海外G︓65社、国内G︓全社で活
動推進
　・デンソーグループ交通安全方針、交
通事故
　　グローバルKPIの策定・展開完了
2. 国内外145社にて取り組み実施

2018年中期計画
2018年中期計画の成果・残された課題

（●成果　▲課題） 評価 2021年中期計画(めさす姿・目標) 2019年度の重点実施事項 2019年度の目標

サステナビリティ
コミュニケーション

■ステークホルダーへの情報開示と
    双方向コミュニケーションの充実

・ステークホルダーからの理解/共感を促進する情報開示と
    対話の推進
・実績報告から中⻑期視点の情報拡⼤
・アニュアル（財務）とサステナビリティ（非財務）レポート
　を統合､全体像･関連性を明確化
・レポート/CSRニュースなどを通じ社員に対し
　社会への意識･関⼼喚起

●中⻑期戦略やESG情報を盛り込んだ統合報告書の発⾏
●SDGsを活用した社内外情報発信。(ニュースリリース、社内報、ポスターな
ど）
●ESGに関する対話機会増(投資家中⼼）
▲サステナビリティのさらなる浸透活動の推進
▲開示情報（範囲・質）の⾒直し
▲サイト更新のスピードアップ

○

＜社内＞
・社員全員が⾃分の仕事をサステナビリティとのつながりを語れ
るようになっている。
＜社外＞
　※検討中

・社員へのサステナビリティ浸透に向けた施策のさらなる
推進
（当面、社内浸透に重点）
・社会からの期待・要請を踏まえたサステナビリティ情報
発信(継続）

・サステナビリティ浸透度の把握

サスティナビリティテーマ

社員への責任

2018年度の実績・課題および今後の活動

サスティナビリティテーマ

リスク管理

サスティナビリティテーマ

お客様への責任

グローバル

㈱デンソー

【評価】◎すべての目標達成 ○目標を概ね達成 △成果より課題が残る ×進捗なし

グローバル

グローバル

グローバル

グローバル

グローバル

㈱デンソー

グローバル

㈱デンソー

グローバル

グローバル

グローバル

グローバル

㈱デンソー㈱デンソー㈱デンソー

グローバル

グローバル

㈱デンソー


