2020年度の実績・課題および今後の活動
サステナビリティコミュニケーション

【評価】◎すべての目標達成

グローバル

○目標を概ね達成

△成果より課題が残る

×進捗なし

2020年度計画
サスティナビリティテーマ

サステナビリティ
コミュニケーション

コーポレートガバナンス

■ステークホルダーへの情報 ①⾧期方針達成に向けた戦略の具体化
開示と双方向コミュニケー 環境戦略・安全/安心戦略の具体化
ションの充実
②社員浸透
社員一人ひとりが自分の業務とサステナビリティの関連を理解
③社外発信
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)
IRと連携したESG関連情報の開示推進

情報セキュリティ

2021年度目標

①⾧期方針達成に向けた戦略の具体化と管理確立
カーボンニュートラル達成シナリオの作成
サステナKPI設定とフォロー体制の構築
②社員浸透
仕事での実践につながる理解の促進
○
特に製造部門への浸透強化
③社外発信
環境・安心戦略、サステナ経営の発信/共感獲得
関連部門との連携による情報開示の推進

2020年度計画
重点実施事項と目標

■グループ会社を含めた内 ①取締役会の役割・責務
部統制システムの運用
・競合に関する議論の追加
・中⾧期計画の共有
②社外役員へのサポート
コーポレートガバナンス
・視察会実施による現地現物理解のサポート
・情報提供の充実化

リスク管理

①戦略の具体化
●2035年のカーボンニュートラル、安心・安全戦略の活動の柱、数値目標を策定。
②社員浸透
●従来のコミュニケーションシートへの目標欄への記入に加え、従業員証にSDGsシールを貼付
する施策を実施。事技/製造ともに、サーベイにて浸透度上昇（+10%）
▲部門や地域の特色を踏まえた浸透策の実施
③社外発信
●TCFD情報開示要請への対応（統合報告書2020）
▲情報開示推進による、ESG評価機関等の開示ニーズへの対応

評価

グローバル

サスティナビリティテーマ

コンプライアンス

成果・残された課題
（●成果 ▲課題）

重点実施事項と目標

成果・残された課題
（●成果 ▲課題）
●取締役会にて大義、競合戦略、事業ポートフォリオの見直しなどの中⾧期の戦略
的議論の報告実施
▲中⾧期計画の報告は実施するも、取締役会での方針決議は未実施
▲視察会の計画立案するもコロナ禍により実施できず

評価

2021年度目標

①取締役会議論の充実
・中⾧期戦略の議論を深めるためにオフサイトミーティングを検討
②取締役会の役割・責務
・中⾧期方針の決議を実施
△
③社外役員へのサポート
・現地現物理解を助ける視察会の実施
・情報提供の充実化

■社員一人ひとりのコンプ 確実に不正を捕捉する企業倫理ホットライン制度への変革等による、コンプライアンス体制の実 ●国内外グループ会社の内部通報制度に関する実態調査および、公益通報者保護法改
ライアンス意識の徹底
効化推進
正を踏まえた国内グループ会社へのグループホットライン導入計画立案
●コンプライアンス業務をリスクマネジメント業務へ統合することによる推進体制強化

・時代に合わせた社員行動指針の改定検討
・デンソー及び国内グループ会社への公益通報者保護法改正に対応する企業倫理ホット
ライン制度の導入
〇
・グローバルな観点で確実に不正情報を捕捉できる内部通報体制への再構築・強化

■危機発生時の対応力
強化

・リスク責任部署と連携した初動・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

●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・責任部署と確認
●新任の部門責任者への研修を通じ、リスクマネジメントとルールを体系的に理解

当社グループに関わるリスクをグローバルに特定し、重点リスクを設定、対策を行い、リスク
〇 マネジメントをグローバルに推進、定着させる

■グループ会社のリスク管
理レベル向上

・国内外グループ会社との連携を強めたリスク管理体制強化

●リスク項目の重要度、管理状況を評価し、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
●新任役員への研修を通じ、リスクマネジメントとルールを体系的に理解

〇

■情報セキュリティ強化と
社員一人ひとりの意識改
革

①グループガバナンス強化と、コーポ・工場を俯瞰した防御構築
・情報資産などのITセキュリティ標準化推進
・工場インシデント発生時の被害極小化に向けたネットワーク分離
②車載製品ライフサイクル管理の定着と 事業部の自立化
・事業部での自立的なセキュリティプロセス定着開始
・会社の枠を超えた業界連携強化の開始
③繋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
・社内外の境界変化に合わせた ゼロトラストセキュリティ環境構築
・アウトカー領域のセキュリティと プライバシーの開発プロセス実践

●公開Webサイト対策 (防御壁等)を導入
●工場ネットワーク分離完了
●事業部でのセキュリティプロセス定着開始
▲事業部内アセッサーの育成
●J-Auto-ISAC立上げ準備完了
▲北米拠点と連携した業界連携の強化
●クラウド利用・重要サーバ・メール監視等の管理強化
●アウトカー基盤に対する仕組み明確化と先行サービスでの適用開始
▲モデルとなる先行プロジェクトでのプロセス・アセスメントの実践と改善

①会社系（エンタープライズ）情報セキュリティ強化
・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製品系（ビジネス）情報セキュリティ強化
・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
③DX、CASEなどの変革への対応
〇 ・「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

2020年度の実績・課題および今後の活動
社会性報告

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

【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

2020年度計画
サスティナビリティテーマ
お客様への責任

社員への責任

重点実施事項と目標

成果・残された課題
（●成果 ▲課題）

評価

2021年度目標

■グループ全体での品質に ①品質基盤技術の確立（計画達成率100％）
対する教育・訓練・啓発活 ②AI・ビッグデータを活用できる人材の育成
動の推進
（指導/解析/一般人材の計画的育成）

①●全社WGを立上げ、必要な品質技術をﾃｰﾏｱｯﾌﾟし、 計画通り開発中
②●各階層の人材を計画的に育成 ▲「研修主体」から 「現場への解析支援」

◎ ①品質基盤技術の盤石化（未解決問題ｾﾞﾛ、専門家/後継者育成）
◎ ②AI・ビッグデータを活用できる人材の育成（計画的育成）、製造現場で活用できる可
視化ﾂｰﾙの開発（試行）

■アフターサービス体制の充 ①住設お客様満足評価 やめること・やることの選別 目標：KGI: CSスコア4.0ﾎﾟｲﾝﾄ
実
②住設修理受付窓口安定運営
③冷凍機サービス：D-FAMS、メンテ、コールセンタ機能融合 24/365稼働のサービスセンタ
設立

①●CSスコア 4.3ﾎﾟｲﾝﾄ /HEMSの対応スピード全館空調の早期故障品質
②●修理受付窓口 安定化/繁忙期を含めた安定化/窓口応答率：80%/BCPﾙｰﾙ策定・
運用開始：20年3月、窓口設計のスタンダード化：21年3月
③●名古屋事務所設立、運営開始/体制維持費ミニマム化

①CSスコア：4.0ﾎﾟｲﾝﾄ↑維持
②窓口応答率：80％維持
◎ ③体制維持費前年比より削減

■人権尊重の徹底

・国内連結子会社14社への研修資料の展開
・21年度研修計画への人権教育反映依頼

●国内連結子会社14社へ人権推進の方向性について説明
●21年度新入社員向け人権教育資料刷新

・人権ポリシーの制定
〇 ・ガイドライン制定や研修実施による社内浸透

■人材育成の推進

①次世代リーダー育成（含む海外拠点人財）
・海外拠点を含む次世代リーダー向けの幹部人財育成プログラムの再開
②管理職
・多様な部下を束ねるマネジメントを目指し、マネジメントスキルの強化
③若手
・若手人財の早期育成加速
④全体
・自律的なキャリア形成の促進（個人）
・健全で風通しの良い職場づくりの促進（組織）

①次世代リーダー育成（含む海外拠点人財）
●次世代リーダー向けGlobal Leadership Ddevelopment Programを刷新・再開
②管理職
●全管理職に対し、評価・育成スキル研修を刷新し、実施
●全管理職に対し、効果的な部下との対話スキル研修を実施
③若手
●実践⇔研修の往復により、入社1年間全体での効果的な学びを設計（21年度入社社
員から導入）
④全体
●年代別のキャリアデザイン研修の刷新・開催（新人、若手、中堅、ミドル）
●職場力指標の刷新、風通しのよい職場づくりに向けた労使での対話強化

①次世代リーダー
・タフミッションを通じた育成
②管理職
・部下支援スキル強化施策（フィードバック・コーチング）
・成⾧の気づきを得るため、多面フィードバックの導入
③若手
〇 ・入社3年間で足腰を鍛えるOJTの強化
・海外、異業種、ベンチャーに挑戦するチャレンジトレーニー制度の刷新
④全体
・デンソーらしさの継承活動、自学支援、組織開発スキル、知識の醸成

①女性
●女性活躍目標の設定●技能系女性活躍のさらなる推進
②高年者
●定年後再雇用者の異動ルール緩和（原則現職場→グループ・センター内異動可）
●社外転進を希望する方への個別支援開始・元マネジメント職向け転進支援金の年齢要
件緩和（59歳→61歳まで）
▲70歳雇用努力義務化への対応方針含め、労使で議論を開始
③障がい者
●中⾧期障がい者採用計画（構想）の策定
●障がい者雇用率（法定：2.2％）の達成
●事技・技能部門の障がい者採用・定着支援の強化

①女性
・女性活躍目標（採用・両立・登用）達成に向けた取り組み
-採用強化
-男性育休取得率向上に向けた風土醸成
-管理職登用に向けた育成強化
②高年者
〇 ・元指導専門職以下向け定年後再雇用制度の改定方針策定
・70歳雇用努力義務化への対応方針策定
③障がい者
・中⾧期障がい者採用計画（構想）の見直し
・雇用拡大に向けた業務拡大
・デンソーグループ全体の障がい者採用・定着支援の構想検討

■多様な人材の活躍推進 ①女性
・女性活躍目標の設定
・技能系女性活躍のさらなる推進
②高年者
・高年齢者の活躍先（社内外マッチング）拡大
・70歳雇用努力義務化への対応
③障がい者
・中⾧期障がい者採用計画（構想）の策定
・障がい者雇用率（法定：2.2％）の達成
・事技・技能部門の障がい者採用・定着支援の強化

■職場安全

・重大災害、爆発火災防止対策の強化 : 重大災害・爆発火災0(専門家チームによる出火リ ▲爆発火災事故2件発生[DNJP]
スク総見直し、重災・爆発火災防止診断[DNJP])
・“3S+D”及び”止める・呼ぶ・待つ”の確実な実践 ：1種災害低減[DNJP:3,:国内G5,:海外
G9以下]
▲DNJP1種災害6件発生、〇国内・海外Gは目標達成
・“安全の伝承”の伝え方変革

■社員の健康づくりの推進 ①海外グループ会社各地域での健康経営活動推進と支援
【目標】全地域本社計画立案完
②国内グループ会社への健康経営推進の強化
【目標】3か年計画に基づく各社健康経営の支援
健康増進活動の推進体制強化
③プレゼンティーズム改善に向けた睡眠施策の導入推進
【目標】対事技系施策導入と対技能系施策方向づけ完
④受動喫煙対策の強化
【目標】受動喫煙防止に力点をおいた活動の推進
⑤性別年代、働き方等の特性を重視した健康支援策の導入
【目標】テーマ毎実施計画立案及び部分導入完
⑥新興感染症への構え強化
【目標】行動マニュアル及び物品の確保備蓄体制見直し

△

・重大災害・爆発火災ゼロ ［デンソーグループ］
・１種災害を2025年度に半減
[DNJP2,国内G:4,海外G:5件以下]

①海外グループ会社各地域での健康経営活動推進と支援
●各地域本社と現状の活動や課題感のまとめ・共有完
▲全地域本社での活動計画立案・活動開始と活動先進地域での域内展開
②国内グループ会社への健康経営推進の強化
●計画通り活動支援完 健康経営優良法人認定37社（19年比＋8社）
●健康保険組合との連携を密にした今後の活動方向付け完（共通目標策定など）
▲シェアード推進等による取り組みの強化、促進
③プレゼンティーズム改善に向けた睡眠施策の導入推進
●Web版ストレスチェック（主に事技向け）にリスク把握の為の質問導入,リスク分布とリス
ク別支援及び効果確認完▲技能系への対応拡大に向けた施策検討
④受動喫煙対策の強化
●全社紙巻きタバコ禁止化▲グループ会社含めた対策検討
⑤性別年代、働き方等の特性を重視した健康支援策の導入
●女性特有の健康課題や在宅勤務時の健康に関する支援実施。啓発支援継続の方向
づけ完▲個人へのダイレクト情報提供の強化（女性・在宅勤務者・高リスク者など）
⑥新興感染症への構え強化
●新型コロナ感染拡大防止を推進及び備え強化のための対応・備蓄方針策定完

①.グループ会社全体の健康経営の強化
・海外グループ会社各地域での活動計画立案、活動開始
・国内グループ共通の健康指標、活動方針策定
②自律的な健康づくりの促進と職場風土改革
・個人に即した施策・支援の拡充（性別・年齢等）
・環境変化（コロナ禍など）に応じた職場活動支援
＜職場活動実施率100％＞
・受動喫煙対策⾧期方針作成、展開完了
・プレゼンティーズム改善に向けた睡眠施策(技能職向け)の導入
〇 ・生活習慣スコア全社平均値向上 ＜17年比10％増以上＞
③健康推進機能の強化
・メタボ教育の強化、完了率アップ(受講率:80％超）

株主・投資家族への ■企業価値の向上と情報 【機関投資家向け】 成⾧期待の更なる向上のための情報発信
責任
開示の充実

●機関投資家向け攻め・守りの意思を持ったIR
●統合報告の充実
▲リスク広報の徹底と反転施策

ダイアログデー開催
投資家の声の社内報告活動見直し
〇 社内での情報収集強化

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継続実施
・自主点検結果に基づく仕入先ダイアログ実施
・紛争鉱物調査の実施など

●取引先とのダイアログ（6社)
●紛争鉱物調査（対象取引先100％回収)

地域・国際社会への ■デンソーらしい独自性の
責任
ある活動の推進

・交通安全活動のグローバル推進
・グリーン&クリーン活動の推進継続
※新型コロナウィルス感染拡大防止を考慮したうえでの活動推進

▲グリーン&クリーン活動：国内外34社にて取り組み実施

◎

サプライチェーンにおける人権デューデリの強化
・人権ポリシーのサプライヤサステナガイドラインへの織り込み
・責任ある鉱物調査に（紛争鉱物に加え)コバルトの追加

・交通安全活動のグローバル推進
・グリーン&クリーン活動の推進継続
△
※新型コロナウィルス感染拡大防止を考慮したうえでの活動推進

