
2021年度の実績・課題および今後の活動

コーポレートガバナンス

重点実施事項と目標
成果・残された課題

（●成果 ▲課題）

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

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

●役員検討会にて社外役員を含めて、中期方針についてのディスカッション
 → 中期方針を取締役会決議
●社内取締役⇔社外役員の意見交換会を実施
●業務決裁ルール見直しによる意思決定スピードアップ
●取締役会のオンライン開催時の環境整備（個別カメラ設置など）
●課題抽出に繋げるためのアンケート改訂（中⾧期戦略、ステークホルダーとの対話など）
●現地現物の視察会を再開（安城電動化センター、国内グループ会社、継承館）
●月次会社目標フォローアップ資料（経営審議会）の配信

◎

①取締役会の運営
 自発的発言の活性化
②社外役員へのサポート
 重要事案のタイムリーな情報展開
 取締役会以外での報告・説明・議論の充実
 視察会・現地現物の会の継続・充実による事業理解サポート
③取締役会での監督
 戦略議題の計画的な付議、戦略深化のための取締役会以外の機会の活用
④ステークホルダーとの対話
 お客様・サプライヤー・投資家・地域社会等の 幅広いステークホルダーとの対話状況報
告 と 多角的な視点による議論の充実

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

・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
・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

●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
イン制度の導入準備
▲同 導入と周知活動
●ハラスメント等労務関係の相談が中心となる企業倫理ホットラインの人事部への移管
●各RHQにおける内部通報体制の現状調査
▲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

○

・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
ライン制度の導入と周知活動
・企業倫理ホットライン以外の各種相談窓口（なんでも相談室、ハラスメント窓口等）
との連携・統廃合
・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

リスク管理

■危機発生時の対応力
強化

・過去の重大リスク対応からの学び抽出と全社員のリスク感度向上の仕掛けづくり ●各責任部署の有事対応振返り実務の確認プロセス作成
▲有事対応の振り返りを確実に行う仕組み構築 〇

■グループ会社のリスク管
理レベル向上

・重点リスクに関するリスクマネジメント活動計画の全社プロセス導入 ●リスクが現に潜在、発生する事業現場を巻き込んだ、重点リスクの洗い出しと（リスクアセ
スメント）、対策立案プロセスを導入
▲RHQとの連携を密にした、グローバルリスクマネジメント活動の定着と更なるレベルアップ

〇

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

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
・「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

▲AI技術を用いた日常と異なる行動の検知推進
▲仕入先サプライチェーンセキュリティの強化として業界標準ガイドライン達成に向け理解活動
と、外部と連携したサポート体制確立
●国内外G会社のOT－SOC/UTMサービス開始
●アウトカー製品セキュリティ＆プライバシー定着活動のアセス・監査完了。技術者/管理者
向け全社教育立上げ完了
●対象車両搭載製品のサプライヤCS体制の評価完了
▲北米/日本Auto－ISACの重要な役割を獲得し意思決定に参画
●事業部及びG会社要望のアセッサ育成完了し、アセス体制構築完了
●IN/OUT連携に対応したアーキテクチャ定義とコアサービスへの織り込み完了

○

①直近2度のインシデント発生を踏まえた緊急対策と25年度を見据えた情報セキュリティ
強化を実施
・侵入を防ぐ：従業員への教育、訓練の徹底。サーバー緊急総点検。
・早期検知による被害の最小化
②以下目指す姿実現の為の施策を構築
・会社系：正当な社員の利便性を妨げない強硬な抑止力のもと、境界に頼らず
  どこであっても誰であっても安全を常に検証。
・製品系：多様な脅威を想定し、グローバル市場で安心、安全を提供。

社会性報告

重点実施事項と目標
成果・残された課題

（●成果 ▲課題）

お客様への責任 ■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

①品質基盤技術の盤石化（未解決問題ｾﾞﾛ、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）

●品質基盤技術に関する 足元の品質課題から将来課題までの全社の要望を吸上げ、
 計49テーマを計画通り開発中。
●AI・ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀを活用できる人材 累計1271名を育成。
▲AI活用をﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄできる人材の確保が必要

〇

①注力領域の品質基盤技術の盤石化（未解決問題ｾﾞﾛ、後継者育成）
②製造不良原因の究明、流出防止のためのｶﾒﾗ導入(計画達成率100%)
③AI活用をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄできるAIﾄﾗﾝｽﾚｰﾀの育成強化(計画達成率100%)

■アフターサービス体制の充
実

1) 住宅設備でのお客様満足評価 CSスコア：4.0ﾎﾟｲﾝﾄ↑維持
修理受付窓口 ・繁忙期を含めた安定化
窓口応答率：80％維持
2）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   名古屋稼働：体制維持費削減

1) ●HEMS・蓄電池（V2H）・エコキュート・スマートエアーズ（全館空調 ）での総合スコアは
4.7（5点満点）と過去最高 ▲4.0ポイントの維持が課題
●ミニマムコストでの修理受付安定化のため、音声録音システム導入による夜間修理受付
窓口を無人化、コールバック対応により顧客苦情もなくスムーなランディングができた
2）●D-FAMSの稼働に合わせ、名古屋市南区に冷凍機サービスセンターを設立、集中受
付としたことで、集中業務と現場作業の機能分散を実現。▲3万件/年の修理件数の修理
納期の短縮

〇

1）住宅設備でのCSスコア4.0維持
2）冷凍機サービスにおける3万件/年の修理件数の修理納期の短縮
相談：電動化/CO2N/CEを意識したモノ作り変革に向けた、世界中の部品モニターの加
速

社員への責任 ■人権尊重の徹底 ・デンソーグループ人権方針の制定
・社員への人権尊重意識の浸透（ガイドライン制定・研修など）

●21年10月 デンソーグループ人権方針制定
●新入社員・新任マネジメント研修、ハラスメント教育の刷新 〇

・国連指導原則に従った人権DDの実施
（１）潜在的な人権課題の特定（リスクアセスメント）
（２）特定した人権課題の深刻さの評価（インパクトアセスメント）

■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）
・タフミッションを通じた次世代リーダー幹部人財育成
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）
・成⾧分野の専門性取得支援（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）
●タフミッションを通じた育成と育成計画・状況をグローバルリーダーで議論する人財開発会
議の開催
②管理職
●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
●若手が海外拠点・異業種他社で挑戦するトレーニー制度の刷新
④全体
●年代別のキャリアデザイン研修の実施（新人、若手、中堅、ミドル）
●ソフトウエアスキルを身につけるリカレント教育の実施
●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

〇

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
・OJTとOff-JT、自学と学び合いを通じた入社3年間での一人前化
④全体
・自学支援施策

■多様な人材の活躍推進 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
・元指導専門職以下向けの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

１．女性
▲技術系女性採用強化 母集団形成・内定者辞退防止を行うものの、目標値に至らず
●男性育休   管理職セミナーを実施し、管理職から育休取得を働きかける意識を醸成
●技能系管理職登用  ロールモデル座談会を実施し、キャリア意識を醸成
●事技系管理職登用  グローバルで女性講演会を開催し、活動の一体感が向上
２．高年者
●元指導専門職以下の定年後再雇用コースの複線化を方針決め
▲70歳雇用努力義務化への対応：定年後再雇用制度にて希望者全員を65歳まで雇
用。65歳以上の方については、社内外で⾧く幅広く活躍できるよう、労使で対応検討中
３．障がい者
▲中⾧期障がい者採用計画（構想）の見直しに着手
●障がい者雇用率（法定：2.３％）の達成
●雇用拡大に向けた業務拡大 高棚製作所への清掃業務拡大を決定
▲デンソーグループ支援  他社事例を収集。今後自社へ適用

〇

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
 -技術系女性採用強化  情報発信強化（オウンド・アーンドメディア活用）による母集
団拡大
 -男性育休取得率向上  管理職による働きかけのフォロー、講演会などでの意識向上
 -管理職登用に向けた育成強化
         技能：ロールモデルの発掘と女性本人のキャリア意識の向上
         事技：メンター制度の導入
②高年者
・元指導専門職以下の定年後再雇用コースの複線化における制度の詳細設計
・役職・管理職定年の見直しやワークシェアの導入など、年齢を問わない活躍や多様な
働き方の実現に向けた施策の拡充(特に、対象人数が多い技能職場)
③障がい者
・中⾧期障がい者採用計画（構想）の見直しと、実効性のある計画立案・着手
・雇用拡大に向けた業務拡大  社内のオフィスサポート業務の掘り起こし
・デンソーグループ全体の障がい者採用・定着支援の強化

■職場安全 ・トップによる現場安全巡回とコミュニケーション強化による改善促進（毎月実施）
・重大災害・１種災害、爆発火災防止対策の強化
  ・一人ひとりへのきめ細かな指導による異常処置等手を出して災害の抑止
  ・高リスク設備の防火対策強化（計画案件の対策完了）
・“安全の伝承”の伝え方変革

▲DNJPは手を出して災害は抑止も、国内Gで減らず
 （１種災害は、DNJP及び海外Gで達成、国内Gは+1件で未達）
▲国内Gで火災事故1件発生 △

・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]

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

・ステークホルダーへの訴求力の強化
・投資家の声の経営層・社関係者へのフィードバック強化

●ダイアログデー、技術説明会開催
●統合報告書 WICIジャパン統合リポート・アウォード2021においてSilver Award（優良企
業賞受賞）
●米国金融情報誌「Institutional Investor」が発表の「The 2021 All-Japan Executive
Team」自動車部品セクターで「Honored Companies」第1位に選出
●「証券アナリストによるディスクロージャー優良企業選定」の自動車・同部品・タイヤ部門に
おいて第1位
●投資家の声の社内報告活動見直し
▲社内での情報収集強化

○

・ステークホルダー への発信イベント・ツールを具体化
・投資家の声 経営層・関係部署へのフィードバック強化

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ー・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

●人権ポリシーのサプライヤー・サステナガイドラインへの織り込み完了
●責任ある鉱物調査の方針にコバルト等対象鉱物の拡大を織り込み完了
（調査自体は2022年に実施予定） 〇

サプライチェーンでの人権について内容の深化
・海外労働者，外国人技能実習生の調査とデューデリ
・ステークホルダーの注目するサプライヤー・地域でのデューデリ
 （飛翔会，タイでの実施予定）
・紛争鉱物調査をコバルト，マイカに拡大（マイカは対象あれば実施予定）

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

・交通安全活動のグローバル推進
・デンソーグループハートフルデー（デンソーグループコミュニティサービスデー）の推進
注1）従来のクリーン＆グリーン活動はデンソーグループハートフルデー（デンソーグループコミュニ
ティサービスデー）に含む
注2）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

●交通安全活動：国内外80社にて取り組み実施
●デンソーグループハートフルデー（デンソーグループコミュニティサービスデー）：国内外20社に
て取り組み実施 〇

・交通安全活動のグローバル推進
・デンソーグループハートフルデー（デンソーグループコミュニティサービスデー）の推進
※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

重点実施事項と目標
成果・残された課題

（●成果 ▲課題）

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

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(CN)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社員の理解促進
 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

①⾧期方針達成に向けた戦略の具体化と管理確立
●モノづくりCNに向けた省エネ、再エネ、クレジット活用計画を策定完了。
●サステナビリティ経営のマテリアリティに対応する”サステナKPI”の設定完了し、22年度から
フォロー開始。
②社員の理解促進
●個人の年度目標とSDGsの紐づけ、従業員証へのシール貼付施策を引き続き実施。
  社員の理解度は約5％上昇。
③社外発信
●ダイアログデーの開催、統合報告書にて環境・安心戦略発信
▲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

○

①⾧期方針達成に向けた戦略の具体化と管理確立
 サステナKPIを会社目標に組み込み、経営トップによるフォロー体制を確立する。また、実
効性を担保するため、役員報酬の算定項目にサステナKPIの達成可否を織込む
②社員の理解促進
 仕事での実践につながる理解の促進（継続）
 特に製造部門への浸透強化（継続）
③社外発信
 情報開示推進による、各国情報開示要請/ESG評価機関等の開示ニーズへの対応

「リスク対策５STEP※の更なるレベルアップ」とともに、「リスク対策活動全体（体制・仕
組み）の第３者目線による総点検」により、危機管理を確実に実践する。
※５STEP ①未然防止 ②予兆管理 ③初動対応 ④復旧活動 ⑤振返り

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
  ・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）

①グループ会社全体の健康経営の強化
●海外拠点全地域本社に対し具体的な活動イメージ(実施項目・内容等)展開、活動開
始
●国内G会社支援により、健康経営優良法人39社認定（前年比＋2社）
●次期中期計画（FY22-24）を策定、展開
②自律的な健康づくりの促進と職場風土改革
●女性の健康課題に対するセミナーなど5回/年実施
●在宅勤務者健康データ分析（腰痛多い）
    改善動画コンテンツをDKS、YouTubeなど見やすい環境で提供
●全社紙巻きタバコ禁止化により、社内での受動喫煙改善を確認
▲21年度生活習慣スコア目標76.0点 ➡ 実績74.0点（前年比+1.5点）
    上記施策のブラッシュアップ
③健康推進機能の強化
●受講率:81％

■社員の健康づくりの推進

○

①中⾧期骨太シナリオ（25年までの目指す姿）の策定・明確化
   ・各施策のアウトプット/アウトカム目標の明確化、リソーセスプラン策定
②一人ひとりの健康責任意識醸成施策の検討・展開
   ・各種部門別健康データ展開
③生活習慣病対策（予防/早期発見/治療）の推進
   ・特定保健指導受講率:100％  完了率:80％
④メンタルヘルス対策（予防/早期発見/治療）の推進
   ・兆候を早期に気づく環境・風土づくり
   ・職場と連携した⾧期休業防止の仕組みづくり
➄グループ会社支援
   ・生活習慣病・メンタルヘルス対策支援（好事例展開など）
   ・健康経営優良法人回答の推奨

サステナビリティコミュニケーション
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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

【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


