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社長メッセージ
事業を通じた社会課題の解決を目指します
三菱電機グループは、2022年度、サステナビリティの実現を経営の根幹に据えました。注力する5

決を試みなくてはなりません。それを実施する上で

つの社会課題領域を明確化し、事業を通じた社会課題解決に取り組んでいきます。

重要なのが、上司が組織マネジメントの考え方につ
いてしっかりと理解することです。同時に、部下の側
にも積極的に声をあげてもらう必要があります。こ

品質不適切行為の再発防止に向けて

のため、2021年10月に、有志従業員による全社変

はじめに、昨年来ご報告しております品質不適切行為につきまして、多くのステークホルダーの皆

革プロジェクト
「チーム創生」
を立ち上げました。全

様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしていること、あらためて深くお詫び申し上げます。三菱電機

従業員を対象に公募したところ、2週間で465名の

は品質不適切行為の発生を重く受け止め、原因分析・真因追究を進め、再発防止策の徹底を図ってい

応募がありました。
うち45名をメンバーに選出し、

るところです。社長として先頭に立ち、信頼回復に向けて品質風土改革、
組織風土改革、ガバナ

300名をサポーターとして
「チーム創生」
はスタート

ンス改革、の３つの改革を推し進めてまいります。

しました。
当初は
「本当に自分たちの声を活かした改革がで

３つの改革

きるのか」
と半信半疑だった人もいたようですが、話合いを重ねるうちに雰囲気が変わり、
「自分たち

調査委員会から提出された報告書に基づき、3つの改革への取組を進めています。

で変えよう」
という一体感が醸成されました。前向きで熱意あふれるチームのメンバーと話している

①品質風土改革は、社長直轄の組織として品質改革推進本部を設置し、社外から本部長兼CQOと

と、私自身、力が湧いてくるように感じることがたびたびあります。改革には困難も伴いますが、必ず

して中井良和氏を招聘したほか、各製作所での出荷権限等を同本部に付与することによる牽制機能

やり遂げるという強い意志のもと、
ひるまず進んでいきたいと考えています。

の再構築、品質ガバナンス分科会による活動の定期的なモニタリング等を実施し、品質保証体制の強

この
「チーム創生」
が、新しい三菱電機グループの創生に向けた組織風土改革の指針として提言し

化を行っています。また、品質保証体制に関するインフラ強化等に向けて、2年間で300億円以上の

たのが、2022年4月に公表した
「骨太の方針」
です。この方針を、一人ひとりの従業員へ浸透させるべ

投資を計画しています。

く、
「チーム創生」
のメンバーが執行役とともに全国の拠点で説明会を開催しています。また、変革の

品質不適切行為が、製作所によっては何十年も続いていた。なぜ、そんなことが起こってしまったの

推進・実行体制の強化に向けて、各本部に
「変革プロジェクト」
を設置しました。

か。どうして誰も止めることができなかったのか。その原因がまだ完全に究明できたわけではありま

2022年度はコミュニケーション改革として役職にかかわらず
「さん付け」
で呼び合うフラットな関係

せん。
しかし、正しいことを正しいと言えない、
やってはいけないことをやってはいけないと言えない

づくりや、上司と部下のコミュニケーション促進を目的とした1on1ミーティングを段階的に導入する

「組織風土」
であることが、品質に対する誠実性を失わせ、不適切行為を継続させる要因になってし

等の施策を展開していきます。社長就任以来、三菱電機の全拠点で行っている従業員との対話も、
２

まったと考えています。

巡目に入りました。今回は一人ひとりと対話することを目指し、同じ階層のメンバーを約20人ずつの

②組織風土改革は、上司と部下双方の意識と行動を変える必要があると考えています。上司は部

グループに分けた対話集会の形で進めています。対話から集まる多様な意見に耳を傾け、今後の

下から相談や情報の共有があった場合には、
どんな内容であっても必ず一度受け止め、一緒に問題解

様々な改革に活かしていきたいと思います。
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サステナビリティを実現する
「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」
へ

③ガバナンス改革については、
コーポレート・ガバナンスの強化の観点に立ち、昨年から取締役会
の議長を社外取締役である薮中三十ニ氏に務めていただいています。長年事業を営む中で、社内で

三菱電機グループは企業理念、私たちの価値観、
コミットメントを次のように定めています。

は
「常識」
となっていることが、実は社外から見れば非常識だったというようなこともあるかもしれませ

2022年度、企業理念に基づく経営方針を見直しました。新しい経営方針では、サステナビリティの

ん。社外からの視点を入れながら、あらためて
「品質を守る」
「不適切行為を防ぐ」
ことについて議論し、

実現を経営の根幹に位置づけ、
「事業を通じて社会課題解決を目指す」
との三菱電機グループの目的

変えるべきことは速やかに変えることが非常に重要であるとの思いから、取締役12名のうち7名を社

を、あらためて明確に表しています。これにより企業価値の持続的向上を図り、社会・顧客・株主・従業

外取締役としました。また、社外取締役には、三菱電機グループの基盤であるものづくりに知見のある

員をはじめとしたステークホルダーへの責任を果たします。

小坂達朗氏と柳弘之氏を選任しています。
また、取締役会については女性取締役の増員等をはじめ、多様性の確保も進めていきたいと考えて

私たち三菱電機グループは、
たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、
活力とゆとりある社会の実現に貢献します。

企業理念

います。

私たちの価値観

信頼、品質、技術、倫理・遵法、人、環境、社会

コミットメント

経営体制について

企業理念

という三菱電機グループの姿勢を意味するものです。

サステナビリティ経営の実現に向けて、中長期視点での事業戦略を検討・推進するビジネスエリア

私たちは、
ひとりひとりが変革へ挑戦し続けていく強い意志と情熱を共有し、

（BA）
オーナーを配置する新たな経営体制を2022年4月に構築しました。これにより、全社的視点か

『もっと素晴らしい明日』を切り拓いていくことをお約束します。

私たちの
価値観

コミット
メント

ら担当するBAにおけるＭ＆Ａや事業再編等の加速を促すとともに、新たな事業創出や技術・事業分野
の強化、戦略的リソースシフトを推進し、
これまで以上に事業を通じた社会課題解決に向け、企業価値

これに合わせて、経営戦略も見直し、三菱電機グループ内外の知見の融合と共創により、進化した

を最大化してまいります。

統合ソリューションを提供する
「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」
への変革を打ち出しました。
「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」
は耳慣れない言葉だと思います。私たちの事業は、
社会や
お客様の課題を起点とした解決施策の検討、研究開発、製造販売、そして保守サービスの提供をして
いくものです。その際、製品やサービスをできるだけ長期にわたりお使いいただけるような設計でも

!"

のづくりを行い、
使用後も廃棄するのではなく資源を回収して再利用します。私たちの事業には、物理
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管理部門が動き、施工、サービス部門が動く、
このようなプロセスが進んでいきます。また、
これらの
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仕事には総務部門、経理部門、法務部門等のスタッフ部門がいます。この繋がりがエンジニアリング

一方で社内では、営業部門がお客様からのご注文をいただくと設計や資材部門が動き、製造、品質

です。こういったエンジニアリング、部門間のコミュニケーションをどんどん増やし循環させることで
発展していきたいと考えています。このような思いを
「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」
との

サステナビリティ経営を実現する4つのビジネスエリア(BA)

言葉に込めました。
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コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、
そして経営基盤を強化していくにあたっては、
一人ひ

統合ソリューションにより、①コンサルティング、②エンジニアリング、③保守・運用、
この３つのプロセ

とりにインテグリティ
（誠実さ）
を正しく理解してもらうことが重要と考えています。Always Act with

スを切れ目なくご提供し、個々のお客様のニーズに柔軟にお応えしてまいります。統合ソリューション

Integrity（いかなるときも
「誠実さ」
を貫く）
は、三菱電機グループのすべての役員・従業員がコンプ

を実現するためには、
リアル空間をデジタル空間上に精緻に再現するデジタルツインの活用が重要

ライアンスを実践する上で持つべき心構えです。インテグリティ
（誠実さ）
とは、
「公正であること」
「
、正

です。
リアル空間であるお客様の運用環境をデジタル空間上に再現し、最適な運用条件を導き出し

直であること」
「
、真摯であること」
「
、自身の言動に責任を持つこと」
「
、相手を尊重すること」
といった、

て、
これを再度運用環境に適用することで、安全でスマートな保守運用を実現できます。さらに運用を

「正しいこと」
を貫く強い意志や姿勢を意味します。私たち一人ひとりが日々の業務を行う中で、常に

通じて新たに得られるデータを分析することにより、お客様も気づかなかった潜在的な課題に気づく

「この行動・判断は誠実であるか？」
と自問自答し、
自らの行いを振り返ることを共通認識としています。

ことができます。この課題を解消すべく検討を進めることで、三菱電機グループの強みであるコアコ

女性管理職の育成、男性社員が利用しやすい育児・介護休暇制度の拡充等、従業員全体のダイ

ンポーネントとフィールドナレッジ、先進デジタル技術が強化されると考えています。このように、統合

バーシティも今後、
さらに充実させていきます。そのための制度づくりにあたっては、従業員、
とりわけ

ソリューションにより、複雑化する社会とお客様の課題への解決力、対応力を向上し、三菱電機グルー

若手の意見を積極的に取り入れていきたいと考えています。

プが提供する価値を拡大することで、社会やお客様から必要とされ続ける企業となり、三菱電機グ
ループが成長を持続するための原動力としたいと考えています。
三菱電機グループ コンプライアンスモットー

マテリアリティ
（重要課題）
を通じた取組
三菱電機グループでは、
５つのマ
テリアリティを特定し、サステナビリ
ティの実現に向けた活動を進めて
きました。マテリアリティを区分する

社事
会業
課を
題通
解じ
決た

２つの側面のうち、
「事業を通じた社
会課題解決」
をさらに進めるべく、
こ
の度、注力する課題領域として、①
カーボンニュートラル、②サーキュ
ラーエコノミー、③安心・安全、④イ
ンクルージョン、⑤ウェルビーイン
グ、の５つを明確にしました。

持
続
経
的
営
成
基
長
盤
を
強
支
化
え
る

国際的な枠組みへの参画

持続可能な地球環境の実現

三菱電機グループは2018年から、
持続可能な社会の実現に向けた国際的な枠組み
「国連グローバ
ル・コンパクト」
に参加しています。
ここに定められた
「人権」
「環境」
等の4分野10原則に対しては可能な

安心・安全・快適な社会の実現

限り役割を果たしていくことが責務だと考え、様々な取組を進めています。また、
「人権」
の取組強化に
向けて、
2022年2月、
三菱電機はグローバルサプライチェーンにおける社会的責任を推進する企業同

あらゆる人の尊重

盟Responsible Business Alliance
（RBA）
に加盟しました。グローバル基準であるRBA行動規範と私

コーポレート・ガバナンスと
コンプライアンスの持続的強化

たちの取組を整合させ、サステナビリティの取組の継続的な改善を進めるとともに、サプライヤーに

サステナビリティを志向する
企業風土づくり

法や手段を用いてサステナビリティの取組を強化し、
社会から信頼される企業を目指します。

対しても同様の改善を依頼し、その活動を支援します。また、業界共通の目標の精神に則り、RBAの手

マテリアリティ
（重要課題）

技術開発の推進と知的財産の活用

BAオーナーは、
この課題領域の中で、事業を俯瞰してありたい姿を構想し、それぞれの事業を通じ

私たち三菱電機グループには、制御やパワーエレクトロニクス等の多彩な分野のエンジニアがい

て社会課題を解決することを目指します。それぞれの事業を社会課題と紐付けることで、従業員一人

ます。そして、そのそれぞれの技術を支える研究所を中心に、事業の土台となる基盤技術を継続的に

ひとりが、
自分の担当業務が社会課題の解決に貢献しているとの意識を持つことができ、
やがてそれ

深化させるとともに、次なる成長の源泉となる新技術の探索・創出に取り組んできました。これは私た

が働く喜びや働きがいにつながっていくことを期待しています。

ちならではの強みだと考えています。
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また、
もう一つの強みである知的財産分野については、2021年度の企業別国際特許出願件数は世

環
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段階的に入れ替えるほか、社会が求めるソリューションをより多く生み出すため、公式サイトやSNSで

界第5位、
日本企業の中では7年連続1位となっています。さらに2021年からは、知的財産を起点に社

もステークホルダーの皆様との双方向コミュニケーションを順次展開していきます。

内外連携を推進するOpen Technology Bank 活動を開始しました。これは、三菱電機グループが

また、2021年12月にはDX・スマートシティをテーマとした展示場
「XCenter
（クロスセンター）
」
を

持っている特許や製造ノウハウなどをカテゴリー別に整理・統合して、
社内外に向けて可視化するもの

三菱電機が入居する
「東京ビルディング」
（東京都千代田区）
に開設しました。多くの方に、三菱電機の

で、
これにより、三菱電機グループが

技術・製品を体感いただくことにより、
DX・スマートシティ実現を目指した共創を推進します。

®

どこにどのような技術を持っている

明るい気持ちで、やりがいを持って仕事ができる会社へ

かが一目で分かるようになり、
技術の
掛け合わせ、組み合わせが一気にス

時代が大きく変化する中、今後も企業として存続していくためには、私たちがいかにその変化に応

ムーズになりました。また、様々な分

じて素早く、身軽に動けるかが重要だと考えます。必要だと判断すれば変化することをいとわない姿

野の課題解決に貢献する三菱電機グ

勢が、
ここから先、
求められていると感じます。

ループの技術資産を社会にオープン

私が最も実現したいと考えているのは、従業員が明るい気持ちで、
やりがいを持って仕事ができる

にしていくことで、社外との協働によ

会社を創ることです。このような環境で仕事ができるようになれば、人は周囲とのコミュニケーション

るシナジーも生まれるものと期待し

を図ろうとします。様々なところで人がアクティブに動き、多様なチームが自然発生的に生まれます。

ています。

それを通じて、
自分たちが実現したいことが本当に実現される職場を目指したいと考えています。そ

これまでは企業間の
「競争」
のため

の結果、会社の企業理念と従業員一人ひとりの目的が、
しっかりと重なりはじめます。さらにこれは、
お

に知的財産を活用することが主でし

客様に提供できる価値を大きくしていくということでもあります。

たが、今後は社内外での
「共創」
推進

従業員が安心して笑顔で業務に励み、お客様、株主の皆様、そして社会の皆様が幸福を感じ笑顔に

ツールとしても知的財産を積極的に
活用してまいります。

なれるような製品やソリューションをお届けする会社。それが、三菱電機グループが目指すべき未来
Open Technology Bank

像です。必ずや改革をやり遂げ、新しい三菱電機グループをしっかりと創り上げてまいります。

®

社会とのコミュニケーション・共創

2022年6月29日
代表執行役 執行役社長

お客様に三菱電機の活動を知っていただく場
として2016年にオープンした三菱電機イベント
スクエア
「METoA Ginza
（メトアギンザ）
（東京都
」
中央区、東急プラザ銀座内）
は、2022年3月から
「共創の場」
へと進化しました。キャッチコピー
「ワ
クワクするサステナブルを、
ここから。」
を掲げ、社
会課題解決に資する三菱電機のソリューションを
楽しく体験いただける場となっています。展示は

三菱電機イベントスクエア METoA Ginza 外観
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サステナビリティ担当執行役メッセージ
サステナビリティの実現に向けて
三菱電機グループは、2022年5月、経営方針に
「『事業を通じた社会課題の解決』
という原点に立

笑顔あふれる社会の実現のために

ち、サステナビリティの実現を経営の根幹に位置づける。これにより、企業価値の持続的向上を図り、

三菱電機には、
『たゆまぬ技術革新と限りな

社会・顧客・株主・従業員をはじめとしたステークホルダーへの責任を果たす」
ことを掲げました。

い創造力により、活力とゆとりある社会の実
現に貢献します』
という企業理念があります。

サステナビリティの実現とは、様々な社会課題の解決に貢献し、
「環境や社会の持続可能性」
を追求

この企業理念は、会社の存在意義であり、未

すること。そして、末永く社会から必要とされる企業グループになることだと考えています。社会の一

来永劫追求する目標です。
「活力とゆとりある

員としての責任を果たしつつ、あらゆる活動、特に本業である事業で社会課題の解決に取り組み、社

社会」
の実現のためには、
「 モノ」
ではなく
「モ

会的価値と経済的価値の両方を高めてまいります。そのための人材育成や、技術開発に向けた経営

ノ」
を使う
「人」
にもっと注目し、お客様やお客

資源の投下も重要です。三菱電機はこれまでも社会課題を解決する製品やソリューションを社会に提

様の先にいらっしゃるお一人おひとりが日々

供することをミッションとしてきました。それをさらに深化させ、社会的価値や経済的価値について、

の生活に幸福や満足を感じていただけるよう

丁寧な説明を実施してまいります。

な製品やソリューションを提供していくことが
必要なのではないかと考えています。その中
には私たちの大事な仲間、従業員も含まれます。そこで、三菱電機では、2050年に目指す社会を
「笑
顔あふれる持続可能な社会」
としました。一人ひとりがお互いを尊重し認め合い、人の夢や未来に思
いを巡らし、地球環境から日々のくらしまでの社会課題を解決し、従業員はもちろんのこと、株主の皆
様や社会の人びと等のあらゆる人を幸せにする。そのような想いから、サステナビリティビジョン
人と地球と 心でつなぐ を掲げて取り組んでいくことにしました。
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社会課題の解決に向けたマテリアリティへの取組
目標を設定することにしています。三菱電機グループは、
「持続可能な地球環境の実現」
「安心・安全・

サステナビリティビジョンで描く
「笑顔あふれる持続可能な社会」
の実現のためには、何に取り組め
ばよいか。これを導き出すために、2050年のありたい社会からバックキャストし、三菱電機グループ

快適な社会の実現」
「 あらゆる人の尊重」
「コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの持続的強

が本業で解決する課題領域として、
『カーボンニュートラル』
『 サーキュラーエコノミー』
『 安心・安全』

化」
「サステナビリティを実現する企業風土づくり」
の5つのマテリアリティを通じて、
これらの課題領域
に取り組んでいきます。

『インクルージョン』
『ウェルビーイング』の５つを特定しました。
『カーボンニュートラル』
：自社と社会のCO₂を減らし、気候変動を抑える脱炭素社会。

5つのマテリアリティのうち、
「あらゆる人の尊重」
「
、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの

『サーキュラーエコノミー』
：資源が有効活用され、持続的に循環する社会。
『安心・安全』
：様々な環境変化やリスクに対応できるレジリエントな社会。

持続的強化」
、及び
「サステナビリティを志向する企業風土づくり」
の3つのマテリアリティは、
まさに
「３

『インクルージョン』
：あらゆる人を尊重し、誰もが自由で公正にいきいきと過ごせる社会。

つの改革」
に向けて取り組んでいる三菱電機において最重要課題であると痛感しています。品質風土

『ウェルビーイング』
：一人ひとりの心身ともに健康で快適なくらし。

改革、
ガバナンス改革、組織風土改革については、
これら３つの持続的成長を支える経営基盤強化の
マテリアリティの取組として位置付け、実態の伴った効果のある取組にしてまいります。

笑顔あふれる社会の実現に向けて、
まずはこのような社会やくらしを目指していかなければなりま
せん。今後は、事業本部とともに、課題領域ごとの三菱電機事業におけるリスクと機会を分析し、中期

三菱電機は、社会課題の解決に向けて中長期視点で取り組んでいくこと、社会の変化に対する感度
サステナビリティビジョン

と適応力を持つこと、そしてステークホルダーに対して積極的に情報開示を行っていくことを通じて、
さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

2050年までに当社が目指す社会の姿

笑顔あふれる持続可能な社会

常務執行役

5 つの 社会課題領域
カーボン
ニュートラル

サーキュラー
エコノミー

安心・安 全

インクル ー
ジョン

ウェルビー
イング

マテリアリティ
（重要課題）
持続可能な地球環境の実現
あらゆる人の尊重

安心・安全・快適な社会の実現

コーポレート・ガバナンスと
コンプライアンスの持続的強化

サステナビリティを
志向する企業風土づくり
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品質不適切行為と３つの改革

2. 調査委員会による調査

1. 事案の概要

質に係る調査を外部専門家で構成する調査委員会に委嘱。まずは調査委員会と共に調査の完遂

⼀連の品質不適切事案の発⽣を受け、社⻑を室⻑とする緊急対策室を⽴ち上げるとともに、品

この度は、当社における一連の品質不適切事案に関しまして、多くのステークホルダーの皆様

に集中します。

に多大なるご迷惑をおかけしていることを、改めて深くお詫び申し上げます。当社はこれらの事案

調査方法

の発生を重く受け止め、原因分析・真因
追究を進め、再発防止策の徹底を図って

対象：三菱電機
方法：アンケート、
第三者委員会の専用電子メールア
ドレス、西村あさひ法律事務所宛てに別途も
たらされた情報。
フォレンジック調査及びヒアリング調査等。

まいります。また、これらの取組の詳細
につきましては、ホームページ
「当社品
質不適切事案へのお詫びと対応につい

調査委員会の構成
委員長	 木目田

て」
において、随時、情報を公開してまい
ります。

委

員

委

員

裕

（弁護士、西村あさひ法律事務所）

梅津 光弘

（慶應義塾大学教授：企業倫理専門）

棟近 雅彦

（早稲田大学教授：品質マネジメント専門）

調査委員会に指摘された不適切行為件数総括(2022年5月25日時点）

当社品質不適切事案へのお詫びと対応について
調査拠点数
うち、不適切行為発生拠点数

2021年10月公開

2021年12月公開

2022年5月公開

累計

2

5

22

22

2

5

15

16

101

148

※ 拠点数には2021年10月公表、2021年12月公表、2022年5月公表でそれぞれ重複あり

品質不適切行為発生件数

3. 再発防止策の全体像

18

29

調査委員会から提出された報告書に基づき、3つの改革を推し進めてまいります。
調査委員会から当社への提⾔

3つの改⾰

(1) ⼿続きにより品質を保証するという品質に対する正しい考え⽅の徹底

◆ 品質⾵⼟改⾰
• 品質改⾰推進本部を社⻑直轄の組織として設⽴
- 本社主導で新たな品質保証機能を強化
- 事業本部横断の知⾒共有と機動的な⽀援を実現
• 品質担当執⾏役を外部から招へい (2022年4⽉ )
•インフラ整備等に向け300億円以上の投資を計画

(2) ⼿順書等のプロセスの第三者⽬線でのチェックと棚卸し
(3) 品質部⾨の強化
(4) ミドル・マネジメント* の⽀援・強化

◆ 組織⾵⼟改⾰
• 全社変⾰プロジェクト“ チーム創⽣”
にて組織⾵⼟改⾰の指針
「⾻太の⽅針」
を策定
- 各事業本部に専⾨組織を設置し改⾰を推進・実⾏
• ⼈事制度の刷新
-閉鎖的な組織⾵⼟の打破、
経営陣⾃らの変⾰、
ミドル・マネジメント/現場のサポートを推進

(5) 本部・コーポレートと現場の距離をどう縮めるか
(6) 製作所や⼯場への強い帰属意識への対処
(7)「事業本部制」
を前提とした対策

◆ ガバナンス改⾰
• 経営監督機能の強化に向けた取締役会改⾰
•ガバナンスレビュー委員会を設置

(8) 品質コンプライアンス強化に向けた経営の本気度
*ミドル・マネジメント: 現場の部⻑級、課⻑級の管理職
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4. ３つの改革の取組
品質⾵⼟改⾰ :「品質第⼀」
の基本に⽴ち返り品質ガバナンスを強化

組織⾵⼟改⾰ : 新しい三菱電機グループの創⽣に向けた
「⾻太の⽅針」
社内公募で選ばれた45名のメンバーからなる全社変⾰プロジェクト
「チーム創⽣」
にて組織⾵

新たな品質担当執⾏役の下、品質改⾰推進本部の主導により
「牽制機能の再構築」
「
、技術⼒・

⼟改⾰の指針
「⾻太の⽅針」
を策定。2022年度から⽅針にもとづく各種施策を実⾏。

リソース課題への対策」
「
、品質コンプライアンス意識の再醸成」
を推進。

⾻太の⽅針
前向きで双⽅向な

形骸化した過度な業務を改め、
本質的な業務に注⼒

お互いを信頼し、

広く・分かり易く情報を共有

法令・規格・顧客仕様の遵守、

及び本社⽀援の強化

品質保証プロセスにおけるインフラの強化

役割・権限・責任の適切な付与による、

ゼロからの新しい
⾵⼟の醸成

劣化している
⾵⼟の改善

コミュニケーションを活性化

各製造拠点への実効性のある品質内部統制

⼈・組織の⾃⾛の促進

「全社品質の⽇｣制定、品質教育強化と拠点・
部⾨間での⼈事ローテーションの活性化

品質

部⾨を越えたつながりによる、
グループの強みの活性化

ガバナンス改⾰ : 取締役会改⾰と
「ガバナンスレビュー委員会」
の設置

お互いに学び、

⾃発的に成⻑しあえる機会の創出

経営監督機能の強化と内部統制システム・ガバナンス体制の改善
◦取締役会の機能・構成・事務局、及び法定三委員会に対して、中⻑期かつ持続的な改⾰に取り組む
◦
「ガバナンスレビュー委員会」
を当社と取引のない弁護⼠3名により構成し、内部統制システム・

施策の
実行

ガバナンス体制について検証

・チームメンバーや執⾏役が全国の拠点で説明会を実施し、⽅針を浸透
・各事業本部に改⾰の専⾨組織を設置し推進・実⾏体制を強化
・2022年度はコミュニケーション改⾰を推進「さん付け」
(
によるフラットな関係づくり等）

執⾏役会議

報告
監督

緊急対策室
品質⾵⼟改⾰の実⾏

「上にものが⾔える⾵⼟」
「失敗を許容する⾵⼟」
「共に課題を解決する⾵⼟」
人材

報告・提言
委託

情報提供
報告・
提案
情報提供
協力

コーポレート・ガバナンス
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取締役会

調査委員会
不適切事案の事実調査・
情報提供
真因究明と再発防⽌策の策定 提携

ガバナンスレビュー委員会
(2021年10⽉設置 )

•内
 部統制・当社ガバナンス体制
の検証・改善策提⾔
•執
 ⾏役・取締役の経営上の責任
の明確化

