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基盤的CSR基盤的CSR  
サプライチェーン・サプライチェーン・マネジメントマネジメント

⽅針

環境負荷、品質保証、労働安全衛⽣など、サプライチェーン全
体で当社の社会的責任を捉えます

Why？なぜ重要か

サプライチェーンが世界各地に広がり、新興国を中⼼とする児童労働や強制労働などの⼈権問題や労
働安全衛⽣など労働上の問題、環境破壊などが問題視されるようになりました。また、こうしたサプ
ライチェーン上の問題がある企業に対する不買運動などによって社会課題を解決しようとする傾向も
⾼まっています。企業は、⾃社のみならず、そのサプライチェーンも含めてCSRの取り組みを強化し
ていく必要があります。

DAIKINʼS APPROACH

ダイキンは、1992年に購買基本⽅針を制定し、取引先様との公正な取引に努めています。  
グループ内にとどまらず、サプライチェーン全体を当社の社会的責任の範囲と捉え、「グリーン調達
ガイドライン」、「サプライチェーンCSR推進ガイドライン」を定め、サプライチェーンにおける環
境、品質、労働安全、⼈権などのCSR取り組みを推進しています。
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取引の考え⽅

取引先様との公正な取引に努める
とともに、サプライチェーンにお
けるCSR取り組みを推進していま
す。

取引先様との連携

取引先様と連携して製品の品質向
上に努めるとともに、技術⼒の向
上や安全対策を⽀援しています。

グリーン調達ガイドライン

グリーン調達ガイドラインを運⽤
し、取引先様の協⼒のもと、グリ
ーン調達を推進しています。

関連情報

グリーン調達

 (P397)  (P431) (P424)

 (P129)
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サプライチェーン・マネジメント

取引の考え⽅

基本的な考え⽅
購買基本⽅針にもとづいて取引しています

ダイキンでは、1992年、購買基本⽅針を制定し、取引先様との公正な取引に努めています。

購買基本理念・購買基本⽅針

購買基本理念

「主体性の尊重」と「協調と競争」

購買基本⽅針

オープン・ドア・ポリシーに基づく公正な取引
国籍・企業規模・取引実績を問わずオープンで公正・公平な参⼊機会を提供します。
相互信頼に基づく相互発展
取引条件をオープンにし、⾃由競争を尊重します。
よきパートナーの探求
国際調達の中で、共通の利益をわかちあい社会に有⽤な製品を提供してくるパートナーを求めて
います。
法の順守・機密保持
取引に関する法令を順守し、その精神を尊重します。

サプライチェーン・マネジメント - 397 -



責任ある調達

ダイキンは、サプライチェーン全体で社会的責任を果たすため、世界各地の取引先様とともに、責任ある調
達に取り組んでいます。  
原材料や部品などの取引先様を、重要なパートナーであると考え、オープンで公正・公平な取引を通じた信
頼関係の構築に努めるとともに、グローバル企業として社会からの信頼を獲得するため、取引先様を含めた
サプライチェーンにおいての環境、品質、労働安全、⼈権などに配慮したCSR調達を推進しています。

地域別取引の状況（%）

※2020年4⽉時点

業種別取引の状況（%）

※2020年4⽉時点
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推進体制
広く⾨⼾を開放し、均等な取引機会を提供

ダイキンでは、取引希望企業に対して、国籍や企業規模、取引実績を問わず広く⾨⼾を開放しています。

空調部⾨では、WEBサイト上に部品スペックや品質・⽬標コスト・納期を公開し、複数企業からの⾒積や提
案を受け付けることで、取引機会の均等を図っています。原則として、基準を満たしている企業はすべて取
引対象としています。

化学部⾨においても、要求事項（仕様、品質、価格、納期）をクリアする企業であれば取引を制限していま
せん。

取引先様の評価
定期的に取引先様の評価を実施

ダイキンでは、取引開始にあたって、当社の購買基本⽅針を理解いただくとともに、⼀定の評価基準を⽤い
て評価しています。また、取引開始後には、ISO9001にもとづいて定期的に再評価し、取引関係を⾒直して
います。

空調部⾨では、取引先様のESG全般におけるリスク対応⼒を把握するために、グローバル共通の基準でCSR
推進ガイドラインの遵守状況を調査し、継続取引の可否を判定しています。また、新規に取引先を選定する
際に、各地域特有のリスクを考慮した「取引先評価基準シート」を使って、「経営」「品質」「価格」「納
期」「環境」の5つの観点から評価しています。取引開始後も、年に1回、グローバル各拠点にて「継続取引
評価制度」にもとづいて再評価を実施しています。なお、「環境」評価についてはグローバル共通の基準を
⽤いています。
基準に満たない取引先様やリスクが⾼い取引先様に対しては、改善計画を提出してもらい、改善のサポート
をしています。

化学部⾨においても、ISO9001にもとづいて「経営管理」「安全管理」「品質管理」「環境管理」「⽣産管
理」の5つの観点で新規・継続取引先の評価するとともに、CSR取り組み状況の把握にも努めています。
2020年度は11社と新規取引を開始しました。取引開始後は複数⼈で商談し定期的に責任者が訪問するなど、
できるかぎり多数の公平な視点で取引先様を評価するよう⼼掛けています。
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※

CSR調達の推進
サプライチェーンCSR推進ガイドラインを展開

ダイキンは、購買基本⽅針にもとづき「よきパートナーの探求」をしていくなかで、将来にわたって取引先
様とともに事業発展をめざす取り組みとして、CSR重点テーマに沿った中期計画「CSR⾏動計画2020」を策
定し、CSR調達の実⾏を掲げ、サプライチェーンにおける環境、⼈権、労働⾯などのCSR取り組みを推進し
ています。

2017年4⽉、ダイキンは、サプライチェーンCSR推進ガイドラインを策定しました。これは事業の安定的な
継続・成⻑に向け、取引先様を含めたCSR推進のためのガイドラインです。経営や法令遵守などの⼀般的な
要求に加え、環境、品質、労働安全、⼈権、紛争地域との取引禁⽌など、CSR全般にわたって取り組んでい
くことを、国内外の取引先様100%に要請することを⽬標としており、当ガイドラインにもとづいた教育
を、社内および取引先様へ⾏っています。
調達⾦額が多い順に上位8割に相当する国内外の取引先様を対象に、ガイドラインの遵守状況をモニタリング
するCSR調査を⾏い、取引先様に結果をフィードバックしています。また、CSR取り組みの向上のために、
社内基準によってCSR取り組みをランク付けすることにより取引先様を評価し、取引先様に対して改善・指
導を⾏っています。AランクはCSRの取り組みレベルが⾼い優良な取引先様、BランクはCSRに取り組んでい
る取引先様、CランクはCSR取り組みテーマに⼀部課題がある取引先様、DランクはCSR取り組みが実⾏され
ておらず課題の多い取引先様と認識しています。社内基準を満たした、AランクからCランクの取引先様の割
合を「CSR調達実施率※」と定めており、2020年度のCSR調達実施率は99%でした。

全調達額に占める、社内基準を満たした取引先様からの調達額の割合。
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推進体制図

⽬標と実績

2020年度CSR調査結果

定量指標
2021年度 

⽬標
2018年度 

実績
2019年度 

実績
2020年度 

実績

取引先様へのガイドラインに基づいた取組要請割合 100% 100% 100% 100%

CSR調達実施率の向上 94%（⽇本） 99% 99%
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サプライチェーンCSR推進ガイドライン

1. 事業慣⾏に関する社会的責任についての指針
事業慣⾏に関する経営⽅針や⾏動規範など、社会的責任の推進について従業員に周知・徹底する
ためのガバナンスを明⽂化すること

2. 安全で⾼品質な商品・サービスの提供
常にエンドユーザーの視点に⽴った商品の安全性と品質の確保に努めること
また、安全性に関わる問題発⽣時には、迅速・適切な対応を⾏うこと

3. ⾃由な競争と公正な取引
独占禁⽌法を含む各国・地域の⾃由な競争および公正な取引に関する法令を遵守したフェアな企
業活動を⾏うこと

4. 貿易関連法令の遵守
各国・地域の貿易関連法令を遵守し、国際的な平和と安全、世界秩序の維持を阻害する恐れのあ
る取引への関与の禁⽌

5. 知的財産権の尊重および保全
他社の知的財産権を尊重し、侵害しないよう努めること

6. 情報の適切な管理と活⽤
⾃社・他社の機密情報や個⼈情報を適切に管理し、有効に活⽤するとともに、これらの情報を不
正に⼊⼿することのないよう徹底すること

7. インサイダー取引の禁⽌
会社としての信⽤を維持するために、⾃社・他社の未公開の情報を利⽤した株式などの売買（イ
ンサイダー取引）を⾏わないよう徹底すること

8. 企業情報の適時・適切な開⽰
弊社からの適正な理由・背景による企業情報の開⽰要求に対し、積極的かつタイムリーに情報開
⽰し、双⽅向のコミュニケーション活動を積極的に⾏うこと

9. 地球環境の保全
環境に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、開発・⽣産・販売・物流・サービスなど経
営全般にわたり、地球環境の維持向上の取組みを実践すること

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

 (P407)

 (P408)

 (P409)

 (P410)

 (P411)

 (P412)

 (P413)

 (P414)

 (P415)
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10. 安全操業の確保
職場の安全確保はもとより、周辺地域の⽅々の信頼を確かなものにするために、「安全第⼀」の
考え⽅に⽴ち、安全操業に万全の注意を払うこと

11. ⼈権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守
⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、「国籍」「⼈種」「⺠族」「宗教」「肌の⾊」「年齢」「性別」
「⾨地」「障害の有無」等による差別となる⾏為を⾏わず、多様な価値観、勤労観を尊重するこ
と
また、強制・意思に反しての労働（強制労働）や、各国・地域の法令が定める雇⽤最低年齢に満
たない児童の就労（児童労働）を排除し、労働関連法令およびその精神を徹底して遵守すること

12. 会社資産の保護
有形、無形を問わず全ての資産を⼤切に保護し、有効に活⽤するため、適切な管理を徹底するこ
と

13. 適正な経費処理
会計基準、各種税法に従った、適正かつ適切な経費処理を⾏い、内部統制の⾼度化に努めること

14. 節度ある接待・贈答
業務に関わっての接待・贈答について、各国・地域の法令に従い、社会的常識の範囲内で節度を
持って⾏うこと

15. 反社会的⾏為への毅然たる姿勢
市⺠社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒・団体に対する毅然とした態度を持つこと

16. 各種業法の遵守
⾃社が携わっている事業に適⽤される各国・地域の法令を的確に把握し、遵守すること

17. 事業リスクの適切な把握とBCP推進
⾃社が携わっている事業に関し、適切なリスク展開を⾏い、事業継続のためのBCP策定を推進す
ること
注 BCP：Business Continuity Plan（事業継続計画）

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

具体的指針

 (P416)

 (P417)

 (P418)

 (P419)

 (P420)

 (P421)

 (P422)

 (P423)
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※

グリーン調達を推進し、化学物質の管理を徹底

紛争鉱物への対応⽅針を策定

サプライチェーンCSR推進ガイドライン「11.⼈権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守」にもとづき、ダイ
キンはコンゴ⺠主共和国およびその周辺国で産出された材料の特定を⾏うべく、お取引先様には、紛争フリ
ーの認証を受けた製錬所から鉱物を調達することを推奨します。また、2013年7⽉、紛争鉱物に関する基本
⽅針を制定しました。

空調部⾨では、2016年度から最新の RMI※が定めるしくみやツールを⽤いた「紛争鉱物調査結果WEB登録シ
ステム」を開始し、紛争鉱物にかかわる調達源の調査体制を強化しています。

RMI：責任ある鉱物イニシアチブ（Responsible Minerals Initiative）

紛争鉱物に関する基本⽅針

ダイキンは、コンゴ⺠主共和国とその周辺国における武装集団の⾮⼈道的な⾏為に加担することがないよう
に、調達取引先の皆様と連携しサプライチェーンの透明性を⾼めて、適切な鉱物調達に取り組みます。

 グリーン調達をご覧ください。 (P129)

サプライチェーン・マネジメント - 404 -



サプライチェーンにおけるリスクマネジメント
サプライチェーンにおけるリスクマネジメント

ダイキンは、事業のグローバル化に伴い増⼤する調達リスクの軽減に努めています。

取引先様の定期的評価で、リスクを抽出するとともに、影響を受ける取引先様を瞬時に判断できる社内シス
テムを構築し、随時、データベースを更新することによって、問題発⽣時の対応⼒を強化しています。

取引先様の経営状況の悪化、⾃然災害や事故の発⽣等が起こった場合でも、原材料や部品等が安定的かつタ
イムリーに、また合理的な価格で供給されることを確保するため、調達先の複数化・地域的分散、部品の共
通化・標準化等の対応を進めています。

また、ダイキンのコア技術に類する部品・材料を扱う取引先様のうち、「代替が困難」「取引⾦額の規模が
⼤きい」「重要な取引品⽬」の3項⽬を考慮して「重要なサプライヤ」を設定しています。さらにその中か
ら、以下の条件に対し⼀定以上のレベルにある取引先を「グローバルサプライヤ」と位置付け、グローバル
での取引を推進する取り組みを⾏っています。

《グローバルサプライヤの定義》
1. ダイキンのグローバル拠点に対して営業拠点を持っていること
2. ダイキンが求める販売価格の管理を⾏えること
3. ダイキンが求める契約・合意書の締結を⾏っていること

2020年度にグローバルサプライヤと位置付けているのは、グローバルで23社です。これら23社との取引に
関して、「グローバル調達責任者合同会議」を通じ、発注量を調整し、コスト改善と安定調達に取り組んで
います。加えて、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を受け、さらなる現地調達化を促進します。
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イニシアチブへの参加
国連グローバル・コンパクトへの参加

ダイキン⼯業は、2008年10⽉、国連が提唱するグローバル・コンパクトに正式加盟するとともに、ローカル
ネットワークである、「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン」に加⼊しています。加⼊企
業・団体から構成される分科会の⼀つである、「サプライチェーン分科会」に参画し、サプライチェーンに
おけるCSR取り組みについて議論・情報交換を⾏い、他社と協業・連携しながら、サプライチェーン・マネ
ジメントの強化や取り組み内容の向上に努めています。

関連情報

 グローバル・コンパクトへの参加  (P58)
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サプライチェーンCSR推進ガイドライン

1．事業慣⾏に関する社会的責任

事業慣⾏に関する経営⽅針や⾏動規範など、社会的責任の推進について従業員に衆知・徹底するため
のガバナンスの明⽂化

具体的指針

1. 経営トップ⾃らが率先した社会的責任の遂⾏
⾃社における社会的責任の遂⾏にあたっては経営トップ⾃らがその⽅針を⽰し、実⾏責任者となること
を求めます。

2. 社会的責任推進に関する経営⽅針の明⽂化
⾃社の社会的責任についての会社（経営）⽅針およびそれに準ずる⾏動規範を定め、それを明⽂化し、
従業員ならびに事業運営に関係するすべての⼈に対して広く公開すること。

提出を依頼する資料など：

経営トップのCSR⽅針（サステナビリティレポートや、HP掲載などの公知のもの）
CSR⽅針や⾏動規範に関する資料（サステナビリティレポートや、HP掲載などの公知のもの）
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サプライチェーンCSR推進ガイドライン

2．安全で⾼品質な商品・サービスの提供

常にエンドユーザーの視点に⽴った商品の安全性と品質の確保
また、安全性に関わる問題が発⽣した場合の迅速・適切な対応

具体的指針

1. 商品・部品の安全性・品質の確保
1. 商品の安全性に関して、関係する国内外の法令や安全基準を遵守すること。
2. 商品（部品）の品質確保に向け、品質管理マネジメントシステムの確⽴など、設計から製造、販

売、アフターサービスに⾄るすべてのプロセスにおいて、商品（部品）の安全性と当社が要求する
⾼品質確保のための取り組みを維持・継続すること。

3. 商品（部品）を安全に使⽤するために、商品に関する納⼊仕様書や技術資料を当社の要求に対して
遅滞なく提出すること。

4. 当社内または市場での商品（部品）の安全性や品質に関する情報を迅速に把握し、後⼯程の⽴場に
⽴って対処するとともに、社内へのフィードバックを的確に⾏い、より安全で⾼品質な商品（部
品）の提供に努めること。

提出を依頼する資料など：

貴社商品または貴社商品を使⽤している製品について、過去に製品安全に関する法律違反を発⽣
させた経緯があれば、その発⽣状況・対策などについての資料
法規や客先の要求に依らず、貴社独⾃に定める部品（製品）に関する安全規格・基準などがあれ
ば、その内容の開⽰

2. 安全性に関わる問題発⽣時の迅速かつ適切な対応
1. 貴社商品（部品）に係る事故についてその関連情報収集に努め、貴社経営トップに迅速に報告する

とともに、当社に対して適切な情報提供を⾏うことを要求します。
2. 万⼀、貴社商品（部品）の安全性に関する問題が発⽣した場合には、エンドユーザーの安全を第⼀

に考え、事故の発⽣や拡⼤を防⽌するためのあらゆる措置を迅速に⾏うこと。
3. 問題発⽣時に貴社にて評価した評価結果や、原因究明、対策内容に関する検討内容については、当

社要求に対して速やかな⽂書による報告を⾏うこと。
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3．⾃由な競争と公正な取引

⽇本における独占禁⽌法およびそれに類する各国（地域）法規を遵守した公正な競争
また、取引に関する法令を遵守したフェアな企業活動の推進

具体的指針

1. 独占禁⽌法の遵守
1. 国内外との同業他社との間で、価格、⽣産・販売数量、⽣産・販売品種、取引先様、販売地域、発

売時期などについて、互いの競争を制約する取り決めを⾏わないこと。
2. 当社が⾏う⼊札や⾒積もり合わせの際、参加者間で受注予定者や⼊札価格などを決める取り決めを

⾏わないこと。
3. 部品販売を委託する商社などが他社競合商品を取り扱うことや、販売先の販売地域、販売ルート、

または仕⼊れルートを不当に制約するなど、販売委託先の⾃由な事業活動を不当に制約しないこ
と。

4. 上記に類する、各国（地域）の公正な競争および取引に関する法令を遵守し、公平かつ公正な企業
活動を⾏うよう求めます。
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4．貿易関連法令の遵守

各国・地域の貿易関連法令を遵守し、国際的な平和と安全、世界秩序の維持を阻害する恐れのある取
引への関与禁⽌

具体的指針

1. 安全保障貿易管理の徹底
1. ⼤量破壊兵器の不拡散、通常兵器の蓄積防⽌およびテロ活動への加担防⽌の観点から、外為法など

に定める安全保障輸出管理の規制および⽶国法の再輸出規制を遵守すること。
2. 国際情勢を⼗分に認識し、輸出取引にあたってはその⽤途と需要者を確認し、企業としての社会的

責任に反するような取引を⾏わないこと。
3. 安全保障貿易管理に関しては⾃主管理⽅針を明確に定め、その遵守による管理徹底を⾏うこと。

2. その他の貿易関連法令の遵守
上記の安全保障貿易管理にとどまらず、商品（部品）などの輸出または輸⼊に関して、外為法や関税法
などの貿易関連法令を遵守すること。
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5．知的財産権の尊重および保全

⾃社の知的財産権取得・保全を確実に⾏うとともに他社の知的財産権を尊重し、他社特許侵害の発⽣
を防⽌する施策の実⾏

具体的指針

1. ⾃社の知的財産権の取得・保全と活⽤
1. ⾃社の知的財産が重要な会社財産であることを認識し、適切に維持・管理・保全するとともに有効

に活⽤すること。
2. 当社商品などを通じて、⾃社の商品（部品）がグローバルに展開されていることを常に意識し、先

進的かつ創造的な研究開発の成果である特許権などの知的財産権の取得と保護を推進すること。
3. 海外を含めたすべてのグループ会社から⽣まれる知的財産権の情報を集約し、グループとしての知

的財産権の把握と活⽤を図るよう取り組むこと。
4. ⾃社が保有する知的財産権に対する、第三者による侵害⾏為に対しては、適切でかつ正当な権利⾏

使を⾏うこと。

2. 他社の知的財産権の尊重
1. 新商品（部品）・新技術の研究開発にあたって、グローバルな観点から他社の知的財産権を侵害し

ていないかどうかを調査して、権利を侵害しないように努めること。
2. 正当に⼊⼿した当社または他社の知的財産権は、契約で定めた使⽤可能な範囲内においてのみ使⽤

し、例えばソフトウェアの不正コピーなどを⾏うことのないように管理徹底すること。

3. 他社部品・商品のデッドコピーの禁⽌
公正な取引を⾏う観点から、他社商品（部品）を許可なく模倣し、開発・製造・販売する⾏為を決して
⾏わないこと。
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6．情報の適切な管理と活⽤

⾃社・他社の機密情報や個⼈情報を適切に管理し、有効に活⽤するとともに、これらの情報を不正に
⼊⼿することのないよう徹底すること

具体的指針

1. ⾃社機密情報の適切な管理と活⽤
1. ⾃社の機密情報が社外に漏えいしないよう適切に管理・活⽤すること。
2. ⾃社機密情報を開⽰する場合、その開⽰内容や⽅法などについて⼗分に検討し、秘密保持契約の締

結などにより、第三者への漏えいを防⽌すること。
3. 退職者に対しても、在職中に知り得た機密情報の漏えいを防⽌すべく取り組むこと。

2. 他社機密情報の正当な⼊⼿と適正な使⽤
1. 他社機密情報を⼊⼿する場合には、正当な権限者から正当な⽅法で⼊⼿すること。
2. ⼊⼿した他社機密情報を他社との契約に定められた利⽤可能な範囲内においてのみ使⽤し、⾃社機

密情報と同じく適切に管理すること。

3. 個⼈情報の適切な取り扱い
1. 個⼈情報を取得する場合、ご本⼈に利⽤⽬的をお伝えし、その利⽤⽬的の範囲内で使⽤することを

徹底すること。
2. 取引先様や従業員などからお預りした個⼈情報の漏えい防⽌に努めること。
3. 取得した⼀切の個⼈情報についてご本⼈から開⽰・訂正・利⽤停⽌などのご要求があった場合は、

適切に対応すること。

4. 情報システムの適切な管理
1. 貴社の情報システム（コンピューターシステム、ネットワークおよびコンピューターシステムで保

管している情報資産）を保護し、適切に使⽤できる環境を構築すること。
2. 外部からのコンピューターウィルス攻撃などのサイバー攻撃に対して常に注意を持って⾏動するこ

と。また、万が⼀攻撃を受けた際も、ウィルスによる実被害を防ぐためにあらゆる施策を講じるこ
と。
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7．インサイダー取引の禁⽌

会社としての信⽤を維持するために、⾃社・他社の未公開の情報を利⽤した株式などの売買（インサ
イダー取引）を⾏わないよう徹底すること

具体的指針

1. ⾃社内部情報によるインサイダー取引の禁⽌ 
⾃社およびグループ会社に関する重要事項（投資判断に影響を与える未公開情報）を知ったときは、公
表されるまで他に漏らさないよう厳重に管理したうえで、該当する株式の売買を⾏わないようすべての
社員に対し徹底すること。

2. 他社内部情報によるインサイダー取引の禁⽌ 
職務に関係して、お取引先様など他社の重要事実を知った場合も、それが公表されるまで他に漏らさな
いよう厳重に管理したうえで、当該他社の株式などの売買を⾏わないようすべての社員に対し徹底する
こと。

3. 重要事実の漏えいの禁⽌ 
⾃社およびグループ会社ならびに他社(上場会社)の重要事実を知ったときはその情報がインサイダー取
引に利⽤されることを防ぐため、公表まで他に漏らさないよう厳重に管理し、職務上必要とされる者以
外に伝えることのないように管理すること。
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8．企業情報の適時・適切な開⽰

ステークホルダーからの適正な理由・背景による企業情報の開⽰要求に対し、積極的かつタイムリー
に情報開⽰し、双⽅向のコミュニケーション活動を推進すること

具体的指針

1. 社会から信頼される、透明性の⾼い「開かれた企業」の実現 
貴社の企業活動に関わる情報について、当社および関連グループからの適正な理由・背景による企業情
報の開⽰要求に対して、積極的かつタイムリーに情報開⽰するよう求める。また、当社との双⽅向コミ
ュニケーション活動により両社の信頼関係を構築し、透明性の⾼い「開かれた企業」をめざすこと。

2. IR(インベスター・リレーションズ)活動での適正かつタイムリーな情報開⽰ 
当社を含むすべてのステークホルダーに対して、法制度に基づく情報開⽰は当然のこととして、経営理
念、経営戦略、事業計画など、有⽤で信頼性のある情報を積極的に、かつ適切、タイムリーに開⽰し、
貴社企業経営への理解促進を促すこと。

3. ⼯場巡視や監査への協⼒ 
当社が要求する⼯場巡視や各種監査(品質、安全、その他必要に応じて⾏う監査)に対する積極的な協⼒
を求めます。
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9．地球環境の保全

環境に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、開発・⽣産・販売・物流・サービス など経営全
般にわたる、地球環境の維持向上の取り組み実践

具体的指針

1. 環境関連法規の遵守 
貴社における事業活動の遂⾏にあたって、環境関連法規を遵守するとともに、環境負荷の低減と環境汚
染の未然防⽌に努めること。

2. 事業活動全般における環境保全活動の実践 
⾃社のみならず、当社を含めたお取引様などとの協⼒も含めた⽣産・物流・販売・サービスなど事業活
動全般にわたる環境活動への取り組みを⾏うこと。

3. 環境保全に貢献する商品開発・技術⾰新の推進 
商品開発にあたって、環境に関わる項⽬について企画・設計段階から環境影響を定量的に把握し、環境
性能に優れた商品（部品）開発や技術⾰新の推進を要求します。

4. 環境コミュニケーション 
環境保全や取り組み成果などの環境に関する情報を、正直かつ公平に開⽰するよう求めます。また、当
社を含むステークホルダーとの双⽅向の対話などを通じて得た外部の知⾒を取り組みに⽣かしていただ
くよう期待します。

5. 従業員⼀⼈ひとりが、職場や家庭での環境保全活動を推進すること 
貴社従業員に対し、環境教育やボランティア活動などを通じた環境知識・意識を⾼め、職場や家庭で省
エネや省資源などの環境負荷低減や、⾃然を保護し再⽣する⽣物多様性保全に取り組み、地域・社会へ
の貢献を推奨いただくこと。

6. 地域社会への環境・健康被害の防⽌ 
⾃社⼯場のみならず、地域社会への環境影響にも配慮した事業運営により、地域社会への環境・健康被
害を起こさない事業活動を⾏うこと。

7. グリーン調達調査への積極的な協⼒と改善活動の推進 
当社が⾏うグリーン調達調査への全⾯的なご協⼒と、グリーン調達度（グリーン調達調査での点数）ア
ップに対して継続的な改善活動を推進すること。
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10．安全操業の確保

職場の安全確保はもとより、周辺地域の⽅々の信頼を確かなものにするため、「安全第⼀」の考え⽅
に⽴ち、安全操業に万全の注意を払う事業活動の推進

具体的指針

1. 安全に関する法令はもとより、安全操業を確固たるものにすべく社内基準の整備と遵守を推進し、安全
操業を確実に実⾏すること
安全に対する法令は過去の経験や失敗に基づく尊い経験から⽣まれたものであり、これを守ることが安
全確保の基盤である。安全に関する各種法令の遵守はもとより、⾃社の事業内容に則した社内ルールを
構築するとともに、それが最適な内容となるよう常に⾒直し、これらを確実に遵守することで安全レベ
ルの向上に努めることが必要と考えます。

2. 危険予知に基づく予防措置の実⾏
安全操業を確保するためには、事故や災害が発⽣する前に危険源を察知し、それを排除することが重要
と考えます。
そのため、ヒヤリハット活動やKYT(危険予知訓練)を実践するとともに、リスクアセスメントなどの⼿
法を⽤いて職場の危険要因を洗い出し、その対策を⽴案・実⾏して、PDCAを回すなど、あらゆる取り組
みにより「危険ゼロ」の職場づくりに努めること。

3. 事故・災害発⽣時の迅速な対応
1. 万⼀事故や災害が発⽣した場合は、当該者の安全確保や事故・災害の拡⼤防⽌に努めると同時に、

地域の⽅々も含めた避難・誘導など地域社会に対しても適切な措置を迅速に⾏うこと。
2. また、事故や災害によって損傷した設備の早期復旧などの事業継続に向けた取り組み計画（BCP）

を予め策定し、万⼀の事態に備え、その影響を最⼩限にとどめるよう努めること。
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11．⼈権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守

⼀⼈ひとりの⼈権や多様な価値観、勤労観を尊重するとともに、安全で働きやすい職場づくりに努め
ること。また、強制・意思に反しての労働（強制労働）や、各国・地域の法令が定める雇⽤最低年齢
に満たない児童の就労（児童労働）を排除し、各国・地域の労働関連法令およびその精神を徹底して
遵守すること

具体的指針

1. ⼈権の尊重 
貴社従業員はもちろんのこと、外注先を含めた貴社に関わる⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、「国籍」「⼈
種」「⺠族」「宗教」「肌の⾊」「年齢」「性別」「性的指向」「障害の有無」などによる差別となる
⾏為を⾏わず、職場の環境や⼈間関係をより良いものになるよう努めること。
また、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントや妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメン
トを⾏わず公正で明るいいきいきとした職場づくりをめざすこと。
さらに、取引先様やさまざまなステークホルダーにおいても、⼀⼈ひとりの⼈権が尊重されるよう努め
ること。

2. 多様性（ダイバーシティー）の尊重 
関連するすべての⼈に対し、多様な価値観、勤労観を尊重しながら、お互いが違いを認め合い、強調
し、⼒を結集して、持てる⼒を最⼤限に発揮できる職場をめざすこと。

3. 労働関連法令の遵守 
会社と従業員が「対などの⽴場で互いに選択し合った関係」であることを維持し、⼀⼈ひとりが会社⽣
活の中で⽣き⽣きと働くための基盤として、すべての労働関連法令（労働基準法、労働安全衛⽣法、労
働組合法など）を徹底して遵守すること。

4. 職場の安全・衛⽣の確保 
誰もが安⼼して働けるよう、職場の安全・衛⽣の確保を最優先すること。
そのために、⽇頃から災害につながる恐れのある要因を洗い出して対策を⽴てるしくみなど、職場環境
を整備し、業務上災害を未然に防⽌するよう求める。

5. 社会⼈としての⾃覚を持った⾏動 
すべての従業員が社会⼈としての責任を⾃覚し、⾏動するよう努めること。特に、反社会的⾏為や違法
⾏為は⾃ら⾏わないことは⾔うまでもなく、その⾏為を許さず会社・個⼈としての取引や付き合いを⾏
わないこと。
また、就業規則をはじめとした社内規則を制定・遵守し、⼀切の不正・不誠実な⾏為を⾏わないことは
当然のこととして、社内秩序や⾵紀の維持に努めることを求める。

国際規範：

世界⼈権宣⾔、国連グローバルコンパクト、労働における基本的原則及び権利に関するILO宣⾔
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サプライチェーンCSR推進ガイドライン

12．会社資産の保護

貴社の所有する有形・無形の資産を⼤切に保護し、有効に活⽤するため、適切な管理を徹底すること

具体的指針

1. 会社資産は業務⽬的のみに使⽤ 
貴社の所有資産については有効活⽤のための社内ルールを策定・施⾏し、資産を私物化したり、会社の
業務以外の⽬的に使⽤しないこと。

2. 会社資産の保全 
貴社の所有資産を被災、紛失、盗難などから保護するため、⽇々の防災取り組みなど、会社資産の保全
を徹底すること。
また、不良債権が発⽣しないよう、適切な与信管理などに努めるよう求めます。

3. 会社資産の適切な運⽤ 
貴社の所有資産(不動産、有価証券など)の運⽤にあたって、投機的な取引を⾏わないこと。

4. 適切な契約の締結 
貴社にて契約を締結する際、会社の正当な権利を確保し、不合理な義務を負担することがないよう、締
結前に⼗分に内容を検討し、適切な契約を締結するよう努めること。
また、締結した契約を遵守することを求めます。

サプライチェーン・マネジメント - 418 -



サプライチェーンCSR推進ガイドライン

13．適正な経費処理

会計基準、各種税法に従った、適正かつ適切な経費処理を⾏い、内部統制の⾼度化に努めること

具体的指針

1. 適正な経費処理 
経費の⽀出に際しては、複数⼈によるチェック機能のルール化などのあらゆる⼿段を講じて、不正・不
適切な処理が発⽣しないよう厳格に管理すること。

2. 適正な会計処理 
会計処理に際しては、企業会計の原則に基づく適正な会計基準を設けて会計処理を⾏い、経理・財務デ
ーターの正確性を確保するよう求めます。あわせて、財務報告の正確性を確保するために、適切な内部
統制の体制を構築し、維持すること。

3. 適正な税務処理
1. 税務処理に際しては、関係する税法に則って確実に納税を⾏うこと。
2. 海外のお取引様や⾃社グループ会社など海外取引においては、⾃国の税法のみならず相⼿国の税法

にも⼗分に留意して取引を⾏うこと。
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サプライチェーンCSR推進ガイドライン

14．節度ある接待・贈答・招待

業務に関わっての接待・贈答・招待について、各国・地域の法令に従い、社会的常識の範囲内におい
て節度を持って⾏うこと。特に、国内外の公務員などに対しては、各国・地域の法令に違反する接
待・贈答・招待は⾏わないこと

具体的指針

1. 官公庁などとの健全かつ透明な関係の維持
1. 貴社と官公庁などとの関係において、国家公務員倫理法などによる公務員が禁⽌されている接待・

贈答・招待などを⾏わないこと。
2. グローバルでビジネスを展開するにあたり、外国公務員などに対しても、各国・地域の法令で禁⽌

されている接待・贈答・招待などを⾏わないこと。

2. 政治資⾦規正法・公職選挙法の遵守 
政治家または政治団体に対し、政治献⾦・寄付などを⾏う場合には、政治資⾦規正法や公職選挙法の内
容を⼗分に理解し、定められた⼿続きを確実に⾏い、法令を遵守すること。

3. 取引先様との節度ある接待・贈答
取引先様などとの関係において、各国・地域の関連法令に違反し、社会的常識を逸脱した接待・贈答・
招待の授受は⾏わず、健全な商慣習を維持すること。
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サプライチェーンCSR推進ガイドライン

15．反社会的⾏為への毅然たる姿勢

市⺠社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒・団体に対しては、毅然とした態度を求めます

具体的指針

1. 株主の権利⾏使に関する利益供与の禁⽌
いわゆる総会屋や、その他株主の権利⾏為に関連して、いかなる利益や便宜の供与を⾏わないこと。

2. 反社会的勢⼒・団体との取引の禁⽌
1. 反社会的勢⼒・団体の活動を助⻑したり、利益供与となる取引を⾏わないこと。
2. 事業活動の遂⾏にあたって、反社会的勢⼒・団体の影響⼒を利⽤しないこと。

3. 反社会的勢⼒・団体への毅然とした対応
1. 反社会的勢⼒・団体からの不当な要求には断固として応じないこと。
2. 反社会的勢⼒・団体から接触があった場合、担当者個⼈ではなく組織として毅然とした対応するこ

と。また、平素から警察、弁護⼠などの外部専⾨機関と綿密な関係を構築し、有事の際には、外部
専⾨機関と連携して⺠事・刑事の両⾯から法的対応を⾏うこと。

サプライチェーン・マネジメント - 421 -



サプライチェーンCSR推進ガイドライン

16．各種業法の遵守

⾃社が携わっている事業に適⽤される各国・地域の法令を的確に把握し、遵守するよう努めること

具体的指針

それぞれの事業には、多くの遵守すべき、その事業に特有の法令が存在し、また新たな法令の制定や改訂が
⾏われることも多々あります。これら、⾃社事業に関する法令を的確に把握・理解し、許認可などの取得、
基準の遵守、定期検査、記録の作成・保存など、定められた事項を確実に実⾏すること。

また、事業活動のグローバル化を⾏う場合は、各国・地域の法令や規則の遵守、各種国際規範の尊守はもち
ろんのこと、⽂化・慣習などに配慮し、⾼い倫理観を持って⾏動すること。
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サプライチェーンCSR推進ガイドライン

17．事業リスクの適切な把握とBCP推進

⾃社が携わっている事業に関し、適切なリスク展開を⾏い、事業継続のためのBCP策定を推進するこ
と

具体的指針

1. ⾃社事業に関わる「経済」「社会」「環境」などのリスクの展開
⾃社事業持続性を維持するために、⾃社事業に関する「経済」「社会」「環境」などに関するリスクを
検討し、必要に応じて更新することで、⾃社事業リスクを常に明確にしておくこと。

2. リスク回避のためのBCP策定の推進
上記したリスクに関しては、有事の際の対応策（BCP）をルール化し、有事に備えることを求める。特
に、近年問題が顕著化している地球温暖化や⽔リスクなどに関しては⾃社⾏動指針を明確に定め、リス
ク回避に努めること。

3. 事業継続性の取り組みについて、ガバナンスの重要項⽬として経営トップの率先した⾏動と、全社員へ
の周知
事業継続性の取り組みについては、経営トップ⾃らが率先して取り組み、全社ルールとして定めるよう
求める。また、そのルールを従業員⼀⼈ひとりに衆知・徹底することで、全社を挙げて事業の維持・継
続に努めること。

4. BCPについて、取り組み内容の情報開⽰
事業継続に関する取り組み（BCP）については、当社からの取り組み内容に関する情報開⽰要求に対し
て速やかに応じること。

5. 2次、3次取引先様を含めたBCPの策定
事業継続に関する取り組み（BCP）については、⾃社のみならず購⼊先についてもその取り組み範囲に
⼊れた計画を⽴案すべきである。

提出を依頼する資料など：

BCP管理に関する社内基準の内容（規定・要領などの資料）
2次、3次取引先様のリスク管理資料（⼯場⽴地や評価データ）
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サプライチェーン・マネジメント

取引先様との連携

サプライチェーン全体での法令遵守マネジメント
取引先様の法令遵守の徹底を⽀援

ダイキンは、サプライチェーン全体での法令遵守マネジメントをめざし、取引先様の法令遵守の徹底を⽀援
しています。

空調部⾨では、遵守を依頼する事項について、⽂書で通達するほか、年4回開催する取引先説明会でケースス
タディを紹介し、意識の向上を図っています。
その他、取引先様専⽤WEBサイトで、環境に関連する法令情報を提供しています。

化学部⾨では、不定期に監査を実施しています。また、継続取引の評価時に取引先様に配布・回収する「外
部提供者調査表兼⾃⼰診断シート」に、過重労働の是正、不適正な労働の排除、⼈権への配慮のためのマネ
ジメントに関する項⽬を設け、取引先様の状況の把握に努めています。

取引にかかわる各部⾨に、下請法の遵守を徹底

ダイキン⼯業の仕⼊先・委託先のうち、下請法の対象となる企業は数千社に上ります。当社は、「下請法遵
守ガイドライン」を制定し、⽀払い遅延などがないよう各部⾨やグループ会社に徹底しています。また、各
部⾨で従業員を対象に下請法遵守に関する教育を実施したり、外部講習会に参加させるなど、この法律に対
する意識の向上を図っています。

遵守状況については、コンプライアンス全般の点検の中で適正な⽀払いがなされているかどうかを監視して
います。
また、下請対象供給者や⽣産委託供給者の財務状況には常に注意を払い、状況に応じて⽀払い条件の緩和な
どの救済処置を実施する場合もあります。
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取引先様への環境マネジメントシステム構築⽀援

ダイキン⼯業では、取引先様に対して環境⾯で「グリーン調達ガイドライン」の遵守を依頼し、環境マネジ
メントシステムの構築と運⽤を要請しています。 ますます厳格化する化学物質規制などに対応し、定期的に
グリーン調達ガイドラインを改定しています。

取引先様には環境・品質マネジメントシステムの構築とその的確な運⽤を前提とした「環境・品質サプライ
チェーン」をつないでいただく必要があります。そこで、ダイキン⼯業は取引先様の環境マネジメントシス
テムの運⽤状況を「グリーン調達調査」で把握しています。2018年度から経済産業省が推奨している化学物
質管理システム「chemSHERPA(ケムシェルパ)」を導⼊し取引先様にも対応をお願いしています。これによ
り、確実でスピーディーな化学物質情報の管理をめざします。

また、2016年度から、CSR調達の⼀環で紛争鉱物（コンゴ⺠主共和国とその周辺国から産出され、武装勢⼒
の資⾦源となっていることが懸念されるスズ、タンタル、タングステン、⾦の4種類の鉱物）の調査を取引先
様に実施しています。

関連情報

グリーン調達

グリーン調達ガイドライン

 (P129)

 (P431)
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品質改善報告会

取引先様と連携した製品の品質向上・安全性確保
取引先様も参加する品質向上策の発表会開催や、品質指導を実施

ダイキンでは、国内外の各拠点で、取引先様の⽣産現場において定期的な品質監査を実施するほか、説明会
や研修会を開催し、品質向上策、CSR調達などについて学ぶ機会を提供しています。

取引先様への品質向上、CSR・グリーン調達⽀援

ダイキンでは、取引先様への品質向上や、CSR・グリーン調達に関して、さまざまな⽀援を⾏っています。
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取引先様への⽀援内容

取引先説明会
空調部⾨の取引先様を対象に、ダイキン⼯業の⽅針・状況の説明、当社CSR・環境取り組みの情報提
供など。（年4回開催、2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から回数を1回に絞
り、会場を分散して123社が参加。）

品質説明会
当社品質ガイドラインの理解浸透を⽬的とした取引先様への品質教育の実施。（毎年開催、2020年度
は計2回（279社）参加）

品質改善報告会、
品質改善検討会 

空調部⾨の取引先様を対象に、品質上問題のあった取引先様から改善のための報告会。
（「品質改善報告会」は、2018年度は計5回（17社）、2019年度は計4回（30社）、2020年度は新
型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から回数を1回に絞り、17社が参加。。 
「品質改善検討会」は、2020年度は11社を対象に計124回実施）

品質監査

空調部⾨の取引先様を対象に、ISO9001に基づく監査機関による外部定期監査、空調⽣産本部と取引
先様共同での内部監査を実施。また、当社担当者が取引先様を訪問し、新規部品採⽤時の調達・品質
に関する管理項⽬の確認や、⽣産の合理化を⽬的とした⽣産⼯程の定期的な確認等を実施。（2018年
度は95社、2019年度は99社、2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から対象社数
を絞り44社に実施） 
化学部⾨の取引先様を対象に、重要資材および品質異常を発⽣させた供給者に対し、ISO9001を規範
とした監査を実施。（2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から対象社数を絞り4
社に実施）

品質プロセス監査
空調部⾨の取引先様を対象に、当社の品質ガイドラインにもとづいた品質プロセスの監査を定期的に
実施。

品質フォーラム

化学部⾨の取引先様を対象に、ダイキン⼯業の品質⽅針の紹介、調達品の不良率や品質コスト、各社
の品質異常と、品質向上活動の紹介・発表など。（年1回開催） 
2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から、従来の集会形式を変更し、77社に対
して情報提供とアンケートを実施。

表彰制度
取引先様の⽇々の貢献を称えるため、年1回、開発、⽣産、品質、価格、デリバリー、環境、グローバ
ル貢献などの項⽬で顕著な貢献があった取引先様に対して、「CEO賞」「COO賞」「特別賞」などを
選出して表彰。

取引先訪問
空調部⾨の取引先様を対象に、管理職やダイキン⼯業の卓越技能者「マイスター」が取引先様を訪問
し指導。

技術交流会
新技術や新⼯法の発案のため、コロナ禍ではあったが対⾯やWeb⾯談を併⽤し、テーマ⽴案に向けた
情報交換などを実施。（2020年度は15社参加）

技術説明会
取引先様と相互の技術提案の場として、ダイキン技術の説明会を実施（2020年度はWeb開催にて50
社参加）
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取引先様との品質会議

中国で取引先様の品質改善を⽀援

マッケイ中国（蘇州）社では、2020年度、お客様か
らの品質不具合のフィードバックを受け、空調品質部
⾨が11社の取引先様と⼀緒に品質管理体制と製造プロ
セスを分析しました。改善項⽬を整理し、品質担当者
に教育指導を⾏うことで、そのすべてを改善しまし
た。
圧縮機品質部⾨でも、取引先様の品質会議に参加し、
監査項⽬の追加や製造⼯程を改善するなどした結果、
2019年度と⽐べ購⼊品の不良率を約2％下げることが
できました。

不良品ゼロに向けた「ZD活動」を国内外で展開

空調部⾨では、「サプライヤ品質会議」に参加する取引先様と連携し、2007年度から「ZD（ゼロディフェ
クト）活動」を展開しています。これは3S活動（整理・整頓・清掃）、未然防⽌活動（製造⼯程で起こりう
る不良品の予知管理）、再発防⽌（過去に起こったトラブルの再発防⽌、維持管理）によって不良品をゼロ
にしようとする活動です。

2019年度はZD報告会を1回、国内17社が参加する個別報告会を25回実施しました。

取引先様と取り組むZD活動
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製作所内の取引先様や業務請負企業の⽅々などの安全確保
取引先様や業務請負企業に対する安全情報の提供、構内パトロールを実施

ダイキン⼯業では、取引先様や業務請負企業の⽅々などと協⼒し、製作所内の安全確保に努めています。

取引先様、業務請負企業の⽅々などへの安全確保の⽀援

関連情報

構内安全連絡会
業務請負企業の⽅々の安全を守るため、安全に関する啓発と情報共有を実施。（2
カ⽉に1回開催）そのほか、構内パトロールや、⼈材派遣業者管理者対象の会合も
開催。

安全講習会
製作所に出⼊りする多くの取引先様の納品⾞両の運転⼿に対し、構内外での交通規
制などを指導。（毎年開催、2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観
点から講習テキストを配布して実施。約400⼈が参加。）

協⼒会社様対象研修

化学設備の定期整備を⾏う協⼒会社の作業者を対象に、安全・施⼯品質管理の
研修、SDS（化学物質安全性データシート）による化学物質の危険有害性情報
の提供、ポケットサイズの「安全Booklet」の配布。2020年度は、新型コロナ
ウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から、1回の参加⼈数を制限、会場⼊場時の検
温など感染対策を徹底し、対⾯形式で研修を実施。（2020年度は8回実施、
358⼈が参加）
新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点から、従来の集会形式の安全講習会
を変更。262社に対して、安全運転に関する情報提供とアンケートを実施。

 労働安全衛⽣  (P319)
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ともに成⻑・発展する関係づくり
理解と信頼を深めるためのコミュニケーションを⼤切に

ダイキンは、取引先様と互いに理解し合い、信頼関係を深め、切磋琢磨しながらともに成⻑していくため
に、あらゆる機会を捉えてコミュニケーションを図るよう努めています。

空調部⾨では、グローバル調達本部⻑や部⻑、管理職が折々に取引先様を訪問したり、取引先説明会、賀詞
交歓会、表彰式典を開催したりして、取引先様とのコミュニケーションの深化に努めています。2020年度
は、新型コロナウイルス感染の影響もあり、オンライン形式で開催しました。
2014年4⽉より、「空調協⼒会」を再発⾜しました。これはグローバル化の陰で⽇本のモノづくり⼒が弱体
化するなか、国内サプライヤが国際競争⼒を確保すること、為替・市況などの急激な環境変化に迅速に対応
できること、新たなモノづくりに向けたイノベーションのきっかけをつくることを⽬的としています。2020
年度は「情報交換会」をオンライン形式で３回開催し、互いに情報を共有したり、異業種間で議論すること
で相互に発展をめざす関係を維持しています。
「空調協⼒会」分科会においては、2019年度も引き続き「安全」「納⼊改善」「貸与資産」の３テーマを継
続し、活動を⾏いました。取引先様同⼠、弊社との協業含めて双⽅にメリットのある活動となっています。

化学部⾨では、継続的に実施している品質フォーラムの開催だけでなく、購買担当者が積極的に取引先様と
⾯談し、技術や品質、価格などの課題について情報収集と意⾒交換を⾏い、必要に応じて臨時あるいは応急
的なサポートを関連部署に要請し問題解決に努めています。
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サプライチェーン・マネジメント

グリーン調達ガイドライン

グリーン調達ガイドライン
取引先様の法令遵守を⽀援

ダイキンは「グリーン調達ガイドライン」を制定し、環境負荷のより⼩さい商品を提供するために、取引先
様をも含めた環境管理を進めています。2021年4⽉、ガイドラインを第12版に改訂しました。

主要⽣産拠点がある⽇本、欧州、⽶州、中国、東南アジアにおいて「取引先様へのガイドライン遵守の徹
底」「納⼊資材に含まれる化学物質調査」を実施しています。

グリーンガイドラインの内容を、PDFでご紹介します
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グリーン調達ガイドライン 第12版 （2021年4⽉改訂）

グリーン調達調査表

和⽂版 （623KB）

英⽂版 （428KB）

中⽂版 （978KB）

和⽂版 （209KB）

英⽂版 （195KB）

中⽂版 （653KB）

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/supplier/guide-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/supplier/guidelines_e-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/supplier/guidelines_c-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/supplier/chosahyo-pdf)

(https://www.daikin.com/-/media/Project/Daikin/daikin_com/csr/supplier/inspection-pdf)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/supplier/chosahyo_c-pdf)




