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CSR理念

「グループ経営理念」と「人を基
軸におく経営」を実践すること
が、持続的な発展・成長につなが
ると考えています。

CSR 重点テーマと経営戦略

特定したCSR重点テーマを戦略経
営計画の重点テーマ（経営のマテ
リアリティ）に反映し、取り組ん
でいます。

CSR推進体制

グループ全体で統括的・横断的に
CSRを推進しています。

CSR⾏動計画2020

CSR重点9テーマについて2020年
度の目標を設定し、グループ全体
で取り組みました。

CSRマネジメントCSRマネジメント
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「経営理念」と「⼈を基軸におく経営」を両輪
に

世界中のお客様から信頼され、また国内外の従業員
が誇りを持って働けるグループを実現するための行
動のよりどころである「グループ経営理念」。人の
成長の総和が会社の成長となると考えて、従業員一
人ひとりが能力を最大限に発揮できる環境づくりに
努める「人を基軸におく経営」。

ダイキングループは、従業員、会社の双方が、この
二つの考え方を実践することが、持続的な発展・成
長につながると考えています。

CSRマネジメント

CSR理念

経営の基本的な考え⽅
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グループ経営理念
グループ経営理念

1. 「次の欲しい」を先取りし、新たな価値を創造する
2. 世界をリードする技術で、社会に貢献する
3. 企業価値を高め、新たな夢を実現する
4. 地球規模で考え、行動する
5. 柔らかで活力に満ちたグループ
6. 環境社会をリードする
7. 社会との関係を見つめ、行動し、信頼される
8. 働く一人ひとりの誇りと喜びがグループを動かす力
9. 世界に誇る「フラット＆スピード」の人と組織の運営

10. 自由な雰囲気、野性味、ベストプラクティス・マイウェイ

CSRの考え⽅
1. 「グループ経営理念」を徹底して実践することによって、すべてのステークホルダーとの関係でグロー

バルに社会的責任を果たし、当社グループの企業価値を高めるとともに、社会の持続可能な発展に貢献
する。

2. 企業倫理・法令遵守の徹底を基盤としながら、当社グループ本来の事業活動において、社会に貢献して
いくことを主体に展開する。さらには、良き企業市民として、それぞれの地域の役に立つことを高い感
受性で捉え、社会貢献活動を実践していく。

3. 積極的にCSRを事業活動に組み込み、融合させ、一体として推進することによって、真に継続的な取り
組みとし、かつ業績の向上にもつなげていく。

4. 広く社会と双方向のコミュニケーションを行い、説明責任を果たし、高い透明性を維持することによっ
て、CSRを推進する。

「グループ経営理念」（ダイキンについて）

(https://www.daikin.co.jp/corporate/overview/philosophy/)
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価値提供のCSR

環境負荷を低減しなが
ら、世界中に健康で快
適な空気環境を提供し
ます

環境
新価値創造
顧客満足
人材

基盤的CSR

社会からの要請に応
え、より透明で誠実な
事業活動を行います

コーポレート・ガ
バナンス
人権の尊重
サプライチェー
ン・マネジメント
ステークホルダ
ー・エンゲージメ
ント
地域社会

CSRの重点テーマ
2015 年度に「FUSION20」の策定に合わせて、改めてダイキンにとっての重要性（マテリアリティ）を見
直し、企業と社会双方の持続可能な発展に向けた、「価値提供のCSR」として「環境」「新価値創造」「顧
客満足」「人材」の4テーマを定めました。

さらに、事業活動の基盤となるCSRとして「コーポレート・ガバナンス」「人権の尊重」「サプライチェー
ン・マネジメント」「ステークホルダー・エンゲージメント」「地域社会」の5テーマを設定しました。

2015年度までのCSRの重点テーマは以下のページをご覧ください。

グループ⾏動指針
ダイキンでは、グローバルに企業活動を展開するにあたり、グローバル・グループ各社の役員・従業員一人
ひとりが遵守すべき企業倫理・コンプライアンス上の基本的な事柄をグループ行動指針に定めています。
グローバル・グループ各社は、本指針のもと、各国・地域の法令や慣習などの違いに応じて具体的な行動規
範を策定し、企業倫理・コンプライアンスを徹底しています。

「CSR活動の歩み」（CSRマネジメント） (P89)
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注

グループ⾏動指針

具体的指針は、ダイキン工業および日本国内のグループ会社にのみ適用されるものです。

1. 安全で⾼品質な商品・サービスの提供
私たちは、お客様の視点に立って商品・サービスの安全性と品質の確保に努めます。また、安全
性に関わる問題発生時には、迅速・適切な対応を行います。

2. ⾃由な競争と公正な取引
私たちは、独占禁止法を含む各国・地域の公正な競争および公正な取引に関する法令を遵守し、
フェアな企業活動を行います。また、私たちは、正しい企業倫理に基づき、健全な商慣習、社会
通念に従った、公正な営業活動及び調達活動を行います。

3. 貿易関連法令の遵守
私たちは、各国・地域の貿易関連法令および安全保障貿易に関するグループ貿易管理方針を遵守
し、国際的な平和と安全、世界秩序の維持を阻害するおそれのある取引に関与しません。

4. 知的財産権の尊重および保全
私たちは、当社の知的財産権が重要な会社財産であることを認識し、その権利の保全に努めると
ともに有効に活用します。また、他社の知的財産権を尊重し、侵害しないように努めます。

5. 情報の適切な管理と活⽤
私たちは、当社の機密情報、お取引先等から入手した他社の機密情報およびお客様・従業員等の
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しません。ま
た、情報システムのセキュリティ管理を徹底します。

6. インサイダー取引の禁⽌
私たちは、株主・投資家からの信用を維持するため、ダイキングループや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）を行いません。

7. 企業情報の適時・適切な開⽰
私たちは、社会から信用される、透明性の高い「開かれた企業」を目指し、株主・投資家などは
もとより、広く社会に対し、企業情報を積極的かつタイムリーに開示し、双方向のコミュニケー
ション活動を行います。

8. 地球環境の保全
私たちは、環境に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、商品開発、生産、販売、物流、
サービスなど経営全般にわたり、地球環境保全の取組みを実践します。また、一人ひとりが、環
境問題への知識を深め、職場や家庭で、環境の負荷の低減、生物多様性の保全に努めます。

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
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9. 安全操業の確保
私たちは、職場の安全確保はもとより、地域の方々の信頼をより確かなものとするために、「安
全第一」の考え方に立ち、安全操業に万全の注意を払い、行動します。

10. ⼈権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守
私たちは、一人ひとりの人権を尊重し、「国籍」「人種」「民族」「宗教」「肌の色」「年齢」
「性別」「性的指向」「障害の有無」等による差別となる行為は行いません。多様な価値観を受
容し、一人ひとりの個性・強みを組織の力にまで高めていきます。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します。

11. 会社資産の保護
私たちは、会社の有形・無形の資産を大切に保護し、有効に活用するため、適切な管理を徹底し
ます。

12. 適正な経理処理
私たちは、会計基準、各種税法や社内ルールに従い、適正に経理処理を行います。

13. 節度ある接待・贈答
私たちは、グローバルビジネスの展開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もって行います。特に、国内外の公務員に対
しては、各国・地域の法令に違反する接待・贈答・招待は行いません。

14. 反社会的⾏為への毅然たる姿勢
私たちは、市民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
度で臨みます。

15. 社会とのかかわり
私たちは、社会から信頼される「良き企業市民」を目指し、自身の行動に自覚と誇りを持つと同
時に、奢らず謙虚に行動することに努めます。また、私たちは、「環境保全」「教育支援」「地
域共生」を軸とした社会貢献活動を実践します。

16. 各種業法の遵守
私たちは、各々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、遵守しま
す。

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
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グループ行動指針

1．安全で⾼品質な商品・サービスの提供

私たちは、お客様の視点に立って商品・サービスの安全性と品質の確保に努めます。また、安全性に
関わる問題発生時には、迅速・適切な対応を行います。

具体的指針

1. 商品・サービスの安全性・品質の確保
1. 私たちは、商品・サービスの安全性に関して、関係する国内外の法令や安全基準を遵守します。
2. 私たちは、品質管理マネジメントシステムを確立し、商品の設計から製造、販売、アフターサービ

スに至る全てのプロセスにおいて、商品の安全性と高品質確保のための取り組みを実行します。
3. 私たちは、お客様に商品を安全に使用していただくために、商品や取扱説明書等に適切でわかり易

い注意書や警告を表示します。
4. 私たちは、市場での商品・サービスの安全性や品質に関連する情報を迅速に把握し、お客様の視点

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・サ
ービスの提供に活かしていきます。

5. 私たちは、お客様のニーズに基づき、満足いただける優れた商品、システム、サービスを提供しま
す。

2. 安全性に関わる問題発⽣時の迅速・適切な対応
1. 私たちは、当社商品に係る事故について、その情報をお客様から積極的に収集し、経営トップに迅

速に報告するとともに、お客様に対して適切な情報提供を行います。
2. 私たちは、万一商品の安全性に関する問題が発生した場合には、お客様の安全を第一に考え、事故

の発生や拡大を防止するため、修理・交換、新聞などでの告知、法令で義務づけられた所轄官庁へ
の報告、販売事業者等社外の関係者への情報開示など、適切な措置を迅速に行います。
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グループ行動指針

2．⾃由な競争と公正な取引

私たちは、独占禁止法を含む各国・地域の公正な競争および公正な取引に関する法令を遵守し、フェ
アな企業活動を行います。また、私たちは、正しい企業倫理に基づき、健全な商慣行、社会通念に従
った、公正な営業活動および調達活動を行います。

具体的指針

1. 独占禁⽌法の遵守
1. 私たちは、国内外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、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しません。
2. 私たちは、入札や見積り合わせの際、参加者間で受注予定者や入札価格を決める取り決めをしませ

ん。
3. 私たちは、当社の販売先の販売価格（再販売価格）を制約しません。 店頭表示価格やチラシなどの

表示価格についても同様です。
4. 私たちは、当社の販売先が他社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

ルートを不当に制約するなど、販売先の自由な事業活動を不当に制約しません。

2. 商品・サービスの品質・性能等に関する正確かつ適切な表⽰
1. 私たちは、商品・サービスの品質・性能・原産地・取引条件などについて、景品表示法などの法令

や社内ルールを遵守し、お客様に誤解を与えることがないよう、正確かつ適切な表示・表現を行い
ます。

2. 私たちは、お客様に景品類を提供する場合、景品表示法で定められた制限の範囲内で行います。

3. 購買ルールの徹底、下請法の遵守など
1. 私たちは、購入先の選定に際し、国内外を問わず広く門戸を開放し、購入先に公平な参入機会を提

供します。また、購入先とは緊張感をもって切磋琢磨する関係を保持し、お互いの成長発展をめざ
します。

2. 私たちは、購入先に対し、当社グループの法令遵守・人権尊重・環境保全などの取り組みに対する
理解と協力を促し、購入先とともに社会の持続的な発展に貢献します。

3. 私たちは、購入先との取引について、下請法（下請代金支払遅延等防止法）などの取引先の保護法
令を遵守するとともに健全な商慣行に従い、取引先の保護に努めます。
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グループ行動指針

3．貿易関連法令の遵守

私たちは、各国・地域の貿易関連法令および安全保障貿易に関するグループ貿易管理方針を遵守し、
国際的な平和と安全、世界秩序の維持を阻害するおそれのある取引に関与しません。

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、外為法等

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します。
2. 国際情勢を十分に認識し、輸出取引に当たってはその用途と需要者を確認し、グローバル企業とし

ての社会的責任に反するような取引は行いません。
3. グループ貿易管理方針に基づき、安全保障貿易管理に関しての社内規程（コンプライアンスプログ

ラム）を策定し、遵守します。

2. 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、商品などの輸出または輸入に関して、外為法や関税法等の貿易
関連法令を遵守します。
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グループ行動指針

4．知的財産権の尊重および保全

私たちは、当社の知的財産権が重要な会社財産であることを認識し、その権利の保全に努めるととも
に有効に活用します。また、他社の知的財産権を尊重し、侵害しないように努めます。

具体的指針

1. 当社の知的財産権の取得・保全と活⽤
1. 私たちは、当社の知的財産が重要な会社財産であることを認識し、これをダイキングループの強み

として、適切に維持・管理・保全するとともに、有効に活用します。
2. 当社の商品・技術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をグローバルに積極的に取得し、グローバルな視点での保護
とグループ全体での活用を図ります。

3. 海外を含めた全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ります。

4. 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います。

2. 他社の知的財産権の尊重
1. 私たちは、新商品・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ます。
2. 正当に入手した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、ソフト

ウエアの不正コピーなどを行いません。

3. 他社商品のデッドコピーの禁⽌
私たちは、公正な競争を行う観点から、他社商品を模倣し、開発・製造・販売する行為は行いません。
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グループ行動指針

5．情報の適切な管理と活⽤

私たちは、当社の機密情報、お取引先等から入手した他社の機密情報およびお客様・従業員等の個人
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しません。また、情報シ
ステムのセキュリティ管理を徹底します。

具体的指針

1. 当社機密情報の適切な管理と活⽤
1. 私たちは、当社の機密情報が、社外に漏えいしないよう、秘密表示・アクセス制限・情報セキュリ

ティなどを実施し適切に管理・活用します。
2. 私たちは、当社の機密情報を開示する場合、その開示内容や方法について十分検討したうえで、秘

密保持契約を締結するなどして、第三者への漏えいを防止します。
3. 私たちは、退職後も在職中に知り得た機密情報を第三者に当社の許可なく使用または開示・漏えい

しません。

2. 他社機密情報の正当な⼊⼿と適正な使⽤
1. 私たちは、他社の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します。
2. 私たちは、入手した他社の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、当社の機密情報と同じく適切に管理します。

3. 個⼈情報の適切な取扱い
1. 私たちは、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利用

します。また、グループ会社間で共同利用する場合は、共同利用者の範囲・利用項目・利用目的な
どを、あらかじめご本人に通知するか当社ホームページなどで公表します。

2. 私たちは、お客様・お取引先・従業員などからお預かりした個人情報の漏えい防止に努めます。
3. 私たちは、データベース化した個人情報について、ご本人から開示・訂正・利用停止などの要求が

あった場合は、適切に対応します。

4. 情報システムの適切な管理
1. 私たちは、ダイキンの情報システム（コンピュータシステム、ネットワークおよびコンピュータシ

ステムで保管している情報資産）を保護し、適切に使用するために、ＩＴセキュリティガイドライ
ンに従いＩＴセキュリティ管理を徹底します。

2. 私たちは、外部からのコンピュータウイルス攻撃等のサイバー攻撃に対して常に注意を持って行動
します。また、万が一攻撃を受けても、ウイルスによる実被害を防ぐため、ＩＴセキュリティガイ
ドラインに従って行動します。
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6．インサイダー取引の禁⽌

私たちは、株主・投資家からの信用を維持するため、ダイキングループや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）を行いません。

具体的指針

1. 当社の内部情報によるインサイダー取引の禁⽌
私たちは、当社およびグループ会社に関する重要事実（投資判断に影響を与える未公開情報）を知った
ときは、「インサイダー取引防止規程」に従って手続をし、それが公表されるまで、当社株式などの売
買を行いません。

2. 他社の内部情報によるインサイダー取引の禁⽌
私たちは、職務に関係して、お取引先など他社（上場会社）の重要事実を知った場合も、それが公表さ
れるまで、当該他社の株式などの売買を行いません。

3. 重要事実の漏えいの禁⽌
私たちは、当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、公表まで他に洩らさないよう厳重に管理し、職務上必要
とされる者以外には伝えません。

4. 役員による当社の株式等の短期売買の禁⽌
上記に加え、当社の取締役、監査役、執行役員および専任役員については、「インサイダー取引防止規
程」において、買い付けをした後の６ヶ月以内の売り付け、または売り付けをした後の６ヶ月以内の買
い付けを禁止しており、これを遵守します。
また、当社の株式などの売買を行った場合は、金融商品取引法に従って、速やかに当局に報告書を提出
します。

CSRマネジメント − 71 −



グループ行動指針

7．企業情報の適時・適切な開⽰

私たちは、社会から信頼される、透明性の高い「開かれた企業」を目指し、株主・投資家などはもと
より、広く社会に対し、企業情報を積極的かつタイムリーに開示し、双方向のコミュニケーション活
動を行います。

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
私たちは、株主・投資家やお客様、お取引先などのダイキングループと関わりのあるすべての方々に対
して、企業活動に関わる情報を積極的に発信するとともに、ダイキングループへの意見・要望を真摯に
受け止め、企業活動に反映することによって、社会から信頼される、透明性の高い「開かれた企業」と
して、相互理解の促進に努めます。

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
1. 私たちは、株主・投資家などの方々に対して、法制度に基づく情報開示（会社法や金融商品取引法

に基づく計算書類や有価証券報告書など）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、企業経営への理解促進
を図ります。

2. 特に重要な情報の開示については、情報開示委員会が、その妥当性・適正性の判断を行い、アカウ
ンタビリティ（説明責任）の一層の充実をめざします。
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8．地球環境の保全

私たちは、環境に関する各国・地域の法令を遵守するとともに、商品開発、生産、販売、物流、サー
ビスなど経営全般にわたり、地球環境保全の取組みを実践します。また、一人ひとりが、環境問題へ
の知識を深め、職場や家庭で、環境負荷の低減、生物多様性保全に努めます。

具体的指針

1. 環境関連法規の遵守
私たちは、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
の未然防止に努めます。

2. 事業活動全般における環境保全活動の実践
私たちは、グループ全体が一体となって環境保全活動を推進します。お取引先などと協力し、調達、生
産、物流、販売、サービスなど事業活動全般にわたり、全従業員が同じ意識をもって環境活動に取り組
みます。

3. 環境保全に貢献する商品開発・技術⾰新
私たちは、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開発や技術革新を推進します。また、それら高環境性能商品・技術のグロ
ーバルな普及を促進します。

4. 環境コミュニケーション
私たちは、環境保全に向けた取り組みや成果など、環境に関する情報を、正直かつ公平に開示します。
また、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、取り組みに活かします。

5. 従業員⼀⼈ひとりが、職場や家庭で環境保全活動を推進
私たちは、環境教育やボランティア活動を通じて環境知識・意識を高め、職場や家庭で、省エネや省資
源等の環境負荷低減や、自然を保護し再生する生物多様性保全に取り組み、地域・社会に貢献します。
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9．安全操業の確保

私たちは、職場の安全確保はもとより、地域の方々の信頼をより確かなものとするために、「安全第
一」の考え方に立ち、安全操業に万全の注意を払い、行動します。

具体的指針

1. 安全に関する法令や社内ルールを遵守するとともに、安全意識を⾼め、安全レベルを向上
安全に関する法令や社内ルールはこれまで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す。
私たちは、安全に関する各種法令を遵守することはもとより、社内ルール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します。
また、安全を確保するための大前提として、私たち一人ひとりが高い安全意識を持つことが必須です。
体感訓練をはじめとした安全教育を通じて安全意識を高め、安全レベルの向上に努めます。

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･災害が発生する前に危険源を察知し、それを排除しておくことが非
常に重要です。
私たちは、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によっ
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を回すことにより、「危険ゼロ」の職場
づくりに努めます。

3. 事故･災害発⽣時の迅速な対応
1. 私たちは、万一事故･災害が発生した場合、当該者の安全確保や事故･災害の拡大防止に努めること

はもとより、場合によっては避難・誘導など適切な措置を迅速に行います。
2. また、事故･災害によって損傷した設備の早期復旧など事業継続計画を予め策定するとともに、訓練

を積み重ね、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ます。
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グループ行動指針

10．⼈権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守

私たちは、一人ひとりの人権を尊重し、「国籍」「人種」「民族」「宗教」「肌の色」「年齢」「性
別」「性的指向」「障害の有無」等による差別となる行為は行いません。多様な価値観を受容し、一
人ひとりの個性・強みを組織の力にまで高めていきます。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します。

人権とは、人が人らしく幸福に生きていくために最低限必要な権利であり、誰もが生まれながらにして持っていて、誰から
も侵されることのないものです。

具体的指針

1. ⼈権の尊重
私たちは、当社にかかわる一人ひとりの人権を尊重し、「国籍」「人種」「民族」「宗教」「肌の色」
「年齢」「性別」「性的指向」「障害の有無」等による差別となる行為は行いません。職場では互いに
協力し合って、職場の環境や人間関係をより良いものとし、公正で明るい活き活きした職場づくりに努
めます。セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメ
ントなどは行いません。また、取引先や様々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
されるよう努めます。

2. 多様性（ダイバーシティ）の尊重
私たちは、多様な価値観を尊重し、違いを認め合って協調し、持てる力を結集します。一人ひとりの個
性・強みをチームの力にまで高め、あらゆる職場で次から次へとイノベーションが生まれるグループを
目指します。

3. 労働関連法令の遵守
私たちは、「会社と個人が対等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
会社生活の中で活き活きと働くための基盤として、全ての労働関連法令（労働基準法、労働安全衛生
法、労働組合法、労働者派遣法など）を徹底して遵守します。

4. 職場の安全・衛⽣の確保
私たちは、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します。そのために、日頃か
ら災害につながるおそれのある要因を洗い出して対策を立てるなど、職場環境を整備し、業務上災害を
未然に防止するよう努めます。

5. 社員としての⾃覚を持った⾏動
私たちは、ダイキングループの一員としての社会的責任を自覚し、行動します。反社会的行為や違法行
為は行わず、また、それを許しません。就業規則をはじめとした社内規則を遵守し、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とともに、自己の職務に
専念し、誠実に業務を遂行します。
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11．会社資産の保護

私たちは、会社の有形・無形の資産を大切に保護し、有効に活用するため、適切な管理を徹底しま
す。

具体的指針

1. 会社資産は業務⽬的にのみ使⽤
私たちは、会社の資産を社内ルールに従い適切に使用し、私物化したり、会社の業務以外の目的に使用
しません。

2. 会社資産の保全
私たちは、会社資産を被災、紛失、盗難などから保護するため、日々の防災の取り組みなど、会社資産
の保全を徹底します。
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ます。

3. 会社資産の適正な運⽤
私たちは、会社資産（不動産、有価証券など）の運用にあたって、投機的な取引は行いません。

4. 適切な契約の締結
私たちは、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ます。また、締結した契約は遵守しま
す。
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12．適正な経理処理

私たちは、会計基準、各種税法や社内ルールに従い、適正に経理処理を行います。

具体的指針

1. 適正な経費処理
私たちは、経費の支出に際して、社内ルールを遵守するとともに、複数人によるチェックを行うこと
で、不適切・不正な経費の支払を防止します。

2. 適正な会計処理
私たちは、企業会計原則に基づく適正な会計基準により会計処理を行い、経理･財務データの正確性を確
保します。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、維持しま
す。

3. 適正な税務処理
1. 私たちは、関係する税法に則って納税します。
2. 海外グループ会社との取引を含む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

分留意して取引を行います。
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13．節度ある接待・贈答・招待

私たちは、グローバルビジネスの展開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もって行います。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・招待は行いません。

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. 私たちは、官公庁などとの関係において、国家公務員倫理法など関連法令により禁止されている公

務員などへの接待・贈答・招待などは行いません。
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・招待を行いません。

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、定められた社内の手続きを確実に行い、法令を遵守します。

3. お取引先との節度ある接待・贈答
私たちは、お取引先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します。
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14．反社会的⾏為への毅然たる姿勢

私たちは、市民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、毅然とした態度で
臨みます。

具体的指針

1. 株主の権利⾏使に関する利益供与の禁⽌
私たちは、いわゆる総会屋や、その他株主の権利行使に関連して、いかなる利益や便宜の供与も行いま
せん。

2. 反社会的勢⼒・団体との取引の禁⽌
1. 私たちは、反社会的勢力・団体の活動を助長したり、利益供与となる取引は行いません。
2. 私たちは、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ません。

3. 反社会的勢⼒・団体への毅然とした対応
1. 私たちは、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ません。
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、組織として毅然と対応します。

また、平素から、警察、弁護士等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
機関と連携して民事・刑事の両面から法的対応を行います。
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15．社会とのかかわり

私たちは、社会から信頼される「良き企業市民」を目指し、自身の行動に自覚と誇りを持つと同時
に、奢らず謙虚に行動することに努めます。また、私たちは、「環境保全」「教育支援」「地域共
生」を軸とした社会貢献活動を実践します。

具体的指針

1. 良き企業市⺠として
私たちは、ダイキングループの一員としての自覚を持ち、社内にいるときはもちろん、社外においても
驕らず謙虚に、地域社会に対する配慮を忘れず、その名に恥じない行動をとります。こうした私たち一
人ひとりの行動の総和が社会から信頼され、良き企業市民になることにつながります。

2. 社会貢献活動の推進
私たちは、豊かな社会の実現とその持続的な発展のため、「環境保全」「教育支援」「地域共生」を軸
に、ダイキングループが地域社会と強い絆を育み・推進しながら、地域に役立つ社会貢献活動に自主的
に参画し、積極的な役割を果たします。
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16．各種業法の遵守

私たちは、各々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、遵守します。

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、新たに制定されたり改定された
りすることも多々あります。
私たちは、これらの法令を的確に把握・理解し、許認可の取得、届出、基準の遵守、定期検査、記録の作
成・保存、その他定められた事項を確実に実行します。

事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法令や規則の遵守、各種国際規範の尊重はもちろんのこ
と、文化、慣習などに配慮し、高い倫理観を持って行動します。
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CSRマネジメント

CSR 重点テーマと経営戦略
2030年を見据えた外部環境の変化やCSR委員会で特定したCSR重点テーマを、2025年を目標年度とする戦
略経営計画「FUSION25」の重点テーマ（経営のマテリアリティ）に反映しました。

ステークホルダーの関⼼・影響を把握
マテリアリティ分析のための重要な判断基準の一つが、「ステークホルダーの関心・影響」です。当社は、
これを把握するために社会課題（グローバルリスク）とその解決に向けた世界的枠組み、さらに当社へのさ
まざまな評価や対話を通じて得た要望・ご意見を参考にしています。

注

※

社会課題（グローバルリスク）

異常気象
自然災害
気候変動の緩和や適応への失敗
生物多様性の喪失
感染症の広がり
天然資源危機

World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2020から抽
出。

世界的枠組み

持続可能な開発目標（SDGs）
気候変動枠組条約 パリ協定
モントリオール議定書 キガリ改正※

グローバル・コンパクト

CO2換算でHFCの温暖化影響を段階的に削減する国際的な取り決め。

当社へのさまざまな評価や対話

ESG評価やさまざまなステークホルダーとの対話

株主・投資家説明会
空調懇話会
国際機関やNPO・NGOとの対話 など

当社に影響を与える重要な要素

2050年に冷房に起因する世界の電力需要は3倍に
脱炭素化の動きが加速
異常気象等の物理的リスク、資源枯渇リスクの高まり
安全・安心な空気空間へのニーズの広がり
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事業による影響とダイキンへの期待

世界各地の研究・開発拠点において

エアコン需要拡大と社会の脱炭素化を両立する
ための研究・開発
水不足や大気汚染、感染症など、社会課題の解
決への貢献

重要性の⾼い取り組み

バリューチェーンを⾒渡して、事業が社会に与える影響を評価

事業による影響とダイキンへの期待

世界に広がるサプライチェーン全体で

品質管理・労働慣行・環境対応等の調達リスク
への対応

重要性の⾼い取り組み

環境 社会 基盤

気候変動対応
サプライチェーン・マネジメント
人権の尊重

気候変動対応
大気・水質汚染の防止
安全・安心な空気環境の提供
空気の付加価値の向上
協創によるイノベーションの創出
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事業による影響とダイキンへの期待

世界各地の生産拠点において

製造品質を高めながら生産効率を向上
エネルギー・資源使用量削減や汚染防止など環
境負荷低減

重要性の⾼い取り組み

事業による影響とダイキンへの期待

世界各地の販売代理店等において

環境負荷のより小さい製品の販売
施工・メンテナンス技術教育

重要性の⾼い取り組み

事業による影響とダイキンへの期待

世界各地のお客様において

電力消費によるCO2排出削減
エアコンによる熱中症予防や生産性向上
換気・空気清浄機器やフィルタによる安全・安
心な空気の提供

重要性の⾼い取り組み

気候変動対応
大気・水質汚染の防止
安全・安心な空気環境の提供
空気の付加価値の向上
協創によるイノベーションの創出

気候変動対応
品質・顧客満足
贈収賄の禁止

気候変動対応
大気・水質汚染の防止
品質・顧客満足
情報セキュリティ
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事業による影響とダイキンへの期待

世界各地のメンテナンス会社等において

高品質のアフターサービスの提供
エアコンのリサイクル
冷媒を回収・再生する冷媒循環の実現

重要性の⾼い取り組み

事業による影響とダイキンへの期待

持続的な成長のために

事業活動を担う人材の育成
コンプライアンスの推進
ガバナンス・リスクマネジメントの強化

重要性の⾼い取り組み

事業による影響とダイキンへの期待

ともに発展するために

政府や国際機関、産学、NPO・NGO、有識
者、地域社会などさまざまなステークホルダー
との連携

重要性の⾼い取り組み

気候変動対応
資源循環対応
品質・顧客満足

人材育成
コーポレート・ガバナンス
リスクマネジメント
人権の尊重

気候変動対応
協創によるイノベーションの創出
ステークホルダー・エンゲージメント
地域社会
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⾃社と社会の2軸でCSR重点テーマを特定
戦略経営計画「FUSION25」策定に先立ち、CSR重点テーマの見直しを行いました。 
バリューチェーンを見渡して、事業が社会に与える影響を評価し、重要性の高い取り組みを絞り込みまし
た。そのうえで、投資家や有識者、社外取締役などから意見を聞き「ステークホルダーの関心・影響」を、
従業員・経営層にヒアリングを行い「ダイキンにとっての重要性」を評価。CSR委員会にてCSR重点テーマ
を特定しました。

マテリアリティ分析
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戦略経営計画「FUSION25」への反映
戦略経営計画「FUSION25」では、当社を取り巻く外部環境の変化や当社の強み、さらにCSR重点テーマを
踏まえて、「カーボンニュートラルへの挑戦」をはじめとした重点9テーマを策定しました。計画を実行する
ことで社会に貢献しグループの成長をめざします。
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CSRマネジメント

CSR推進体制

CSR推進体制
ダイキンは、企業と社会双方の持続可能な発展に向けたCSRの重点テーマを「価値提供のCSR」と「基盤的
CSR」に整理し、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組んでいます。

CSR担当役員を委員長とする「CSR委員会」が活動の方向付けと執行状況の監視・監督を担い、「CSR委員
会」のもとに設置したスタッフ部門であるCSR・地球環境センターが、グループのCSRを統括的・横断的に
推進しています。

「CSR委員会」は、重点テーマそれぞれの担当役員を委員として年1回開催、社会動向やCSR重点テーマの進
捗状況、推進課題について共有し議論します。委員会の決定事項は「取締役会」に報告されます。

2020年度のCSR委員会では、2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた2030年目標値の設定と目標達成の
ための具体策の検討を行いました。また、戦略経営計画「FUSION25」の策定にあたり、CSR重点テーマの
見直しについて議論しました。

マテリアリティ（重要取り組み課題）

CSRの⽬標と実績

「自社と社会の2軸でCSR重点テーマを特定」（CSR重点テーマと経営戦略）をご覧ください

CSR行動計画2020をご覧ください

 (P86)

 (P91)
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CSR活動の歩み
社会からの期待に応えるために重点テーマへの取り組みを深化

ダイキンはグローバル企業グループとして急速に拡大し、これに伴って、社会からの要請と私たちが果たす
べきCSR（企業の社会的責任）は重みを増しています。 
私たちは、「グループ経営理念」を実践しながら、さまざまなステークホルダーの期待に応えてCSRを果た
すべく努めています。

2002年

「経営の基本となる考え⽅」を「グループ経営理念」として策定

世界中のお客様から信頼され、また国内外の従業員が誇りを持って働けるグループを実現するために、「グ
ループ経営理念」を策定しました。グループ全員が「経営の基本となる考え方」としてこれを共有して、従
業員一人ひとりの考え・行動の拠り所としています。
ダイキン工業をはじめグループ各社の経営方針や経営計画は、この経営理念に沿って策定しており、この経
営理念を体現することが、真のグローバルエクセレントカンパニーに近づくことだと考えています。

2005年

ステークホルダーへの責任に対するダイキングループの考え⽅を明⽰

ダイキングループのCSRとは、「グループ経営理念」を実践する事業活動を行い、さまざまなステークホル
ダーの期待に応えながら社会的責任を果たしていくことである、との考えを明示しました。

2008年

事業計画やステークホルダーへの影響を考慮して重点テーマを設定

空調機器とフッ素化学の世界的なメーカーとしての特性・事業計画を考慮して、「環境」「品質・CS（顧客
満足）」「人材」「社会貢献」の4分野を重点テーマと定めました。

2011年〜2015年

戦略経営計画「FUSION15」にもとづいてCSR活動を積極的に推進

社会から求められていることを踏まえながら、2011年度からスタートした戦略経営計画「FUSION15」に織
り込みました。

「グループ経営理念」（CSR理念）

「CSRの考え方」（CSR理念）

 (P62)

 (P62)
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2016年

戦略経営計画「FUSION20」に合わせて重点テーマを⾒直し

「FUSION20」の策定に合わせて改めてマテリアリティを見直し、企業と社会双方の持続可能な発展に向け
た「価値提供のCSR」として「環境」「新価値創造」「顧客満足」「人材」の4テーマと、「基盤的CSR」と
して5テーマを定めました。また、各テーマについて定量指標を含む2020年目標を設定した「CSR行動計画
2020」を策定しました。

2018年

「環境ビジョン2050」を策定

長期的視野に立ち、深刻化する地球環境課題の解決に貢献するために、2050年に向けて温室効果ガス排出実
質ゼロをめざす「ダイキン環境ビジョン2050」を策定しました。戦略経営計画「FUSION20」の後半3ヵ年
計画に反映するとともに、2030年を目標とする中長期戦略づくりを進めています。

2021年

サステナブル社会へのさらなる貢献を追求する戦略経営計画「FUSION25」を策定

戦略経営計画「FUSION25」において「カーボンニュートラルへの挑戦」を含む重点テーマ、および2050年
温室効果ガス排出実質ゼロに向けた2030年目標値を設定しました。

CSRマネジメント

CSR行動計画2020
 (P59)
 (P91)
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環境 新価値創造

顧客満足 人材

コーポレート・ガバナンス 人権の尊重

サプライチェーン・マネジメント ステークホルダー・エンゲージメント

地域社会

CSRマネジメント

CSR⾏動計画2020

ダイキンは、「価値提供のCSR」の4テーマと「基盤的CSR」の5テーマについて、2020年の目標を定めた
「CSR行動計画2020」を策定し、グループ全体で取り組んでいます。  
各テーマの2020年目標および2020年度実績について報告します。

価値提供のCSR

環境負荷を低減しながら、世界中に健康で快適な空気環境を提供します。

基盤的CSR

社会からの要請に応え、より透明で誠実な事業活動を行います。

 (P92)  (P95)

 (P96)  (P97)

 (P98)  (P99)

 (P99)

 (P100)
 (P100)
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2020年目標

環境調和製品のグローバルでの普及により、温室効
果ガス排出抑制貢献量

6,000 万t-CO2

＜ダイキンが事業を通じて貢献する6目標＞

2020年度実績

環境調和製品の普及による温室効果ガス 
排出抑制貢献量

7,000 万t-CO2

環境調和製品の普及によって、どのくらい温室効果
ガス排出抑制に貢献できたかを測っています

環境調和製品の販売台数⽐率（住宅⽤エアコン）

98 %

インバータ技術や低温暖化冷媒を用いたエアコンの
販売台数がどのくらい増えたのかを測っています

CSR行動計画2020

環境

先進技術と市場をつなぎ、環境・エネルギー問題の解決に貢献します

取り組み内容

環境調和製品・サービスを世界中で提供します

インバータをはじめとした省エネエアコンの普及
低温暖化冷媒を用いたエアコンの普及
ヒートポンプ式暖房・給湯機の普及
環境ソリューション事業の展開
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2020年目標

グループ全体の開発・⽣産時温室効果ガス排出量

2005年度比70 %削減（158万t-CO2に削減）

＜ダイキンが事業を通じて貢献する6目標＞

2020年度実績

開発・⽣産時温室効果ガス排出量削減⽐率（2005
年度⽐）

79 ％削減（108万t-CO2に削減）

製品の生産工程などで発生する温室効果ガスをどの
くらい削減できたかを測っています

取り組み内容

⽣産活動などでの環境負荷を最少化します

温室効果ガス排出削減
水・資源の有効活用
化学物質の管理・削減
グリーン調達の推進
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2020年目標

すべての⽣産拠点をグリーンハートファクトリーに
認定

世界7カ所で1,100万haの森林を保全

ステークホルダーと連携した環境活動の実施・拡⼤

＜ダイキンが事業を通じて貢献する6目標＞

2020年度実績

グリーンハートファクトリー認定数

39 拠点

国内：7拠点 
海外：32拠点

環境活動に関する社内基準を満たした生産拠点がど
のくらい増えたのかを測っています

森林保全によるCO2排出抑制貢献量

700 万t-CO2

NGOなどと協働した世界7カ所の森林保全による
CO2の排出抑制貢献量を測っています

取り組み内容

世界中で地球を⼤切に思うグリーンハートの輪を広げます

従業員による事業内外での環境活動参画
環境社会貢献活動の推進
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2020年目標

IoT・AIを活⽤し、オープンイノベーションで新た
な価値を創造する

＜ダイキンが事業を通じて貢献する6目標＞

2020年度実績

研究開発費

717 億円

特許出願数（2019年度）（単体）

国内出願：1,076 件 

外国出願：467 件

価値創造のための投資額と、どのくらい新たな技術
を生み出したかを測っています

CSR行動計画2020

新価値創造

社内外の⼈々と夢や未来を共有し、空気の⼒で健康・快適な⽣活をつ
くります

取り組み内容

お客様と社会の期待に応える新たな価値を創出します

地球に対する価値創造
都市に対する価値創造
人に対する価値創造
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2020年目標

⾼い品質⽔準の確保

グローバル全地域を網羅するサービスネットワーク
の確⽴

世界中の顧客ニーズの把握と満⾜度の追求

2020年度実績

お客様満⾜度（基準年を1.00とした場合）

日本（2015年度比）1.14 

中国（2018年度比）1.04 

インド（2016年度比）1.15  

インドネシア（2017年度比）1.10  

シンガポール（2015年度比）1.01 

ベトナム（2015年度比）1.17 

オーストラリア（2015年度比）1.00
お客様のアフターサービス満足度が基準年と比べて
どのくらい向上したかを測っています

CSR行動計画2020

顧客満⾜

徹底したお客様志向と経験、実績、⾼い技術⼒で、安⼼と信頼を提供
します

取り組み内容

お客様に最⾼の満⾜を提供します

安全・品質の確保
顧客満足の追求
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2020年目標

卓越技能者および⾼度熟練技能者の割合

4人に1人

現地⼈社⻑⽐率を増やす

度数率
（労働災害発生頻度を示す指数）

0

2020年度実績

卓越技能者および⾼度熟練技能者の割合

3.3人に1人（単体）

生産に携わる従業員のうち、高い技能と知識を持
ち、モノづくりを指導できる人材をどのくらい育成
できたかを測っています

現地⼈社⻑⽐率

43% （海外グループ）

海外拠点における、現地人社長登用の進捗を測って
います

度数率

1.01
生産拠点が安全に操業できているかを測っています

CSR行動計画2020

⼈材

個性・価値観を尊重し、個⼈の無限の可能性を引き出し、組織と社会
の⼒とします

取り組み内容

⼈を基軸におく経営で能⼒を発揮できる環境をつくります

人材育成
多様性の確保
労働安全衛生
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取り組み内容

取締役会の独立性・多様性・透明性の確保（単
体）
コンプライアンスの徹底

2020年度実績

社外、⼥性、外国⼈取締役数

社外4人　女性1人 　外国人1人 （単体）

取締役メンバーの多様性を測っています

⾃⼰点検実施率

99%

自己点検の実施率により、コンプライアンスの遵守
状況を測っています

CSR行動計画2020

基盤的CSR

コーポレート・ガバナンス
経営課題と環境変化に対し、意思決定と実⾏のスピードアップと、透明性・健全性の⾼度化との両⾯を推進
し、企業価値の向上を図ります

CSRマネジメント − 98 −



取り組み内容

人権尊重の徹底

2020年度実績

⾃⼰点検実施率

99%

自己点検の実施率により、「人権の尊重」の徹底状
況を測っています

取り組み内容

CSR調達の実行

2020年度実績

CSR調達実施率

99%

全調達額に占める、社内基準を満たした取引先様の
割合を測っています

⼈権の尊重
各国・地域の法令などを踏まえ、⼈権に関するさまざまな国際規範を理解し、基本的⼈権を尊重します

サプライチェーン・マネジメント
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

CSRマネジメント − 99 −



取り組み内容

ステークホルダーとの双方向の対話と経営への
反映

2020年度実績

空調懇話会の開催回数、外部出席者数

世界各地で計8回オンラインにて開催し、大学教

授・専門家などのべ22カ国90人が参加

エンゲージメントの中でも特に事業の根幹である空
調にかかわる、世界の有識者との対話の回数・人数
です

取り組み内容

「環境保全」「教育支援」「地域共生」への貢
献

2020年度実績

社会貢献活動費

13億円

地域社会への寄付や物品の支援額を算出しています

ステークホルダー・エンゲージメント
広く社会と双⽅向のコミュニケーションを⾏い、社会の要請や期待に適切に応えているか、私たちの活動を
常に⾒直します

地域社会
各国・地域の⽂化・歴史を尊重しながら、地域社会の⼀員として、地域と強い絆をはぐくみます

CSRマネジメント − 100 −




