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基盤的CSR基盤的CSR

ステークホルダー・ステークホルダー・エンゲージメントエンゲージメント

⽅針

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

Why？なぜ重要か

企業の事業活動は、その企業の利害関係者（ステークホルダー）や環境・社会に直接的・間接的な影
響を及ぼします。企業が持続可能な成⻑を続けていくためには、独断で事業を進めるのではなく、対
話を通じてステークホルダーの懸念や期待を把握し、互いの関係性が好循環となるように企業経営の
決定をしていく必要があります。「ステークホルダー・エンゲージメント」と呼ぶこうしたプロセス
は企業の社会的責任を果たすうえでの中⼼的な取り組みです。

DAIKINʼS APPROACH

ダイキンは、ステークホルダーとの対話や協働を、⾃社の持続的成⻑に⽋かせないものと考え、お客
様をはじめ、株主・投資家、取引先、従業員、地域社会の皆様との対話の機会を⼤切にし、企業経営
に⽣かしています。
また、⾃社の成⻑と社会の持続性の両⽴をめざし、空調技術の普及や製品・サービスの環境性能向上
に関して、各国政府・国際機関、有識者などと積極的にかかわり、今後も対話・協働を充実させてい
きます。
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ステークホルダー・エンゲー
ジメント

⽇常的なさまざまなしくみを通じ
てステークホルダーの皆様のご意
⾒を聞き、経営に⽣かしていま
す。

株主・投資家の皆様との対話

経営状況に関する説明責任を果た
すために、タイムリーで適切な情
報開⽰を重視しています。

政府・業界団体などとの対話

社会的課題の改善・解決のために
積極的な対話や、適切な提⾔・提
案・働きかけを⾏っています。

 (P435)  (P440) (P437)

ステークホルダー・エンゲージメント - 434 -



※

ステークホルダー・エンゲージメント

ステークホルダー・エンゲージメント

基本的な考え⽅
ダイキングループは、社会に貢献する企業であり続けるために、⽇常的なさまざまなしくみを通じて、ステ
ークホルダーの皆様のご意⾒を聞き、経営層に報告し経営に⽣かしていく、ステークホルダー・エンゲージ
メント※を重視しています。

ダイキングループの主なステークホルダーは、当社グループが製品・サービスを提供しているお客様と、当
社グループの事業に直接的に影響を与える株主・投資家の皆様・取引先様・従業員、当社グループの事業展
開が影響を及ぼす地域社会の皆様です。また、製品・サービスの環境性能向上や環境技術の普及に関して
は、各国政府・⾃治体や業界団体などが関係します。いずれのステークホルダーも重要であり、優先順位を
付すという考えはありません。

ステークホルダー・エンゲージメント：
企業が社会的責任を果たしていく過程において、相互に受け⼊れ可能な成果を達成するために、対話などを通じてステーク
ホルダーと積極的にかかわりあうプロセス（⽇本経団連企業⾏動憲章より）
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ステークホルダー・エンゲージメントの取り組み

ステークホルダー 主な対話の⽅法・機会 主な対話窓⼝

⽇常の営業活動
コンタクトセンター
ショールーム
修理時訪問時の対話
代理店感謝会、商品説明会

営業部⾨
サービス部⾨

株主総会
投資家向け説明会
統合報告書・事業報告書
投資家向けWEBサイト

総務部⾨
コーポレートコミュニケーション部⾨

⽇常の調達活動
取引先説明会
サプライヤ品質会議
品質改善報告会
品質監査

調達部⾨

⾃⼰記録表にもとづく⾯談
経営協議会・労働協議会
グループ経営会議
グローバルマネージャーミーティング

⼈事部⾨
経営企画部⾨

防災訓練時などの地域への説明
⼯場⾒学会
地域団体・イベントへの参加
環境教育の実施

グループ会社 
事業所 
CSR部⾨

NPO・NGOとの対話 CSR部⾨

各国政府担当者との対話
国連担当者との対話
業界活動への参画
産学連携による研究
空調懇話会

グループ会社 
事業所 
渉外部⾨ 
CSR部⾨ 
研究部⾨

お客様

株主・投資家

調達取引先

従業員

地域社会

NPO・NGO

政府・⾃治体・業界・学界

 (P273)

 (P394)

 (P298)

 (P446)

 (P440)

 (P440)

 (P437)

ステークホルダー・エンゲージメント - 436 -



ステークホルダー・エンゲージメント

株主・投資家の皆様との対話

基本的な考え⽅
ダイキン⼯業は、「社会との関係をみつめ、⾏動し、信頼される」という経営理念のもと、法令を遵守する
こと、⾼い倫理観をもって企業活動を⾏うことに加えて、経営の透明性を⾼めるために情報を積極的に開⽰
することを、株主・投資家の皆様に対する重要な責務と考えています。
決定事実や発⽣事実などの会社情報については、東京証券取引所が定める規則に則り、同取引所が提供する
WEBシステムTDnetにて適時開⽰するとともに、当社WEBサイトにも速やかに掲載しています。また、適時
開⽰が義務付けられていない情報についても、株主・投資家の皆様の投資判断に資すると考える情報につい
ては、積極的に開⽰するよう努めています。

関連情報

ディスクロージャーポリシー  (https://www.daikin.co.jp/investor/management/disclosure/)
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アナリスト・投資家向け決算説明会

タイムリーで公平な情報開⽰
説明会やWEBサイトで積極的な情報開⽰

ダイキン⼯業では、株主・投資家の皆様に当社の実態や経営の考え⽅などを理解していただくために、さま
ざまなIR活動を実施しています。

アナリスト・機関投資家向けには、第2四半期・期末決算発表時に決算説明会を、第1四半期・第3四半期決
算発表時に電話会議を開催するとともに、事業説明会や⼯場⾒学会、サステナビリティ説明会、個別⾯談な
ど、年間400件以上の対話の機会を設定しています。
また、個⼈投資家向けにも、年に数回、会社説明会を開催しています。

さらに、国内・国外、機関・個⼈を問わずすべての投資家に公平に情報開⽰を⾏うフェアディスクロージャ
ーの観点から、英語でのIR関連情報の開⽰や、当社WEBサイト上での積極的な情報発信に取り組んでいま
す。

オンラインで開催した2020年度のサステナビリティ説明会には120⼈を超えるアナリスト・機関投資家が参
加。社会課題の解決と事業成⻑の両⾯を⽀える研究開発の取り組みについて昨今のコロナ禍における空気・
換気に関する関⼼事にも触れながら説明し、意⾒交換を⾏いました。

今後も株主・投資家の皆様との対話を重視し、積極的な情報開⽰に努めていきます。
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議決権⾏使の尊重
招集通知を充実し、より多くの株主様の議決権⾏使を可能に

ダイキン⼯業は、株主様に議案を⼗分ご検討のうえで議決権を⾏使いただくために、株主総会の招集通知を
法定期限よりも1週間以上繰り上げて発送するほか、発送⽇のさらに１週間以上前に当社WEBサイトおよび
東京証券取引所のWEBサイトで早期開⽰しています。

外国⼈機関投資家の皆様に対しては、招集通知を英訳して送付するとともに、当社WEBサイトにも英⽂版を
掲載。議決権⾏使結果もWEBサイトで掲載するなど、国内外での情報格差を埋めるよう努めています。 
また、より多くの株主様に議決権を⾏使していただくため、パソコンやスマートフォン等からの議決権⾏使
を可能にするとともに、議決権⾏使プラットフォームを採⽤し、機関投資家の皆様にご利⽤いただきやすい
環境を整えています。

これらの結果、2021年6⽉開催の第118期定時株主総会における議決権⾏使率は、89.37％と⾼い⽔準を維
持しています。また、電磁的⽅法による議決権⾏使数は、1,884,731個（株主数2,730⼈）となりました。

議決権⾏使率

株主構成⽐（2021年3⽉31⽇）

第114期定時株
主総会 

（2017年6⽉開
催）

第115期定時株
主総会 

（2018年6⽉開
催）

第116期定時株
主総会 

（2019年6⽉開
催）

第117期定時株
主総会 

（2020年6⽉開
催）

第118期定時株
主総会 

（2021年6⽉開
催）

議決権⾏使率(%) 86.75 89.53 87.41 89.20 89.37

電磁的⽅法による議決権⾏使
数(個)

1,596,419 1,744,888 1,754,167 1,897,714 1,884,731

電磁的⽅法による議決権⾏使
株主数(⼈)

921 1,020 1,290 1,826 2,730
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ステークホルダー・エンゲージメント

政府・業界団体などとの対話

有識者、CSR関連団体との対話
将来の空調のあり⽅を議論する「空調懇話会」を世界各地で開催

ダイキンは、空調にかかわる有識者と「将来の空調のあり⽅」について意⾒交換する場として、1995年に⽇
本で空調懇話会を⽴ち上げました。
2007年度以降、欧州、中国、⽶国、アジア・オセアニア、中南⽶地域にもその輪を広げ、各地域を代表する
有識者と環境やエネルギー問題について意⾒交換を⾏い、技術や商品開発、事業展開に⽣かしています。
2020年度はコロナ禍で⼀堂に会せない状況のなかオンラインで北⽶、中南⽶、欧州、アジア・オセアニアの
地域ごとに計8回開催。のべ22カ国、90⼈が参加し、関⼼が⾼まっている室内空気質や換気に焦点をあてた
テーマで議論を⾏いました。

オンライン懇話会（中南⽶）
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2020年度 空調懇話会

業界団体での意⾒交換・情報共有

ダイキンは、ステークホルダー・エンゲージメントのひとつとして、業界団体に参画し、積極的に意⾒交換
や情報共有を⾏っています。
例えば、ダイキンは、⼀般社団法⼈⽇本冷凍空調⼯業会（JRAIA）に加盟しています。JRAIAは、会員会社の
専⾨委員からなる委員会を設けて、定期的に会議を開催し、冷凍空調産業の発展に向けて、情報共有・ディ
スカッションを⾏っています。活動の⼀環として、気候関連問題に関する調査研究や⾏政施策への協⼒、冷
凍空調機器およびその試験装置の環境性能などの検査や検定などに取り組んでいます。
ダイキンは、JRAIAの専⾨委員会のひとつである「環境企画委員会」に委員として複数⼈参画。気候変動へ
の影響の低減にも貢献する冷凍空調設備の省エネ性向上や、適切な冷媒の使⽤、選択のあり⽅や⽅針につい
て検討しています。
また、JRAIAが2年に1回開催する「環境と新冷媒 国際シンポジウム」の運営にも参加しています。直近の
2018年度は、テクニカルセッションの司会、パネリストとして参加。低温暖化冷媒R32 に関する情報を提供
し、R32への理解促進を図っています。

地域 会議 主なテーマ 開催⽇ 場所
社外参
加者

北⽶
北⽶
主要メンバーディ
スカッション

感染症拡⼤という社会課題に対し、空調で貢献で
きること

4⽉ オンライン 3⼈

北⽶
北⽶ミニ懇話会
Series１

⽶国における⾏動変化と、それに対応する当社の
技術やソリューション

9⽉ オンライン 6⼈

北⽶
北⽶ミニ懇話会
Series 2

⽶国における電化と脱炭素取組が業界へ与えるイ
ンパクトや新ビジネス

11⽉ オンライン 6⼈

北⽶
北⽶ミニ懇話会
Series 3

室内空気質と新型コロナ ダイキンのサスティナ
ビリティ（テキサス⼤寒波により延期）

（2⽉） （オンライン）
（10⼈ 
を予定）

欧州
第12回欧州懇話
会

ウィズコロナ時代の市場変⾰とグリーンリカバリ
ーについて

11⽉ オンライン
23⼈ 
×2⽇

アジア・
オセアニア

アジオセミニ懇話
会
エキスパートミｰ
ティング Vol1

アジア各市場における環境変化とIAQニーズの⾼ま
りについて、換気について

11⽉ オンライン 8⼈

中南⽶
第4回中南⽶懇話
会

中南⽶空調市場急速なIAQニーズの⾼まり 建築・
空調業界の短中期市場変化・影響など

11⽉ オンライン 6⼈

中南⽶
第4回中南⽶懇話
会 
セッション2

ポストcovid-19：カーボンニュートラル社会実現
に向けた中南⽶カリブ地域の取組

3⽉ オンライン 15⼈
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国際機関やNPO・NGOなどと積極的に意⾒交換

環境やエネルギーなどさまざまな分野の国際機関、NPO・NGOなどと積極的に意⾒交換を⾏い、経営に⽣か
しています。
今後も意⾒交換の頻度を上げて、ダイキンの取り組むべき環境活動の⽅向性を検討していきます。

イニシアティブへの参画

ダイキンでは、各種イニシアティブに積極的に参画しています。CSRの考え⽅や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、活動の強化や取り組み内容の向上に努めています。

当社が参画している主なイニシアティブ・団体

国連グローバル・コンパクト

当社は2008年から、国連が持続可能な成⻑の実現をめざして提唱するグローバ
ル・コンパクトに参加しています。グローバル・コンパクトは、参加する世界
各国の企業に対して、⼈権、労働、環境、腐敗防⽌の4分野について10原則を⽀
持し、実践することを求めています。

気候関連財務情報開⽰タスクフォース （TCFD）

気候変動に起因する事業リスクと事業機会の情報開⽰を促すために⾦融安定理
事会が設置した気候関連財務情報開⽰タスクフォース （TCFD）に対し、当社
は2019年5⽉に賛同を表明しています。

気候変動イニシアティブ (JCI)

気候変動イニシアティブ (JCI)は、気候変動対策に積極的に取り組む企業や⾃治
体、NGOなどの情報発信や意⾒交換を強化するためのゆるやかなネットワーク
です。
当社は2020年9⽉からJCIに参加しています。

経団連「チャレンジ・ゼロ」

「チャレンジ・ゼロ」は、⼀般社団法⼈ ⽇本経済団体連合会（経団連）が⽇本
政府と連携し、「脱炭素社会」の実現に向け、企業・団体がチャレンジするイ
ノベーションのアクションを、国内外に発信し、後押ししていくイニシアティ
ブです。
当社は2020年9⽉から「チャレンジ・ゼロ」に参加しています。

グローバル・コンパクトへの参加

TCFDフレームワークにもとづく情報開⽰

 (P58)

 (P51)
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エコ・ファースト企業認定

「エコ・ファースト制度」は、業界トップランナー企業の環境保全⾏動促進の
ため環境省が2008年に創設した、企業が環境⼤⾂に対し⾃らの環境保全に関す
る取り組みを約束する制度です。
当社は2008年11⽉、環境⼤⾂から「エコ・ファースト企業」の認証を受けまし
た。

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）

クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA）は、海洋プラス
チックごみ問題の解決に向け業種を超えた幅広い関係者の連携を強めイノベー
ションを加速するためのプラットフォームです。当社は2019年からCLOMAに
参加しています。

エコ・ファースト企業認定  (P242)
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環境政策⽴案への協⼒
ダイキンは、世界各国で事業を展開するにあたり、社会的課題の改善・解決のために、政府・⾃治体や産業
界と連携・協⼒し、適切な提⾔・提案・働きかけを⾏っています。

特に次世代冷媒の選択・実⽤化に向けて、国際会議・各種セミナー、学会や展⽰会などの機会に、業界団体
や国連機関、各国の環境⾏政関係者なども交えて、各地の冷媒の動向や削減の取り組み、規制・規格などに
ついての議論を交わしており、各国の新冷媒選択に役⽴つ情報を積極的に提供しています。

今後も冷媒技術について、各国の関係者に情報を開⽰していく⽅針です。

近年の国際的取り組み（５年間）

2016、 
2017年度

ー スリランカ 回収再⽣
環境省の途上国⽀援を⽬的とする調査事業を共同受託し、低
GWP冷媒を使⽤した省エネ空調機の普及と冷媒の回収・再
⽣・破壊スキーム作りに取り組む

2018年度 ー メキシコ 省エネ
JICA（独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構）⺠間技術普及促進事業
によるR32冷媒を⽤いたインバータ空調機の普及事業を実施

2019年度

ー メキシコ 省エネ
2018年度から引き続き、低GWP冷媒転換や⾼効率空調機の
普及⽀援を実施

ー ブラジル 省エネ
JICA⺠間技術普及促進事業を開始し、国際機関等と連携の
上、インバータ空調機普及に向けた活動を実施

ー サウジアラビア 省エネ

経済産業省JCM（Joint Crediting Mechanism：⼆国間クレ
ジット制度）実現可能性調査事業において実証試験を実施。
インバータ機の適正な評価に必要な国際規格の導⼊にむけた
⽀援を⾏う

4⽉ ⽶国 省エネ

⽶国カリフォルニア州上院議員含む18⼈の議員団による視
察を誘致し、当社の取り組みを紹介。
同⽉のうちに、次は当社が渡⽶し、カリフォルニア州⼤気資
源局との個別⾯談にて当社の環境技術を紹介し、脱炭素に向
けて意⾒交換を⾏う

5⽉ グローバル 回収再⽣
UNEP(国連環境計画）主催の「廃棄物管理に関する⼤阪国
際会議」にて冷媒の回収・再⽣の取り組みについて講演

6⽉ グローバル 省エネ
G20エネルギー環境⼤⾂会合併設展⽰会にて、R32とインバ
ータの実機展⽰を⾏う

10⽉ ブラジル 省エネ
ブラジル政府関係者を招聘し、テクノロジー・イノベーショ
ンセンター（TIC）での技術紹介に加え、経済産業省、省エ
ネセンターとの意⾒交換を⾏う

11⽉ ブラジル 省エネ
ブラジル政府の要請により、マナウス環境フェアでR32とイ
ンバ―タについて講演
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関連情報

2020年度

ー グローバル 回収再⽣

⽇本政府・環境省令和元年（2019年）12⽉にCOP25で⼩泉
環境⼤⾂が提唱したフルオロカーボンのライフサイクルマネ
ジメントに関するイニシアティブに、⺠間セクターとして当
社も賛同し、その活動に協⼒を表明

ー UAE 省エネ
インバータ機の適正な評価に必要な国際規格の導⼊にむけた
⽀援を⾏う

7⽉ ブラジル 省エネ
これまでの活動が実を結び、2020年7⽉に、省エネ基準が
改正。製品の環境性能が正しく評価されるルールづくりを⽀
援を⾏う

9⽉ タンザニア 省エネ

⾼効率なエアコンをサブスクリプションによって普及拡⼤を
⾏い、同国の発展に必要な健康維持や⽣産性向上、⼈材育成
と雇⽤、電⼒供給安定化といった課題の解決をめざす取り組
みを加速するため、JICA SDGsビジネス⽀援事業に応募
し、採択が決定。2021年度中に活動を開始する予定

2⽉ 中南⽶ 省エネ

IEA（国際エネルギー機関）とCOP26ホスト国であるUK政
府が共催する中南⽶地域向け⾼効率機器（SEAD）ワーク
ショップで当社の機器の⾼効率化、低GWP冷媒化の取り組
みについて講演

3⽉ グローバル 省エネ
国際エネルギー機関（IEA）主催の第6回年次グローバル省
エネ会議に、当社地球環境担当執⾏役員が登壇し、空調機の
省エネ取り組みを紹介

2020年度の活動ハイライト 「環境ー脱炭素社会の実現へ―ステークホルダーと取り組む基準づく
り」

2018年度の活動ハイライト 「環境ー国際機関や各国政府との対話や連携を通じた省エネ技術の普
及促進」

2019年度の活動ハイライト 「新価値創造ー協創イノベーションでアフリカに健康で快適な空気・
空間を提供」

 (P542)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2018/01.html)

(https://www.daikin.co.jp/csr/feature2019/02.html)
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