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基盤的CSR基盤的CSR

コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス

⽅針

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

Why？なぜ重要か

ビジネスにおける価値観の変化やグローバル化が進み、企業の社会的責任が強まるなか、経営のチェ
ック機能としてのコーポレート・ガバナンスの重要性が⾼まっています。コーポレート・ガバナンス
を強化していくことは、企業リスクの回避や不祥事の防⽌だけでなく、企業の収益性や中⻑期的な企
業価値の向上と持続的な成⻑を⽀え、ステークホルダーの利益を守ることにもつながります。

DAIKINʼS APPROACH

ダイキンでは、コーポレート・ガバナンスの果たす役割を、グループの経営課題と取り巻く環境変化
に対し、半歩、⼀歩先を⾏く意思決定と実⾏のスピードアップ、透明性・健全性の絶えざる⾼度化と
の両⾯を推進することで、企業価値の向上を実現することと捉えています。当社は2020年6⽉に社外
取締役を1⼈増員して4⼈とし、社外取締役⽐率を1/3以上とすることで、経営のさらなる⾼度化と取
締役会の監督機能の強化に取り組んでいます。
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コーポレート・ガバナンス

経営の意思決定と業務執⾏の⼀体
型経営によってスピードアップを
図るとともに、健全性・透明性を
確保しています。

役員⼀覧

ダイキン⼯業の役員の名前と経歴
を紹介しています。

リスクマネジメント

リスクの全体像を的確・迅速に把
握し、その軽減を図るため、全社
横断的なリスクマネジメントを導
⼊しています。

コンプライアンス

グループ⾏動指針の遵守状況を確
認し、法令順守を徹底していま
す。

⾃由な競争と公正な取引

法令遵守を徹底し、フェアな企業
活動を推進しています。

贈収賄・腐敗⾏為の防⽌

グループ⾏動指針に「⾃由な競争
と公正な取引」「節度ある接待・
贈答」などを定め、腐敗⾏為の防
⽌に取り組んでいます。

情報セキュリティ

情報セキュリティ基本⽅針を定
め、管理体制を構築し、機密情報
の適切な管理と活⽤に努めていま
す。

知的財産権の尊重

重要な会社財産である知的財産の
侵害⾏為に対して適切かつ正当な
権利⾏使を⾏うとともに、他社の
知的財産権も尊重しています。

税務コンプライアンス

グループ⾏動指針にもとづき、税
務コンプライアンスを徹底してい
ます。

 (P345)  (P353)
(https://www.daikin.co.jp/
corporate/overview/summary/
directors/)

 (P357)  (P365) (P363)

 (P370)  (P380) (P376)
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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え⽅
企業価値のさらなる向上に向けて

ダイキンでは、コーポレート・ガバナンスの果たす役割を、グループの経営課題と取り巻く環境変化に対
し、半歩、⼀歩先を⾏く意思決定と実⾏のスピードアップ、透明性・健全性の絶えざる⾼度化との両⾯を推
進することで、企業価値の向上を実現することと捉えています。スピード経営の⾼度化や透明性・健全性の
⼀層の確保に向けて最適なコーポレート・ガバナンスの有り様の検討と⾒直しを⾏い、当社グループにとっ
てのベストプラクティスをグループレベルで追求、推進し企業価値のさらなる向上をめざしていきます。
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コーポレート・ガバナンス体制
経営・執⾏体制

ダイキン⼯業は、意思決定および業務監督と業務執⾏を完全分離させる⽶国型の「委員会制度」ではなく、
当社グループの事業特性上、意思決定と実⾏のスピードアップに有効との判断から、「⼀体型運営」を採⽤
し、経営の⾼度化を図っています。「⼀体型運営」とは、取締役が、スピーディで戦略的な意思決定と健全
で適切な監督・指導により経営全般に対し連帯して責任を果たす経営責任と、迅速な実⾏による業務執⾏責
任の両⾯を担うものです。取締役は、意思決定・業務執⾏・監督指導を「⼀体的」に運営することで、⾃ら
決めたことを⾃ら実⾏、完遂する責任を持ちます。併せて複数の社外取締役を配置し、独⽴した⽴場から業
務執⾏状況をモニタリングし、意思決定に際しては適切に監督・助⾔することで、透明性・健全性の観点か
ら「⼀体型運営」を⽀える責任を担います。また、具体的な業務執⾏にあたり、各事業・地域・機能におけ
る⾃律的な判断や決断による執⾏のスピードアップを狙いとし「執⾏役員制」を導⼊、「取締役会」で選任
しています。

当社の取締役の選任にあたっては、事業のグローバル化や業容の拡⼤、そしてダイバーシティ経営の実践の
観点から、国籍・性別・経歴など多様な背景を持っていることを重視しており、2021年6⽉末現在、11⼈
（うち、⼥性1⼈、外国⼈1⼈）の取締役が、グループ全体の迅速かつ戦略的な意思決定と健全な監督・指導
を⾏っています。

また、当社と利害関係を有さないことを条件に社外取締役を4⼈、社外監査役を2⼈選任しています。社外取
締役に求めるのは、豊かな経験と⾼い⾒識にもとづく広範で⾼度な観点から意思決定に参画し、経営を監督
することです。したがって、上場企業の取締役など、実務経験者であることを、主な選任基準としていま
す。

取締役の平均在任期間は、約9年で、主な兼任先が5つ以上の社外取締役はいません。

社外取締役設置の実効性を確保するため、補佐する担当者を当社の経営企画室に配置し、「取締役会」⽇時
の早期提⽰に努めています。社外取締役が⽋席した場合も、関連資料の提供や、議事説明などを⾏っていま
す。
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監査体制

ダイキン⼯業は監査役会設置会社であり、「監査役会」を設けています。2021年6⽉現在、計4⼈の監査役の
うち2⼈が社外監査役です。社外監査役の主な選任基準は当社と利害関係をもたない独⽴性をはじめ、社外取
締役と同様です。

監査役は「取締役会」をはじめ当社の重要な会議に出席し、報告を受けるとともに、さまざまな意⾒を述べ
ることができます。

さらに、実効ある監査機能を担保するため、監査役会は経営や業績にかかわる重要事項について必要時に報
告を受けられるほか、関係部署の調査、稟議書の確認や、代表取締役、執⾏役員、監査法⼈との定期的な意
⾒交換を⾏っています。

監査役の実効性を確保するため、監査役の職務を補助する監査役スタッフを配置し、監査業務を補助する監
査役室を設置しています。監査役室スタッフは監査役の指揮命令下で職務執⾏しており、⼈事異動、評価等
については、監査役会の意⾒を尊重しています。

監査役会にて定める「監査役監査基準」のなかで、監査品質の向上のため、常に⾃⼰研鑽に努めることを規
定しています。
⾃⼰研鑽の場としては、⽇本監査役協会が主催する部会や研修会へ参加しています。  
さらに、会計監査⼈とは、しっかりとコミュニケーションをとり、また、必要に応じ公認会計⼠や弁護⼠な
ど外部の専⾨家の助⾔を受けています。
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スピード経営を⽀える体制

ダイキン⼯業では取締役を少⼈数化して実質的な議論にもとづく迅速な意思決定の確保を図っています。当
社の主要な経営会議体は、「取締役会」「最⾼経営会議」「執⾏役員会」の3つです。

「取締役会」は、グループ全体にかかわり、法令および定款で定める事項の意思決定機関であるとともに、
業務執⾏の健全かつ適切な監督・指導を⾏います。
また、毎年「取締役会」の実効性について⾃⼰評価しています。

各取締役に個別インタビューを⾏い、実効性が有効である旨を毎年確認しています。
2020年度の実効性評価では、取締役会の運営⾯での改善に加え、意思決定・監督機能の⼀層の強化にむけた
意⾒が⽰されました。
今後も、運営⾯での改善に加え、グループ横断的な戦略・課題の審議や、リスク対応をはじめとした業務執
⾏状況の報告の充実など、実効性向上に取り組んでまいります。

2020年度は「取締役会」を15回開催し、社外取締役・社外監査役の平均出席率はそれぞれ91%、100％でし
た。

「最⾼経営会議」は、グループのマネジメントシステム上の最⾼審議機関であり、全社における重要な経営
⽅針・経営戦略を素早くタイムリーに⽅向付けし、課題解決を迅速化しています。
2020年度は6回開催しました。

また、執⾏役員制の導⼊に伴い、業務執⾏にかかわる重要経営課題についての徹底した審議とスピードある
実⾏を促進する場としての「執⾏役員会」を設置しています。

⼀⽅、監査役会設置会社として監査の実効性を確保する体制を整備し、「取締役会」のもとに「内部統制委
員会」「企業倫理・リスクマネジメント委員会」「情報開⽰委員会」「CSR委員会」を設置。 
持続可能な成⻑の基盤となるガバナンスを強化しています。
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⼈事・報酬諮問委員会

ダイキン⼯業では、役員⼈事・処遇にかかわる運営の透明性確保の⾒地から「⼈事諮問委員会」「報酬諮問
委員会」を設け、役員選任基準、候補者、報酬などを審議・検討しています。⼈事・報酬諮問委員会は、
2021年7⽉現在、それぞれ社外取締役4⼈、社内取締役1⼈、⼈事担当執⾏役員1⼈の計6⼈で構成されてお
り、その委員⻑は社外取締役の中から選出することとしています。

また、取締役、CEO、執⾏役員など、経営幹部の後継者については、候補者の妥当性や育成計画を「⼈事諮
問委員会」にて審議・検討を⾏った後、「取締役会」で審議・決定しています。

コーポレート・ガバナンス体制（2021年6⽉末現在）
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役員の報酬等
取締役の報酬等の決定⽅針ならびにその内容は、取締役会⻑の諮問にもとづき、「報酬諮問委員会」が審議
します。

「報酬諮問委員会」は、判断の独⽴性を確保しつつ、諮問機関としての機能の実効性を⾼める観点から、外
部専⾨機関の報酬アドバイザーからの情報収集ならびに助⾔を活⽤しつつ、取締役会⻑に意⾒を答申しま
す。
取締役会⻑は、当該答申を踏まえつつ、「取締役会」からの再⼀任承認を受け、取締役の個⼈別の報酬等の
額を決定しています。

役員報酬体系は、役員が経営⽅針に従い株主の皆様の期待に応えるべく、継続的かつ中⻑期的に業績向上へ
のモチベーションを⾼め、当社グループ全体の企業価値の増⼤に寄与する体系としています。

取締役の報酬は、「固定報酬」と、短期のグループ業績（売上⾼、営業利益）および担当する事業を反映す
る「業績連動報酬」と、中⻑期的業績を反映できる「ストック・オプション」から構成されます。業績連動
報酬は、業績連動⽐率を世間相場より⾼めにし、業績向上へのインセンティブを⼗分に確保しています。

社外取締役および監査役の報酬は、「固定報酬」のみです。

報酬⽔準は、⽇本の⼀部上場企業の300社弱が活⽤している役員報酬調査の外部専⾨機関による客観的な報
酬調査データ（ウイリス・タワーズワトソン社の「経営者報酬データベース」）の中から国内⼤⼿製造業の
報酬を分析・⽐較し、当社の業績位置と報酬⽔準の相対位置を検証したうえで決定しています。

役員の報酬額（2020年度）

区分
報酬等の総額 
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

対象となる役員の員数
固定報酬

ストック・
オプション

業績連動
報酬

取締役
（社外取締役を除く）

1,217 518 178 520 8⼈

監査役
（社外取締役を除く） 

70 70 - - 2⼈

社外役員 92 92 - - 6⼈
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報酬等の額が1億円を超える役員（2020年度）

会計監査⼈の報酬等の額（2020年度）

⽒名
連結報酬等の
総額（百万

円）

役
員
区
分

会社区分

連結報酬等の種類別の額
（百万円）

固
定
報
酬

ストック・
オプション

業績連
動報酬

井上礼之 412
取締
役

ダイキン⼯業（株） 189 42 181

⼗河政則 281
取締
役

ダイキン⼯業（株） 123 42 115

⽥⾕野憲 168

取締
役

ダイキン⼯業（株） 89 20 48

董事
⻑

連結⼦会社  
⼤⾦（中国）投資有限公司

10 - -

三中政次 138

取締
役

ダイキン⼯業（株） 3 20 35

取締
役

連結⼦会社  
ダイキンヨーロッパ エヌ ブイ

72 - 6

冨⽥次郎 152
取締
役

ダイキン⼯業（株） 59 20 72

松崎隆 118
取締
役

ダイキン⼯業（株） 43 20 54

カンワル・ジート・ジャワ 114

取締
役

ダイキン⼯業（株） 14 11 -

取締
役

連結⼦会社  
ダイキン エアコンディショニング イ
ンディア プライベート リミテッド

54 - 33

監査費⽤ 250百万円
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グループとしてのガバナンス
M&A企業を含むグループベースでのガバナンス確保の観点から、「グループ経営会議」を定期的に開催し、
グループの重要経営⽅針や基本戦略の共有を徹底するとともに、グループ会社の課題解決の促進・⽀援の強
化を図り、グループとして意思統⼀された企業⾏動をめざしています。

主要グループ会社の監査責任者で構成される「グループ監査会議」では、グループベースでの監査・監督機
能の強化を狙いとして、その運営の充実に取り組んでいます。

また、多国籍企業としてのコーポレート・ガバナンスと組織マネジメントの⼀層の強化を図るべく「グロー
バルグループ代表執⾏役員」を設置し、グループの求⼼⼒のさらなる向上に努めています。
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役員⼀覧

ディスクロージャーポリシー  (https://www.daikin.co.jp/investor/management/disclosure/)

 (https://www.daikin.co.jp/corporate/overview/summary/directors/)

コーポレートガバナンス報告書（2021年12⽉1⽇） （354KB）
(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/pdf/
Corporate_Governance_Report-pdf)



コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

基本的な考え⽅と推進体制
グループの急速な事業拡⼤を背景に、グローバルな視点からリスクの全体像を的確・迅速に把握し、その軽
減を図るため、全社横断的なリスクマネジメントを導⼊しています。リスクマネジメントの最⾼責任者を社
⻑とし、以下の3分野に峻別して推進しています。

1. 戦略リスク
経営上の戦略的意思決定にかかわるリスク（担当部⾨：経営企画室）

2. 財務報告の内部統制リスク
財務報告の信頼性にかかわるリスク（担当部⾨：経理財務本部）

3. オペレーションリスク
内的・外的要因による業務運営リスク（担当部⾨：企業倫理・リスクマネジメント委員会）

戦略リスクは、当社の主要な経営会議体である「最⾼経営会議」や「執⾏役員会」などで、経営幹部が審議
します。財務報告の内部統制リスクおよびオペレーションリスクは、社⻑を委員⻑とする「内部統制委員
会」にて、年2回、グループのリスクマネジメントを含めた内部統制全体について、適切に機能しているか点
検・確認します。

関連情報

環境関連リスク・機会  (P113)
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事業等のリスク
ダイキンの財政状態、経営成績等に影響を及ぼす可能性のあるリスクを以下に記載します。
各リスクの詳しい内容は、  をご覧ください。

事業等のリスク

1. 市場環境に関連するリスク
1. 市場環境の変化に関連するリスク
2. 為替相場・資⾦調達環境の変動に関連するリスク
3. 有価証券の時価の変動に関連するリスク

2. 事業活動に関連するリスク
1. 技術・商品・サービスに関連するリスク
2. 買収・他社との提携等に関連するリスク
3. 商品・サービスの品質と責任
4. 調達に関連するリスク
5. 法的規制
6. 情報セキュリティ

3. 気候変動等の環境に関連するリスク
4. その他

1. 固定資産の減損
2. ⾃然災害等

統合報告書2021（P67~69）
 (https://www.daikin.co.jp/investor/library/annual/)
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関連情報

1（P67~69）統合報告書202

有価証券報告書（P14 事業等のリスク） （1.6MB）

製品の品質・安全確保

取引の考え⽅

コンプライアンス

情報セキュリティ

気候変動への対応

化学物質の管理・削減

リスクマネジメント（⾃然災害リスク対策の再構築と安全対策強化に努めています）

 (https://www.daikin.co.jp/investor/library/annual/)

(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/investor/data/
yuuka/118/118_4-pdf)

 (P276)
 (P397)

 (P357)

 (P370)

 (P136)
 (P212)

 (P356)



オペレーションリスク
業務を担当する取締役ならびに執⾏役員は、PL・品質、安全、⽣産・販売活動、災害等をはじめとして、⾃
らの担当領域について、グループ横断的にリスク管理の体制を構築する権限と責任を有しています。

そのうえで、全社横断的リスクについて、リスクマネジメントを統括する企業倫理・コンプライアンス担当
役員のもと、法務部⾨が中⼼となって、リスクアセスメントにもとづいて、重要リスクを特定し、年2回、
「企業倫理・リスクマネジメント委員会」で審議のうえ、リスク対策を講じています。

2020年度の重要オペレーションリスク

情報管理リスク
経済安全保障リスク
品質リスク
⾃然災害リスク
海外危機管理機能の強化
ハラスメント防⽌

各部⾨・国内外の主要グループ会社では、毎年リスクアセスメントを実施し、重要リスクを選定。その結果
を踏まえて、各社が対策を⽴案・実施し、リスクの低減に努めています。各社の取り組み状況は、「企業倫
理・リスクマネジメント委員会」で報告・共有しています。

オペレーションリスクマネジメント推進体制
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重要リスクへの対策
⾃然災害リスク対策の再構築と安全対策強化に努めています

ダイキン⼯業では、昨今、台⾵・豪⾬などの⾃然災害が多く発⽣していることから、従来の地震対策だけで
なく⾃然災害全体の取り組みにすべく、全社最重要テーマの⼀つに定め、ハード⾯はもちろんのことソフト
⾯を含めて災害リスク対策を実⾏しています。

従来、地震リスク対策として進めてきた、製作所建屋の耐震補強、化学プラントの浸⽔対策、浸⽔の恐れの
ある拠点の避難訓練など、計画を⽴案し、着実に実⾏しています。 さまざまな⾃然災害に⾒舞われるなか、
対策を講じてきたことにより、致命的な被害は受けませんでした。

事業継続計画（BCP）の構築も進めており、リスクを洗い出し、⽣産設備等の転倒防⽌、部材の安定調達、
物流⾯での対策を⽴案し、実⾏しています。

また、グループ会社についても、同様に取り組みを進めています。

情報流出リスクへの対策

情報流出リスク対策を全社最重要テーマの⼀つに定め、IT部⾨とコンプライアンス部⾨が連携して、全部⾨
に配置された情報管理者および情報セキュリティリーダーを核として、リスク軽減に取り組んでいます。

関連情報

情報セキュリティ  (P370)
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コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

基本的な考え⽅
ダイキンは、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。CSR重
点テーマに沿った中期計画「CSR⾏動計画2020」にコンプライアンスの徹底を掲げて、コンプライアンスの
推進に取り組んでいます。

関連情報

「グループ⾏動指針」（CSR理念） (P63)
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推進体制
グループ全体の推進機関である「企業倫理・リスクマネジメント委員会」は、企業倫理・コンプライアンス
担当役員を委員⻑とし、各部⾨⻑と国内主要グループ会社社⻑で構成されています。原則年2回開催し、強化
すべき課題の抽出とその解決の促進に取り組むとともに、海外グループ会社の取り組み状況も報告していま
す。

グループの役員・従業員⼀⼈ひとりが取るべき⾏動を明⽰したグループ⾏動指針を定め、各部⾨と国内外の
主要グループ会社にコンプライアンス・リスクマネジメントリーダー（CRL）を配置し、徹底しています。
定期的なコンプライアンス・リスクマネジメントの取り組み状況の確認や情報共有、グループ⾏動指針の浸
透により、「しない⾵⼟」の醸成と「させない仕組み」の⾼度化をめざしています。

推進体制
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コンプライアンスの取り組み
当社独⾃の「⾃⼰点検」システムで、⾏動指針の遵守状況を確認

ダイキンは、コンプライアンス徹底のため、毎年、グループ⾏動指針の遵守状況を確認する、当社独⾃の
「⾃⼰点検」システムでセルフチェックを⾏っています。これは、グループ⾏動指針にもとづき従業員⼀⼈
ひとりが⾃らの⾏動をチェックし、その結果から⾃組織の課題を抽出し、対策を講じるものです。抽出され
た課題とその対策は「企業倫理・リスクマネジメント委員会」で報告・共有しています。

また、法務部⾨による「法令監査」を各部⾨・グループ会社に対して実施するとともに、内部監査室による
業務監査のなかでも法令遵守について確認しています。

グループ⾏動指針の具体的指針をまとめた「企業倫理ハンドブック」を策定し、徹底

ダイキンでは、役員・従業員⼀⼈ひとりが遵守すべき⾏動を明⽰したグループ⾏動指針を定めています。⽇
本語だけでなく、英語・中国語に翻訳し、グループ従業員⼀⼈ひとりに周知徹底しています。また、この⾏
動指針にもとづき活動するための具体的指針をまとめた「企業倫理ハンドブック」を策定し、コンプライア
ンスを推進しています。

たとえば、ダイキン⼯業では、「企業倫理ハンドブック」と併せて⽇々⾃らの⾏動をチェックするための
「コンプライアンスカード」を全従業員に配付し、常時携帯を義務付けてコンプライアンス意識を⾼めてい
ます。また、各部⾨のコンプライアンス・リスクマネジメントリーダー(CRL)をが中⼼となり、最新の法令
情報を⽇々収集し、各種法令が規程・マニュアルに的確に反映されているか、法令および規程・マニュアル
が守られているかについてチェックする「⽇々のトリプルチェック」を実施しています。

企業倫理ハンドブック
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アジアオセアニア地域のコンプライアンス会議

グローバル共通ルールを策定し、海外グループ会社に展開

海外グループ会社においてはコンプライアンス・リスクマネジメントに取り組むためのグローバル共通ルー
ルを策定し、展開しています。

海外グループ各社では、グローバル共通ルールに則り、コンプライアンス・リスクマネジメント体制の構築
を各地域単位で推進し、コンプライアンス委員会の設置、「企業倫理ハンドブック」の策定と周知、⾃⼰点
検・リスクアセスメントなどの活動を実施しています。

また、ダイキン⼯業の法務部⾨のメンバーがグローバル各域内のコンプライアンス会議に参画するなどし
て、コンプライアンスの取り組み状況を確認し、情報共有を図っています。

2020年9⽉にはアジアオセアニア地域の法務コンプライアンス会議をオンラインで開催し、100⼈以上が参
加しました。2021年3⽉には欧州法務コンプライアンス会議をオンラインで⾏いました。同じく2021年3⽉
には、中国地域コンプライアンス取組交流会に参画しました。

関連情報

「サプライチェーン全体での法令遵守マネジメント」（取引先様との連携） (P424)

コーポレート・ガバナンス - 360 -



教育啓発活動
コンプライアンスの徹底に向けた教育に注⼒

ダイキンは、グループ従業員⼀⼈ひとりのコンプライアンスに対する意識を⾼めるため、教育啓発に注⼒し
ています。

ダイキン⼯業では、毎年、すべての従業員に対して、グループ⾏動指針にもとづいだコンプライアンス教育
を実施しています。

ほかにも、営業、製造、購買などの業務ごとに関係する重要な法令についてのケーススタディを交えた教育
を⾏うとともに、役員、新⼊社員、新任管理職、コンプライアンス・リスクマネジメントリーダー(CRL)な
どの階層別教育を実施しています。

また、2014年から社内報にコンプライアンスに関する記事を掲載するとともに、2カ⽉に1回、「DAIKINコ
ンプライアンスNEWS」をメール発信し、⾝近な事例からコンプライアンスの重要性を意識できるよう情報
共有に努めています。そのほか、重要法令改正の際には、全従業員向けeラーニングを実施しています。
2020年度は、改正労働施策総合推進法（パワハラ防⽌法）施⾏に伴い、ハラスメント防⽌をテーマにしたE
ラーニングを全従業員に実施し意識を⾼めています。また、新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌の観点か
ら、オンライン研修やEラーニング、イントラネットへのケーススタディの掲載なども実施しました。

海外グループ各社では、グローバル共通ルールに則り、従業員への教育啓発を⾏っています。各国の法令
や、会社のルールに基づいたコンプライアンス教育を実施しています。
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2020年度ダイキンにおける重⼤な法令違反
ダイキンは、グループの事業運営において、重⼤な法令違反については公表することを原則としています。
2020年度のダイキンの事業運営において、重⼤な法令違反はありませんでした。

相談・通報窓⼝
社内外に「企業倫理相談窓⼝」を設け、従業員からの相談・意⾒を受け付け

ダイキン⼯業では、「企業倫理相談窓⼝」を設け、従業員からの企業倫理全般に関する相談や意⾒を受け付
けています。窓⼝では、寄せられた相談や意⾒にかかわる秘密を守り、迅速かつ適切に対応しています。相
談者はもちろん、事実関係の確認に協⼒した⽅に不利益な扱いは⾏っていません。部⾨⻑や管理職に対して
も、新任管理職研修などでハラスメント研修を実施し、相談を受けた際の情報の取扱いに関する注意喚起を
⾏っています。

法務部⾨は、報告・通報を受けた内容を調査し、担当部⾨と協議したうえで再発防⽌策を決定し、速やかな
措置をとる体制を確⽴しています。

また、窓⼝の周知のため、従業員が携帯する「コンプライアンスカード」に企業倫理相談窓⼝の連絡先を記
載しています。
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コーポレート・ガバナンス

⾃由な競争と公正な取引

基本的な考え⽅
法令遵守を徹底し、フェアな企業活動を推進しています

ダイキンは、グループ⾏動指針に「⾃由な競争と公正な取引」を掲げ、フェアな企業活動を推進していま
す。

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。
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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⼾を開放し、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
⻑発展をめざします。

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。

例えば、ダイキン⼯業では、独占禁⽌法・景品表⽰法・下請法を遵守するための取り組みを実施していま
す。各部⾨で年間の研修計画を⽴案し、その取り組みのなかで各部⾨からの要請を受け、弁護⼠事務所や法
務部⾨から講師を派遣するなど、部⾨と連携して徹底を図っています。同時に「⾃⼰点検」のなかで当該法
令の遵守状況をチェックしています。

関連情報

「教育啓発活動」（コンプライアンス）

「コンプライアンスの取り組み」（コンプライアンス）

取引の考え⽅

 (P361)

 (P359)

 (P397)
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コーポレート・ガバナンス

贈収賄・腐敗⾏為の防⽌

基本的な考え⽅
経済のグローバル化の進⾏に伴い、国内だけでなく国際間の商取引においても、腐敗防⽌の要請は⾼まり、
規制も強化されています。ダイキンでは、グループ⾏動指針に「⾃由な競争と公正な取引」「節度ある接
待・贈答」「反社会的⾏為への毅然たる姿勢」を定め、さまざまな腐敗⾏為の防⽌に取り組んでいます。
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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。

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⼾を開放し、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
⻑発展をめざします。

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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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。

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. 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、健全な商習慣を維持します。

14. 反社会的⾏為への毅然たる姿勢

私たちは、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・団体の活動を助⻑したり、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⺠事・刑事の両⾯から法的対応を⾏います。
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公務員等贈賄防⽌ガイドラインの策定と徹底
ダイキンでは、2014年度に、取締役会での承認を経て、国内外の公務員等への接待・贈答・招待に関する具
体的な⾏動指針となる「公務員等贈賄防⽌ガイドライン」を策定。グループ全体に徹底しています。

公務員等贈賄防⽌ガイドラインのなかには、「公務員等への接待・贈答・招待に関する指針」「第三者に業
務委託をする場合の指針」など設け、公務員等との会⾷などについての具体的な基準や承認プロセスを定
め、また、第三者（代理店・エージェント・コンサルタント等）を介した間接的な利益供与を防⽌するた
め、第三者の起⽤にあたって、慎重に審査・選定し、贈賄禁⽌事項を契約書に記載することを求めていま
す。

ガイドライン関して、法律の解釈や適⽤について疑問がある場合には、法務部⾨に相談窓⼝を設け、相談す
るように周知徹底しています。

毎年、グループ⾏動指針の遵守状況を確認する、当社独⾃の「⾃⼰点検」システムで、ガイドラインの遵守
状況を確認しています。明らかとなった課題とその対策は、「企業倫理・リスクマネジメント委員会」で報
告・共有しています。

教育啓発活動
ダイキンは、官公庁などとの健全かつ透明な関係の維持、政治資⾦規正法や公職選挙法の遵守、取引先に対
する節度ある接待・贈答などについて、管理職、従業員などを対象に研修を実施し、従業員⼀⼈ひとりの意
識・知識の徹底を図っています。 2014年度のガイドライン導⼊以降、各部⾨・国内外のグループ会社でガ
イドラインの説明会を開催したり、ダイキン⼯業全従業員を対象にEラーニングを実施するなど、従業員にガ
イドラインを周知徹底しています。
また、国内外の公務員等に接する機会の多い部⾨・グループ会社の従業員に対しては、法務部⾨が⾃ら職場
に出向き、定期的に教育を実施しています。
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モニタリングの実施
ダイキンでは、ガイドライン策定後、腐敗度の⾼い国・地域でビジネスを⾏う事業部やグループ会社などを
対象に監査を⾏い、贈収賄防⽌の取り組み状況を確認しています。監査で明らかになったガイドラインの運
⽤の課題は、事業部・グループ会社と連携し、対策を講じ、取締役会や内部統制委員会に報告しています。
また、課題や好事例は、「企業倫理・リスクマネジメント委員会」や、各地域のコンプライアンス・リスク
マネジメントリーダーが参加する、「グローバル法務・コンプライアンス会議」で共有しています。

2020年度はリモートによる監査を実施し、遵守状況を確認しました。特に、汚職リスクの⾼い国の海外グル
ープ会社に対しては、コンサルや代理店等の第三者起⽤におけるガイドラインが求めるルールの遵守につい
て、より詳細な監査を⾏っています。

関連情報

通報制度
ダイキン⼯業では、社内外に「企業倫理相談窓⼝」を設け、贈収賄に関する事項も含めた、企業倫理全般に
関する相談や意⾒を従業員から受け付けています。
2020年度において、贈収賄にかかる違反や制裁を伴う案件は発⽣していません。

関連情報

 「コンプライアンスの取り組み」（コンプライアンス）

 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）

 「相談・通報窓⼝」（コンプライアンス)

 (P359)

 (P424)

 (P362)
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コーポレート・ガバナンス

情報セキュリティ

情報セキュリティ基本⽅針
他社情報を含む機密情報の適切な管理と活⽤に努めています

ダイキンは、グループ⾏動指針に「情報の適切な管理と活⽤」を掲げるとともに、情報セキュリティの基本
的な考え⽅や取り組み姿勢を明確にした「情報セキュリティ基本⽅針」を定めています。ダイキンは、社内
情報システム、当社製品サービス、⼯場設備システムなどからの情報流出リスクを全社の重要リスクの⼀つ
として定め、各部⾨の情報管理者が核となり、情報セキュリティ基本⽅針に紐づく情報セキュリティ基本規
程や共通セキュリティガイドラインを定め、他社から預かった情報も含めた機密情報の管理と活⽤の徹底を
図っています。

また、インターネットを介した情報漏えいやトラブルが社会問題化していることを受け、従業員がソーシャ
ルメディアを利⽤する際の社内ポリシーを策定するなど、情報管理意識の向上に取り組んでいます。

2020年度の不適切な情報管理、漏えい問題はありませんでした。

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。
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情報セキュリティ基本⽅針

ダイキングループは、⽇々増加する情報セキュリティリスクに対応し、安全で信頼性の⾼い製品やサービ
スをお届けすること及び、当社の情報資産・お客様からお預かりしている情報資産を様々な脅威から保護
することを、経営上の最重要課題の１つと認識しています。課題対応に向け、グループ情報セキュリティ
基本⽅針を定め、グループ⼀丸となって情報セキュリティの⼀層の強化を図ります。

1. 当社グループは情報セキュリティに関する法令、国が定める指針、その他の社会的規範を遵守しま
す。

2. 当社グループは情報セキュリティ基本⽅針に基づいた情報セキュリティに関する内部規程を整備し、
遵守します。

3. 当社グループは情報の保護・管理のため、⼈的・組織的・技術的に適切な安全管理措置を講じます。

4. 当社グループは全従業員に対して、情報セキュリティに関する教育・啓発活動を継続的に⾏います。

5. 当社グループは万⼀情報資産にセキュリティ上の問題が発⽣した場合、その情報を適切に収集し、経
営トップに迅速に報告します。また、原因を迅速に究明し、その被害を最⼩限に⽌めるとともに再発
防⽌に努めます。

6. 当社グループは情報セキュリティに関する管理体制および取り組みについて点検を実施し、継続的に
改善・⾒直しを⾏います。
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情報セキュリティ管理体制
ダイキンでは、グループ全体のセキュリティ管理体制強化を⽬的に、情報セキュリティ担当役員を委員⻑と
する「情報セキュリティ委員会」を設置しています。情報セキュリティ委員会は、全社横断的な情報セキュ
リティの審議機関であり、グループ全体での情報セキュリティ戦略・対策⽅針と共通ルール(規程、要領)⾒
直しの審議を⾏う機関です。企業倫理リスクマネジメント委員会の下部組織と位置付け、重要事項や全社へ
周知・徹底すべき事項について同委員会にて報告しています。企業倫理リスクマネジメント委員会の結果
は、社⻑を委員⻑とする「内部統制委員会」で報告するとともに、取締役会にも報告しています。 海外グル
ープ会社においては、情報セキュリティの点検結果を踏まえて、重⼤リスク発⽣の可能性がある拠点から優
先して、情報セキュリティリーダーの設置や社内ルールの策定などに取り組み、セキュリティ管理体制を強
化しています。
なお、情報セキュリティ担当役員は、企業倫理・リスクマネジメント委員会の委員⻑も兼任しています。

セキュリティ管理体制
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情報セキュリティの徹底

ダイキン⼯業では、情報セキュリティの事故を未然に防ぐとともに、万が⼀発⽣した場合でも、被害を最⼩
限にとどめることができるように、報告および対応体制を整備しています。従業員がセキュリティ上脅威と
なりうるインシデントや事故を発⾒した場合には、⾃部⾨の情報セキュリティリーダーへ報告し、その指⽰
に従い対応しています。情報セキュリティリーダーは、インシデント対応基準に従い、情報セキュリティ委
員会事務局であるIT 推進部へ報告します。IT推進部を中⼼に、インシデントや事故の原因究明や再発防⽌に
向けて取り組みます。
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情報セキュリティ教育
ダイキン⼯業では、管理職、管理者、従業員などを対象に研修を実施し、従業員⼀⼈ひとりのセキュリティ
意識の向上を図っています。従業員に対しては、グループ⾏動指針の遵守状況を確認する「⾃⼰点検」を通
じた社内ルールの教育や、社内報に情報セキュリティの記事を掲載して、セキュリティ意識を⾼めていま
す。 また、教育研修に加えて、従業員を対象とした標的型メール攻撃を模した訓練メールも年1回実施して
います。

2020年度は、情報セキュリティリーダーを対象に、情報セキュリティマネジメントの基礎について、外部講
師を招いて研修を⾏いました。

セキュリティ点検状況・結果
ダイキン⼯業では、毎年、グループ⾏動指針の遵守状況を確認する、当社独⾃の「⾃⼰点検システム」に情
報セキュリティも加え、セルフチェックを⾏っています。
また、情報セキュリティリスクが⾼いと考えられる国内外のサーバやWebアプリケーションを対象に、外部
専⾨家にて脆弱性診断を実施。その結果を受けて、サーバのバージョンアップやWebアプリケーションの修
正などの対策を講じています。 
そのほかにも、経済産業省の営業秘密管理指針に沿った情報漏えい対策実施状況の点検、インシデント対応
⼿順の訓練やレビューなどを⾏い、対策を強化しています。
また、IT部⾨・法務部⾨・内部監査部⾨が連携し、法令監査、内部監査などで各部⾨の実施状況を確認し、
改善を図っています。  
点検状況と結果や、結果から明らかになった課題とその対策については、情報セキュリティ委員会で報告し
ています。重要事項や全社へ周知・徹底すべき事項について企業倫理リスクマネジメント委員会に報告する
とともに、内部統制委員会、取締役会にも報告しています。

コーポレート・ガバナンス - 374 -



⾃⼰点検システム

情報流出リスクへの対策

個⼈情報保護

個⼈データに関する規制への対応

コンプライアンスをご覧ください。

リスクマネジメントをご覧ください。

お客様情報の保護をご覧ください。

「個⼈データに関する規制への対応（⼈権リスクへの対応）」（⼈権の尊重）をご覧ください。

 (P357)

 (P353)

 (P297)

 (P391)

コーポレート・ガバナンス - 375 -



コーポレート・ガバナンス

知的財産権の尊重

基本的な考え⽅
当社の知的財産権の取得と活⽤に努めるとともに、他社の知的財産権を尊重

ダイキンは、知的財産権を重要な会社財産であると認識し、その権利の保全に努めるとともに有効に活⽤す
ること、また、他社の知的財産権を尊重し、侵害しないように努めることを「グループ⾏動指針」に明記し
ています。

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。
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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。

「グループ⾏動指針」を受け、より具体的にコンプライアンスのポイントを⽰した「コンプライアンス⾏動
指針」を定め、研究開発の責任者は特許の責任者であることや、研究開発者は「特許活動は開発⾏為そのも
の」と認識して特許の取得・活⽤・侵害回避に主体的に取り組むことなどを明らかにしています。

新製品・新技術の開発にあたっては、デザインレビューの⼀環として特許やコンプライアンス⾯から検証す
るしくみを整えています。また、他社と協業するにあたっては、開⽰する技術と秘匿する技術とを峻別し、
秘匿する技術についてはブラックボックス化するなどの取り組みを進めています。
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知的財産権を保全する体制
研究部⾨に知的財産担当者を配置

研究開発者の活動を能動的に⽀援するため、ダイキン⼯業の法務部⾨を中⼼として、各事業部の研究部⾨に
も知的財産担当者を配置しています。

知的財産担当者は、互いに連携を取りながら、⽇常発⽣するあらゆる知財業務（国内外での出願・権利化、
他社特許抵触リスクの判断と他社特許潰しによる問題特許対応など）を進めるとともに、従業員に対する職
種別・階層別の知財教育や発明奨励活動を⾏い、さらには知財活動を戦略的に推進するため、研究開発者と
共同で、有効な特許網を創り上げる機能やグローバルな調査機能の強化に取り組んでいます。

また、開発拠点のグローバル化に伴い、海外開発拠点についても知的財産担当者の配置を進めています。

今後も、「事業で勝つ」ための知財運営強化をめざし、質・量ともに⾼い特許の取得、活⽤をグローバルベ
ースで実⾏していきます。

ビジネスのグローバル化と開発拠点のグローバル化に対応した知的財産権体制を強化

海外の開発拠点においても、知的財産権に関する体制強化に取り組み、ダイキン⼯業はもとより、中国グル
ープ会社の開発拠点を筆頭に、海外の開発拠点で、さまざまな知的財産権の取得に努めています。海外開発
拠点の知的財産権担当者と開発者を対象に、座学、EラーニングとOJTで啓発を継続しています。

中国は、特許出願件数が⽶国を抜いて世界⼀位となり、知的財産関係の訴訟も⽶国を上回る件数となってい
ます。このような状況の下、ダイキンは中国における積極的な知的財産権の取得と、特許・実⽤新案・意
匠・商標の全般にわたる出願を強化しています。また、東南アジア、インド、ブラジルなど新興国に対して
も、特許出願や模倣対策に有効な意匠出願の強化を進めています。

2020年度も継続して、グループ全体の知財ガバナンスの⾼度化を図るとともに、5カ年計画の最終年である
ため、これまでの活動を振り返り、次の5カ年に向けてめざす姿を議論しました。

新たな5カ年計画のスタート年である2021年度には、改めてグループ全体の知財⽅針を共有するとともに、
各拠点が連携して地域単位の知財戦略を⽴案・実⾏することで、グループ全体の知財活動を⾼度化していき
ます。

従業員の知的財産の創造促進
知的財産の創造促進（推進体制）をご覧ください。  (P251)
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科学技術の移転
環境負荷低減に貢献する冷媒の基本的な特許を全世界で無償開放

世界でR32の採⽤を促進するため、R32を使⽤した空調機の製造・販売に関わるのべ93件の特許を、2011年
9⽉から新興国において、2015年9⽉から先進国含む全世界において無償で開放しています。

2019年7⽉には、R32単体冷媒を⽤いた空調機の製造や販売等に対して、2011年以降に出願した対象特許の
権利不⾏使の誓約を宣⾔しました。当社の事前許可や書⾯による契約なしに無償で使⽤可能とすることで、
より早く、容易に対象特許を使⽤可能とし、R32の利⽤推進をまた⼀歩進めました。

知財功労賞「経済産業⼤⾂表彰」を受賞

ダイキン⼯業は、経済産業省 特許庁が実施している令和2年度「知財功労賞」において、知的財産権制度
活⽤優良企業として「経済産業⼤⾂表彰」を受賞しました。今回の受賞は平成19年度の「特許庁⻑官表
彰」に続き、2回⽬の受賞となります。 知財功労賞は経済産業省と特許庁が毎年、知的財産権制度の発展
および普及・啓発に貢献のあった個⼈や、制度を有効に活⽤し円滑な運営・発展に貢献のあった企業を表
彰するものです。

R32を⽤いた空調機に関わる特許をオープン化するとともに、空調機に関する他の特許をクローズ部分と
するオープン＆クローズ戦略により、競争⼒を維持しながら環境負荷低減に貢献している取り組みが評価
され、この度の受賞となりました。
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関連情報

冷媒の環境負荷低減 (P150)

「次世代冷媒を⽤いた空調機の特許を全世界で無償開放」（プレスリリース） （191KB）
 (https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/pdf/press_20150910-pdf)

「低温暖化冷媒HFC-32を⽤いた空調機の特許権不⾏使を宣⾔」（プレスリリース） （236KB）  
(https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/pdf/press_20190701-pdf)

2015年度の活動ハイライト「環境―地球温暖化の抑制に貢献する新たな市場環境を創り出す」
（2.8MB）
 (https://www.daikin.co.jp/-/media/Project/Daikin/daikin_co_jp/csr/feature-past/
feature2015-environment-pdf)



コーポレート・ガバナンス

税務コンプライアンス

基本的な考え⽅と推進体制
ダイキンは、グループ⾏動指針に「適正な経理処理」を定め、税の透明性の向上を図っています。グループ
⾏動指針にもとづき、税務コンプライアンスに対する基本的な考え⽅を明らかにし、税務コンプライアンス
を徹底しています。税務リスクに対しては、経理財務担当役員の判断のもと管理し、その内容は取締役会に
報告しています。また、法令の適⽤・解釈に関して不確実性がある場合は、外部専⾨家等へ助⾔を求めたう
えで適切に対応しています。

グループ⾏動指針

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

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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税務コンプライアンスに対する基本的な考え⽅

1.税務に関するリスク管理とガバナンスの取り組み

私たちは、納税は企業の社会的責任(CSR)の重要な要素であると捉えています。  
私たちは、私たちの⾏う納税が、事業を⾏っている国と地域の発展に重要な役割を果たしていると考
えています。そしてひいてはそれはダイキングループに持続的な発展・企業価値の増加をもたらすも
のと考えています。
また、私たちは、税務関連リスクは、グループにおける広範な事業リスクの中の重要な要素と捉え、
リスク管理ルールに則って管理します。

2.税法の遵守

私たちは、事業を⾏う国と地域で適⽤される法令や規則を積極的に把握し遵守します。 
またその法律の⽂⾯だけでなく、その精神を尊重する事に努めます。

3.租税回避の禁⽌、タックスプランニングに対する考え⽅

私たちは、事業実体を持たない拠点を活⽤したタックスプランニングや、税務上の⽬的のみの作為的
或いはアグレッシブな取引や構造を伴うタックスプランニングは⾏いません。  
グループ内の全ての企業間取引は、OECD移転価格ガイドラインや、各地の法令及び規則に準じて、独
⽴企業間原則(アームスレングスの原則)に基づき実施します。

4.税務リスクへの対応

不確実で複雑な懸念が発⽣した場合は、外部の専⾨家の助⾔を求めます。
⼆重課税を含む重⼤なリスクに対しては、事前確認制度（APA）や相互協議⼿続（MAP）など、当社
の考えの妥当性・確実性を⾼める効果的な措置を検討します。

5.税務当局との関係〜信頼と透明性

私たちは、誠実な態度で、税務当局とのオープンで建設的かつ協⼒的な関係を維持するよう努めま
す。その関係をとおし、私たちは、予測可能で揺らがない税務ポジションの達成を⽬指します。
私たちは、適⽤される法律および規制に基づき要求される情報を適切に当局に開⽰し、透明性を⽰し
ます。
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納付実績
有価証券報告書や統合報告書などにおいて、グループとしての法⼈税の納税額を開⽰するとともに、法定
実効税率との差異要因についても開⽰しています。

関連情報

有価証券報告書

統合報告書 (https://www.daikin.co.jp/investor/library/annual/)

 (https://www.daikin.co.jp/investor/library/securities/)
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