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サステナビリティマネジメント

企業理念・方針
■三菱グループ三綱領
　三菱創業の精神である「三綱領」は、三菱グループ共通の
根本理念と位置づけられています。

■ビジョン・ミッション
　三菱自動車は、グループの社員が未来を向き、同じ考え
を共有し、一丸となって行動していけるように企業ビジョン・
ミッションを制定しています。自動車業界は大きな変革期を
迎え、事業環境も大きく変化しています。その中で私たちは、
これまでよりも積極的に、いかに社会に働きかけていくのかを
定めたものが、ビジョン（我々がつくりたい社会）とミッション
（ビジョンを実現する方法）です。

サステナビリティマネジメント
■サステナビリティに対する考え方
　近年、国連における「持続可能な開発目標（SDGs）」の
採択、「パリ協定」の発効、ESG投資の拡大など、持続可能
な環境・社会・経済の実現への関心が高まり、それらに関
する企業の取り組みが一層重要視されています。
　特に、自動車業界ではコネクテッド、自動運転をはじめと
する新技術やカーシェアリングに代表される新しいビジネス
モデルなど、100年に1度の大変革期を迎えています。
　また、環境面では世界的に気候変動・エネルギー問題が
深刻化しています。三菱自動車は製品や事業活動からの温
室効果ガス低減をはじめ、責任ある事業運営に取り組み、
各国・各地域における事業活動を通じて社会課題の解決を
図ることにより、社会の持続可能な発展に貢献していきます。

所期奉公（しょきほうこう）
＝期するところは社会への貢献
事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力すると同時に、
かけがえのない地球環境の維持にも貢献する。

処事光明（しょじこうめい）
＝フェアープレイに徹する
公明正大で品格のある行動を旨とし、活動の公開性、透明性
を堅持する。

立業貿易（りつぎょうぼうえき）
＝グローバルな視野で
全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。

三菱自動車の理念体系

　当社は、三菱グループ共通の基本理念として位置づけられて
いる「三綱領」を企業活動の指針としています。社員一人ひとり
においては、必要最低限度の心構えや行動を示す「MMC WAY」
およびすべての役員・社員が守るべき「グローバル行動規範」の
実践を通じて、「ミッション」を遂行し、「ビジョン」を実現すること
を目指しています。
　多様なステークホルダーとの対話を通じて相互に理解を深めな
がら、クルマという身近な製品を中心とする各国・各地域における
事業活動を通じて、社会の持続可能な発展に貢献します。

MMC WAY
（ミッションの達成に向けて、社員一人ひとり
が実践しなければいけない心構えや行動）

VISION
（つくりたい社会）

MISSION
（ビジョンを実現する方法）

グローバル行動規範
（すべての役員・社員が守るべき規範）

「MMC WAY」「グローバル行動規範」の詳細は、
「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。

　自動車業界はパワートレインの多様化、クルマの知能化・
IoT化などにより、次々と技術革新が生まれており、自動車
の役割もハードとしての「クルマ」から交通システム全体とし
ての「モビリティ」に変化しています。このような大変革期の
中、幅広くモビリティの可能性を検討し、誰もが・いつでも・
どこへでも自由に移動でき、見たいものを見て、会いたい人
に会うことのできる、そのような機会を提供したいと思いま
す。ビジョンには、人々の移動を効率化・最適化することで、
個人の新しい挑戦や経済活動を促進し、社会全体の活性化
に貢献していきたい、という思いを込めています。
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また、商品性や仕様に関するご意見・ご指摘については、
関連部門と共有し、さらなる商品力の向上につなげていま
す。さらに、寄せられた声の中から重要情報は、経営幹部へ
定期的に報告しています。
　当社はステークホルダーとの対話を一層深め、社会の期
待や課題と真 に向き合い、今後の取り組みに生かしていき
ます。

三菱自動車のマテリアリティ
■マテリアリティ（重要課題）の特定
　三菱自動車は、国連持続可能な開発目標（SDGs）の重
要性を認識し、2018年度に環境・社会・ガバナンス各分
野の様々な課題から当社が取り組むべき重要課題として15
のマテリアリティを特定しました。
　特定に際してはステークホルダーの関心度と自社への影
響度の観点から検討を重ね、有識者へのヒアリングを実施し
ました。そのうえで、サステナビリティ委員会にて議論を重
ね、経営会議にて決定しました。
　2020年度は、環境問題の深刻化や新型コロナウイルス
感染拡大による社会情勢の変化への対応を踏まえ、マテリ
アリティの見直しを進めています。

ステークホルダー・エンゲージメント
■基本的な考え方
　三菱自動車は、企業の持続的成長にとって重要なステー
クホルダーとの対話を通じて、三菱自動車グループの責任と
課題を明確にし、改善の努力をしながら日々の業務に取り組
んでいます。
　例えば、お客様から寄せられたご指摘のうち、品質・不
具合に関する事柄については、販売会社と連携してお客様
の問題解決に対応し、さらに品質改善にも活用しています。

■サステナビリティ推進体制
　当社では、執行役CEOを委員長とするサステナビリティ
委員会にて、マテリアリティに対応する取り組みの目標設定
とその進捗確認を行うことにより、PDCAを回しています。
三菱自動車グループ全体でサステナビリティを推進し、重要
事項は取締役会で審議・報告する体制としています。
　2019年4月、社内外とのコミュニケーション強化を目的
にサステナビリティ推進部を新設し、サステナビリティ委員
会メンバーをはじめとする役員・従業員、ならびにステーク
ホルダーとのコミュニケーションを強化しながら、持続可能
な社会の実現と企業価値の向上に取り組んでいます。
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