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CSRマネジメント

CSRマネジメント
方針

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。

社員一人ひとりの「MMC WAY」と「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事業活動を通じて、社会の持続
可能な発展に貢献します。

2018年4月、三菱自動車グループの社員が、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、新しく企業ビジョン・ミッションを制定しました。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

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。

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。

三菱グループ三綱領 CSRに対する考え方

ビジョン・ミッション

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。

VISION
モビリティの可能性を追求し、活力ある
社会をつくります

MISSION
1.  独創的な商品と優れたサービスにより、 

お客様に新たな体験を提供します
2. 社会の持続可能な発展に貢献します
3. 信頼される企業として誠実に活動します
4.  アライアンスを活用し、ステークホルダーに 

より高い価値を提供します

 
 

　　 

　　 

VISION 

MISSION 

MMC WAY 

　 グローバル行動規範 

ビジョン・ミッションとMMC WAY、行動規範との関連 

1 

つくりたい社会 

ビジョンを実現する方法 

すべての役員・社員が守るべき規範 

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 
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CSRマネジメント

CSRマネジメント
マネジメント

三菱自動車では、執行役CEOを委員長とするCSR委員
会にて、CSR重要課題（マテリアリティ）の特定、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CSRを推進し、重
要事項は取締役会まで報告する体制としています。

■ 一般社団法人日本経済団体連合会
■ 一般社団法人日本自動車工業会
■ 公益社団法人自動車技術会
■  一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・

ジャパン（GCNJ）

■ 国連「持続可能な開発目標（SDGs）」
■ 国連グローバル･コンパクト（UNGC）
■ ILO中核的労働基準
■ OECD多国籍企業行動指針
■ ISO26000「社会的責任の手引」
■ 日本経団連「企業行動憲章」

2019年4月、経営戦略担当役員のもとにサステナビリ
ティ推進部を新設しました。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みます。

CSR委員会2018年度開催実績：4回

CSR推進体制

外部団体への参画 支持または参考にしている外部イニシアティブ

ステークホルダーとの対話

取締役会

経営会議

関連する各本部

グループ会社

CSR委員会
委員長 ：執行役CEO
メンバー ：関連する本部の本部長

報告

審議・報告

事務局
サステナビリティ推進部

お客様相談センター、販売会社、アフター
サービス、ウェブサイト、ソーシャルネット
ワーク、お客様満足度調査、イベント、TV・
新聞・雑誌の広告、メール配信

問い合わせ窓口、自治体との連携、地域イ
ベント、工場見学、社会貢献活動（次世代
育成、交通安全、環境保全、地域活動、災
害支援）、ウェブサイト

問い合わせ窓口、お取引先様
相談窓口、定期総会、説明会、
イベント、専門ウェブサイト、
各種業界団体への参加

労使協議、相談窓口（社員相談室、MMC
ほっとライン、三菱自動車グローバル内
部通報窓口）、社内ウェブサイト、社員意
識調査

IR問い合わせ窓口、取材対応、決算説明
会、中期経営計画説明会、株主総会、個別
施策説明会、イベント、IR向けウェブサイ
ト、アニュアルレポート、株主向けの事業
報告書『株主通信』、メール配信

三菱自動車
グループ

消費者・
お客様

地域社会

従業員 株主・
投資家

ビジネス
パートナー
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CSRマネジメント
CSR重要課題（マテリアリティ）の特定

三菱自動車では、CSR重要課題（マテリアリティ）の特定
にあたり、4つのステップを踏みました。

Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス）の各分野において、当社が取り組むべき優先課題は、
以下の15項目に特定しました（ E：5項目、S：8項目、E & S 共通：1項目、G：1項目）。

特定のプロセス 特定されたCSR重要課題（マテリアリティ）

SDGsおよびGRIスタンダード、当社CSR活動に対する
社外評価などを踏まえ、候補を抽出しました。

さらに当社の活動が影響を及ぼす範囲（バウンダリー）
やビジネスリスクとの整合性を踏まえ、優先度を決めるた
めの評価基準を設定しました。

項目整理と評価基準の作成
STEP

1

社内の実務関係者を集めた意見交換会を複数回実施
し、自社事業へのインパクトの観点から取り組み優先順
位を確認しました。

社内における検討
STEP

2

社会課題に精通している有識者5人にヒアリングを行
い、社会へのインパクトの観点から、当社が取り組むべ
き課題についてレビューしていただきました。

社外有識者へのヒアリング
STEP

3

社内外の意見を反映させたCSR重要課題（マテリアリ
ティ）マトリックスを、CSR委員会にて検証し、経営会議に
て最終的な承認を得ました。あわせて、CSR重要課題（マ
テリアリティ）ごとのKPIを策定、担当責任者についても決
定しました。

CSR重要課題（マテリアリティ）確定とKPI策定
STEP

4

◆ 三菱自動車のCSR重要課題（マテリアリティ）

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心
度

極
め
て
高
い

極めて高い

と
て
も
高
い

とても高い

高
い

高い

自社への影響度

※ E：環境（Environment）　 S：社会（Social）　 G：ガバナンス（Governance）

E  S  サプライチェーンにおける
サステナビリティ活動の展開

  E  気候変動・エネルギー問題への対応  

S  道路交通事故の削減に寄与する製品の提供E  水資源の保全

S  製品品質、セールス・サービス品質の向上

S  事業を通じた地域経済への貢献   

S  働き方改革   

G  コーポレートガバナンス・コンプライアンス  

E  環境汚染の防止   E  資源循環の取り組み

E  生物多様性の保全 S  ダイバーシティ    

S  労働安全衛生 S  人材育成    

S  社会貢献活動  
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CSRマネジメント
CSR重要課題（マテリアリティ）の特定
◆ CSR重要課題（マテリアリティ）に関する主な取り組み内容

※1 ★★★：達成
★★☆：
★☆☆：
☆☆☆：未達成
　ー　：非適用

カテゴリー CSR重要課題 主な取り組み内容 2018年度目標（目指す姿） 指標 2018年度実績 自己評価
（※1） 関連するSDGs

E：環境

気候変動・エネルギー問題への
対応

環境ビジョン（ポスト2020）の策定 情報収集と課題整理 － 情報収集と課題整理を実施 ★★★

 

自動車走行時のCO2排出量低減 新車1台あたりの走行時CO2排出量：
2010年度比 ▲8％ CO2低減率 ▲ 13％ ★★★

生産活動でのCO2排出量低減 生産拠点での生産台数あたりCO2排出量：
2005年度比 ▲35％ CO2低減率 ▲ 46％ ★★★

非生産活動でのCO2排出量低減 非生産拠点のCO2排出量原単位：
前年度比 ▲1％ CO2低減率 ▲ 8.4％ ★★★

物流活動でのCO2排出量低減 国内物流での輸送量あたりCO2排出量：
2010年度比 ▲8％ CO2低減率 ▲ 8.8％ ★★★

販売会社へのエコアクション21認証推進 新規取得　8社以上 認証取得販売会社数 新規取得　13社 ★★★

水資源の保全 生産活動の水リスクの調査、調査結果を踏ま
えた削減計画の策定 生産拠点での水リスク調査の実施 － 水リスク調査を実施 ★★★

資源循環の取り組み
電動車の駆動用バッテリーリサイクルの促進

●  電動車駆動用バッテリーの共同回収スキーム
の構築

● 解体性評価ガイドラインの改訂
● リサイクル性の優れた材料の選択

－

●  電動車駆動用バッテリーの共同回収スキームを
構築し運用を開始

● 解体性評価ガイドラインの改訂版を発行
● リサイクル性の優れた材料選択を推進

★★★

生産活動での廃棄物低減の促進 生産活動での生産台数あたり廃棄物社外排出
量：2005年度比 ▲52％ 廃棄物社外排出量低減率 ▲ 52％ ★★★

環境汚染の防止

製品含有環境負荷物質の適切な管理 製品含有環境負荷物質の適切な管理 － 法規動向を含め適切な管理を継続 ★★★

  
生産活動でのVOC排出量の抑制

生産活動での塗装面積あたりVOC（※2）排出量：
35ｇ/㎡以下
※2： Volatile Organic Compoundsの略称。 

揮発性有機化合物

VOC排出量 38ｇ/㎡ ☆☆☆

生物多様性の保全 国内拠点の生物調査・生物多様性保全活動
範囲の拡大

● 十勝研究所での生物調査の実施
● パジェロの森での植林・育林活動の実施
● フィリピンでの植林活動の実施

－
● 計画通り生物調査を実施
●  社員ボランティアによる育林活動を年2回実施
● 32haの植林活動を実施

★★★

E：環境
S：社会

サプライチェーンにおける
サステナビリティ活動の展開 サプライチェーンCSRの強化

サプライチェーンにおける環境・労働・人権に対す
る配慮を徹底し、健全なサプライチェーンマネジ
メントを推進

●  サプライヤーCSRガイドラインの趣
旨浸透

●  取引先におけるCSR第三者評価の
推奨

●  サプライヤーCSRガイドラインの更新および取引
先説明会を実施

●  取引先に対して「第三者評価」の趣旨説明を実施
★★★   
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CSRマネジメント
CSR重要課題（マテリアリティ）の特定

※1 ★★★：達成
★★☆：
★☆☆：
☆☆☆：未達成
　ー　：非適用

カテゴリー CSR重要課題 主な取り組み内容 2018年度目標（目指す姿） 指標 2018年度実績 自己評価
（※1） 関連するSDGs

S：社会

道路交通事故の削減に寄与する
製品の提供 死亡事故ゼロへの取り組み 安全技術の考え方（フレームワーク）の策定 安全技術の考え方（フレームワーク）

策定完了時期
安全技術の考え方（フレームワーク）を2019年1月
に策定 ★★★

製品品質、セールス・サービス
品質の向上

製品品質の向上

お客様からトップレベルの品質との評価を獲得

新車販売後3ヶ月間の不具合指摘率 新車販売後3ヶ月間の不具合指摘率の低減 ★★★

セールス品質の向上 SSI（セールス満足度） SSI（セールス満足度）重点管理国で3位以内を2ヶ
国で達成 ★★☆

サービス品質の向上 CSI（顧客満足度） CSI（顧客満足度）重点管理国で3位以内を4ヶ国で
達成 ★★☆

事業を通じた地域経済への
貢献

雇用、人材育成、投資、技術移転、輸出を通じ
た地域経済への貢献

当社がアセアン地域において事業活動を展開・継
続することによる、雇用、人材育成、技術移転など
を通じた地域社会の経済発展への貢献

－

●  タイ、インドネシア、フィリピンの3ヶ国の連結子
会社での現地従業員雇用者数は11,000人以上

●  業務レベルの改善や技術向上を目的に、各種研
修プログラムを実施

●  インドネシア工場で生産能力を増強する計画を
策定

●  インドネシア、フィリピン、ベトナムで政府や大学
などとの共同研究を実施

●  工場の品質向上、現場の改善、生産性の向上へ
の取り組みを実施

●  輸出を通じて地域経済成長を支援

★★★   

働き方改革 働き方改革の促進 長時間労働の是正と有給休暇取得促進 総労働時間 2,152時間/年 ★★☆   

ダイバーシティ

女性活躍の推進 2020年度末までに女性管理職100人を実現 女性管理職数 68人 ★★☆
 

 

障がい者雇用の促進 障がい者の安定・継続的な雇用の推進 障がい者雇用率 2.19% ★★☆

LGBTに対する理解の促進 LGBTの人が働きやすい環境の整備 外部指標 PRIDE指標で最高ランクのGOLDを受賞 ★★★

人材育成 人材育成プログラムの拡充 MMC WAYを実践する人づくりの推進 教育プログラム 公募型社外研修の強化 ★★★

労働安全衛生 安全な職場づくり 安心で安全な職場の実現
全災害度数
※延べ100万労働時間あたりの休業・

不休災害件数
0.41 ★★☆

社会貢献活動 地域・NGOなどと協働した活動の推進 社会貢献支出額：対経常利益（※3）比率1.0%
※3：MMC単体経常利益 対経常利益比率 1.05% ★★★  

G：ガバナンス コーポレートガバナンス・
コンプライアンス

三菱自動車グループの内部統制強化 2018年度から国内外関係会社での内部統制委
員会の設置・運用を開始 対象会社数 全19社にて内部統制体制の運用を開始 ★★★

 グローバル内部通報窓口の設置（リスクの早
期発見・顕在化）

2018年度から当社および国内外関係会社、計20
社での運用を開始 対象会社数 全20社で運用を開始 ★★★

EU一般データ保護規則（GDPR）への対応 欧州所在者（顧客、従業員、取引先）のプライバ
シーの確保 不適法な情報移転および処理の回数 0回 ★★★

CSRマネジメント トップ
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