
①グローバル組織横断型方針
管理の徹底
②事業の戦略課題の実現
③STQM（サンデン独自の品
質マネジメントシステム）の
構築

①新任管理職を対象とした管理
能力向上研修開始
②教育体系の再構築を通じた人材育
成・能力開発のさらなる強化実施

③グローバル人材育成に向けグロー
バル拠点間の人材相互派遣開始

①再雇用者のさらなる活用を目
的とした評価制度の見直し
②2020年女性管理職12％に
向けた積極的登用
15年度 15名 2.0%

【安全】安全感度・意識の向上
①リスク発見キャンペーン展開
による意識向上
②危険体験ブースによる安全
感度向上

【衛生】管理監督者教育強化と
一人ひとりの健康行動
促進

①メンタルヘルス管理監督者
教育［実践編］によるライン
ケア強化
②メタボ改善キャンペーン展開
による健康意識・改善行動促
進

グローバル全拠点において地
域と連携を図った社会貢献の
推進

グローバルの仕事品質と製品品質の体質
強化を横串活動により機能強化実施
①グローバル方針管理を組織横断型にて
実施
②環境技術を軸とした売上成長を品質面
より加速

地球環境へ配慮した物流活動の推進
①ECOカー使用の推奨
②共同集配による輸送便の削減
③他社協業によるコンテナラウンドユース
の実施
④新規海外輸送ルート開拓による輸送L/T短縮
⑤モーダルシフトの拡大継続

①新任管理職・リーダークラスの管理職を
対象とした管理能力向上研修実施
②階層別教育体系の再構築
③グローバル人材育成に向けた海外現地
法人と事業会社間の人材相互派遣実施

①再雇用評価制度（チャレンジシート）導入
②再雇用先100%確保（再雇用実績56人）
③15年度 女性フォーラム開催
④女性対象グループディスカッション実施
⑤15年度 リーダー的役割を担う女性13名 1.6％

グローバル各拠点で社会貢献の実施
①サッカー（U-11）スポンサーシップ
「第1回サンデンカップ」開催（日本）
②命の尊さを伝え分かち合うマラソンに参加（フランス）
③地元の小学生にCSR教育を実施（イタリア）
④ワークキャリア開発支援（タイ）
⑤グローバル各地域での清掃活動
　〈詳細はP19参照〉

①紛争鉱物グローバル調査継続実施
②事業懇談会にて取引先中期目標の設定
③G-CF会開催：国内72社、海外20社出席
④海外MPS部長とMPS会のビジネス交流
会実施

STQM（サンデン・トータル・クオリティー・
マネジメント）のさらなる強化・徹底による
顧客貢献
①品質経営のけん引部門として、
本部の横串機能を強化
②源流品質改善のための設計品質強化
③製品品質向上のための人材育成強化

地球環境へ配慮した物流活動の推進
①共同配送、引取り物流の拡大継続
②他社協業によるコンテナラウンド
ユースの拡大
③海上輸送コンテナの積載率向上
④新規輸送ルートの開拓
⑤モーダルシフトの拡大継続

①管理職の管理能力強化に向けた通信
教育を実施し、受講率100%を実現
②リーダーシップ教育を軸にした新た
な階層別研修の実施
③グローバルリーダー育成加速に向
けた基盤の整備

①再雇用先100%確保
②社外再雇用先開拓5件
③男性管理職を対象にした意識醸成教育
④女性リーダー候補を対象とした教
育実施

グローバル全拠点において地域と連
携を図った社会貢献のさらなる推進
①教育支援
②災害復興支援
③社会福祉支援
④環境保全
⑤スポーツ振興

①社内情報ルート整備による、紛争鉱物 顧客対応の迅速化
②MPS会取引先50社訪問:新技術提案の引き出し
③MPS会定例会参加による取引先84
社トップとのコミュニケーションの強化

④G－CF会開催による優良取引先と
のコミュニケーション強化

品質管理

サービス

人材育成

ダイバー
シティ

安全衛生/
ワークライフ
バランス

コミュニ
ケーション

地域貢献
活動

コミュニ
ケーション

CSR調達
展開

対　象 項　目 2015年度目標 2015年度実績 2016年度目標

①ＣＳＲ調達の推進拡大によるサ
プライチェーンの競争力強化
②経営トップの主要取引先訪
問と課題の抽出
③グローバルに取引のある取引先
との連携強化と信頼関係構築

【安全】
①リスク発見キャンペーン：2,648名の社
員が参加し、5,103件のリスクを発見
②危険体験ブース：八斗島事業所、赤城事
業所に危険を疑似体感する機器を有す
る安全道場を設立

【衛生】
①管理監督者メンタルヘルス教育
 専門教育：精神科産業医による実践教育
を274名（82.5％）が受講
　基礎教育：保健師による教育を100名
（87％）が受講 
②週一体重チャレンジキャンペーンに260
名参加し、55％が平均1kg減量に成功

新会社体制下での経営トップのIR活動再
構築
①経営トップによる決算説明会実施　2回
②株主総会時の工場見学会の実施
③カバレッジアナリスト 2社新規カバレッ
ジ予定

地球環境へ配慮した物流活動
の推進
①ECOカーの使用率の向上
②工場調達物流再編による使
用輸送便の削減
③コンテナラウンドユースの拡
大

※上記「対象」のもととなっている「企業理念」はP1に掲載されています。

①持株会社体制下での経営トップと
株主、投資家との対話活動の構築
と充実
②情報開示内容と機会の充実
③経営トップによる決算説明会の実施
④工場見学会の実施

①経営トップによる決算説明会実施
②工場見学会実施
③カバレッジアナリストの拡大
④海外投資家向けＩＲ活動の充実
⑤経営トップと株主・投資家と
の対話機会拡大

正しい知識と行動で職場改善を加速
【安全】
①基本ルールの徹底
　安全衛生5か条の制定・徹底
②職場を守る管理者の育成
　安全／改善リーダー教育／安全相互確認会
③職場環境改善の加速
　リスク改善キャンペーン／リスク改善発表会
【衛生】
①セルフケア
　ストレスチェック導入によるセルフケア
②職場環境改善強化
　・ストレスチェック集団分析を活用し
た職場環境改善

　・管理者と産業医連携

目標と実績

社員

地域社会

取引先

株主・
投資家

お客さま

コーポレート・ガバナンス／
コンプライアンス

コーポレート・ガバナンス
　サンデングループは「企業理念」をもとに法令等の遵
守を徹底し、経営品質向上の観点からコーポレート・ガバ
ナンス強化に努めています。
　当社グループは取締役会、監査役・監査役会、会計監
査人によるガバナンス体制で、取締役会は取締役13名
（うち社外取締役2名）、監査役会は監査役4名（うち社外
監査役3名）の構成です。また経営監視機能の強化などを
目的に、独立性の高い社外取締役・監査役を招聘（しょう
へい）しています。現在、東京証券取引所の定めに基づ
き、社外役員4名を独立役員に指定しています。
　取締役の任期は1年として、経営の透明性を高めまし
た。環境の変化にも対応できる体制で執行役員制度を導
入し、業務執行機能の強化と経営の効率化を図っていま
す。コンプライアンスやリスク管理などの重要な問題は
経営会議・取締役会で適時に審議します。また、社内外に
通報・相談窓口を設置するなど、倫理法令遵守体制とリ
スク管理体制の整備・強化に努めています。

コンプライアンス
　サンデングループは、グループ全体による法令等の遵
守を経営の最重要課題として位置付けています。全役
員・社員がコンプライアンス実践に向けて様々な取り組
みを進めています。

●グローバル・コンプライアンスの構築
　2015年4月に持株会社体制移行後、コンプライアンス
体制の再構築に取り組んできました。上期は、輸出管理
や海外赴任前研修を中心に研修・教育を実施しました。
海外赴任前研修では、海外勤務に必要な各国の法令を
中心に研修を実施しています。独占禁止法に係る教育と
して海外事業、国内営業、管理部に所属する社員を対象
にｅラーニングを行いました。2016年2月の経営会議で
は、コンプライアンス体制の取り組み状況を報告しまし
た。また、グローバル法務コンプライアンス体制の強化と
して、2016年度は欧州に法務スタッフを派遣し、さらな
る体制の強化を進めています。

●コンプライアンス教育への取り組み
　コンプライアンス体制強化のため、コンプライアンス
担当者会議とハラスメント防止委員会を各3回開催（10
月、2月、3月）し、研修や取り組みの報告、事例学習を行
いました。また反社会的勢力に対する対応として、グルー
プ各社から不当要求防止責任者を任命し、不当要求防止
責任者講習会を実施しました。

●社内規程の見直し
　2015年度は、持株会社体制移行に伴うグループ全体
の規程体系の再検討と、持株会社体制の目的に対する達
成状況を検証し、必要に応じて見直しを行いました。現在
は、規程を機能させる遵守体制を図っています。

●通報・相談窓口の設置
　コンプライアンス違反防止と早期発見のため、国内の全社
員から内部通報を受け付けるホットライン（社内・社外各2窓
口）を設けています。利用方法を記載したカードを配布したり、
ポスターを掲示したりするなど、周知活動も継続しています。

「企業理念」をもとに法令遵守を徹底し、グローバル
な体制の構築と強化に取り組んでいます

Web
http://www.sanden.co.jp/csr/disp.cgi?mode=detail&id=1

サンデン　CSR　コーポレートガバナンス 検 索 Web
http://www.sanden.co.jp/csr/disp.cgi?mode=detail&id=2

サンデン　コンプライアンス 検 索

■グローバル・コーポレート・ガバナンス体制の構築

株主総会
選任／解任

【業務執行】
（執行役員）

【経営戦略立案】
（取締役）

選任／解任

取締役会
（取締役13名）

内部
監査

会計監査 監査

会計
監査人

事業会社・
その他子会社・関連会社

当　社

代表取締役
社長

内部
監査人

監査役会
（監査役4名）

社外監査役
（3名）

（独立役員 2名）

経営会議

監督・
助言

社外取締役
（2名）

（独立役員 2名）

社会性報告
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