
CSR推進体制
日立建機グループは、「CSRの目的」、「CSRの取り組み手法」、そして、
企業の社会的責任のグローバルスタンダードであるISO26000をベースにした「CSRの取り組み主題」を策定し、

2015年度よりその取り組みをスタートさせ、CSR活動を推進しています。また、マテリアリティ特定に関しても
議論しCSVテーマを策定、それを踏まえたマネジメント体制についても今後検討していきます。

ステークホルダーエンゲージメント
事業活動を円滑に推進するためには、ステークホルダーの皆さまとの良好な信頼関係づくりが必要不可欠です。
日立建機グループでは、事業活動に伴う影響を的確に捉え、双方向のコミュニケーションを通じて
グループが一丸となったCSR活動を推進していきます。

地域社会
NPO・NGO
・地域振興支援
・社会の声の取り入れ
・雇用創出　
 など

タタ日立コンストラクションマ
シナリーでは、地域社会への貢
献活動として農業開発や教育支
援、技術指導などに取り組んで
います。2015 年度は地域の農業
所得を向上させるためのプログ
ラムを実施しました。

株主の皆さまと経営層とが直
接意見交換する場として毎年
開催。2015年度は土浦工場に
て105名の株主様にご参加いた
だき、日立建機の事業と今後
の成長戦略について理解を深
めていただきました。

お客様の声を製品・サービスに
反映させていくため、全世界のお
客様を対象にした満足度調査を
行っています。2015年度は 3月よ
り調査を実施し、約 3,200件の回
答をいただきました。

日立建機グループでは、サプラ
イヤーの業務効率を支援する
G-TIPS活動※1 を展開していま
す。サプライヤー社内の従業員
の指導・教育、モデルラインの
構築まで、レベルに合わせたサ
ポートを実施しています。

※1 G-TIPS 活動：Global-Total 
Innovat i ve  & Invent ive  
Production System。「革新」
と「創意工夫」が組み込ま
れた生産方式として広く国
内外生産拠点や取引先に展
開していく活動。

お客様満足度調査の実施

インドでの地域貢献活動

株主工場見学会を開催

G-TIPS活動の展開

株主・投資家

サプライヤー

販売代理店地球環境

お客様
・適正な利益還元
・株主議決権の尊重
・適切な情報開示　
 など

・より良い製品の提供
・適切な製品情報の開示
・お客様情報の保護　
 など

・適切な製品情報の開示
・販売体制の支援
・人財育成支援　
 など

・工場の環境負荷低減
・環境に配慮した製品開発
・グリーンインフラの整備　
 など

・公正な代価支払い
・円滑な情報共有
・人権の尊重　
 など

日立建機
グループ研究・開発

調達・生産

販売・
サービス・
レンタル

従業員
・人財の積極活用
・安全衛生の確保
・多様性の尊重　
            など

1 社会的責任の認識
2 組織統治
3 人権
4 労働慣行
5 環境
6 公正な事業慣行
7 お客様のために（消費者課題）
8 コミュニティへの参画およびコミュニティの発展
9 CSR活動の確認と改善

日立建機グループは、基本理念および企業ビジョン
を踏まえ、❶社会課題の解決に貢献、❷ガバナンス、
❸コミュニケーションに留意して、グローバル社会の期
待を理解し、経営に反映させ、持続可能な社会の実現
をめざします。

1 社会的責任を認識
2 活動の優先順位を決める
3 情報開示とステークホルダーとの対応を通じて活動
の確認と改善

CSRの目的  

CSRの取り組み手法  

CSRの取り組み主題  

日立建機グループのCSR活動は、日々の業務の中に

PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルを組み込
むことにより推進します。

CSR・ダイバーシティ業務は委員会審議を経て承認。
方針変更・重要案件は経営会議にて答申されます。

事務局
（CSR推進部）

CSR・ダイバーシティ委員会
 委員長：CSR管掌役員
 委員：事業部門長（役員・理事クラス）

事業部・グループ会社
（CSR推進担当者）

CSR推進者会議
● 取り組み内容の決定
● マテリアリティの特定
● 評価手法の検討

審議・報告

CSR・ダイバーシティ委員会

CSR・ダイバーシティ委員会の業務

1 推進方針、施策などの重要事項に係る審議
2 年度計画の承認
3 年度事業結果およびその評価の承認

■ 日立建機グループCSR推進体制

CSRの推進に向けて

ダイバーシティに関する取り組み　⇒ P37

参照
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機材人 日立建機
グループ

人道支援

地域共生 環境保全

資金

　日立建機グループでは、社会貢献を重点的に進める
ために「日立建機グループ」社会貢献方針を2006年
度に策定しました。この方針のもと、日立建機らしい社
会貢献活動を展開していきます。

2015年度のさまざまな活動のうち、特徴的な活動をご紹介します。

社会貢献に関する方針

社会貢献
企業活動は、健全な地球環境や社会の持続的な発展があって初めて成り立つものです。
日立建機グループは、社会の一員であることを深く認識し、事業を通して社会課題の解決に寄与するとともに、
社会貢献活動を通じて、より良い社会を実現するための取り組みを行っていきます。

■ 社会貢献活動の重点テーマ

人道支援

ミニショベルのオークションを通じての社会支援

　日立建機オーストラリア（HCA）では、病気や
障がいに悩む子どもたちの手助けを行っている
NPO法人ハンプティ・ダンプティ財団の活動を継
続的に支援しています。
　2016年2月には、グループ会社である日立建

機ティエラなどと協力して、
日立建機グループ初となる
新車ミニショベルのインター
ネットオークションを実施
し、収益の全額を寄付しま
した。初めての試みながらオークションは活況を呈
し、入札者35名を数え、約250万円（約3万豪ド
ル）の収益があがりました。この収益は財団を通じ
て、主に小児病院に医療機器を提供するために使
われます。
　今後も引き続き、ハンプティ・ダンプティ財団の
活動を支援していくとともに、地域に根付いた社
会貢献の取り組みを継続していきます。

オークションの
プロモーションポスター

3月16日に行われた式典の様子

環境保全

「日立建機カーボン・オフセットの森」で貢献をビジュアル化

従業員と家族を対象にした「安全・エコ教室」を開催

　日立建機では、生産活動や事業に関わる活動か
ら排出されたCO2についてカーボン・オフセット
活動を行っています。また、この活動成果を杉の木
の本数に換算し、ビジュアル化した「日立建機カー
ボン・オフセットの森」のイメージを通じた情報開
示を行っています。こうしたコミュニケーションを通
じて、より多くの方にカーボン・オフセットの活動
を分かりやすく伝え、その普及を後押ししていくこ
とをめざしています。
　2016年3月にはオフセット量の累計が1,300ト

　2015年11月28日、日立建機（中国）では社宅に住
んでいるすべての従業員および家族を対象とした「安
全・エコ教室」を開催しました。本イベントには合計
200名が参加。ゴミの分別、リサイクル、節電方法な
どを学ぶ「環境保護と省エネ知識クイズ」のほか、緊
急火災に備える「消防訓練」など、日常生活でも活用
できる安全とエコについて体験しながら学びました。

日立建機グループ社会貢献方針

日立建機グループは、より良い社会を実現するために、事業を

通して社会の課題の解決に取り組むとともに、良き企業市民と

して社会貢献活動を積極的に推進します。また、ステークホル

ダーの皆様のご理解のもとに社員が参加して、日立建機グルー

プの特長を活かし、「ひとの支援」「ものの支援」「お金の支援」

を通して社会貢献活動を進めます。

人道支援：日立建機グループの特長を活かし、ひとりの人間ではできない、 
　　　　　ひとのためになる活動を行います。

環境保全：環境と事業が共生する循環型社会をつくり出す活動を行います。

地域共生：国内外に広く展開している日立建機グループが、地域とともに 
　　　　　歩む活動を行います。

参加した従業員とその家族

地域共生

カンボジアへの寄付活動で小学校の教員宿舎が完成

　日立建機では、日立建機ティエラ、日立建機日本
と協働し、ミニショベルの売上代金の一部をカンボ
ジアの地元住民の自立支援を行う特定非営利活動
法人豊かな大地へ寄付し、地雷除去後の地域復興
などに役立ててもらう取り組みを継続しています。
　その寄付を主とした基金によって、2015年12
月にスラッパン日立建機小学校の教員宿舎が完成
しました。カンボジアでは、教育の充実に取り組ん
でいるものの、遠隔地の教員待遇改善まで行き届
いていない状況であり、NPOなどによる支援継続
が求められています。これまで未整備だった教員 完成したばかりの教員宿舎の前で記念撮影する先生と子どもたち

*「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」（環境省／林野庁）パンフレットによる
　杉の木 1本（50年杉で、高さが約 20～30m）当たり約 14kg-CO₂ / 年（平均）の吸収

1トンの CO₂ →約 70本の杉に相当

宿舎ができたことで、近隣の村々に分宿していた
先生の通勤負担が軽減され、現地の労働・教育環
境の向上につながりました。

～ひとりの人間ではできない、人のためになる活動を行う～

～環境と事業が共生する循環型社会をつくり出す～

～地域とともに歩む活動～

ンを超えました。これは、約93,000本の杉の木が
吸収するCO2に相当します。2016年度は目標の
10万本を達成する見通しです。
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　日立建機グループでは、従業員一人ひとりの人権意
識向上を目的として、新入社員研修、新任課長研修な
どの階層別研修の中で、人権に関する教育を継続的に
実施しています。また、コンプライアンス研修の中で、
ハラスメントについての研修も行っています。

　「日立建機グループ行動規範」では、第4章「人権の
尊重」において、労働における基本的権利（結社の自
由、団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の廃止、雇
用および職業の差別の撤廃など）をはじめとするさま
ざまな人権の尊重を明記しています。また、調達活動
においても、雇用と職業に関する不当な差別の撤廃や、
児童労働・強制労働の排除などを含めた人権尊重に留
意した調達活動を行うことに言及しています。
　サプライヤーに対しては、「日立建機 サプライ
チェーンCSR推進ガイドブック」の中で、強制労働の
廃止、非人道的な扱いの禁止、児童労働の禁止、差別の
禁止、適切な賃金、労働時間の管理、従業員の団体権の
尊重などの項目を示し、これらを遵守することを要請
しています。また、日立グループ紛争鉱物関連方針に
基づき、紛争鉱物不使用についてのサプライヤーとの
対話を継続していきます。

　日立建機グループは、日立グループの人権方針に沿
い、「日立建機グループ行動規範」や「日立建機グルー
プ人権方針」を明確化し、人権尊重に対する取り組みを
進めています。2014年3月に策定した「日立建機グルー
プ人権方針」では、「国連人権章典※1」および国際労働
機関（ILO）の「労働の基本原則および権利に関する宣
言※2」に記された人権を最低限のものとして理解するこ
とに言及しています。また、国連「ビジネスと人権に関
する指導原則※3」に基づく人権デュー・ディリジェンス※4

にも触れ、従業員への適切な教育の実施、事業活動を行
う国や地域の法令の遵守、さらには国際的に認められた
人権と各国の国内法との間に矛盾がある場合には、国
際的な人権の原則を尊重するための方法を追求していく
ことなどについても明確に定めています。
　2015年3月には、日立グループが人権デュー・ディリ
ジェンスガイドラインを策定しました。日立建機グループ
も日立グループの一員としてこれに沿った取り組みを進
めています。2015年度は日立グループが実施する「人
権ワークショップ」に参画しました。これは「日立グルー
プ人権方針」に基づいた日立グループの人権デュー・
ディリジェンスへの取り組みの一環として実施されたも
ので、米国のNPO法人「Shift」のコンサルティングの
もと、サプライチェーンにおける人権リスクの評価と優
先度付け、リスク軽減のための対策などを確認しました。
　また、人権に関する通報制度として、従業員に対し
ては「内部通報制度」を、社外ステークホルダーに対し
ては「お客様窓口」を設置して対応にあたっています。

ダイバーシティ
真のグローバルカンパニーとして成長を遂げるためには、多様な価値観や考え方を持つ人財が
その意欲と能力を最大限に発揮し、活躍することのできる企業風土を整備することが重要です。
この認識のもと日立建機グループは、ダイバーシティを推進しています。

　日立グループの若手社員を中心に活動している「グ
ローバル若手会」では、グローバルをキーワードにさま
ざまな勉強会や意見交換会を開催し、日本を含む各国文
化の理解を深め、グローバルに新しい価値を生み出すた
めに必要な感覚を磨いています。日立建機グループの若
手社員もこの会に参画し、グループ間の垣根を超えて、
社内外で英語・中国語・日本語によるスピーチクラブを
結成するなど、人財交流も図ることで「One Hitachi」
の醸成にも貢献しています。その取り組みは日立製作所
の従業員活性化プロジェクト「Make a Difference！」
のアイデアコンテストで優秀5選“Big5”に選出される
など、高い評価を得ています。
　日立建機グループでは、こうした多様な文化や価値観
を理解し、グローバルに活躍できる人財育成につながる
自発的な活動を奨励し、ダイバーシティの推進に努めて
います。

　日立建機グループは、2011年4月にダイバーシティ
推進グループを設置しました。以降年1回「ダイバーシ
ティ委員会」を開催し、活動の進捗や次年度の推進計
画の確認を行うなど、ダイバーシティの推進・定着に取
り組んでいます。
　2016年4月1日には、大企業に対し女性登用の数値
目標を作成するよう義務付ける「女性活躍推進法」が
施行されましたが、日立建機ではこれに従い、女性の
活躍推進に向けた行動計画を策定しました。行動計画
では「能力発揮と機会の拡大によるモチベーションの
向上」「柔軟でかつ生産性の高い働き方の推進」「多
様性を受容する風土の醸成」の3つを目標に掲げ、女
性社員の活躍を後押ししています。

　日立建機グループでは、海外グループ会社の人財を
各部門で受け入れています。これは、1996年から本格
的に開始した取り組みで、現在までに700名近い人財
を日本で受け入れてきました。多様な海外人財を積極的
に受け入れ人財活用の場を広げていくことで、組織のパ
フォーマンス向上をめざしていきます。

「日立建機フェスティバルin龍ケ崎」で異文化体験コーナーを設置

2015年5月24日、龍ケ崎工場で開催された「日立建機フェスティバル in龍ケ

崎」において、昨年の土浦工場に続き、異文化体験コーナーを設置しました。今

回は、中国人の研修生と日本人社員のボランティアが中心となって、協同組合

フレンドニッポンの協力により、フィリピン人が参加して、民俗衣装の試着体験

や海外工場の紹介クイズなどを実施し、地域住民の皆さまや従業員家族と交流

しました。今後も海外からの研修生の輪を広げ、多様な文化や価値観を認め合

える企業風土の醸成を図っていきます。

女性の活躍に向けた行動計画を策定

海外人財の活用を促進

日立グループでの人財交流を推進

TOPICS

日立製作所・東原社長と日立建機グループの若手社員を含むグローバル若手会
の代表メンバー（“Big5”選出表彰時）

フェスティバル全体で約 3,200人の来場者があり会場は大いに賑わ
いました

人権尊重に関する方針 人権教育・研修

サプライチェーンでの人権尊重

人権
企業活動のグローバル化に伴い、人権尊重に対する企業の取り組みへの関心が急速に高まっています。
日立建機グループでは、事業活動はもとより、サプライチェーンを含めた人権課題を正しく理解・認識し、
取り組みを進めていきます。

※ 1 国連総会で採択された世界人権宣言と国際人権規約の総称。

※ 2 組合結成と団体交渉権の実効化、強制労働の排除、児童労働の実効的な
排除、雇用と職業の差別撤廃を含む。

※ 3 ジョン・ラギー国連事務総長特別代表（当時）による「人権と多国籍企
業及びその他の企業の問題に関する報告書」。

※ 4 事実上の人権への影響を特定して評価・対応し、負の影響に対して防止・
軽減、救済の措置を講じて、その硬化を継続的に検証・開示すること。

※ 5 日立建機は階層別研修での実施者数です。
※ 6 グループ会社は国内会社 10社の合計です。
※ 7 ハラスメント研修については、部長・課長研修におけるコンプライアン

ス研修での実施を含みます。

日立建機グループ行動規範
https://www.hitachicm.com/global/jp/our-company/profile/conduct/

Web

日立建機 サプライチェーン CSR推進ガイドブック
http://www.hitachi-c-m.com/global/jp/pdf/generator/company/csr/business/supplier/01.pdf

■ 2015年人権研修の実績

 2015年度
受講実績

課長以上の
受講数

一般社員
受講数

ハラスメント
研修受講数※7

日立建機※5 341 名 60 名 281 名 79 名

グループ
会社※6 1,313 名 191 名 1,122 名 105 名

総計 1,654 名 251 名 1,403 名 184 名
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　日立建機グループでは、企業活動の基本である法令
遵守と企業倫理に則った行動を「コンプライアンス」と
して捉えています。日立建機および国内グループ会社
全従業員を対象とした意識調査を実施し、その結果を
踏まえたフォロー研修を実施するというプロセスを繰り
返すことで、コンプライアンスレベルの把握と向上に努
めています。
　半期に一度コンプライアンス・リスク管理本部会議
を開催し、活動報告および諸施策の計画について審議
しています。グループ会社には推進責任者を置き、法
務部コンプライアンス推進センタと連携をとりながら、
コンプライアンス活動を推進しています。
　また、日立建機グループ共通で適用される具体的な
行動規範として、2010年に策定した「日立建機グルー
プ行動規範」があります。行動規範については、経営
トップのリーダーシップのもとに徹底し、「基本と正道」
に則った企業倫理と法令遵守に根ざした事業活動を展
開しています。今後もさらに、グループ全体に継続的に
周知・徹底を図っていきます。

　日立建機グループでは、コンプライアンスの意識を
グループ全体で高めていくため、さまざまな教育・研修
プログラムを実施しています。
　国内グループ会社では「不祥事ゼロ」を目標にした
主任・担当者向けコンプライアンス研修を2015年度
は246回開催し、4,300名が受講しました。この研修
は、2014年10月の日立建機役員を対象としたトップマ
ネジメント研修を皮切りに、国内グループ会社役員を対
象としたトップマネジメント研修、課長以上の管理職を
中心としたミドルマネジメント研修など、階層別に実施
してきたコンプライアンス研修の一環として実施したも
のです。
　海外グループ会社では、より実務に即した課題を提

供するワークショップ形式の研修を多く取り入れ、業務
で即実践することができるコンプライアンスの考え方を
養ってもらうことに重点を置いた研修を行っています。
　また、日立グループ全体の取り組みに合わせ、毎年
10月を「企業倫理月間」と定め、コンプライアンスの
強化と見直しを図っています。2015年10月1日には、
従業員がコンプライアンスを一層意識した業務を実施
するように、日立製作所・中西会長と当社・辻本社長の
トップメッセージを発信しました。

　日立建機グループでは、問題を早期に発見し、不正
の芽を摘み、コンプライアンスの徹底を図ることを目的
に、内部通報窓口である「コンプライアンス・ホットラ
イン」を設置しています。また、海外グループ会社の従
業員も利用できる多言語対応可能な外部窓口「グロー
バル・アラートライン」を設置しており、この2つの通報
制度の周知を継続的に行っています。

　コンプライアンス違反行為の中でも特に贈収賄、反
社会的取引、競争法違反などは、国際的にリスクが高
まっています。これらは日立グループ全体で取り組む必
要があるため、日立製作所の指導のもと、規則・ガイド
ラインを制定し、コンプライアンス違反行為の発生を防
止すべく取り組んでいます。

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス教育・研修

グローバルに対応可能な通報制度

日立グローバル・
コンプライアンスプログラム

コンプライアンス
公正かつ透明な経営の実現に向けては、グループ全体でのコンプライアンスの浸透・徹底が必要不可欠です。
日立建機グループでは、コンプライアンスを経営の最も重要な課題の一つとして位置付け、
グループ一体となって取り組んでいきます。

■ グローバル・アラートライン連絡受付の流れ

利用者 事務局

グローバル・
アラートライン

外部窓口

連絡・通報

フィードバック フィードバック

報告

行っています。
1. 私たちは、リスクが発生した場合、初期対応を迅速
に行います。また、リスクレベルの見極めを迅速に
行うとともに、リスクの内容により周知徹底すべ
き範囲の判断も行います。

2. 私たちは、従業員および関係者に対して、リスクを
リスクとして認識する感性の醸成、コンプライア
ンスに対する意識浸透、リスクや不祥事の未然防
止、リスク発生時の対応などについて日頃より啓
発活動を行います。

3. 私たちはリスクが発生した場合、あるいはその恐
れがある場合、どんな小さなリスクであっても、上
長・総務担当部課長へ迅速に連絡・報告する習慣
付けを行います。

4. 私たちは、常日頃よりリスクポテンシャルをチェッ
クし、個々に予防策を講じます。

5. 私たちは、常日頃から地域社会（警察署、労働基準
監督署、消防署、職業安定所、地域住民など）との良
好な関係の維持に務めます。

　日立建機グループでは、グローバル企業として成長
していくために、グループ全体でリスクマネジメント
体制を強化していくことを推進しています。
　世界中のあらゆる場所で自然災害などのリスクに遭
遇した場合でも、事業活動への影響を最小限に留めた
上で可能な限り早期に復旧できるよう、「事業継続計
画（BCP）構築」と「事業継続マネジメント（BCM）の
強化」に向けた取り組みを推進し、サプライチェーン
の維持に努めています。
　2015年度には、リスクを未然に防止するとともに、
発生時の影響度を最小にする取り組み（リスクの極小
化）として、国内外全グループ会社において、自社の事
業に関係するリスクの洗い出しを実施しました。今後
もグループ全体で従業員の危機管理意識を高めていく
とともに、全社管理体制の強化に取り組んでいきます。

　企業活動を営んでいると、自然事故や事故災害、法
令違反などのリスクに直面する可能性があります。日
立建機グループではこの認識から、コンプライアンス・
リスク管理本部が中心となってリスクに対処してい
ます。また、「リスクは必ず顕在化する」という前提で
リスクを定義し、あらかじめリスクの洗い出しを行い、
リスク発生時の対応をルール化することで対策を行っ
ています。

■リスクの定義
　リスクとは、事件・事故・そのほかの問題の発生に
より、日立建機グループの事業、従業員およびその家
族、ならびに日立建機グループの関係者が直接的また
は間接的に損失を被る、あらゆる出来事を指します。

■リスクの種類
1. 人的被害：生命など人的に危害が加わった場合、ま
たはその恐れがある場合

2. 物的被害：会社財産の破損・破壊およびこれに伴
う生産障害・販売不能などの損害が発生した場合、
またはその恐れがある場合

3. 経済的被害：賠償金支払い・逸失利益の事態が発
生した場合、またはその恐れがある場合

4. 信用失墜：会社・製品・従業員などの信用が失墜
し、企業イメージが損なわれた場合、またはその恐
れがある場合

5. 法令違反：法令違反が発生した場合、またはその恐
れがある場合

6. 倫理違反：企業倫理などに反する行為が発生した
場合、またはその恐れがある場合

　日立建機グループでは、コンプライアンス・リスク
管理本部が定める手順に従って、リスクへの対策を

リスクに対する考え方

リスクへの対策

グローバル・リスクマネジメントの強化

リスクマネジメント
経営の健全性を確保するためには、グループを取り巻く大小さまざまなリスクを総合的に
捉えることが必要です。日立建機グループでは、リスクの未然防止に努めるとともに、
危機が発生した場合はその被害を最小限に抑えるために、適切な方法でリスクマネジメントを実施しています。
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則り、その委任を受けた代表執行役と執行役が行いま
す。執行役の職務、指揮命令関係、執行役の相互関係
に関する事項については取締役会が定めています。
　代表執行役執行役社長が業務執行を決定するため
の諮問機関として、全執行役で構成する執行役会（原
則として毎月2回開催）を設置しており、業務運営に関
する重要事項について統制しています。

　日立建機の取締役1名は、日立製作所出身者である
ことから、取締役会における意見の表明を通じて、当社
の経営方針の決定などについて影響を及ぼし得る状況
にあります。しかしながら、上記1名以外の取締役は、
独立役員として指定する社外取締役3名、日立製作所
およびそのグループ企業の兼務関係がない取締役5名
で構成されており、当社独自の経営判断を行うことが
できる状況にあります。

　日立建機グループでは、日立グループの一員として
日立製作所の基本理念や行動指針を共有し、それに
沿って日立建機グループの企業行動基準を定めていま
す。日立建機グループでは、この企業行動基準をコー
ポレート・ガバナンスの基本方針として位置付けてい
ます。

　日立建機グループは、経営戦略を迅速・確実に遂行
できる執行体制を構築するとともに、公正で透明性の
高い経営の実現をめざして、会社法に定める指名委員
会等設置会社の組織体制を採用し、経営監督機能と業
務執行機能の分離によるコーポレート・ガバナンスの
強化を図っています。
　取締役会は取締役9名（うち社外取締役3名：男性
2名、女性1名）で構成されています。業務執行の決定
と業務執行は、取締役会の定める経営の基本方針に

コーポレート・ガバナンスの基本方針

親会社からの一定の独立性の
確保に関する考え方

コーポレート・ガバナンス

各
事
業
部
門
、日
立
建
機
グ
ル
ー
プ
会
社

選任／解任

取
締
役
9
名
（
う
ち
社
外
取
締
役
3
名
）

監査委員会
取締役4名

（うち社外取締役3名）

指名委員会
取締役5名

（うち社外取締役3名）

報酬委員会
取締役3名

（うち社外取締役2名）

報告

選任／解任

取締役会
報告

業務監査

補佐

顧問弁護士

選任／解任
統制・監督

執行役16名

代表執行役 執行役社長

執行役会 
執行役16名

助言

法務部
（役員会事務局）

（コンプライアンス担当部署） 監査・指導

補佐

意見交換

会計監査

監査

重要案件
附議・報告

監査委員会
事務局

審議・報告

会計監査人
（新日本有限責任監査法人）

株
主
総
会

監査室

持続的な企業価値の向上のためには、経営の透明性を高め、迅速な意思決定を行える仕組みを構築することが重要です。
日立建機グループでは、公正かつ透明な企業行動に徹することがステークホルダーへの責務と考え、
ガバナンス体制の強化に取り組んでいます。

■ コーポレート・ガバナンス体制（2016年6月27日現在）

コーポレート・ガバナンス体制

■ 執行役

■ 取締役

代表執行役 執行役社長 辻本 雄一

代表執行役 執行役副社長 住岡 浩二

執行役副社長 平岡 明彦

執行役専務 落合 泰志

執行役常務 太田 賢治

執行役常務 大野 俊弘

執行役常務 桂山 哲夫

執行役常務 田淵 道文

執行役常務 長谷川 久

執行役常務 平野 耕太郎

執行役 池田 孝美

執行役 角谷 守朗

執行役 櫻井 俊和

執行役 福本 英士

執行役 本井 正

執行役 山田 尚義

齊藤 裕
取締役会長

辻本 雄一
取締役

奥原 一成
社外取締役

岡田 理
取締役

平岡 明彦
取締役

外山 晴之
社外取締役

桂山 哲夫
取締役

平川 純子
社外取締役

住岡 浩二
取締役

取締役および執行役（2016年6月27日現在）

　日立建機は、委員会設置会社に関する会社法の規定
により、報酬委員会が取締役および執行役の報酬額の
決定に関する方針を定めています。他社の支給水準を
勘案した上で、求められる能力および責任に見合った
報酬の水準を設定しています。
　取締役の報酬は、常勤・非常勤ごとの基本報酬に役
職に応じた額を加算する「月俸」と、これに一定の係数
を乗じた額を基準とする「期末手当」からなります。
　執行役の報酬は、役位に応じた「月俸」と、業績や担
当業務における成果に応じて決定される「業績連動報
酬」からなります。なお、執行役を兼務する取締役には、
取締役としての報酬は支給しません。

役員報酬の算定方法
（業績連動型報酬制度）

注：役職ごとに五十音順にて表記しています。

コーポレート・ガバナンスガイドライン
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/
company-2/governance/guidelines/

Web
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