
CSRマネジメント

ステークホルダーエンゲージメント

2018年度CSR目標

項目 2017年度目標　 2017年度実績 達成度の
自己評価 2018年度目標 ISO26000

中核主題

CSR
マネジメント

①CSR重点課題（マテリアリティ）のPDCAプロセ
スの継続
②グローバルでのCSR取り組み強化に向けた関
連部門との連携の継続
③CSR浸透度に関するグローバル社員意識調査
結果に基づくCSR啓発の継続

①CSR重点課題と、SDGs（持続可能な開発目標）・経営（中
計）を紐づけする方法について検討・着手
②CSRの国際的な規範に基づく取り組みを進捗。国連グロー
バル・コンパクト署名に伴い得られる知見の社内活用を検討
③啓発活動を計画通り実施（CSR浸透度についてグロー
バル社員意識調査でのモニタリングを継続）

○

①CSR重点課題（マテリアリティ）のPDCAプロセ
スの継続
②CSRの国際的な規範に基づくグローバルでの取
り組み強化に向けた、関連部門との連携の継続
③CSRの従業員啓発の内容の充実化と更なる機
会拡充に向けた体系整備

6.2
組織統治

ステークホルダー
エンゲージメント

ステークホルダーエンゲージメントの継続実施と
活用強化

さまざまな形式でのステークホルダーエンゲージメント
を計画通り実施 ○ ステークホルダーエンゲージメントの継続実施と

活用強化
6.2
組織統治

CONTENTS

マツダのCSR
コーポレートビジョンの実現を通じ、社会と共に成長、発展していきます。

ステークホルダーの要望と期待に応えるよう努力しながら、日々の事業活動を通じてCSR取り組みを推進します。

(自己評価の基準　○ ： 達成、△ ： ほぼ達成、× ： 大幅未達)
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CSRマネジメント
基本的な考え方

「Mazda Way」（P88参照）に基づいた従業員一人ひとりの行動を通して、「コーポレー
ビジョン」の実現を目指しています。従業員一人ひとりがマツダを取り巻く全てのステー
クホルダーの要望や期待に応えるよう努力しながら、日々の事業活動を通じてCSRの
取り組みを推進し、社会とマツダの持続的な発展を目指します。

CSR取り組み分野

マツダは、CSRの取り組みを（一社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章※2」などを
参考に分類し、自らの活動を評価しています。取り組み分野については、自動車業界・
マツダの事業活動における課題、および、ステークホルダーが重視する社会課題など
を踏まえて、定期的に見直しをしています。最近の見直しは2016年7月に実施し、「お
客さま満足」「品質」「安全」「環境」「人間尊重」「社会貢献」と定めました。

※1 マツダは2015年4月、コーポレートビジョンを以下の目的で
改訂し、全てのステークホルダーから広く信頼される企業グ
ループとしてさらに成長していきます。

   ・ マツダの個性をより明確に定義することでマツダグループ
　　　  のあらゆる企業活動が一体となって動いていきます。
         ・ マツダグループの全従業員がコーポレートビジョンの目
　　　 指すゴールについて語り合いを繰り返し、共有・理解・納

　 得するプロセスを促進します。
   ・ コーポレートビジョンを日々の業務に密接に結び付け
             ます。
※2  マツダは、（一社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」
　　を積極的に支持しています。

私たちはクルマをこよなく愛しています。
人々と共に、クルマを通じて豊かな人生を過ごしていきたい。
未来においても地球や社会とクルマが共存している姿を思い描き、
どんな困難にも独創的な発想で挑戦し続けています。

1.カーライフを通じて人生の輝きを人々に提供します。
2.地球や社会と永続的に共存するクルマをより多くの人々に提供します。
3.挑戦することを真剣に楽しみ、独創的な“道

どう
”を極め続けます。

コーポレートビジョン※1

マツダを取り巻くすべてのステークホル
ダー

お客さま

従業員

ビジネス
パートナー

グローバル社会
地域社会

株主・投資家次世代の人々
（環境）

Mazda Way

ビジネス
パートナー

グローバル社会
地域社会

株主・投資家次世代の人々
（環境） お客さま満足

人間尊重

安全環境

品質社会貢献

コンプライアンスを重視した事業
活動

CSR

社会と企業の持続的な発展

お客さま
満足

お客さまの期待を上回るマツダブランド体験の提供
・お客さまへの取り組み／・販売・カスタマーサービス　など

品質 お客さまに喜ばれる商品・サービスの提供
・商品の品質つくり込み／・期待を上回る品質の実現／・お客さまの笑顔のために考え行動できる人づくり　など

安全 「事故のない安全なクルマ社会」への取り組み
・「クルマ」「人」「道路・インフラ」の3つの視点での安全への取り組み　など

環境 ライフサイクル全体での環境負荷低減
・環境マネジメント、商品・技術開発の取り組み、生産・物流の取り組み、リサイクル、生物多様性、コミュニケーション　など

人間尊重 企業活動や社会の基盤である人材育成・人権の尊重
・従業員への取り組み（含：労働安全衛生）／・人権　など

社会貢献 良き企業市民としての地域社会への貢献
・3つの柱に沿った取り組み（環境・安全／人材育成／地域貢献）　など

マツダのCSR お客さま満足 品質 安全 環境 人間尊重 社会貢献 マネジメント

Mazda Sustainability Report 201818



事務局
(CSR・環境部)

CSR戦略コアチーム
開催 : 必要に応じて開催
メンバー : CSRの取り組みを推進
する主要部門のワーキングメンバー

CSR経営戦略委員会
開催 : 年2回
委員長 ： 代表取締役社長 兼CEO 
副委員長 ： CSR・環境担当役員
メンバー ： 経営会議メンバー

CSR推進体制

社長を委員長とする「CSR経営戦略委員会」で決まった取り組み方針やガイドライン
を理解した上で、社内各部門は、業務目標や計画などを策定し、グループ会社と連携を
図りながら、業務を行っています。2015年度からは取締役会でサステナビリティを巡
る課題の討議を行っています。
CSR経営戦略委員会
社会環境の変化を踏まえ、グローバル視点でマツダに期待されているCSRの取り組
みを討議。

●   CSR目標の策定および進捗フォロー（P22-24参照）
●   環境中期計画（マツダグリーンプラン）の実績評価（P57-60参照）
●   CSR重点課題(マテリアリティ)の見直し・特定(P20参照）
●   CSRについての社会からのニーズやトレンド、社外評価分析結果などを討議

a  b a CSR推進体制図

お
客
さ
ま
満
足

品
質

安
全

環
境

人
間
尊
重

社
会
貢
献

社内各部門

国内グループ会社 海外グループ会社

マツダは、2018年1月に、国連グローバル・コンパクト（以下UNGC）に署名し、UNGC

に署名している日本企業などによって構成されるグローバル・コンパクト・ネットワーク・
ジャパン（GCNJ）に加入しました。UNGCは、各企業・団体が責任ある創造的なリーダー
シップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現
するための世界的な枠組み作りに参加する自発的な取り組みで、現在世界約160カ国
で12,000を超える企業・団体が加入しています。
マツダは、UNGCが提唱する10の原則の実現に向けて今後も努力を継続します。

TOPICS マツダ、国連グローバル・コンパクトに署名

マツダホームページ　http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/csr/about/pdf_globalcompact.pdf
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンホームページ　http://www.ungcjn.org/
国連グローバル・コンパクトホームページ（英語のみ）　https://www.unglobalcompact.org/

2004年度
・全社的なCSR取り組み開始
・「CSR委員会」設置

2007年度
・CSR取り組みの領域を（一社）日本経済団体連合会の「企業行動憲章」などを参考に6つに分類
・専任組織「CSR推進部」設置 　

2008年度
・CSR取り組みと経営を統合
・グローバル視点を強化
・「CSR委員会」を「CSR経営戦略委員会」 に改編

2009年度
・部門横断的かつグローバルな取り組みの推進
・専任組織「CSR・環境部」設置
・旧CSR推進部は、コンプライアンスの統括組織としてコンプライアンス統括部に改称

2012年度
・CSR目標の策定
・ISO26000に基づくCSR取り組みPDCAサイクルを開始
・コンプライアンスの統括機能を総務・法務室に移管

2013年度 ・CSR重点課題（マテリアリティ）の見直し・特定検討開始

2014〜
2015年度

・マテリアリティの見直し・特定プロセス開示
・社内関係者および社外有識者のヒアリング継続

2016年度
・マテリアリティの見直し・特定項目開示
・CSR取り組み分野見直し

2017年度 ・マテリアリティの見直し・特定プロセス継続

b CSR推進体制の推移

マツダのCSR お客さま満足 品質 安全 環境 人間尊重 社会貢献 マネジメント
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CSR重点課題（マテリアリティ）の見直し

マツダは、対応すべき社会課題を抽出し、CSR重点課題（マテリアリティ）の特定に向け、
4段階（Step1〜Step4）のプロセスで進めています。マテリアリティの特定を行うに当たっ
ては、有識者をはじめとするさまざまなステークホルダーの意見を反映するとともに、
マネジメントおよび関連部門の考えを踏まえています。
マテリアリティ特 定にあたっては 国 連が 定めるSDGs（ 持 続 可 能な 開 発目標 、
Sustainable Development Goals）※1を参考にしています。今後はSDGsとマテリアリティ
の関係をより明確化し見直しを行います。

マツダグループのCSR重点課題（マテリアリティ）（2018年8月時点）

領域 項目 当項目の概要 マツダサステナビリティレポート2018【詳細版】
関連項目 目標 影響の

範囲

Ⅰ

間接的な経済影響 ・事業を行っている国・地域における間接的な経済的影響、貢献度 ・トップメッセージ＊3 有価証券報告書
参照＊4

組織
内・外

エネルギー ・バリューチェーンでのエネルギー利用が社会全体に与える影響 ・環境（エネルギー／地球温暖化） マツダグリーンプラン
2020（P59）参照

組織
内・外

地域における水源 ・水利用が水源別の社会全体に与える影響 ・環境（クリーンエミッション・資源循環・生物多様性） マツダグリーンプラン
2020（P59）参照

組織
内・外

大気への排出 ・温室効果ガス（CO2など）やＮＯxなど大気への影響 ・環境（エネルギー／地球温暖化、クリーンエミッション） マツダグリーンプラン
2020（P59-60）参照

組織
内・外

排水および廃棄物 ・工場からの廃棄物／排水による生態系や社会全体への影響 ・環境（クリーンエミッション） マツダグリーンプラン
2020（P59-60）参照

組織
内・外

環境面での製品およびサービス ・製品利用時における環境影響や、使用済み自動車からの廃棄物による影響 ・環境（商品・技術開発における取り組み） マツダグリーンプラン
2020（P59-60）参照

組織
内・外

労働安全衛生 ・従業員などの安全衛生や健康への影響 ・人間尊重（従業員への取り組み） CSR目標
（P23）参照 組織内

多様性と機会均等／ダイバーシティ ・人種・性別・年齢・宗教などにかかわらず多様な人材が活躍できる機会、職場環
境の提供 ・人間尊重（従業員への取り組み） CSR目標

（P22）参照 組織内

顧客の安全衛生 ・お客さまが安全に利用できるクルマの提供 ・品質（全般）
・安全（全般）

CSR目標
（P22）参照

組織
内・外

Ⅱ

経済的パフォーマンス ・創出した利益の安定的な分配・気候変動／社会情勢など外部環境変化によるリスク・機会 ・人間尊重／社会貢献／マネジメント＊3

環境面での輸送・移動 ・製品の輸送、購入品の輸送、従業員の移動から生じる著しい環境影響 ・環境（生産・物流における取り組み）

雇用 ・就業機会の提供（多様な資質の人材の安定的確保、ワークライフバランスの促進 ） ・人間尊重（従業員への取り組み）

研修および教育 ・研修の充実やキャリア開発プログラム構築による人材育成 ・人間尊重（従業員への取り組み）

Ⅲ

地域での存在感 ・拠点のある国・地域の出身者を幹部・マネジメント登用 ・人間尊重（従業員への取り組み）

原材料 ・原材料の効率的な活用やリサイクルを推進（天然資源への依存度の軽減） ・環境（資源循環）

サプライヤーの環境評価 ・サプライチェーンにおける環境影響の評価 ・環境（環境マネジメント） ・ マネジメント（サプライチェーン）

サプライヤーの労働慣行評価 ・サプライチェーンにおける労働環境の評価 ・マネジメント（サプライチェーン）

地域コミュニティ ・事業を行うことによりその国・地域に与えている影響の把握とその対策 ・トップメッセージ ・社会貢献（全般）

サプライヤーの社会への影響評価 ・サプライチェーンにおけるコンプライアンスの評価 ・マネジメント（サプライチェーン）

製品およびサービスのラベリング ・お客さまが正しい情報に基づいてクルマの購入選択ができる製品表示 ・お客さま満足（全般）

製品面でのコンプライアンス ・クルマの開発／生産／販売／アフターサービスにおける規制・ルール順守 ・マネジメント（コンプライアンス）

Ⅳ

調達慣行 ・生産拠点のある国・地域のサプライヤーとの取引 ・マネジメント（サプライチェーン）

環境面でのコンプライアンス ・環境関連の規制・ルール順守 ・環境（環境マネジメント） ・ マネジメント（コンプライアンス）

労使関係 ・労使間の適時適切な対話 ・人間尊重（従業員への取り組み）

男女同一報酬 ・男女の賃金格差解消 ・人間尊重（全般）

強制労働 ・あらゆる形態の強制労働を防止・撲滅 ・人間尊重（人権）

人権評価 ・人権保護の評価 ・人間尊重（人権）

腐敗防止 ・贈収賄、マネーロンダリング、職権乱用などの防止 ・マネジメント（コンプライアンス）

社会面でのコンプライアンス ・環境・製品関連以外の領域における規制・ルール順守 ・マネジメント（コンプライアンス）

マーケティング・コミュニケーション ・お客さまが正しい情報に基づいてクルマの購入選択ができる広告・宣伝 ・お客さま満足（全般）

顧客プライバシー ・お客さまのプライバシー（個人情報など)の保護 ・マネジメント（リスクマネジメント）

＊3 財務関係資料（有価証券報告書などに記載 ）。
＊4 http://www.mazda.com/globalassets/ja/assets/investors/library/s-report/files/f_repo180627.pdf

＊1 マツダグループや自動車業界に求めている項目
＊2 マツダグループにおけるリスクと機会

領域Ⅲ 領域Ⅰ

領域Ⅳ 領域Ⅱ

大きい 特に大きい

マツダグループにおける影響度＊2

特
に
大
き
い

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に

お
け
る
影
響
度
＊1

大
き
い

※1   2015年9月発行、国連加盟国に対して2015年〜2030年に、
貧困・飢餓／エネルギー／気候変動／平和的社会など、持
続可能な開発のため力を尽くすことを求めるもの。17の目
標と169のターゲットから成る。

c

【Step1】社会課題の抽出
重要度が高い項目を以下の視点で抽出し、各項目の
影響範囲（バウンダリー）を整理。
　　■   自動車業界およびマツダの事業活動における社

会課題
　　■   ステークホルダーが重視する／マツダを評価す

る際に影響を与える社会課題

【Step2】優先順位付け
　　　  （社外有識者からのヒアリング）
Step1で抽出した社会課題の重要性を評価するために、
以下の2軸でポイント付け・マッピングを行い、重要度
の高い項目を特定。CSR経営戦略委員会で現状報告。

【Step3】妥当性の確認
Step2で特定した項目の影響範囲について、経営計画
などを踏まえ妥当性を再確認し、CSR経営戦略委員会
で承認。

【Step4】特定結果の開示とPDCA
Step1〜Step3で特定したマテリアリティの項目やマ
ネジメント報告について、マツダサステナビリティレポー
ト2016で初めて開示。社内外のステークホルダーの
意見を収集し定期的に見直し、計画・実行・評価・改善
というPDCAプロセスを構築しています。

c マテリアリティ見直しプロセス
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SDGsを踏まえた取り組み推進

マツダグループは国連において採択されたSDGs（持続可能な開発目標、Sustainable 

Development Goals）※1の達成に貢献できるようさまざまな取り組みを進めています。
2017年度は、CSR経営戦略委員会を通じたマネジメントへの情報展開、階層別研修を
活用した従業員への啓発などを実施しました。SDGsの17の目標達成に貢献できる取り
組みを、マツダサステナビリティレポート2018【詳細版】の各項目で紹介しています（下
図参照）。

CSR目標に沿ったPDCAサイクルの構築

マツダは、社会的責任に関するガイドラインISO26000の7つの中核主題を参考にし
ながら、CSR取り組みを包括的に再確認し、関連部門が各項目ごとにマツダの目指す「将
来のあるべき姿」を描いた上で、各年度のCSR目標を策定しています（2013年度より
実施）。2017年度実績、2018年度目標はマテリアリティ特定のプロセスも踏まえて
策定し、CSR経営戦略委員会で承認されました。今後も計画・実行・評価・改善という
PDCAサイクルを回し、グローバル・スタンダードに沿ったCSR経営を目指します。

SDGsの17の目標　 マツダサステナビリティレポート
2018【詳細版】関連項目

目標 1. あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ    ・人間尊重（従業員への取り組み）
・マネジメント（サプライチェーン）

目標 2.  飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善
を達成するとともに、持続可能な農業を推進する ・社会貢献（全般）

目標 3.  あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福
祉を推進する　

・品質（全般）
・安全（全般）
・環境（クリーンエミッション）

目標 4 . すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を促進する ・人間尊重（従業員への取り組み）

目標 5 . ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワー
メントを図る

・人間尊重（従業員への取り組み）
・マネジメント（サプライチェーン）

目標 6. すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を
確保する

・環境（クリーンエミッション・
  資源循環）

目標 7. すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的な
エネルギーへのアクセスを確保する  

・環境（エネルギー／地球温暖化）
・イノベーション（全般）

目標 8.
すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済
成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進
する

・環境（全般）
・人間尊重（従業員への取り組み）
・マネジメント（サプライチェーン）

目標 9. レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産
業化を推進するとともに、イノベーションの拡大を図る ・イノベーション（全般）

目標 10. 国内および国家間の不平等を是正する ・人間尊重(従業員への取り組み)

目標 11. 都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持
続可能にする ・お客さま満足（商品）

目標 12. 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
・お客さま満足（商品） 
・品質（全般）
・環境（全般）

目標 13.  気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る ・環境（エネルギー／温暖化対策、
  環境コミュニケーション）

目標 14.  海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可
能な形で利用する

・環境（クリーンエミッション・
  資源循環・生物多様性）

目標 15. 
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森
林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止お
よび逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

・環境（生物多様性）

目標 16. 
持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、すべ
ての人々に司法へのアクセスを提供するとともに、あらゆるレ
ベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

・マツダのCSR（ステークホルダー
  エンゲージメント）
・マネジメント（コンプライアンス）

目標 17. 持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パー
トナーシップを活性化する ・マツダのCSR（CSRマネジメント）

※1  2015年9月発行、国連加盟国に対して2015年〜2030年に、
貧困・飢餓／エネルギー／気候変動／平和的社会など、持続
可能な開発のため力を尽くすことを求めるもの。17の目標と
169のターゲットから成る。
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CSRについての社外評価（2018年9月13日現在）

マツダは、重要な国内・海外の社外指標や社外評価を特定し、結果の分析を行うことで、
自社の取り組みを評価しています。SRI（社会的責任投資）やESG（環境・社会・ガバナンス）
の格付機関をはじめとした国内・海外の重要な調査や社外評価に対応することで、積
極的に情報を開示しています。

■ Dow Jones Sustainability Index（DJSI）のWorld IndexおよびAsia Pacific 

Indexに選定されています（2017年9月以降継続選定）。
　米国のS&P Dow Jones IndicesとスイスのRobecoSAMが共同開発したESGイ

ンデックス。
■ FTSE4Goodに選定されています（2011年3月以降継続選定）。
　英国のロンドン証券取引所の100％子会社FTSE Russellが開発したESGインデッ

クス／指数。
■ FTSE Blossom Japan Index※1に選定されています（2017年7月新設当初から

選定）。
■ MSCI ESG Leaders Indexes※2に選定されています（2015年6月以降継続選定）。

米国のMSCI （Morgan Stanley Capital International）が開発したESGインデッ
クス／指数。

■ MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数※1,2に選定されています（2017年7

月新設当初から選定）。
■ Ethibel EXCELLENCEに選定されています（2013年10月以降継続選定）。
　Forum ETHIBELはベルギーに拠点を置く非営利組織で、欧州においてSRIと

CSRを推進している団体。
■ モーニングスター社会的責任投資株価指数（MS-SRI）に選定されています（2008

年1月以降継続選定）。
　日本で初めての社会的責任投資株価指数。
■ CDP（気候変動）およびCDP（水）の両調査において、2017年度は、スコアA-と

評価されました（AからD-の8段階評価で上から2番目のスコア）。
　運用資産総額87兆USドル、650以上の機関投資家※3を代表してCDP事務局が

実施する「気候変動がもたらすリスクと機会」に関する情報開示／環境パフォー
マンス調査。

j

k

※1 GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人 ）が2017年7月
に公表した新しいESG指数。

※2 免責事項（Disclaimer）
      THE INCLUSION OF Mazda Motor Corporation IN 

ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, 
TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES 
HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP,  
ENDORSEMENT OR PROMOTION OF Mazda Motor 
Corporation BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES.  
T H E  M S C I  I N DE X E S  A R E  T H E  E XC LU S I V E 
PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX 
NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR 
SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

※3 2018年1月現在。
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マツダは、世界的ESG評価機関RobecoSAMの年次表彰で、自動車業種で優れた企業
として「Silver Class（銀賞）」に初選定されました。
RobecoSAMは、企業のESG（環境、社会、ガバナンス）取り組みを評価し、年に1度、業
種別に優れた企業を、「Gold Class」「Silver Class」「Bronze Class」に選定しています。
今回の「Silver Class」選定は、マツダの取り組みや情報開示が高く評価されたものです。

TOPICS 「RobecoSAM Sustainability Award 2018」
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2.研修を通して、社会に貢献しようとする意識が高まっ
たか

m 2017年度グループワーク研修
アンケート結果（約800名 ）

役員・従業員への啓発

役員・ 従業員一人ひとりが、CSRについての理解を深め、日々の事業活動を通じて
CSRの取り組みを推進できるよう啓発活動を行っています。CSRの浸透度はグローバ
ル社員意識調査で確認しています。
浸透度が継続的に向上するよう、さまざまな取り組みを継続していきます。
啓発事例

■ 役員および本部長（独立部部長含む）を対象に、社外講師を招き「サステナビリティ
経営の強化」をテーマとした講演を実施

■ マツダサステナビリティレポートの国内・海外グループ会社への展開
■ 品質、環境、人権、コンプライアンスなど、テーマ別の研修・啓発
■ 国内販売会社のサービススタッフ向けに毎月発行している「技術通信」でCSRに

関する特集記事を掲載
■ CSR全般に関する階層別研修（講義／グループワーク）の実施（マツダの新入社員、

中途入社社員、新任等級5社員（係長級）、新任幹部社員 1,057名）※1

■ CSRに関する取り組みをイントラネットや社内報で随時発信※1

バリューチェーン全体でのCSR推進

サプライヤーや販売会社などと連携し、バリューチェーン全体を通じてCSR取り組み
推進体制を構築しています。国際ルールや各国・各地域の法令順守のみならず、現地
の歴史、文化、慣習などを併せて尊重した取り組みができるよう、関係するステークホ
ルダーとの対話を重視しています。 ※1 マツダ単体。

日本、北米、欧州、中国で
市場に適した革新的な商
品を研究開発

国内・海外1,081社の主
要サプライヤーと共存 ・
共栄を目指し幅広い取り
組み実施

日本、タイ、中国、メキシコ
など計7カ国で高いレベ
ルでのモノづくりを追求

高品質、安全、環境に配慮
した輸送をグローバルで
追求

世界130以上の国と地域
のお客さまに商品とサー
ビスを提供

使用済自動車の再資源化
と廃棄物削減を追求

研究・開発 購買 生産 物流 販売・サービス 使用済自動車のリサイクル

1.CSRへの興味、知識、理解 （単体）

41.1％ 41.2％研修前

6.2％

1.5％

38.2％ 59.1％研修後

2.6％

0.1％

46.8％ 51.6％

0.1％

非常に高い 非常に低い低い高い

11.5％

l  m
（連結）

2014年度 2015年度 2016年度

マツダは社会的責任を
果たしている（良き企
業市民である）

59% 58% 59%

l グローバル社員意識調査肯定回答率＊

＊ 2017年度は調査項目の改定を実施。2018年5月より新調査
を開始
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