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企業理念・サステナビリティの考え方

社会への取り組み

環境への取り組み

ガバナンス

CSR の実績データ集

サステナビリティの考え方

企業理念
トヨタはあらゆる事業活動を通じて、豊かな社会づくりに貢献し、すべてのステークホルダーから信頼される良き企業市民を目指しています。その礎となる企業理念をはじめ、
その実現を支える価値観、心構えを紹介します。
豊田綱領

理念・方針・日常業務の関係

トヨタ基本理念

一、華美を戒め、質実剛健たるべし
一、温情友愛の精神を発揮し、家庭的美風を作興すべし
一、神仏を尊崇し、報恩感謝の生活を為すべし

トヨタグローバルビジョン

方針

ト ヨタ 行 動 指 針

一、研究と創造に心を致し、常に時流に先んずべし

トヨタウェイ 2 0 0 1

一、上下一致、至誠業務に服し、産業報国の実を挙ぐべし

CSR方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」

日常業務

トヨタ基本理念
創業以来今日まで、トヨタグループの創始者、豊田佐吉

トヨタ基本理念

1. 内外の法およびその精神を遵守し、オープンでフェアな企業活動を通じて、国際社会から信頼される企業市民をめざす

の考え方をまとめた「豊田綱領」
（1935 年 10 月発表）

2. 各国、各地域の文化、慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する

を経営の「核」として受け継いできました。

3. クリーンで安全な商品の提供を使命とし、あらゆる企業活動を通じて、住みよい地球と豊かな社会づくりに取り組む

1992 年には、社会情勢や事業構造の変化を受け、
「企業

4. 様々な分野での最先端技術の研究と開発に努め、世界中のお客様のご要望にお応えする魅力あふれる商品・サービスを提供する

を取り巻く環境が大きく変化しているときこそ、確固と

5. 労使相互信頼・責任を基本に、個人の創造力とチームワークの強みを最大限に高める企業風土をつくる

した理念を持って進むべき道を見極めていくことが重要」

6. グローバルで革新的な経営により、社会との調和ある成長をめざす

との認識に立ち、
「トヨタ基本理念」を策定（1997 年 4 月
改正）し、企業としてのあるべき姿を明確にしました。

7. 開かれた取引関係を基本に、互いに研究と創造に努め、長期安定的な成長と共存共栄を実現する
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企業理念・サステナビリティの考え方

社会への取り組み

環境への取り組み

ガバナンス

CSR の実績データ集

サステナビリティの考え方

トヨタウェイ 2001

トヨタグローバルビジョン
2011 年 3 月に発表した「トヨタグローバルビジョン」は、2008 年のリーマンショックに

「トヨタウェイ 2001」は、全世界のトヨタで働く人々が「トヨタ基本理念」を実践する

よる赤字転落や 2010 年の一連のリコール問題への反省を通じ、
「トヨタはどのような

上で共有すべき価値観や手法を示したもので、2001 年 4 月に策定しました。

企業でありたいのか、どのような価値観を大切にしていくのか」を見つめ直し、全社で

トヨタウェイの二つの柱は、
「知恵と改善」と「人間性尊重」です。
「知恵と改善」は、常に

議論を尽くしまとめたものです。

現状に満足することなく、より高い付加価値を求めて知恵を絞り続けることです。

「豊田網領」
「トヨタ基本理念」
「トヨタウェイ 2001」を企業活動の根底にある価値観と
しています。

「人間性尊重」は、あらゆるステークホルダーを尊重し、従業員の成長を会社の成果に
結び付けることを意味しています。

お客様の期待を超える「もっといいクルマ」づくり、
「いい町・いい社会」づくりへの貢献
により、お客様・社会の笑顔をいただき、それを「安定した経営基盤」につなげることで
良い循環を回し、社会と共に持続的な成長を目指します。

チャレンジ
夢の実現に向けて、
ビジョンを掲げ、
勇気と創造力をもって挑戦する

Continuous
Improvement

改 善

笑顔のために。期待を超えて。

果実 もっといいクルマ

果実 いい町・いい社会

by exceeding your expectations

そして、世界中の生活を、社会を、豊かにしていく。

知 恵と改 善

現地現物

Rewarded with a smile
人々を安全・安心に運び、心までも動かす。

常に進化、革新を追求し、
絶え間なく改善に取り組む

現地現物で本質を見極め、
素早く合意、決断し、
全力で実行する

持続的成長

Respect
for People

人間性尊重

それが、未来のモビリティ社会をリードする、私たちの想いです。

リスペクト
他を尊重し、誠実に相互理解に
努め、お互いの責任を果たす

一人ひとりが高い品質を造りこむこと。

チームワーク

常に時代の一歩先のイノベーションを追い求めること。
地球環境に寄り添う意識を持ち続けること。

木の幹

安定した経営基盤

その先に、期待を常に超え、お客様そして地域の笑顔と幸せに

トヨタ行動指針

つながるトヨタがあると信じています。
「今よりもっとよい方法がある」その改善の精神とともに、
トヨタを支えてくださる皆様の声に真摯に耳を傾け、
常に自らを改革しながら、高い目標を実現していきます。

木の根 トヨタ共通の価値観
豊田綱領 トヨタ基本理念 トヨタウェイ

トヨタグローバルビジョン

Web

人材を育成し、個の力を結集する

https://www.toyota.co.jp/jpn/company/vision/toyota_global_vision.html

「トヨタ行動指針」は、トヨタで働く人々が会社・社会生活において行動する際に規範・
羅針盤とすべき基本的な心構えと具体的な留意点をまとめたものです。社員一人ひとり
が「トヨタ基本理念」を実践し、社会的責任を果たしていく上で大きな支えとなるもの
として、
「トヨタウェイ 2001」と共に位置付けられています。
トヨタ行動指針

Web

https://www.toyota.co.jp/jpn/company/vision/code_of_conduct/
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企業理念・サステナビリティの考え方

社会への取り組み

サステナビリティの考え方

トヨタ生産方式（TPS）
トヨタのクルマを造る生産方式は、
「リーン生産方式」
「JIT（ジャスト・イン・タイム）
方式」ともいわれ、いまや世界中で知られ、研究されている「つくり方」です。
「お客様に
ご注文いただいたクルマを、より早くお届けするために、最も短い時間で効率的に造る」
ことを目的とし、長い年月の改善を積み重ねて確立された生産管理システムです。
トヨタ生産方式は、
「異常が発生したら機械が直ちに停止して、不良品を造らない」と
いう考え方（トヨタではニンベンの付いた「自働化」といいます）と、各工程が必要な
ものだけを、流れるように停滞なく生産する考え方（「ジャスト・イン・タイム」）の二つ
の考え方を柱として確立されました。
「自働化」と「ジャスト・イン・タイム」の基本思想によりトヨタ生産方式は、1 台ずつ
お客様の要望に合ったクルマを、
「確かな品質」で手際よく「タイムリー」に造ることが
できます。
トヨタ生産方式の概念：ムダの徹底的排除
自働化

ジャスト・イン・タイム

問題を顕在化・見える化

生産性を向上

Web

https://www.toyota.co.jp/jpn/company/vision/production_system/

環境への取り組み

ガバナンス

CSR の実績データ集

Sustainability Data Book 2018
編集方針・目次・トヨタ自動車の概要
企業理念

8
企業理念・サステナビリティの考え方

社会への取り組み

環境への取り組み

ガバナンス

CSR の実績データ集

サステナビリティの考え方

サステナビリティの考え方
トヨタの CSR 方針は、
「トヨタ基本理念」をステークホルダーとの関係を念頭にまとめた

共有・実践し、社会に愛され、信頼される企業グループを目指します。また、取引先に

ものです（2005 年 1 月策定、2008 年 8 月改定）
。連結子会社を含めたすべての従業員と

対しても CSR 方針の趣旨の支持とそれに基づく行動を期待します。

CSR 方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」全文
前文
私たち（トヨタ自動車株式会社およびその子会社）は、
「トヨタ基本理念」に基づき、グローバル企業として、各国・各地域でのあらゆる事業活動を通じて、社会・地球の調和のとれた持続可能な発展に率先して貢献します。
私たちは国内外・国際的な法令並びにそれらの精神を遵守し、誠意を尽くし誠実な事業活動を行います。私たちは、持続可能な発展のために、以下のとおり全てのステークホルダーを重視した経営を行い、オープンで公正な
コミュニケーションを通じて、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努めます。私たちは、取引先がこの方針の趣旨を支持し、それに基づいて行動することを期待します。

お客様

権利または結社しない権利を、事業活動を行う国の法令に基づいて認
めます。
（基本理念 5）

地域社会・グローバル社会

◦私たちは､「お客様第一主義」という信念に基づき､ 世界中の人々の生活
を豊かにするために､ お客様の様々な期待に応える革新的 ･ 安全かつ卓
越した高品質な製品とサービスを開発 ･ 提供します。
（基本理念 3,4）

◦私たちは､ 経営トップの率先垂範のもと､ 倫理的な行動を促す企業文
化を育て､ それを実践していきます。
（基本理念 1,5）

◦私たちは各国の法およびその精神を遵守し､ お客様をはじめ事業活動
に関わる全ての人々の個人情報保護の徹底に努めます。
（基本理念 1）

取引先

◦私たちは､ あらゆる事業活動を通じ環境保全に努め､ 環境と経済を両
立する技術の開発と普及に取り組むとともに､ 社会の幅広い層との連
携を図り､ 地球温暖化防止､ 生物多様性の保全等､ 環境との調和ある
成長を目指します｡（基本理念 3）

◦私たちは､ サプライヤー ･ 販売店などの取引先を尊重し､ 長期的な視
野に立って相互信頼に基づく共存共栄の実現に取り組みます。
（基本
理念 7）

社会
◦私たちは､ 各国の文化 ･ 慣習 ･ 歴史および法令を尊重し､「人間性尊重」
の経営を実践します。
（基本理念 2）

◦私たちは､ 取引先の決定にあたっては､ 全ての候補に対しその国籍また
は規模に関わらず門戸を開き､ その総合的な強みに基づき判断します｡
（基本理念 7）

◦私たちは､ 社会が求めるサステイナブル ･ モビリティの実現に向けて､
安全でクリーンかつ社会のニーズを満たす優れた技術を常に追求し
ます｡（基本理念 3,4）

◦私たちは､ 各国の競争法の規定と精神を遵守し､ 公正かつ自由な取引
を維持します。
（基本理念 1,7）

◦私たちは政府や取引先による贈収賄を許さず､ 行政府諸機関と誠実か
つ公正な関係を維持します｡（基本理念 1）

従業員
◦私たちは､「事業活動の成功は従業員一人一人の創造力と優れたチー
ムワークによってこそ達成される」との信念のもと、従業員を尊重し､
個々人の成長を支援します｡（基本理念 5）
◦私たちは､ 均等な雇用機会を提供するとともに､ 従業員の多様性 ･ 一
体感の確保に努力します。また､ 従業員に対する差別を行いません｡
（基本理念 5）
◦私たちは､ 全従業員に対し公正な労働条件を提供し､ 安全かつ健康的
な労働環境を維持 ･ 向上するよう努めます。
（基本理念 5）
◦私たちは､ 事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重し､ いかなる形
であれ強制労働 ･ 児童労働は行いません。
（基本理念 5）
◦私たちは､ 従業員との誠実な対話と協議を通じ､「相互信頼 ･ 相互責任」
の価値観を構築し共に分かち合います｡ そして､ 従業員と会社がお互い
に繁栄するよう共に努力します。私たちは、従業員が自由に結社する

環境

社会貢献
株主
◦私たちは､ 株主の利益のために､ 長期安定的な成長を通じ企業価値の
向上を目指します｡（基本理念 6）
◦私たちは､ 株主および投資家に対して､ 事業 ･ 財務状況と成果の適時
かつ適正な開示を行います｡（基本理念 1,6）

◦私たちは､ 事業活動を行うあらゆる地域において､ 独自にまたはパー
トナーと協力して､ コミュニティの成長と豊かな社会づくりを目指し､
社会貢献活動を積極的に推進します｡（基本理念 2）
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企業理念・サステナビリティの考え方

社会への取り組み

環境への取り組み

ガバナンス

CSR の実績データ集

サステナビリティの考え方

推進体制

サステナビリティ課題

従来を上回るスピードでの意思決定、業務効率が求め

トヨタは、
「豊田綱領」や「トヨタ基本理念」のもと、創業以来、社会と共に成長することを念頭において事業に取り組ん

られていますが、一方、環境（E）、社会（S）、ガバナンス

できましたが、自動車業界や社会環境は大きな変化を遂げようとしています。そのようななか、トヨタはさらなる持続

（G）を中心とした非財務視点での課題に対するステー

的成長のために、事業を行う上での重要性にステークホルダーの皆様から信頼され続けるために求められる期待を

自動車業界が 100 年に一度の大変革期を迎えるなか、

クホルダーの期待も増しています。

踏まえ、サステナビリティ課題を特定しています。

これらを踏まえ、トヨタでは2018年にサステナビリティ

「国連ビジネスと人権に関する
サステナビリティ課題の特定にあたっては、トヨタを取り巻く事業環境を「パリ協定＊ 1」

会議を設置しました。チーフリスクオフィサーを議長と

「SDGs ＊ 3」など、国際的に合意された規範や有識者によるアドバイスも踏まえ、企業価値の向上と経営
指導原則＊ 2」

し、社外取締役および社外監査役をメンバーに迎え、多

基盤の強化やリスクマネジメントの両面から検討を行っています。

角的に非財務視点からの課題を議論し、経営の方向性を

これらの課題は、サステナビリティ会議および ESG 委員会において定期的に議論をしながら進捗を確認しています。

確認しています。

＊ 1 パリ協定：2015 年にパリで開かれた、温室効果ガス削減に関する国際的取り決めを話し合う「国連気候変動枠組条約締約国会議 ( 通称 COP）
」で合意
された 2020 年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み
＊ 2 国連ビジネスと人権に関する指導原則：2011 年に国連人権理事会で承認された、すべての国と企業が尊重すべきグローバル基準
＊ 3 SDGs（Sustainable Development Goals）：2015 年 9 月に 150 を超える首脳が参加した「国連持続可能な開発サミット」で採択された、2030 年
までの新たな「持続可能な開発目標」で、17 の目標と 169 のターゲットから構成

サステナビリティ会議の傘下には ESG 委員会を設置し、
担当執行役員を中心に、個々の課題の迅速な解決に向け
た議論を展開しています。

トヨタのサステナビリティの考え方
推進体制
株主総会
取締役会

トヨタグローバル

持続的成長

信頼される会社

ビジョン

サステナビリティ会議
議長：チーフリスクオフィサー（副社長）

ESG委員会

サステナビリティ視点でのマネジメント
会社の持続的成長に向けた

競争力強化

確かな経営基盤に向けた

リスクマネジメント

●持続的成長につながるESG 課題への的確な対応（社会的責任）
●不断の情報収集・分析によるリスクの先読み（機会損失・脅威・有事）
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企業理念・サステナビリティの考え方

社会への取り組み

環境への取り組み

ガバナンス

CSR の実績データ集

サステナビリティの考え方

サステナビリティ課題

E

S

G

Env i ro n m e nt

S o cial

G ove rna n ce

環境課題

社会課題

ガバナンス・コンプライアンス・
リスクマネジメント

ステークホルダーからの多様な期待に対応

地球温暖化防止と持続的成長

●安全なモビリティ社会の実現

●気候変動（大気への排出）
●エネルギー
●水

●「お客様第一」
「 品質第一」
P76-134

●廃棄物

●モビリティ社会の創造

P27-43

●地域経済への貢献

P3

●地域コミュニティへの参画

P73

●人権に関する社会からの期待
への対応
●顧客プライバシーの保護

情報開示・収集

共通課題

バリューチェーン

サプライチェーン

P13-26

経営を揺るがすリスクの未然防止
●ガバナンス体制
●コンプライアンスの徹底
●不祥事を起こさない内部統制
●リスクマネジメント

P44-47
P141

●取り組み・進捗の効果的な発信・対話

P73-74

●環境配慮

P93-96

●新価値、新事業でのリスク対応

P139-141

●サプライチェーン全体でのコンプライアンス、環境、社会面の取り組み

P48-50

P107-112

P126-127

P136-144
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企業理念・サステナビリティの考え方

社会への取り組み

環境への取り組み

ガバナンス

CSR の実績データ集

サステナビリティの考え方

グローバル社会と協調した取り組み
トヨタはグローバル社会と協調し、事業活動を通じて社会・地球の持続可能な発展に
貢献する取り組みを進めています。取り組みの根底にあるのは、経営の「核」として
受け継いできた「豊田綱領」であり、企業としてのあるべき姿を明確にした「トヨタ
基本理念」です。2011 年にはリーマンショックや 2010 年の一連のリコール問題の
経験を踏まえて、企業の目指すべき方向性を示す「トヨタグローバルビジョン」を公表
しました。
トヨタのこうした考え方・価値観は、2016 年 1 月に発効した国連の「持続可能な開発
目標（SDGs）
」が目指すものと一致しています。17 の目標の中でも、
「交通死傷者低減
（目標３）」
「持続可能な街づくりやモビリティ向上（目標 11）」
「気候変動への対応
（目標 13）」について、トヨタの強みを生かしたグローバルな社会課題の解決に貢献
していきます。
また、環境課題についてはトヨタの考えるサステナビリティ課題の中でも重要なもの
の一つです。
「パリ協定」で合意された 2℃未満シナリオ＊ 1 を念頭に「トヨタ環境チャ
レンジ 2050」を掲げて取り組みを推進しています。2018 年には中間目標を設定し、
環境へのプラスとなることにチャレンジしています。
」の創立以来
さらにトヨタは、
「持続可能な発展のための世界経済人会議（WBCSD ＊ 2）
のメンバーです。2018 年から開始した“Transforming Mobility”プロジェクトでは、
シェアリングや自動運転などのクルマをめぐる大きな環境変化をこれからのモビリ
ティシステムに盛り込むべく、専門家と共に問題点を整理した上で今後の実証につな
げていく予定です。
＊ 1 2015 年にパリで開催された国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）では、産業革命前に比べ
世界の平均気温の上昇を 2℃未満に抑制することを長期目標とし、今世紀後半に CO₂ などの排出を実質
的にゼロにすることを目的に取り組みを進めることなどが盛り込まれた
＊ 2 WBCSD（World business council for sustainable development）
：
持続可能な発展に向け、グローバルな視点で経済成長、環境保全、社会開発に関する調査・提言活動を
行っている。本部はジュネーブ。世界各国の広範囲な産業界から約 200 社が参加している。1992 年の
リオ・サミットを契機に発足して以来、環境マネジメントシステム「ISO 14000」や経済と環境の効率
「エコ・エフィシエンシー」の発案、SDGs への取り組み支援などを行っている

SDGs に貢献する取り組み（例）
交通死傷者低減
（目標 3）

「Toyota Safety Sense」による予防安全
◦装着台数はグローバルで累計 800 万台を達成
（2018 年 4 月時点）

持続可能な街づくりや
モビリティ向上
（目標 11）

トヨタモビリティ基金による豊かなモビリティ社会の実現
とモビリティ格差の解消
◦例：ベトナムでの交通手段多様化促進プロジェクト

気候変動への対応
（目標 13）

環境チャレンジ 2050：新車 CO₂ ゼロチャレンジ
◦ 2030 年に電動車の販売 550 万台以上
（EV・FCV は 100 万台以上）を目指し、開発を加速

P15

P37

P77-79,
89

