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１ 

　私たちは基本理念の中で、｢オープンでフェア｣｢自然環境との調和｣｢社会からの信頼

獲得｣｢豊かな社会づくりへの貢献｣を掲げています。企業としての公正な行動や、一人ひ

とりの社会人としての健全な行動に基づいて、モノづくりを通じて社会に貢献することが、

お客様の信頼を獲得し、企業の持続的成長・発展のために、必須のことと考えるからです。 

　このたび、新生トヨタ車体のスタートを機に、従来の「従業員行動指針」を一新し、社会

へ「私たちの約束すること」として策定いたしました。 

　新行動指針は、会社ならびに会社で働く一人ひとりが、企業人・社会人として、倫理に

従ってどう行動すべきかの、基本的な心構えを示しており、 ｢社会人としてふさわしい行動｣｢お

客様に信頼される行動｣｢社会との良好な関係づくり」｢会社と従業員との信頼関係｣の４

つの側面から捉えております。また、この約束は、トヨタ車体の役員・従業員だけでなく、

子会社の役員・従業員を含めた｢トヨタ車体グループ｣の約束として位置付けております。 

　私たちには２つの行動指針があります。この「トヨタ車体グループ行動指針」と、「Basic 

MAP」です。Basic MAPでは、｢私たちの大切にするもの｣として、マネジメントの心構えを

示しました。今回の指針｢私たちの約束すること｣は、倫理（法律だけでなく、道義・道徳、

マナーを含みます）の心構えを示しており、両者で、企業活動を支えていきます。 

　この冊子に全てが網羅されているわけではありませんが、その根底にあるものは、｢社会

的良識に従って健全な行動をしよう｣ということであります。トヨタ車体グループが健全な成

長・発展をするために、良識ある行動に努め、社会の期待に応えることを、私たちは約束い

たします。 

2005年3月 

「私たちの約束すること（トヨタ車体グループ行動指針）」の策定にあたって 
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社会との良好な関係づくり 

社会への貢献に心を配り、豊かな社会づくり・自然環境の保護に努めます。

迅速・透明なコミュニケ－ションや、節度ある行動に心掛けます。 

会社と従業員との信頼関係 

一人ひとりの人格を大切にし、安全で、能力の発揮できる職場づくりに努め

ます。日々 誠実な業務の遂行に努め、会社の資産や情報を大切にします。 

お客様に信頼される行動 

お客様の要望に応えるよい商品の提供を果たします。オープンでフェアな

活動を行い、お客様の信頼を獲得します。自らの業務遂行が社会・社業の

発展につながることを自覚し、倫理に従って、課題に挑戦していきます。 

社会人としてふさわしい行動 

社会生活においても、会社生活にあっても、一市民として社会のルールや

マナーを守り、健全な良識のもとに行動します。 
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私たちの約束すること 
ト ヨ タ 車 体 グ ル ー プ 行 動 指 針

虚偽誇大広告 

社会との良好な関係づくり 

社会のルールの遵守 １ 正しいマナーの励行 ２ 

社会人としてふさわしい行動 

交通ルール 電車内での大声・携帯電話 

タバコのポイ捨て あいさつ、話し方 

暴　力 窃　盗 

賭　博 迷惑行為 

良い商品をお届けする３ 
欠陥商品 リコール隠し 違法改造 

オープンでフェアな取引４ 
差別取引、取引制限 談合、カルテル 

知的財産権侵害 過剰な接待・受接待 

健全な利益の確保 ５ 

お客様に信頼される行動 

市場・ユーザー 

取引先 

株主、投資家 

自然環境の保護 ６ 
環境汚染 不正産廃処理 

迅速・透明なコミュニケーション７ 

地球、地域 

官庁・マスコミ、地域 

現地社会を尊重した海外事業活動８ 

虚偽報告・未届け 名誉棄損 

贈収賄 不正政治献金 

技術契約等不履行 不当な労働条件 粉飾決算 脱　税 反社会的勢力との癒着 

海外現地 

４ 

個人の尊重 ９ 資産管理と機密保持 １０ 

会社と従業員との信頼関係 

差　別 脅　迫 労　災 

セクシャルハラスメント パワーハラスメント 

インサイダー取引 機密漏洩 

個人情報漏洩 横　領 

会社の基本姿勢（会社として守り行うこと） 「トヨタ車体グループは、～」で始まっています 

一人ひとりが守り行う心構え 「私たちは、～」で始まっています 

第三者から見る 
・法律遵守のポイント（コンプラ博士の一口メモ） 
・諺や名言（倫子さんからの一言） 

次　 頁  か   ら   各頁は次のような構成で作成してあります 



５ 

コンプラ博士 

倫子さん 

トヨタ車体グループは、一企業市民として、社会との関

りの中で活動しています。会社内に限らずあらゆる生活

領域において、社会のルールを守ることや社会への

貢献を果たしていきたいと考えます。社会のルールに反する

行為は、グループの信用を大きく損なうと考え、それらの行

為には厳正な姿勢で臨みます。 

●私たちは、良いこと悪いことの区別をきちんとできる判断力

を持ち、社会的良識やルールに従って行動することを、

習慣付けます。

●「私の行動は社会のルールにかなっているか」「私の行おう

としていることを家族に誇りをもって話せるだろうか」「その行動

はお客様の目にどう映るだろうか」と、自ら問う姿勢を身に付

けます。

●会社で培った技術・ノウハウや各自の趣味・特技を生かし、

地域・社会への貢献をいたします。

●交通安全は、自動車会社の一員としての自覚であります。

運転をする際は、交通ルールの遵守は無論のこと、相手の

誤った運転までも予測・カバーし、事故を防止する防衛

運転をいたします。

良識ある行動を習慣にする 

社会のルールの遵守 １ 

６ 

トヨタ車体グループは、マナーの励行を奨励します。マ

ナーとは、他人に対する配慮が形となったものであり、

人間の品格はマナーに現れます。長い歴史に培われ、

誰もが大事にしてきた宝物です。その人のマナーの良否に

よって、会社の品格までも評価されます。 

トヨタ車体グループの一員である自覚を忘れません。

●マナーとは、公私の区別・好ましい印象・誰とでも公平に

接する・言葉使いや身だしなみ・きちんとした生活習慣・

公衆道徳を守る、といったことです。

●私たちは、他人に迷惑をかける行為は行いません。 電車

内で大きな声で話したり、道路や公園でのゴミのポイ捨

て、歩行喫煙など。

●私たちの立ち居振舞いは、いろんな場所で見られて

います。会社内は勿論、自宅の近所、通勤途上のバス

の停留所など。マナーを逸脱すれば、軽蔑され、陰で笑わ

れます。我が身を振り返り、 社会人として恥ずかしくないマナー

を身に付けるよう努めます。 

●あいさつは人間関係の基本です。まず「おはよう」から実践し

ます。

●電話の応対は丁寧にいたします。受け取ったら、まず自分

の所属と氏名を先方に伝えます。明るく元気な声が爽や

かさをもたらします。

正しいマナーの励行 ２ 

社会に他人に迷惑をかけない 

倫子さん 

●マナーを欠いた例を挙げてみるわ

■刑法で禁止されている行為（暴力、窃盗、賭博など）をしては
なりません。また、日常生活に危険をおよぼすようなもの（銃刀・

毒物など）を許可なく所持してはいけません。 

■迷惑防止条例（公衆に著しく迷惑をかける行為の防止条例）

などに該当する行為をしないように。 

●飲酒運転撲滅スローガン

「飲んだら乗るな！乗るなら飲むな！」

飲酒したら車の運転をしない。

飲酒の予定があるなら車で出かけない。

●交通安全に関する当社のオリジナル活動
【おおきに運転】
「お」･･･横断歩道は歩行者優先
「お」･･･お年寄りを守ろう
「き」･･･黄色信号は停止のサイン
「に」･･･にっこり快くお先にどうぞ

●私の彼は、この言葉が好き 
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コンプラ博士 

倫子さん 

トヨタ車体グループは、お客様が求める価値ある

商品を提供するとともに、社会からの要請にも

積極的に応えます。商品の安全性と品質の

追求は、会社の責任であり、お客様に安心して

使用していただけるよう、研究・開発・生産～アフター

サービスの全てにわたって取組みます。また、効率的な

生産を推進し、働く人と環境に優しい工場・会社の実現

を目指します。

●私たちは、お客様や後工程の声を現地現物で収集し、

お客様が商品を手にした際、性能が良くて満足していた

だけるように商品の改良に努めます。

●安全・環境・資源等の将来動向を踏まえ、最先端の

技術力の強化を進め、安全で、リサイクル率の高い

自然に優しい商品の開発を目指します。

●良い商品を生み出すために、5Ｓを推進いたします。

｢整理・整頓・清潔・清掃｣を怠らず、自らを律する「躾」に

心掛けます。

●不具合や故障が発生したら直ちに設備を止めて直すこと

を徹底し、不良品を後工程に流しません。

お客様の信頼を獲得 

良い商品をお届けする ３ 

●私の尊敬する方々の言葉よ

■国内外の安全基準やPL法(製造物責任法)を十分把握し、

品質不具合の未然防止に努めて下さい。
■万一、重要不具合が発生した場合は、速やかに対処し、

関係部署が連携して、再発防止に努めて下さい。

■違法な架装・改造や社会的に望ましくない部品の販売は、お客様

から要請があっても行わないように。  

商品の一つの欠陥といえども、会社への信頼を失わせ、 
存立を危うくさせてしまうケースがあります。 

８ 

コンプラ博士 

倫子さん 

トヨタ車体グループは、市場のルールを尊重し、公正

な取引に努めます。個々の取引では基本契約に則

り、公明性・合理性の確保に心掛けます。新規取引を

希望する国内外の取引先に対しては、公平な参入機会を

設けます。トヨタをはじめとする取引先との連携を強化し、

相互信頼関係の構築と相互繁栄に努めます。 

●私たちは、取引先とは誠意を持って公正に接し、要望

には謙虚に耳を傾けます。相手先の規模や立場によっ

て、態度が尊大になったり卑屈になったりいたしません。

●接待や贈答は、社会通念の範囲内に留めるよう留意し

ます。官公庁との接待・贈答は原則禁止されています。

取引上の立場を利用して個人的利益を得ることはいたし

ません。

オープンでフェアな取引４ 

●こんな逸話が昔あったの

誠意を持ち合う関係づくり 

■独占禁止法や下請法の遵守なくして、いかなる事業も行いえない

ことを再認識して下さい。

■独占禁止法（優越的地位の濫用、再販売価格の拘束）に
違反する行為や下請法（発注書面不交付、買叩き、不当

値引、不当返品）に違反する行為は厳禁です。
■競争会社等との間で談合やカルテルを行ってはなりません。

親睦が目的であっても、頻繁に接触するなど、談合・カルテル

と誤解される行為は避けて下さい。

●会社の企業イメージやブランドイメージを向上させるよう

取引先と接します。現地・現物での意見交換や交流を

怠りません。
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コンプラ博士 

倫子さん 

●私たちは、発生源での正確な経理処理が、健全な利

益確保につながることを再認識します。

●経理･財務データの正確性を確保し、データを改ざんした

り、不正な目的に使用しません。機密データに関しては

守秘に努めます。

●投資・経費の支出に際して、税法や所定の社内ルール

（伝票処理・固定資産処理マニュアルなど）を守ります。

●グループ会社の人たちとの密接な連携に努め、相互の

健全な発展を目指します。

■帳簿書類の隠蔽・虚偽記載、粉飾決算、脱税行為、虚偽

報告は行ってはなりません。 
■設備の購入に際しての費用の振り替え、工事完了時の

｢検収｣時期の付け替えなど、不正な処理をしてはいけません。
国税局から法人税法の違反行為と見なされ、場合によっては、

重加算税の対象となります。 
■節税目的であっても、個々人の誤った知識や方法で行うと、

脱税行為として指摘される恐れがあります。

健全かつ優良企業であるとの評価を得る 

健全な利益の確保 ５ 

●私からもお願い

トヨタ車体グループは、健全な利益の確保に努め、それ

を次世代の成長・発展に活用します。情報開示にあたっ

ては、株主・投資家・関係官庁・取引先へのタイムリーな

提供を心掛け、正確な決算、適正な納税を行います。資金

運用は、安全・確実を最優先し、国内外のプロジェクト投資

に際しては、十分な事前調査の上で判断します。 

１０ 

コンプラ博士 

倫子さん 

●私たちは、商品の利用形態・廃棄段階を考慮した開発に

努めます。

●生産活動では、省資源・省エネルギー型の生産システムの

導入を図り、廃棄物の低減･省エネに積極的に取組みま

す。また、調達活動ではグリーン購入に努めます。

●社会の一員としてペーパーレス化や、ゴミの分別廃棄、節水・

節電などを各自の立場で進めます。地域社会での美化･

緑化運動などにも積極的に参加します。

●宇宙船「地球号」の乗組員として、従来の生活慣習を見

直し改めて行く勇気と実行に努めます。

自然環境の保護 ６ 
トヨタ車体グループは、地球規模での自然環境保護の必要

性を深く理解します。既に表面化している地球温暖化による

自然災害の増加・資源の枯渇などを、現実の危機として

捉え、人類共通の課題であると認識します。商品の開発・

生産・リサイクルに至るまで、環境配慮の取組みを持続的・

組織的に進め、環境との調和のとれた企業を目指します。 

■水質・大気・悪臭・振動・騒音・土壌汚染等が、万一法定
基準を超えた場合は、上司や担当部署への報告、速やかな

対処、再発防止、官公庁への届出を、確実に行って下さい。
■官公庁への届出事項については、正しく正確に行って下さい。

届出にあたっては、該当官公庁とのスムーズな意思疎通に

より、納期遵守に留意して下さい。

●私の心掛けていること

かけがえのない自然を守る 

自然環境問題は、私たちが被害者であり、また同時に加害者でもあります。 
直ちに、悪影響や痛みが現れないため、ついつい無理解になりがちですが… 
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コンプラ博士 

倫子さん 

●私たちは、自ら広報活動の一役を担っていると自覚

します。何が重要な事実・情報かを見極める感覚を

磨きます。

●「広聴なしに広報なし」の原則に立ち、会社への批判・

要望にも耳を傾け、事業活動に反映します。

●地域との積極的な対話に心掛けます。反社会的勢力

から不当な圧力を受けた場合は、個人で対応せず、

直ちに関係部署（総務部）に相談します。

迅速・透明なコミュニケーション７ 

企業と社会の意思疎通を良くする 

トヨタ車体グループは、社会との良好な関係を目指

し、誠実に行動します。対話のチャンネルを広げ、株主・

消費者・地域の方々とのコミュニケーションに努めます。

政治や行政との関りについては、健全で透明な関係を

心掛け、社外からの不当な要求には、毅然たる態度で

臨みます。 

■会社の意思決定には、適法かつ社会的な妥当性･合理性が要求されます。

怠れば、社会から見放されますし、株主代表訴訟による責任追及を受ける

恐れがあります。 
■官公庁の行政指導には、タイムリーで適正な対応を行って下さい。不明瞭な行政

指導を受けた場合は、文書による説明を求め、対処を検討して下さい。
■公職選挙法や政治資金規制法を遵守して下さい。政治献金や寄附の

依頼があったら、総務部へ連絡して下さい。会社名で政治献金･寄附を行う

場合は社内の承認手続きに従うように。 

１２ 

コンプラ博士 

倫子さん 

■現地の法律および輸出管理法令や通商関係法令を遵守して

下さい。

■合弁契約・技術援助契約などの基本契約を遵守して下さい。

■現地での贈収賄や、過度な贈答･接待への関与は避けるように。
■国内外への持ち込み･持ち出しが禁止されている品目について

留意し、当該行為をしないように。

●私たちは、国際的なものの見方・考え方を身に付ける

よう努めます。国内のことだけでなく、世界に目を広げます。
●危機管理上、現地にあっては、「目立たない」「行動を

予知されない」「用心を怠らない」の三原則を基本に、

自らの安全確保に努めます。

現地社会を尊重した海外事業活動８ 

●ことわざを一つ紹介

現地との融和第一 

トヨタ車体グループの商品は世界各国で愛用されてい

ます。海外現地での事業活動は今後益々拡大していき、

グローバルな視点での取組みが必要です。国際ルールや、

その国の慣習・文化・法律を尊重し、その国の経済・産業の

発展、技術の向上や雇用創出に貢献すべく努めます。現地

の政情を踏まえ、安全には万全を期します。 

●私の理想

●その国の国民・住民感情への配慮に心掛けます。

一例ですが、タイは、仏教や国王に対する尊敬の念

が強く、インドネシアは、イスラム教徒が多数を占め、

戒律に反する行動は取らないと言われています。



１３ 

コンプラ博士 

倫子さん 

トヨタ車体グループは、人権を尊重し、性別、年齢、

国籍、人種、民族、信条、宗教、性的指向、性自認、

身体的障害、配偶者や子の有無などによる不当な

差別は行いません。プライバシーも大切にします。

一人ひとりの多様性を尊重し、安全かつ健康で、

個々人の能力が発揮できる職場づくりに努めます。 

●私たちは、職位や年齢・性別等の違いに関わらず等しく

尊重し合います。他人を思い遣る気持ちを抱き、人格を

傷付ける発言や態度は慎みます。

●日々の仕事を健全に遂行するため、倫理観の養成に

努め、悪しき誘いに惑わされないよう、心の鍛錬に励み

ます。

●悪しき行為を見付けても、「見て見ぬ振り」「我関せず」の

態度を決め込まないようにします。そのような態度は、悪

しき行為をしたことと同じことだと考えるからです。

■他人を脅迫したり、暴行を加えたり、無理やり言うことをきかせたり

しないように。

■セクシャルハラスメントやパワーハラスメント行為は、相手方の人格を

著しく侵害するものとして、刑罰に処せられることがあります。

■性別の違いだけを理由にした処遇面の差別は許されていません。

他人を思い遣る気持ち 

個人の尊重 ９ 

●問題が発生したり、悪しき行為を見つけたら

１４ 

コンプラ博士 

倫子さん 

トヨタ車体グループは、会社の資産を大切に

保護します。建物・施設・設備・部品・事務用品

などの有形資産。知的財産権・ノウハウ・技術

情報などの無形資産。営業や人事などの個人情報。

これらを効率的に活用出来るよう保全管理し、紛失・

盗難・不正使用の防止に努めます。 

■情報の盗用・改ざん、　ソフトウェアの不正コピー・そのコピーを

譲渡・貸与することは著作権の侵害になります。

■物品を盗むことは窃盗や横領の罪に問われます。

■重要な社内情報や他社情報を知って、その情報が正式公表

されるまでに株式等を自ら売買したり、家族や友人など第三者

に売買させたりすることは、インサイダー取引として、証券取引法

により禁止されています。善良な株主の信頼を裏切り、当社の

信頼を傷付ける行為であり、許されません。

●私たちは、会社の資産を丁寧に取り扱います。自分の

家の物品が盗難されたら、すぐに気付きます。人に知られた

くない家族の情報が盗まれたら、嫌な想いがします。その気持

ちで、会社の資産・機密を大切にいたします。

●会社の資産を、私的用途に流用するなど、業務目的

以外には使用しません。また、会社の資産を誰かが

無断で持ち出さないように、気を付けています。

●会社の機密情報については、漏洩防止に努めます。

他社の機密情報を入手する場合は、正当な権限者

から正式な方法で入手し、その記録を残すようにします。

資産管理と機密保持 １０ 

●私からのお願い

モノを大切にする気持ち 

●安全については、自分自身の安全意識を高めるよう努

めます。危険予知に心掛け、不安全箇所・危険作業を

撲滅します。



１５ 

職場での話し合いの参考にして下さい 

コンプラ博士 

●この指針とBasic MAPの関係をもう一度示しておきます

倫子さん 

基本理念 
ビジョン 

会社方針 トヨタ車体グループ 
行動指針 

私たちの約束すること 
（倫理の心構え） 

Basic MAP

●人間の心は、か弱いものです。この「行動指針」を一読

したくらいの状態で、事件に遭遇したら、心は外部の力

に圧倒されてしまうでしょう。惑わされないためには、自分

の心の中で、実際のケースを想定してみたり、職場の

仲間と議論し合うことが大切です。

●職場の構成員は多様な人の集まりなので、処方箋も

単一ではありえません。一人ひとりが日頃悩んだり、

疑問に感じたり、知りたいと思っていることは各々違っていま

すので、複数の処方が必要となります。一つ一つに丹念に

答えたいものです。 

●職場の中で議論し合い、教え合い、お互いに理解を深めて

下さい。全員が教える立場に立ちましょう。職位に拘わらず、

倫理観を高揚することは、重要なことです。

①「誰も見ていないから」「みんなやっている
じゃないか」「これくらいなら分かりはしな
い」といった意識をどう是正していったら

よいでしょうか。

②上司や同僚が倫理に反した行動をした

場合の対処はどうしますか。

③法律さえ守っていれば、あとは何をやって

もよいとする意見をどう思いますか。

■会社のパソコン・コピー機等の事務機器
や、生産設備その他の機器・物品を

私用で使ったり、私物を製作修理して

いる。
■社員の名簿や社内の資料を勝手に外部

に持ち出し、第三者に提供している。

■インターネット上で、無断借用不可の

情報を、勝手に利用し、プレゼンテー

ション資料を作成している。

■ワイセツな発言をしたり、相手の身体的
特徴や家庭生活に関する無遠慮な

質問をする。

職場での話し合い、教育の重要性 

■行動指針の運用について

こんなことがないように

●附則

１６ 

（１）ホントコムネット 

（２）相談担当部署 

フリーダイアル

内 線
郵 送 先

メ ー ル

  　

：０８００-３００-１２１０  

：８１-２５２５   

： 刈谷市一里山町金山１００ 

 トヨタ車体㈱　ホント・コム・ネット

：HONTO.COM@mail.toyota-body.co.jp

■相談窓口 日常の企業活動・社会活動において、不明な点や疑問に感じたり困ったこと

があった場合は、遠慮なく下記の相談窓口を活用して下さい。 

※プライバシー保護には万全の配慮をしますので、安心して相談下さい。

人事部・総務部 

 人事部・総務部 

 品質保証部・安全衛生部・各工場工務部・新規事業開発部

調達部・特装福祉事業部・総務部 

 経理部 

 PE環境部 

 総務部 

 事業企画部 

人事部 

 総務部・技術管理部・ 情報システム部 

個
別
内
容

「トヨタ車体グループ行動指針」全般 経 営 企 画 部

内 　 容 担 当 部 署

１．社会のルールの遵守 

 ２．正しいマナーの励行 

 ３．良い商品をお届けする 

 ４．オープンでフェアな取引 

５．健全な利益の確保 

 ６．自然環境の保護 

 ７．迅速・透明なコミュニケーション 

８．現地社会を尊重した海外事業活動 

９．個人の尊重 

１ ０．資産管理と機密保持 
（マネジメントの心構え）
私たちの大切にするもの  



１７ 

皆さんには、この「トヨタ車体グループ行動指針」を理解し、

大いに自問自答・議論して下さい。 

下記の署名欄に自署していただき、一層の遵守を約束して

下さるようお願いいたします。 

私たちは、「トヨタ車体グループ行動指針」の内容を守り、自覚と

誇りを持って、従業員ならびに市民として良識ある行動に努める

ことを約束します。 

年　　月　　日 

●私たちの約束●

氏　名 

会社名・所属 

●発行日：2005年3月　初版第1刷発行

●発　行：トヨタ車体株式会社

2011年3月　初版第2刷発行

2019年11月　改定






