
労働安全・衛生������������������������������������������������������������������������������������������� 81–82�

人権・労働慣行������������������������������������������������������������������������������������������ 83–85�

コンプライアンス・公正な競争���������������������������������������������������������� 86–87�

BCP（事業継続計画）・リスクマネジメント������������������������������88–89�

Topic：気候・自然関連リスク管理とTCFD・TNFDへの対応��������89–90�

調達������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91–93�

品質・お客様価値�������������������������������������������������������������������������������������� 94–95��

コーポレート・ガバナンス ��������������������������������������������������������������������96–99

価値創造の基盤、
コーポレート・ガバナンス



81��|��価値創造の基盤  Bridgestone 3.0 Journey Report（統合報告2022） 

価値創造の基盤

労働安全・衛生

安全はすべてに優先する

ミッション

安全は私たちブリヂストンの企業経営の基盤です。安全な職場で安心して働くために、バリューチェーン全体を活
動範囲として、一人ひとりが安全活動を推進しています。

「安全宣言」は、ブリヂストングループの従業員のみならず、
協力会社、当社グループ施設へのご訪問者の方も対象として
います。世界中の当社グループの全職場において、従業員や
協力会社、当社グループ施設へのご訪問者の方の目を引く
所に掲示することに加え、インストラクター制度などを用いて
全従業員への継続的浸透を図っています。

お客様をはじめとするステークホルダーの皆様からも期待
されているように、高い安全基準の適用により当社グループ
の従業員や協力会社の労働安全・衛生を確保する上で、この
ミッションは一層重要になっています。当社グループは、高齢
化に伴うエルゴノミクス（人間工学）的リスクの増加、規制の
変更、機械や設備の老朽化にも対応するように安全基準を
継続的に更新すると共に、当社グループが取り組みを開始・
買収する新規事業においても安全に対する意識を真摯に育
んでいきます。

■	 推進体制

当社グループでは、労働災害リスクの低減・管理のために、
ISO45001及び各国規格・規制に沿ったグローバル安全マネ
ジメントシステムを構築し、グローバル安全・防災標準を策定
しています。また、29のグローバル標準を策定、全拠点へ展開
しています。

Global�CEOも含めたGlobal�EXCOメンバーによる統括の
もと、グローバル品質経営コミッティ（GQMC）傘下の基盤領
域安全グループは、安全衛生に関するグローバルのリスクや課
題・機会を管理、対応しています。また、SBUやグローバルビジ
ネスサポート（GBS）と共に、定期的に安全会議を開催し、活発
に意見交換しています。
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■	 主な取り組み

当社グループでは、職場をさらに安全にしていくために、2021
年8月より12種類の設備に対する安全対策を進めています。
2022年からは重量物取扱い作業及び保全作業の安全確保に
関するグローバル安全要件の設定に着手しました。

また、2022年には生産拠点における安全成熟度評価を実施
すると共に、小売店など非生産拠点への展開準備を始めてい

ます。その評価結果をグローバルで積極的に活用し、安全関連
のKPIを継続的に向上していくために取り組むべき課題を抽
出します。

加えて、従業員の安全意識、能力、エンゲージメントを高めるた
め、安全ルールの遵守と安全教育を推進するタスクフォースを
新たに設置しました。

*1　休業度数率＝（死傷者数／延実労働時間数）×�1,000,000
*2� 重傷度数率＝（重傷者数／延実労働時間数）×�1,000,000
� 当社グループでは「重傷災害」を次のように定義しています。指の第一関節以上の切断、失明、骨折（手足の指や片方の手足、ひびを除く）、または1か月以上の入院

■	 目標とKPI

当社グループは、労働安全・衛生のミッションの実現に向け、労働災害発生状況を毎年集計し、グローバルのベストプラクティスをモニ
タリングしています。労働安全・衛生全体の目標は業界においてトップレベルになることで、2020-2021年に次のようなKPIと2023
年に向けた目標を設定し、結果をモニタリングしています。

•� 従業員及び派遣社員の休業度数率（LTIFR）*1 :2�6� （2021年末時点では2�75）

•� 協力会社のLTIFR :1�7� � � � （2021年末時点では0�79）

•� 従業員及び派遣社員の重傷度数率*2 :0�05� � （2021年末時点では0�08）

•� 協力会社の重傷度数率:0�15� � � （2021年末時点では0�11）

2021年、当社グループ4,815か所の生産・物流拠点や小売店において、従業員の重傷災害*2が26件発生し、大変残念なことに1名の
方が亡くなりました。この事故に対して、当社グループは当局の事故調査に全面的に協力すると共に、パーフェクトな安全の実現に向
けて引き続き尽力していきます。

2022年には、職業性疾病度数率（OIFR）、リスクアセスメント実施率、安全成熟度評価スコアについてKPIを設定する予定です。

当社グループの安全に関するデータは、第三者機関であるLRQAリミテッドによって検証・確認され、情報の正確性と透明性の確保に
努めています。

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

https://www.lrqa.com/ja-jp/
https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/safety_industrial_hygiene/index.html
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価値創造の基盤

人権・労働慣行

人権と責任ある労働慣行を推進する

私たちは、多様な人々を受け入れる文化を醸成します。ブリヂストングループのすべての事業体と事業拠点は、倫
理的な労働慣行を取り入れ、従業員と信頼関係を築き、多様性と人権を尊重します。

当社グループは、真のグローバルリーダーとしてあらゆる面
で真摯に行動し、世界各地域で展開している当社の事業活
動において、人権を尊重し適正な労働環境の整備を推進して
います。

この取り組みは、「2050年�サステナブルなソリューション
カンパニーとして社会価値・顧客価値を提供する会社へ」
という当社ビジョンを実現する上で重要であり、当社が掲
げる「Bridgestone� E8� Commitment」、特にすべて
の人が自分らしい毎日を歩める社会づくりにコミットする
「Empowerment」の基盤となります。ビジョンの実現に
向け、実際にまたは潜在的に人権への影響を受ける人々を
含むステークホルダーの皆様と連携して、事業、製品そして
サービスによってもたらし得る負の影響に対処し、改善して
いきます。

当社従業員、お客様、お取引先様、ビジネスパートナー及び
当社が事業を展開する地域の人々とのかかわりにおいて、
「グローバル人権方針」に定める人権に関する諸原則を遵
守することに努めます。この方針が定める通り、当社グルー
プは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」（UNGPs）
及び「国際人権章典」（IBHR）と国際労働機関（ILO）の「労
働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」が定める
人権を尊重し、支持します。当社グループは、ビジネスと人権
に関する国際基準を満たし、さらにはそれを上回る水準に達
するように、2022年5月にGlobal�CEOの承認によって「グ
ローバル人権方針」の改訂を行い、前述の国際的に認めら
れた人権基準の尊重へのコミットメントを強化しています。　　

特に大規模なグローバル企業に対して、ステークホルダー
や社会から、人権への取り組みや行動に対する責任をより具
体的に問われるようになってきており、当社グループにおい
てこのミッションの重要度は一層増しています。当社グルー
プは、ビジネスモデルやバリューチェーン、優先課題、経営方
針、事業戦略などに人権への取り組みを積極的に組み込み、
その実行を通じて社会価値と顧客価値を創出し、ステークホ
ルダーの皆様からの信頼につなげていきます。

ミッション

グローバル人権方針

https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/human_rights/pdf/global_human_rights_policy.pdf
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■	 目標とKPI

当社グループは、人権・労働慣行のミッション達成に向け、次のような目標やKPIを設定しています。

•� 2022年末までに全事業拠点の80%での人権課題に関するリスク調査の実施、及び2023年にはこの結果から特定されたすべて
のリスク是正計画を策定。

•� 事業拠点における人権デューディリジェンスの体制とプロセスの強化、及びこのコミットメントを通じた当社グループの外部評価向上。

■	 推進体制

当社グループの人権尊重の取り組みは、Global�CEOを議長と
する事業戦略・執行を統括する最高位の会議体であるGlobal�
EXCOが支持・主導しています。Global�EXCOの統括のもと、
グローバルサステナビリティコミッティ（GSC）が包括的なサス
テナビリティフレームワークを整理し、人権や労働慣行を含む
サステナビリティの取り組みを計画・実行しています。GSCの
リーダーである東�正浩Joint�Global�COOは、グループのサ
ステナビリティ戦略を統括し、Global�EXCOに重要なサステ
ナビリティの取り組みに係る最新情報を定期的に報告し、GSC
の提案を答申しています。

GSC傘下のグローバルな人権・労働慣行ワーキンググループ
（WG）は、前述の国際的に認められた人権基準を尊重すると

いう当社グループのコミットメントを各SBU及び地域で実践す
る役割を担っています。人権・労働慣行WGは、各SBUの人事
担当責任者などで構成され、グローバル本社のサステナビリ
ティ専門機能がサポートしながら、人権デューディリジェンスの
プロセスや当社グループの「グローバル人権方針」の浸透、事
業活動に関連する人権リスクの評価・予防・軽減・報告などの
人権に関する活動を計画・管理しています。また、人権・労働慣
行WGは、サステナブル調達WGや環境WGと協力し、バリュー
チェーン全体の人権課題に包括的に取り組んでいます。当社グ
ループの経営層が重要な人権に係る取り組み及び進捗状況を
着実に把握できるよう、WGの計画と進捗を少なくとも四半期
ごとにGSCに報告しています。

■	 主な取り組み

2021年の実績

当社グループでは、人権デューディリジェンス体制を強化する
上で、独立した第三者機関による2種類のリスク評価を実施し、
グローバルの事業拠点における重視すべき人権課題を特定し
ました。業界や地域の人権リスクに関する外部データ、当社グ
ループのマネジメントシステム、方針、慣行の評価を含む調査
を行い、事業内容や地理的な要因から特に当社グループの事
業拠点が注意を払う必要がある産業的、地理的、業務上のリス
クの全体像を把握しました。評価結果に基づき、2022年に実
施する人権リスク調査の優先拠点を選定し、データに基づく計
画を策定しています。� � � � �
2つの第三者機関による調査の詳細は次のとおりです。

1.	 第三者リスク分析提供機関Verisk	Maplecroftとの包
括的なリスク評価プロジェクトによる人権リスク・エクス
ポージャー*1の特定	 	 	 	 	
第三者リスク分析提供機関であるVerisk�Maplecroft
と、グループ内の一部の事業拠点を対象にデスクトップ
リサーチによる人権リスク評価を実施しました。評価対象
となったリスク指標は、児童労働、適正な賃金、適正な労
働時間、職場における差別、結社・団体交渉の自由、先住
民の権利、移民労働者、現代奴隷、労働安全衛生、プライ
バシーの権利です。さらに、地理的、政治的、社会的、産業
的、及び当社グループの事業上の要因を考慮して、より人
権リスクにさらされる可能性の高い事業拠点を特定しま

*1　人権リスクにさらされる可能性

https://www.maplecroft.com/
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2022年の計画

2022年に当社グループは人権デューディリジェンスに係る活
動をさらに加速していきます。当社グループはBSRと連携し、
事業拠点における実際の及び潜在的な負の影響の評価と包括
的な調査プロセス及び調査手法の改善を目的とした人権リス
ク調査を行う予定です。まず代表的な3つの拠点で重点的に調
査を行い、実在する可能性の高いリスクを特定し、現在のリス
ク管理体制を検証することで、UNGPsで定められた国際基準
とのギャップを明らかにしていきます。

2022年3月に1拠点目の詳細な調査を埼玉県にある当社グ
ループの化工品工場で実施しました。この調査からは、人権侵

害の事象は確認されず、当社グループの人権に係るマネジメン
トシステムの有効性に関する詳細な情報や、デューディリジェ
ンスプロセスのさらなる改善に向けたアイディアを得ることが
できました。また、1拠点目の埼玉での調査から得られた知見
を取り入れ、今後インド・インドールにあるタイヤ工場及びリベ
リア・ハーベルにある天然ゴム工場にて詳細な人権リスク調査
を実施する予定です。

当社グループは前述の人権リスク調査と並行して、より広範な
事業拠点で活用できる調査手法の検証を行っていきます。この
評価方法に基づき、当社グループの事業拠点全体でリスク調
査を進め、2022年には80％の拠点で調査完了することを目
標としています。これらの調査結果を踏まえ、特定されたリスク
の軽減策とリスク管理プロセスの改善策を策定する予定です。

した。これらの評価を通じて、独立した機関によって抽出
された世界中の事業拠点がさらされているリスクに基づ
き、当社グループのデューディリジェンス活動の優先事項
を決定しました。

2.	 サステナビリティ分野における主要な国際的機関である
第三者機関BSRとの人権リスク調査プロジェクトによるリ
スク及び管理システムの評価	 	 	 	
当社グループのグローバルに運用されるリスクマネジメ
ントシステムを評価するため、BSRと社内文書のレビュー
と社内関係者へのインタビューを実施しました。評価方法
はUNGPsに則り、(1)業務プロセス、関連地域における人
権をとりまく状況、関連する業界標準、主要なライツホル
ダー*1やステークホルダーへの潜在的な影響を明らかに

するため、社内文書及び外部開示資料のレビュー、(2)社
内各部署の関係者へのインタビューと国際基準に基づく
人権リスクのリストの体系的レビュー、(3)影響の重大性と
発生可能性評価、(4)管理体制の全体評価、から構成され
ています。

人権・労働慣行WGはこの2つの人権リスク評価の結果を踏ま
え、当社グループが重視すべき顕著な人権課題として、労働時
間、差別のない均等な機会、職場でのハラスメント、強制労働、児
童労働、労働安全衛生を特定しました。地理、法規制、業界及び
事業の観点からリスクにさらされている可能性が高いこれらの
人権の領域に対して、当社グループの事業拠点での人権デュー
ディリジェンス活動において優先的に取り組んでいきます。

*1� 権利を有する人々、人権侵害を受ける可能性のある当事者

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

https://www.bsr.org/en/
https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/human_rights/index.html
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価値創造の基盤

コンプライアンス・公正な競争

コンプライアンスと誠実さにより卓越した存在になる

ミッション

私たちは、倫理的に意思決定し、業務全般で責任ある事業活動を実行することによって、すべてのステークホルダー
の皆様と信頼を築きます。

ブリヂストングループは倫理的意思決定、コンプライアンス
の遵守、事業のあらゆる面で誠実であることを追求しており、
そのことが、当社グループの使命「最高の品質で社会に貢献」
を具現化し、最高水準の倫理的意思決定やコンプライアンス
遵守の仕組みづくりにつながっています。当社グループの「行
動規範」にある通り、ブリヂストンがグローバル社会でその
存在価値を認めてもらうためにも、従業員一人ひとりが、
日々の業務の中で常にコンプライアンス意識を高く持ち、ブ
リヂストンの事業活動のあらゆる面において誠実に取り組ん
でいきます。

また、贈収賄防止や公正な取引に関する活動は、セクシャルハラス
メントやデータプライバシーなどと共に、当社グループの「行動
規範」や「グローバル贈収賄防止ポリシー」で対象としている事
項の一つであり、その取り組みがますます厳しく問われる中で、
このミッションを行動に移すことが一層重要になってきています。

当社グループがサステナブルなソリューションカンパニーへと
進化するために、「行動規範」や「グローバル贈収賄防止ポリ
シー」をはじめとする各種ルール、グローバル及び地域のコン
プライアンスプログラムも、環境変化に適応し、継続的に進化
させていきます。

■	 推進体制

当社グループでは長年にわたり、地域に根差したコンプライア
ンス活動を行ってきました。現在、各地域の取り組みを当社グ
ループ共通の枠組みに統合し、グループとしての一貫性と、地
域特有のリスクに効果的に対処できる柔軟性とのバランスを
取るよう活動を推進しています。当社グループの多岐にわたる
事業内容及び各地域の地理的状況や法規制によって、リスクそ
のものが大きく異なる場合がありますが、軸となる企業理念や
経営方針のもと、グローバル共通の枠組みに沿って各地域で
活動を展開しています。

当社グループのコンプライアンス活動をはじめとする最高水
準の取り組みを遂行するためには、管理者や監督者から成る
組織全体のリーダー層が継続的かつ積極的に関与し、コンプ

ライアンス文化を醸成、維持していくことが不可欠です。また、
取締役会による監督と関与は、長年にわたり当社のコンプラ
イアンスの取り組みを特徴付けています。加えて、当社グルー
プは、コンプライアンスをすべての戦略、実施計画や意思決
定の中心に置き、経営層、管理職、監督職の関与を促していま
す。さらに、当社グループのチーフコンプライアンスオフィサー
（CCO）は、定期的に取締役会の諮問委員会であるコンプライ
アンス委員会に活動の進捗を報告しています。各地域において
は、様々な事業分野のリーダーで構成される会議体を置き、倫
理やコンプライアンスのあり方について検討すると共に、取り
組みの方向性についての助言と取り組みの有効性の確認をし
ています。

■	 目標とKPI

当社グループは、コンプライアンス・公正な競争のミッション達成に向け、次のような目標を掲げています。

•� グローバルの取り組みとの整合性がとれた各地域での独占禁止法に関するコンプライアンスプログラムの強化

•� コンプライアンスに関する従業員への啓発活動

•� コンプライアンス管理のデータ収集・活用強化

https://www.bridgestone.co.jp/csr/compliance_fair_competition/code/index.html
https://www.bridgestone.co.jp/csr/compliance_fair_competition/code/index.html
https://www.bridgestone.co.jp/csr/compliance_fair_competition/anti_bribery/index.html
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■	 主な取り組み

2020年に導入した当社グループの「グローバル贈収賄防止
ポリシー」について、従業員のより良い理解と遵守を目的とし
て2021年にeラーニングを展開しました。また、各地域のリー
ダー層を対象に、本ポリシーを各自の業務に定着させるため
の取り組みも進めています。2018年に導入した「行動規範」に
ついても、現在eラーニングによるフォローアップコースの準備
を進めています。

今後、当社グループは、第三者のコンプライアンスに関する取
り組みを評価する仕組みを活用して、取引を行う第三者の贈
収賄と輸出入関連規制に関するリスクを特定することに努めて
いきます。また、各地域の独占禁止に関するコンプライアンス
プログラムの開発を継続し、2022年には「行動規範」の改訂
も計画しています。

■	 グローバルホットライン

従業員などが不正や違法行為の疑いを報告するために、
「BridgeLine」を含む複数の通報窓口を設けています。
「BridgeLine」はグループから独立した専門機関によって運営
され、Webまたは電話で通報することができるホットラインです。

「行動規範」違反やその他のコンプライアンス上の疑念や疑問
を、誰もが匿名で通報することができます。各報告は十分に調
査され、当社の取締役会及び世界の主要子会社の取締役会メ
ンバーに定期的に報告されます。

タックス（税）に対する取り組み

ブリヂストングループが支払うタックスは、地域経済や社会に幅広く還元され、事業を展開する地域社会の発展に貢献してい
ます。当社グループは自らが社会的責任を果たしながら持続的に成長するための礎としてタックスを位置づけています。

当社グループは、コーポレートタックスを所管するグループ内関係者へのグローバルタックスポリシーの展開を通じて、組織
全体にポリシーが浸透し、ポリシーに基づく適切なグローバルタックスガバナンスが実現できるように努めています。当社グ
ループが責任ある企業として社会の期待に応えていくために、より強固なグローバルタックスガバナンス体制を構築すると
共にリスク管理体制を継続的に強化しています。

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

https://www.bridgestone.co.jp/csr/compliance_fair_competition/bridgeline/index.html
https://www.bridgestone.co.jp/csr/governance/compliance_fair_competition/index.html
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事業の継続と従業員の安心・安全を確保することは、ブリヂ
ストングループの最優先事項です。潜在的なリスクを予測し、
リスクの軽減・低減と適切な対応に努めることで、従業員の
安心・安全を確保しながら、事業を継続し、お客様・地域・お
取引先様などへの責任を果たします。当社グループでは定期
的に従業員向けの研修を実施すると共に、リスク管理とBCP
を継続的に見直し、改善しています。

COVID-19感染拡大や自然災害、気候変動、地政学的紛争
などの課題に世界中が取り組む中、さらに関心が高まる全社
的リスク管理の一要素としても、このミッションは一層重要に
なります。当社グループにおいてもこうした課題の解決に積
極的に取り組んでいきます。

価値創造の基盤

BCP（事業継続計画）・リスクマネジメント

事業リスクを予防し軽減・低減する

当社グループでは毎年、各地域及びグループ全体で直面する
可能性のあるリスクを特定し、そのリスクに対してグループ全
体だけではなく、事業・SBU・部門単位での責任者を明確にし、
各地域に配置したリージョナルCROを中心に自律的かつ継続
的にリスク管理（特定、予防、軽減・低減など）を行っています。
また、経営上重大なリスク（経営リスク）に関しては、Global�
CEOの直接の指揮の下で対応する体制をとっています。

2016年には、グローバルサステナビリティコミッティのもと
に、BCP・リスクマネジメント・ワーキンググループ（WG）が設
立されました。各SBUのメンバーから成るこのWGでは、ブリ
ヂストングループの「グローバルリスク管理方針」に従い全社
的リスク管理・危機管理・事業継続システムの継続的改善を実
施しています。審議や取り組みを行う際は、リスク管理に関する
国際標準規格であるISO31000を参照しています。

■	 推進体制

私たちは、リスクを想定し、予防し、軽減・低減すると共に、危機が生じた場合でも、従業員、地球環境、資産、利益を
守ります。

ミッション

■	 目標とKPI

当社グループは、BCP・リスクマネジメントのミッション達成に向け、次のような3つの目標やKPIを設定しています。

•� 危機管理及びBCPに関する要件の遵守率100%を目指し、2023年末までにグローバル危機管理訓練などを実施、危機対応能力
を評価。

•� 2022年末までに当社グループのリスク特定・軽減・低減プロセスを100％文書化し、リスク管理プロセスを確立。

•� 2022年末までに気候変動を当社グループのグローバルリスク特定・管理プロセスに統合。ESG評価のモニタリングを継続し、気
候変動に関するリスクと対応力を測定。
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Topic：気候・自然関連リスク管理とTCFD・TNFDへの対応

ブリヂストングループはTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に賛同しており、TCFD提言のフレームワークに
沿って特定した気候関連リスクと機会を認識し、事業戦略への反映及び情報開示を進めています。これらのリスク及び
機会への認識を踏まえ、カーボンニュートラル化及びサーキュラーエコノミーへの貢献促進に向けて環境中長期目標を
策定し、バリューチェーン全体でのCO2の排出量削減など、脱炭素社会への移行リスクの低減に取り組むと同時に、グア
ユールの事業化に向けた取り組みを通じた天然ゴム供給源の多様化など、適応策による物理リスクの低減についても取
り組んでいます。

さらに、当社グループはビジネス・フォー・ネーチャーや企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）への参加を通じた従来
の生物多様性保全活動に加え、2022年3月よりTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）フォーラムに参加してお
り、自然への影響及び依存度に関するリスクと機会を認識し、ネイチャーポジティブ*1に向けた世界的な潮流を踏まえた
複数の自然関連シナリオを考慮した評価を進めています。

当社グループでは、前述の目標の達成に向け、経営層が十分
な情報に基づきタイムリーかつ広範な意思決定が行えるよう、
オペレーショナル・リスク管理プロセスを継続的に改善してい
きます。また、リスクの種類に応じて、各地域もしくはグローバ
ルレベルでオールハザード型BCPの策定に取り組んでいま
す。オールハザード型BCPは、特定のシナリオを想定した計画
ではなく、あらゆる脅威や脆弱性に対し、サプライチェーンの
寸断を防止すべく組織機能ごとに計画を策定します。

2021年には、危機管理/BCPに関する共通定義とフレーム
ワーク、SBU指針を策定しました。また、ITセキュリティ機能に
よるサイバーリスクへの対応や、緊急時の報告基準の更新を
行いました。

当社グループは、リスク管理と危機管理及びBCPの枠組み強
化に引き続き取り組んでいきます。

■	 主な取り組み

*1　生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せること

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.businessfornature.org/
https://jbib.org/
https://tnfd.global/
https://www.bridgestone.co.jp/csr/governance/bcp_risk_management/index.html
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推奨開示内容 ブリヂストングループの認識するリスクと機会/対応状況

ガバナンス

リスクと機会に
対する取締役会の
監督体制

•�取締役会はカーボンニュートラル化やサーキュラーエコノミーへの貢献促進を含むサステ
ナビリティへの取り組みの状況について定期的に報告を受け、進捗状況のレビューを実施

リスクと機会を評価・
管理する上での
経営者の役割

•�ブリヂストングループ最高位の経営執行機関であるグローバル経営執行会議（Global�
EXCO）においてカーボンニュートラル化やサーキュラーエコノミーへの貢献促進を含む中
長期の戦略・目標、実行計画の承認、計画の進捗を管理

戦略

短期・中期・長期の
リスクと機会

気候変動による物理的リスクと機会
•�台風の大型化、洪水や渇水の発生頻度の増加による事業活動中断のリスク
•�降雨パターンの変化に伴う天然ゴムの収穫不良による原材料調達に関するリスク
•�降雪量の減少により冬タイヤの需要が減少するリスク
•�熱帯地域に偏在するパラゴムノキ由来の天然ゴムの収穫不良に伴うリスク、乾燥地帯で育
つグアユール由来の天然ゴムの事業化による機会

脱炭素社会への移行リスクと機会
•�気候変動対策のための制度・規制などの導入が進む際、社会や顧客の急速なニーズ変化
に対して研究開発費を十分な事業成長に結びつけることができない場合に、事業活動の制
約やコストの上昇など、業績や財務状態に悪影響を及ぼすリスク（炭素税やCO2排出削減
義務・排出量取引制度、タイヤの低燃費性能に関する制度・規制、使用済タイヤのリサイクル
に関する制度・規制など）
•�モビリティニーズの変化による競争要因の変化に伴う機会（EV向けタイヤの需要増加、お
客様のCO2排出量削減に貢献するタイヤ及びソリューションの需要増加など)
•�使用済タイヤのリサイクルに関する規制地域拡大に伴うリサイクル事業の事業化機会

事業・戦略・財務に
及ぼす影響

様々な気候関連
シナリオを考慮した
組織戦略の強靭性

•�複数の気候関連シナリオに基づいてリスクと機会を評価し、特定された重要度の高いリスク
と機会について、すでに対応を始めており、今後も定期的な評価を行っていく

リスク管理

リスク識別・評価の
プロセス

•�グループ会社の事業規模や、管轄地域・事業の特性を考慮に入れながら、気候関連を含む、
グループ共通のリスクに包括的かつ適切に対処するよう努めており、中長期事業戦略の実
行に直接関連するビジネス戦略リスクについては、Global�EXCO直下に年次リスク管理プ
ロセスを設けることで管理強化を図る方法を検討。また、日常諸業務に係るオペレーショナ
ル・リスクに関しては、チーフリスクオフィサー（CRO）が統括責任者として対応し、リスクへ
の対応計画を策定
•�毎年各地域及びグループ全体で直面する可能性のあるリスクを特定し、そのリスクに対して
グループ全体だけではなく、事業・SBU・部門単位での責任者を明確にし、自律的かつ継続
的にリスク管理を実施

リスク管理の
プロセス

組織全体のリスク
管理への統合状況

指標と目標

リスクと機会の評価
に用いる指標

•�気候関連リスクと機会を評価・管理する指標の一つとしてCO2排出量の削減目標（Scope�
1、2の総量削減、及び商品・サービスのライフサイクル・バリューチェーン全体を通じたCO2
削減貢献）を設定し、定期的にモニタリング
•�投資の判断においてもリスクと機会が評価できるよう、社内カーボンプライシングによる
CO2排出コストと削減効果を加味した投資判断を実施及び強化

温室効果ガス排出量

リスクと機会の管理に
用いる目標と実績

•�カーボンニュートラル化及びサーキュラーエコノミーへの貢献促進に向けた環境中長期目
標（2050年以降、2030年）を設定し、毎年実績を評価・開示

TCFD推奨開示内容への対応状況

対応状況の詳細はWebサイトでご覧いただけます。
•�TCFD対照表　•�有価証券報告書�第2「2【事業等のリスク】(4)気候変動に関するリスク」

https://www.bridgestone.co.jp/csr/tcfd/index.html
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/securities/pdf/103.pdf#page=19
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価値創造の基盤

調達

持続可能な調達活動を通じ社会価値を創造する

私たちは､長期的に環境、社会、経済をよりよくしていくため、次に掲げる4項目をサプライチェーン全体に浸透さ
せていくことで、持続可能な社会と価値創造の実現に向け、誠実に取り組みます。
1��透明性� � � � � � 3��QCD（品質、コスト、供給）&イノベーション
2��コンプライアンス� � � � � 4��持続可能な調達活動

ブリヂストングループの持続可能なサプライチェーンの実現に
向けた活動は、ステークホルダーに環境面、社会面、経済面で
長期的な利益をもたらします。この活動は、「グローバルサス
テナブル調達ポリシー（以下、調達ポリシー）」に基づいており、
2050年を見据えた環境長期目標として掲げる「100%サステ
ナブルマテリアル化*1」に沿ったものです。調達ポリシーは適
正な調達先選定要件の明確化やベストプラクティスの促進、

また、業界におけるコミュニケーションや改善のツールとして
も活用されています。

当社グループが調達する天然ゴムのサプライチェーンや、人権
及び環境への配慮を含む持続可能な調達に対するお客様や
消費者の皆様の関心がますます高まる中、このミッションは一
層重要になります。

■	 推進体制

サステナブル調達ワーキンググループは、調達やサステナビリ
ティ担当の経営層を含む、部門横断的で世界各地のブリヂス
トングループ従業員から構成されており、調達ポリシーや関連

施策を策定・展開しています。また、グループ全体で行う取り組
みや活動の進捗状況を確認し、グローバルサステナビリティコ
ミッティ及びGlobal�EXCOに報告しています。

■	 目標とKPI

当社グループは、持続可能な調達のミッションの達成に向け、次のような目標やKPIを設定しています。

•� 2022年末までに、すべての主要なTier1*2のお取引先様に改訂した調達ポリシーに賛同いただいたことを確認。� �
（2022年3月末時点では67％のタイヤ原材料のお取引先様に賛同いただいたことを確認しています。）

•� 2023年末までに、Tier1のタイヤ原材料のお取引先様の購入金額ベースにして95%以上のお取引先様がEcoVadis社のESG
リスクアセスメントを受審。� � � � � � � � � � �
（2022年3月末時点では95%のお取引先様が受審しています。）

•� 2022年末までに、すべてのTier1の天然ゴムのお取引先様がEcoVadis社のESGリスクアセスメントを受審。� �
（2021年末時点では94%のお取引先様が受審しています。）

•� 2022年末までに、小規模農家レベルを含む天然ゴムサプライチェーンのトレーサビリティを30％確保。� � �
〔2021年末時点では25％の天然ゴムのお取引先様を特定しています（季節によって変動あり）。〕

•� 2022年末までに、21の天然ゴム加工工場と4つの天然ゴム農園に対してESG現地監査を実施。

•� 2022年第1四半期に天然ゴムサプライチェーンを対象としたグリーバンスメカニズム（Grievance�mechanism：苦情受付・解決の仕
組み）を構築。お取引先様や第三者機関と問題解決を図り、苦情（グリーバンス）への対応状況を四半期ごとに公開。

*1　ブリヂストングループでは、「1．継続的に利用可能な資源から得られ、2．事業として長期的に成立し、
� 3．原材料調達から廃棄に至るライフサイクル全体で環境・社会面への影響が小さい原材料」をサステナブルマテリアルと位置づけています。
*2� 当社グループと直接取引する一次サプライヤー

ミッション

https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/procurement/pdf/Policy_Japanese.pdf
https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/procurement/pdf/Policy_Japanese.pdf
https://ecovadis.com/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/social/procurement/grievance_mechanism/index.html
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■	 主な取り組み

当社グループの2050年を見据えたカーボンニュートラル化
への貢献に関する、ステークホルダーの皆様からの期待に
応えるため、「持続可能な天然ゴムのためのプラットフォーム
（GPSNR）」の要求事項も踏まえ、2021年に調達ポリシーを
改訂しました。これには、2020年12月に発表した、2050年の
カーボンニュートラル化を目指す環境長期目標及び2030年
までに当社グループが排出するCO2総量を50％削減*1する目
標を反映しています。また、環境に配慮した調達の強化や人権
尊重に関してお取引先様に実施いただきたい事項を追加した
他、紛争鉱物（後述参照）への対応についても改訂しています。

また、2022年2月に第三者機関であるEar thworm�
Foundationと協働して天然ゴムサプライチェーンのグリー
バンスメカニズムを構築し、運用を始めています。当社グルー
プのグリーバンスメカニズムは、天然ゴム農園、配送、加工業者
といった、当社グループの天然ゴムサプライチェーンに関わる
企業、組織に所属する従業員の方々を含むステークホルダー
の皆様から提起された社会面・環境面における苦情（グリーバ
ンス）に対して、当社の調達ポリシーに基づき、お取引先様や
Earthworm�Foundationと協力し、問題解決を図るもので
す。また、必要に応じて、GPSNRと連携して対応します。

タイヤ・ゴム業界におけるグローバルリーディングカンパニー
として、当社グループは、世界的に増加する天然ゴムの需要に
継続して対応を進めながら、調達拡大により生じる環境及び
社会リスクなどの重要課題にも取り組んでいます。中でも、社
外のステークホルダーの皆様から最もESGリスク管理の要求
が高い天然ゴムのサプライチェーンに着目し、ESGのデュー
ディリジェンス活動を推進しています。天然ゴムのサプライ

チェーンにおけるESGリ
スクを特定・評価するため
に、Verisk�Maplecroftな
らびにEcoVadisと協働し
ています。さらに、Verisk�
Maplecroft�とEcoVadis
のアセスメントの結果に基
づき、対象となるお取引先
様を選定し、公益財団法人
世界自然保護基金ジャパ
ンと連携して開発したSAQ
（Self-Assessment�Questionnaire）を使ってESG現地
監査を実施しています。今後、監査によってリスクが特定され
た場合、お取引先様と共にリスクを軽減・緩和する活動を支援
し、サプライチェーン全体でリスクの低減を図っていきます。

天然ゴムのサプライチェーンは複雑に何階層にもわたってお
り、原料ディーラー、加工工場、ゴム製品製造業者、小規模農家
などで構成されています。当社グループは、この天然ゴムサプ
ライチェーンのトレーサビリティと透明性向上に向けた取り組
みを積極的に推進しており、リベリアではデジタルツールを導
入しています。また、インドネシアやタイなどのアジア地域にお
いて、お取引先様から調達情報を収集するオンライントレーサ
ビリティシステムを展開し、比較的短いサプライチェーンを中
心に透明性の向上に取り組んでいます。加えて、サステナビリ
ティの重要性を継続的に伝え、ベストプラクティスを共有する
ため、お取引先様を対象とした持続可能な調達のためのセミ
ナーを毎年開催しています。

*1　基準年：2011年

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://sustainablenaturalrubber.org/
https://www.earthworm.org/
https://www.earthworm.org/
https://www.maplecroft.com/
https://www.wwf.or.jp/
https://www.wwf.or.jp/
https://www.wwf.or.jp/
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メッセージ

ブリヂストンは、2022年2月にグリーバンスメカニズムを
構築し、天然ゴムサプライチェーンのさらなる透明性向上
のための大きな一歩を踏み出しました。

グリーバンスメカニズムは、企業の責任ある調達戦略の実
行を支える重要なツールであり、企業はこのツールを通じ
てバリューチェーンにおける環境・社会課題を特定し、改
善に向け適切な対応を行うことができます。また、起こって
いる問題を解決するだけでなく、過去の経験を学びに活か
し、地域のステークホルダーとの協力関係を築くことで将
来のグリーバンスの発生を予防することにもつながります。

ブリヂストンは、透明性の向上に加えて、農家、労働者、地
域社会を含む天然ゴムサプライチェーンに関わるすべて
のステークホルダーに良い変化をもたらし、森林破壊を
防ぐ基盤を構築しています。グリーバンスメカニズムの実
装には、天然ゴムの直接のお取引先様との強い連携が必
要です。次のステップとして、このツールを主要なサプライ
チェーンのパートナーと共有し、ブリヂストンが直接事業
を展開しているすべての主要な調達地域で確実に運用で
きるようにすることを期待しています。

■	 紛争鉱物のリスク管理

当社グループの調達ポリシーは、コンゴ民主共和国及びその
周辺の紛争地域で採掘されている紛争鉱物（すず、タングステ
ン、タンタル、金）も含めた、すべての原材料を対象としていま
す。当社グループは、400を超える世界の企業や組織が参加す
る「責任ある鉱物イニシアチブ（RMI）」が作成する報告テンプ
レートを用いて、サプライチェーン全体のリスク評価を行ってい
ます。紛争鉱物を含む可能性のある製品のお取引先様には

毎年、この報告テンプレートの記入と当社へのご提出をお願
いしています。

併せて当社グループは、タイヤ製品の原材料を調達する製
錬業者をすべて特定できており、いずれの業者も、RMIによる
「責任ある鉱物保証プロセス（RMAP）」を遵守しています。

Bastien	Sachet
Earthworm	Foundation　CEO

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

https://www.responsiblemineralsinitiative.org/
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/
https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/procurement/index.html
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価値創造の基盤

品質・お客様価値

お客様価値・感動を創造する

ブリヂストングループの使命である「最高の品質で社会に貢献」という創業者の信念を引き継ぎ、私たちは、すべ
ての事業体やステークホルダーの皆様と一緒に、積極的にお客様の品質課題を明らかにし、改善していきます。

品質は、魅力的で高品質な商品やサービス、ソリューショ
ンを通じて、世界中の人々に安全で快適な生活を提供
し、持続可能な社会を実現するために必要不可欠であり、
「Bridgestone� E8�Commitment」を体現するもので
す。ブリヂストングループは、お客様のご期待に沿う高品質
な商品やサービス、ソリューションを提供するため、すべての
従業員の指針として、「品質宣言」を定めています。

これは創業者・石橋正二郎の精神にもとづいた継続的改善
などの当社グループのDNAを次の世代へ伝承するため、当
社グループの目指すべき方向とぶれない軸を示すものです。
「品質宣言」は、製造だけでなくすべてのバリューチェーンの
業務品質と、そのアウトプットとしてお客様にお届けするすべ
ての商品・サービスの品質を対象としています。

当社グループはお客様と従業員の安全を第一に考え、完璧な
品質の商品やサービス、ソリューションを提供していきます。

■	 推進体制

当社グループは、グローバル最高品質責任者（Global�CQO）
のもと各SBUに最高品質責任者（CQO）を配置しています。すべ
てのCQOは、それぞれの市場における商品、サービス、ソリュー
ションの品質確保に責任を持ちます。イノベーションと継続的改
善を通じて「お客様価値・感動を創造する」というミッションの達
成に向けて、安全で高品質の商品をお届けしています。

当社グループは、2017年にグローバル品質経営コミッティ
（GQMC）を設置し、グローバルでのガバナンスと各SBUでの
取り組みを強化しています。

GQMCは、グローバルの品質戦略を示し、グローバル共通の
課題を設定しています。また、当社グループでは、お客様に最高
品質の商品、サービス、ソリューションをお届けするために継続
的に評価、改善を行う監査の枠組みを設定しています。

ミッション
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■	 目標とKPI

当社グループは、品質・お客様価値のミッションの実現に向け、次のような目標を設定しています。

•� 環境・社会・ガバナンス（ESG）評価の品質に関する項目について、業界平均をベンチマークとしたESG評価のモニタリング、及び積極
的な情報開示による透明性向上。

■	 主な取り組み

上記目標を達成するために、グローバル及び各地域で全従業
員を対象に品質宣言の浸透活動を実施しています。各事業所
の生産工程においては廃棄物が少なく、地球環境にやさしい
高品質な製品を生産するための品質保証体制づくりに取り組
んでいます。

当社グループは2020年に策定したソリューションビジネスマ
ネジメントガイドラインを活用し、Bridgestone�T&DPaaSの
推進を通じたサステナブルなソリューションカンパニーへの進
化を支えています。このガイドラインをもとに各SBUにおいて
品質管理システムを確立することで、引き続き社会価値と顧客
価値の創出を強化していきます。

■	 ブリヂストンのDNAであるTQM活動

当社グループのTQM（Total�Quality�Management）活
動は、50年以上にわたって、当社グループの文化と成長に組
み込まれてきました。世界各国から厳しい地域予選を勝ち抜
いた従業員が参加し、革新的かつ優れた改善事例を共有する
グローバルTQM大会を2010年より毎年開催してきました。

2021年はCOVID-19対策として、改善事例を各現場で撮影
し、全従業員へ配信する形式で開催しました。世界中から応
募された事例の中から選ばれた16件の優秀事例が共有され
ています。

詳しくは、Webサイトをご覧ください。

https://www.bridgestone.co.jp/csr/social/quality_and_customer_value/index.html


コーポレート・ガバナンス��|��96

当社は、2010年の独立社外取締役の導入、2013年・2014
年の取締役会諮問委員会の設置、2016年の指名委員会等
設置会社への移行など、継続的にコーポレート・ガバナンス
体制の強化を図っています。その一環として、2021年には定
款変更を行い、取締役会長の制度を廃止し、執行監督機能を

高める観点より、取締役会の議長を取締役の中から取締役
会において選定することとしており、独立社外取締役を議長
に選定しています。これまでの当社のコーポレート・ガバナン
スの変遷については、以下をご覧ください。

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスの変遷

ブリヂストンは、企業理念の使命である「最高の品質で社
会に貢献」の下、2020年より「2050年�サステナブルなソ
リューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的
に提供している会社へ」をビジョンとして掲げています。ビ
ジョンの実現に向け、中長期事業戦略に沿った経営を進めて
おり、その一環としてガバナンス体制の整備も進めています。
当社は、内部統制のより一層の強化によるガバナンス体制の
向上に継続的に取り組み、サステナブルなソリューションカン
パニーへの進化を実現していきます。

また、当社は、このガバナンス方針・体制整備の取り組みが
正しい方向に進んでいることを検証するツールとして、コー
ポレートガバナンス・コードを活用しており、同コードが定め
る基本原則・原則・補充原則のすべてを実施すると共に、各
原則すべてに対する当社の取り組みや方針について、コーポ
レートガバナンス・コードに関するレポート（日本語版・英語
版）として、取締役会諮問委員会であるガバナンス委員会が
内容を審議、答申し、取締役会で決定した内容を、当社Web
サイトにて開示しています。

コーポレート・ガバナンスの変遷

https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/index.html
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/index.html
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当社は、2016年3月に指名委員会等設置会社に移行してお
り、当社の取締役会は、独立社外取締役8名を含む12名の取
締役で構成され、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の適
切かつ積極的な職務執行により、取締役会による執行役及
び取締役の監督と合わせて、コーポレート・ガバナンスが機
能する体制を整備・維持しております。さらに、企業統治の透
明性をより高めるため、取締役会の諮問機関としてガバナン
ス委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。

これら法定委員会（指名委員会、監査委員会、報酬委員会）及
び諮問委員会（ガバナンス委員会、コンプライアンス委員会）
を含む広義の取締役会が、執行部門からの業務執行状況の
進捗報告・情報共有などを通じて、多様な視点から執行部門
と議論し、監督機能を発揮することで、中長期事業戦略の実
現を目指すコーポレート・ガバナンス体制となっております。
また、取締役会及び監査委員会において独立社外取締役が
過半数を占めているのみならず、指名委員会及び報酬委員
会ならびに諮問委員会のすべてが独立社外取締役のみで構
成されています。

執行部門については、2名の代表執行役を含む5名の執行
役が、Global�CEO、Joint�Global�COO（2名）、Global�
CFO、Global�CTOとして、取締役会から委任を受けた業務
の執行を決定しその実行責任を担うと共に、一体として経営
の任に当たる体制を採っています。当社執行役及び主要事業
体の責任者を構成メンバーとするGlobal�EXCOにおいて、
グローバルな視点から経営戦略やサステナビリティを含む
経営課題について議論、審議することにより、当社グループと
してのチェック&バランス機能の強化、意思決定プロセスで
の透明性の向上を図っています。また、執行部門の職務執行
状況については、執行部門内における代表執行役への報告
体制を整備すると共に、定期的にかつ遅滞なく取締役会へ報
告しており、取締役会における審議の充実と、監督機能の実
効性確保を図っています。

中長期事業戦略の実現を目指す当社のコーポレート・ガバナ
ンス体制図については、以下をご覧ください。

コーポレート・ガバナンスの体制

コーポレート・ガバナンス体制図

※2022年5月現在
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2年 ○ ○ ○

1年 ○ ○ ○

2年 ○ ○ ○ ○

3年 ○ ○ ○ ○

8年 ○ ○ ○ ○ ○

6年 ○ ○ ○ ○

4年 ○ ○ ○ ○

4年 ○ ○ ○ ○

11年 ○ ○ ○ ○ ○

6年 ○ ○ ○ ○

6年 ○ ○ ○ ○ ○

6年 ○ ○ ○ ○

当社の指名委員会は、取締役会全体としての知識・経験・能
力のバランス及び多様性の確保を重視しており、社内出身の
取締役についてはその個々の職務経験、独立社外取締役に
ついては異なるバックグラウンド・専門領域と高い見識や豊
富な経験を考慮して、取締役候補者を選定するに際し全体の
バランスと多様性を確保しています。あわせて、取締役会の
規模については、結論を導き出すに至る過程において充実し

た議論を行うのに十分かつ適切な人数で構成することを基
本的な考え方としています。また、当社独自に独立性基準を
定め、社外取締役の独立性を確保しています。以上の考え方
を踏まえ、当社の取締役会は、企業価値の向上を目指し、中
長期事業戦略を適切に執行していくことを監督するために
必要な視点を持つ人財ポートフォリオで全体的にバランスの
とれた構成としています。

取締役会の構成に関する考え方、取締役に特に期待する役割

取締役ポートフォリオのスキルマトリックス

※在任期間は2022年3月23日現在�※社外・独立取締役は五十音順
※取締役としての貢献期待分野の優先順位上位3つまでに○を付けております

石橋　秀一 代表執行役

東　正浩 代表執行役

原　秀男 社内・非執行

吉見　剛志 社内・非執行

翁　百合 社外・独立

佐々　誠一 社外・独立

柴　洋二郎 社外・独立

鈴木　洋子 社外・独立

デイヴィス・スコット 社外・独立

照井　惠光 社外・独立

増田　健一 社外・独立

山本　謙三 社外・独立
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当社は、前述の「コーポレート・ガバナンスの変遷」のとおり、
ガバナンス体制の整備を継続的に推進してきました。こうし
た着実な取り組みの積み重ねを受けて、取締役会の実効性
評価に当たっては、取締役会のみならず、法定委員会及び諮
問委員会も含めて機能していることがガバナンス強化の前
提であるとの認識の下、取締役会機能全体（取締役会・法定
委員会・諮問委員会）を評価の対象とし、取締役会の審議実
績や各取締役の自己評価も踏まえて実施しています。独立社

外取締役8名全員で構成されるガバナンス委員会で審議し、
結果を取締役会に答申しています。さらに、実効性評価結果
を受けて、取締役会、法定委員会、諮問委員会が課題を設定
し、この評価・課題設定・実行のプロセスを1年間のサイクル
で行い、継続的なコーポレート・ガバナンスの向上につなげ
ています。2021年度の実効性評価の結果については、コー
ポレートガバナンス・コードに関する2022年レポートの補充
原則4-11③をご覧ください。

取締役会の実効性評価

役員報酬体系

当社取締役及び執行役の職位別及び個人別の報酬等の決
定方針は、経営環境の変化や株主・投資家の皆様からのご意
見等を踏まえると共に、グローバルに豊富な経験・知見を有
する第三者である人事・報酬コンサルタントより審議に必要
な情報等を得たうえで、独立社外取締役だけで構成する報酬
委員会で決定しています。

経営戦略の実現に向けて、報酬やインセンティブの基本的
な考え方やあるべき姿に重点を置いた議論・検討を重ね、
2022年より報酬体系を見直しております。従来、変動報酬

のうちの中長期インセンティブは、連結ROIC及び連結ROE
などの数的目標のみを考慮しておりましたが、中長期インセ
ンティブの50%部分にサステナビリティと長期的なトランス
フォーメーション戦略を考慮したスキームを導入することと
しました。

報酬体系の詳細については、第103期有価証券報告書「4��
コーポレート・ガバナンスの状況等�(4)役員の報酬等」をご
覧ください。

https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/pdf/2022_05_Corporate_Governance_Code.pdf#page=37
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/pdf/2022_05_Corporate_Governance_Code.pdf#page=37
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/pdf/2022_05_Corporate_Governance_Code.pdf#page=37
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/securities/pdf/103.pdf#page=66
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/securities/pdf/103.pdf#page=66

