
コンプライアンス
行動基準

双日グループ



社長からのメッセージ

「双日グループは、誠実な心で世界を結び、新たな価値と豊かな 
未来を創造します」

このグループ企業理念のもと、当社は、法令遵守と高い倫理観を以っ
て事業活動を行うことを信条に事業活動を推進し、あらゆるステー
クホルダーからの評価と信頼を築いてきました。とりわけ、当社のも
つグローバルで多岐にわたる活動を通じた地域社会への貢献は、当
社と社会・環境の共存共栄の実現につながる重要な取り組みである
と認識しています。

そして、近年の急速な技術の革新や考え方の多様化等、われわれを
とりまく社会・環境の変化やそれによるリスクの変動を迅速に察知
し、適切に対応することを通じて社会の要請に応えることが、持続的
な成長と社会貢献につながるものと考えています。

この「双日グループ・コンプライアンス行動基準」は、双日グループに
おいて役職員が事業活動を行う上で拠りどころとなる世界共通の判
断基準を示しており、社員一人ひとりが理解し、日々実践するもので
す。今般、社会・環境の変化に対応すること、および、グループ役職員
に対して一層の意識の向上と「誠実な心」を浸透させることを目的と
して、本基準の改定を行いました。

誠実をもって信頼を築き、われわれとステークホルダーの利益を高
い次元で調和させることこそが、ビジネス・パートナーとしての双日グ
ループ全体の評価をさらに高め、ひいては長きにわたる成長企業へ
の発展につながると信じています。

双日株式会社
代表取締役社長
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基本的な考え方

私たちは、グローバル・ベースでビジネスを追及する総合商社 
として、私たちが活動するすべての市場における、あらゆる法令、
規制、およびルールを遵守します。 
私たちは、すべてのステークホルダーとの関係において、誠実で
責任ある行動を実践することを約束します。 
私たちは、企業の社会的責任の重要性を自覚し、高い倫理水準
を維持し、また、法令遵守はもとより、社会通念や慣習、文化にも
配慮した公平性・透明性のある事業活動を行います。 
そのためには、グループ社員への教育・研修の機会を提供し、そ
の周知徹底につとめます。私たちは、この行動基準で、私たちが守
るべき、価値、行為およびコンプライアンスの精神を明確にしま
す。

企業理念  
https://www.sojitz.com/jp/ 
corporate/philosophy/

KEY LINKS

https://www.sojitz.com/jp/corporate/philosophy/
https://www.sojitz.com/jp/corporate/philosophy/
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双日グループ人権方針  
https://www.sojitz.com/jp/csr/
humanrights/

双日グループ健康憲章
https://www.sojitz.com/jp/ 
csr/employee/ 
health_management

KEY LINKS

私たちは、人種、国籍、民族、
信条、性別、社会的身分、宗
教、年齢、心身の障害、性的志
向等を含む、あらゆる多様性
を尊重します。 
私たちは、人権を尊重し、一
人ひとりの多様な価値観、個
性、人格およびプライバシー
に配慮し、一切の差別を行い
ません。
　私たちは、他人に不快感を
与える性的な言動、妊娠や出
産に関する誹謗・中傷のほか、

侮蔑的な発言や、地位や権限
を乱用して圧力を加える言動
など、いかなるハラスメントも
許しません。 
私たちは、労働関連法令を遵
守し、安全で働きやすい職場
の確保に努めると共に、仕事
と個人の生活のバランスを重
視して、お互いの信頼関係を築
き、良好なコミュニケーション
を実践します。

差別・ハラスメントの防止と
職場環境の向上

https://www.sojitz.com/jp/csr/humanrights/
https://www.sojitz.com/jp/csr/humanrights/
https://www.sojitz.com/jp/csr/humanrights/
https://www.sojitz.com/jp/csr/employee/health_management
https://www.sojitz.com/jp/csr/employee/health_management
https://www.sojitz.com/jp/csr/employee/health_management
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取扱製品・サービス 
の品質と安全 また、私たちは、提供する製品

やサービスの品質や安全性に
関連する法規制を遵守し、お
客様との取り決めを守るのみ
ならず、お客様や社会に対する
説明責任を果たします。 
そのため、私たちは、提供する製 
品やサービスの品質や安全性
に関する情報や説明を、公正
性、透明性をもって分かり易く
提供してまいります。

私たちは、お客様や社会の品
質要求に誠実に向き合い、こ
れを実現するための不断の
努力を通じて、確かな信頼を
築きます。 
そのため、人々の価値観や社
会環境の変化と共に、企業に
求められる品質や安全性も
変化することを理解し、こうし
た変化をしっかりと捉え、技
術革新と共に進化する品質
管理の手法を取り入れなが
ら、品質管理に適切に取り組
みます。

双日グループ品質管理 
ポリシー  
https://www.sojitz.com/jp/ 
corporate/governance/ 
risk/policy/

KEY LINKS

https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/risk/policy/
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/risk/policy/
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/risk/policy/
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サプライチェーンと 
環境保全

また、私たちは、取引先に対して、
人権尊重、法令遵守、品質・安全
性の確保、地球環境保全な
ど、私たちのサプライチェーン
に関する行動指針への理解
と実践を求め、サプライ 
チェーンにおける強制労働、
児童労働を禁止し、労働者の
適切な労働時間を守り、最 
低賃金を確保します。
　さらに、私たちは、グローバ
ル企業として、地球環境問題
を経営上の重要な課題の一
つとして認識しています。環境
に与える負荷を最小化し、 

私たちは、高品質の製品・ 
サービスを提供するため、製
造から販売に至るまでのサプ
ライチェーンの過程で、信頼
性の高い製品・サービス等を
適切に供給できる取引先を選
定します。

エネルギーや資源の有効利
用や省資源化、廃棄物の削減
とリサイクルに取り組むな 
ど、持続可能な社会の実現に
向け、事業活動において環境
保全や汚染の予防に取り組む
と共に、環境面において優れ 
た競争力ある事業を推進しま
す。

双日グループ　サプライチェ 
ーンCSR行動指針 
https://www.sojitz.com/jp/ 
csr/supply/ 

双日グループ環境方針  
https://www.sojitz.com/jp/ 
csr/environment/policy/ 

木材調達方針 
https://www.sojitz.com/jp/csr/
supply/lumber/ 

パーム油調達方針 
https://www.sojitz.com/jp/csr/
supply/palmoil/

KEY LINKS

https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/
https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/
https://www.sojitz.com/jp/csr/environment/policy/
https://www.sojitz.com/jp/csr/environment/policy/
https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/lumber/
https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/lumber/
https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/lumber/

https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/palmoil/
https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/palmoil/
https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/palmoil/
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安全保障貿易管理・ 
輸出入関連法令の遵守

私たちは、世界平和、安全保
障、国際秩序の維持、国際協
調を普遍的価値として尊重
し、大量破壊兵器の開発、製
造、使用、貯蔵する行為には
断固として反対すると共に、
それら普遍的価値を脅かし、
実行、助長するテロ国家、テ
ロ組織等の何者ともいかなる
取引も行わず、関係も持ちま
せん。

私たちは、安全保障貿易管理
や制裁に関わる法令、規制、
社内ルールを遵守し、貿易、
投融資、その他の取引を行う
ときにはその取引相手を事
前に確認し、また、その取引
に手続きや許認可の取得が
必要な場合にはそれを履行
します。

双日グループ制裁対応・輸 
出管理基本方針  
https://www.sojitz.com/jp/ 
corporate/governance/ 
compliance/pdf/ 
exportpolicy.pdf

KEY LINKS

https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/exportpolicy.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/exportpolicy.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/exportpolicy.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/exportpolicy.pdf
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競争法の遵守

私たちは、カルテルや談合等の他の事業者を不当に排除する取 
り決めや合意を行いません。 
また、競合他社との価格、数量、顧客、販売地域の調整、および競
争を排除・制限する企業結合を行いません。 
私たちは、自由、オープンかつ競争的な市場を促進する各国の競 
争法を遵守します。
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利益相反の防止

私たちは、会社の利益を最大限にするために行動し、ビジネス
上の意思決定を行います。 
倫理的、客観的、そして誠実にビジネスを行うためには、個人 
の利益と会社の利益が対立する状況を避けることが必要不 
可欠であり、かかる利益相反を回避する行動をとります。 
私たちは、常に誠実に行動し、当社の事業のあらゆる面で企 
業倫理に基づく決定を行います。
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腐敗行為の防止
私たちは、不正な利益を得る
ため、またはビジネスを獲得・
維持するために、直接・間接
を問わず、政府関係者、取引
先等第三者に対しその行為
や意思決定に影響を与える
目的で金銭その他の利益（贈
答、接待を含む）を供与しま
せん。腐敗行為防止の観点か
ら注意を要する行為について
は、適切な社内手続に従い実
施します。

私たちは、世界各国また 
は地域において、贈賄、不 
正な利益供与等の腐敗行為
を行いません。 
私たちは、ISO37001の理 
念に則り、グローバル企業と
して、腐敗行為防止を経営上
の重要な課題の一つとして 
認識し、双日グループとして
腐敗行為防止の取り組みを
徹底します。

双日グループ贈収賄防止方針
https://www.sojitz.com/jp/ 
corporate/governance/ 
compliance/pdf/antibribery.pdf

双日グループ腐敗行為防 
止ルール 
https://www.sojitz.com/jp/ 
corporate/governance/ 
compliance/pdf/ 
anticorruption.pdf

KEY LINKS

https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/antibribery.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/antibribery.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/antibribery.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/antibribery.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/anticorruption.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/anticorruption.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/anticorruption.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/anticorruption.pdf
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市民活動の秩序や安全に脅威を 
与える勢力への対応

私たちは、詐欺、恐喝、マネーロンダリング、贈収賄、麻薬、テロ
等の犯罪行為等、市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社
会的勢力、もしくは、その関与が疑われる勢力とは、直接・間接
を問わず、いかなる取引も行わず、私たちの取引がこれらの犯罪
に利用されることのないよう、取引の過程で十分留意します。 
これらの勢力から不当な要求を受けた場合には、これを拒絶し、
毅然とした対応をとります。
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情報の管理

私たちは、各国の情報管理・
情報セキュリティに関する法
令及び規則を遵守すると共
に、社内規程に従って情報漏
えいや不正利用などに対する
予防策を講じることで、機密
情報や個人情報を含む情報
資産の漏洩・棄損を防ぐため
の管理を徹底します。

また、私たちは、双日グループ
の特許権、著作権、商標権そ
の他の知的財産権を保護す
ると共に、他者の知的財産権
を侵害しません。

プライバシーポリシー  
https://www.sojitz.com/jp/ 
privacy/policy.php

GDPRプライバシーポリシー 
https://www.sojitz.com/jp/ 
privacy/pdf/gdpr.pdf

KEY LINKS

https://www.sojitz.com/jp/privacy/policy.php
https://www.sojitz.com/jp/privacy/policy.php
https://www.sojitz.com/jp/privacy/policy.php
https://www.sojitz.com/jp/privacy/pdf/gdpr.pdf
https://www.sojitz.com/jp/privacy/pdf/gdpr.pdf
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情報の開示

私たちは、法令で求められる
事業活動、財務状況等の重
要な企業情報を、主体的・積
極的に、かつ広く適時・正確
に開示します。
また、私たちは、経営方針、社
会貢献活動等の非財務情報
を広く社会に公表し、積極的
な広報活動や対話を通じて
透明性を高め、説明責任を果
たすことにより、ステークホル
ダーから長期的な支持と信
頼を得るように努めます。

財務・会計に関する記録につ
いては、事業を行う国の会計
原則、税法および関連法令な
らびに国際会計基準に準拠
して管理し、税務当局による
情報提供依頼に対して正確
かつ迅速な対応を行います。 情報開示指針 

https://www.sojitz.com/jp/ 
ir/management/policy/ 

双日グループ税務ポリシー  
https://www.sojitz.com/jp/ 
corporate/governance/ 
compliance/pdf/taxpolicy.pdf

KEY LINKS

https://www.sojitz.com/jp/ir/management/policy/
https://www.sojitz.com/jp/ir/management/policy/
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/taxpolicy.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/taxpolicy.pdf
https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/compliance/pdf/taxpolicy.pdf
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インサイダー取引の防止

私たちは、業務の中で知り得た、当社または他の上場企業の未公表の
情報について、当該会社の株式等の価格に影響を及ぼしうる未公表の
重要事実を利用して、上場株式等を売買したり、売買させたりしませ 
ん。 
公表されていない大規模M&Aや収益見込み等の大幅修正といった、
未公表の重要事実を知った場合には、法令および社内規程に従って適
切な管理を徹底し、 厳に秘密を遵守します。


