
双日株式会社    統合報告書201648

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
　当社は、「双日グループ企業理念」（「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」）に基づき、継続的に中長期にわたる企業価値の向上を
図るとともに、豊かな社会の実現に貢献することを目指し
ています。この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの強
化が経営の重要課題であるとの認識の下、以下のような
コーポレート・ガバナンス体制を構築し、株主をはじめとす
るステークホルダーに対する経営責任と説明責任を果た
すことを含め、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の
確立に努めています。

1. 経営の監督と執行の分離
　当社では、経営の意思決定と業務執行の分離による権
限、責任の明確化および業務執行の迅速化を実現するた
め、執行役員制度を導入しています。取締役会は、取締役
会長が議長を務め、当社グループ経営にかかる基本方針と
最重要案件の審議、決裁を行う最高意思決定機関であると
ともに、業務執行機関からの重要事項の付議、定例報告な
どを通じて業務の執行状況の監督を行っています。業務執
行機関としては、当社グループの経営および執行にかかる

重要事項を全社的視野ならびに中長期的な観点で審議、
決裁する経営会議を設置し、最高責任者である社長が議
長を務めています。加えて、社長管下には、重要な投融資
案件を審議・決裁する投融資審議会、重要な人事事項を審
議・決裁する人事審議会、組織横断的な視点で取り組むべ
き事項を推進する社内委員会を設置しています。
　なお、急速な経営環境の変化に迅速かつ適切に対応し、
経営に対する責任を明確にするため、取締役と執行役員の
任期を１年としています。

２． 経営に対する監視・監督体制
　当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視
点による適切な助言・提言を受けること、および取締役会
の監督機能の強化を図ることを目的に複数の社外取締
役を選任しています。また、社外取締役が取締役会の諮問
機関である指名委員会、報酬委員会の委員長を務めること
により、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保
しています。
　なお、当社は監査役会設置会社であり、監査役会が取締
役の職務執行を取締役から独立した立場から、経営に対す
る監視・監査機能を果たしています。

取締役 7名

社内取締役 5名
社外取締役 2名

（うち女性1名）

監査役 5名

社内監査役 1名
社外監査役 4名

（うち女性1名）

経営の監督と執行の分離

取締役会議長＝会長
経営会議議長＝社長

任意の諮問機関としての委員会の設置

指名委員会
報酬委員会

両委員会とも、社外取締役2名、社内取締役2名の
合計4名で構成され、社外取締役を委員長とする
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業務執行組織（営業本部・コーポレート・国内外拠点）

内部統制委員会

CSR委員会

コンプライアンス委員会

投融資審議会

人事審議会

営業管掌役員、
コーポレート役員等

議長

会計監査人 指名委員会

報酬委員会

議長

取締役

業務執行
取締役

代表取締役会長 社外取締役

選任・解任 選任・解任選任・解任

【連携】

会計監査

内部監査

報告

監査

報告

報告

提案
【審議・諮問機関】

経営会議

取締役会

代表取締役
社長

株主（株主総会）

執
行
役
員
の
選
任・解
任・監
督

報告・最重要事項の付議

【社内委員会】

重
要
な
業
務
執
行
に
つ
き
付
議

監査役

社外監査役

監査役会

監査部

コーポレート・ガバナンス体制図

取締役会 ： 当社グループ経営にかかる基本方針と最重要案件の審議、決裁を行うとともに、業務執行状況を
  監督する。
監査役会 ： 監査役は諸法令等に基づき、取締役会から独立した立場で取締役の職務執行を監査する。
指名委員会 ： 社外取締役を委員長とし、取締役候補者・執行役員候補者の選任に関する基準・方法の審議・提案、
  候補者選任案を審議する。
報酬委員会 ： 社外取締役を委員長とし、取締役・執行役員の報酬水準、評価・報酬に関する諸制度を審議・提案する。

経営会議 ： 経営および執行にかかる重要事項を審議し、決裁する。
投融資審議会 ： 重要な投融資案件を審議し、決裁する。
人事審議会 ： 重要な人事事項を審議し、決裁する。
内部統制委員会 ： 内部統制体制整備の進捗および運用状況のモニタリング、ならびに当社の内部統制体制の維持、
  高度化を図るための方針を策定する。
コンプライアンス委員会 ： コンプライアンスに関する基本方針などの検討・策定および具体的な施策に関して審議する。
CSR委員会 ： CSR推進にかかわる基本方針、施策の検討・策定を行う。

※社内委員会の下部組織として、開示分科会、安全保障貿易管理分科会、情報セキュリティ分科会を設置
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社外役員選任における方針および独立性に関する基準
　当社は、社外役員の実質的な独立性を重視し、会社法上
の要件に加え独自の「社外役員の独立性基準」を策定し、

社外役員全員がこの基準を満たしていることを確認して
います。

（ご参考） 社外役員の選任および独立性に関する基準
社外役員の選任基準
　当社は、社外取締役には、企業経営者、政府機関出身者など産業界、
行政分野における豊富な経験を有する者や、世界情勢、社会・経済動
向、企業経営に関する客観的かつ専門的な視点を有する者など、広範
な知識と高い見識を持つ者を複数名、選任しています。また、社外監査
役の選任にあたっては、上記に加え、多様なステークホルダーの視点
を事業活動の監査に取り入れる視点から、その出身分野などの多様性
にも留意しています。

社外役員の独立性基準
　金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準に
も該当していないことを確認の上、独立性を判断しています。

1.  当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を保有する者）また
はその業務執行者

2.  当社の主要借入先（直近事業年度の借入額が連結総資産の２％を
超える当社の借入先）またはその業務執行者

3.  当社の主要取引先（直近事業年度の年間連結収益が２％を超える
取引先）またはその業務執行者

4.  当社を主要取引先（直近事業年度の年間連結売上高が２％を超え
る取引先）とする者またはその業務執行者

  5.  当社から役員報酬以外に、個人として過去３事業年度の平均で年
間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公
認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得てい
る者が法人、組合等の団体である場合は、過去３事業年度の平均
で年間1,000万円または当該団体の年間総収入額もしくは連結
売上高の２％のいずれか高い額を超える当該団体に所属する者）

  6.  当社から年間1,000万円を超える寄付・助成等を受けている者
（ただし、当該寄付・助成等を受けている者が法人、組合等の団体
である場合は、当該団体の業務執行者）

  7.  当社の会計監査人またはその社員等として当社の監査業務を担
当している者

  8. 過去３年間において上記１～７に該当していた者

  9.  上記１～８のいずれかに掲げる者（ただし、役員など重要な者に限
る）の配偶者または二親等内の親族

10.  当社もしくは当社連結子会社の業務執行者（ただし、役員など重
要な者に限る）の配偶者または二親等内の親族

11.  当社における社外役員としての在任期間が８年間を超える者

12.  その他、社外役員としての職務を遂行する上で、一般株主全体と
の間に恒常的で実質的な利益相反が生じるなど独立性に疑いが
有る者

役員の選任、報酬の決定
　当社は、役員の選任、報酬の決定にあたり、取締役会の
諮問機関として指名委員会および報酬委員会を設置し、
各々の委員会の審議を経て、取締役会において決議して
います。

　なお、取締役報酬は、会社業績を総合的に勘案し、決定され
ます。また、監査役の報酬は原則、監査役会において協議・決
定されます。いずれの場合においても、当社定時株主総会に
おいて決議された報酬限度額の範囲内で決定されます。

取締役及び監査役の報酬等の額
 （百万円）

区分
取締役 監査役 計

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

株主総会決議に
基づく報酬等 7名 368 5名 103 12名 471

うち社内 5名 344 1名 37 6 名 381

うち社外 2名 24 4名 65 6 名 89
※1 取締役の報酬限度額： 2007年６月27日定時株主総会決議
 （社外取締役を除く）  年額550百万円（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）
 （社外取締役） 年額50百万円
※2 監査役の報酬限度額：  2007年６月27日定時株主総会決議

 年額150百万円
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コーポレート・ガバナンス

取締役会の実効性に関する分析・評価
　当社は、取締役会の機能の向上を図るため、毎年、取締役
会全体の実効性について分析・評価を行うこととしていま
す。分析・評価方法は、全取締役に対して書面による自己評
価アンケートを実施し、アンケート回答の集計結果に基づ
き、取締役会において実効性を議論するというものです。

＜自己評価アンケート項目の概要＞
　取締役会の役割・責務、取締役会の構成、取締役会の運
営、取締役会の意思決定プロセス、取締役会による監督、
取締役のトレーニング、取締役会の諮問機関である指名委
員会・報酬委員会、社外取締役に関する事項、取締役会の
意思決定機能／監督機能、取締役会の実効性

＜評価結果の概要＞
　評価により、以下が確認されています。

•  取締役会の規模・構成は適正であること、取締役会と経営陣
幹部との権限・役割および責任の分担は明確になっているこ
と、取締役会の運営および指名委員会・報酬委員会は適切に
機能していること。

•  取締役会における意思決定機能と監督機能のバランスは適
正であり、取締役会では十分な議論が行われ、取締役会にお
ける経営上の重要事項に関する意思決定および業務執行に
対する監督についての実効性が確保されていること。

　一方、各取締役に対するトレーニングの機会をより多く
提供すること、社外取締役と業務執行者との取締役会以外
の場でのコミュニケーションの機会を持つことについて改
善の余地があるとの提言がなされ、今後、改善していくこ
とが確認されています。

監査体制
　監査役、会計監査人および監査部は、それぞれの立場で
監査業務を実施する上で、監査の相互補完および効率性
の観点から双方向的な情報交換を行い、監査の実効性を
高めています。

監査役監査
　監査役は、取締役会に加えて、監査役会が定めた監査役
監査基準に則り、経営会議、投融資審議会などの重要会議
に出席するほか、監査実施計画および業務分担などを定
め、取締役などからその職務の執行状況の聴取、重要な決
裁書類などの閲覧、さらには連結子会社から事業の報告を
求めるなどの方法により監査を実施し、経営に対する監視・
監査機能を発揮しています。

　また、監査体制を補助する目的で監査役業務室を設置、
専任の使用人を配置し、監査役の職務を補助すべき使用
人の取締役からの独立性とその職務執行の実効性を確保
しています。

会計監査
　当社は、会社法に基づく会計監査ならびに金融商品取引
法に基づく財務諸表監査、四半期レビューおよび内部統制
監査に関し、有限責任 あずさ監査法人に監査を依頼して
います。

内部監査
　毎期初に取締役会の承認を受けた監査計画に基づき、
営業部、コーポレート、海外主要現地法人を含む連結子会
社を主たる対象とし、監査を実施しています。

社外取締役および社外監査役の状況

氏名 16/3 期
取締役会出席回数

16/3 期
監査役会出席回数 選任の理由

社
外
取
締
役

石倉洋子 100%
（18／18 回） ̶

学識者としての国際競争力や国際企業戦略の分野に関する豊富な知識や、他の複数の企業
での社外役員としての経験に基づき、当社社外取締役として社外の独立した立場から、当社
業務に関して適切かつ有意義な助言・提言を行っており、選任しています。

北爪由紀夫 100%
（18／18 回） ̶

行政分野において要職を歴任し、また、外交官を務めるなど長年の経験と豊富な見識に基づ
き、当社社外取締役として社外の独立した立場から、当社業務に関して適切かつ有意義な助
言・提言を行っており、選任しています。

社
外
監
査
役

石毛孝幸 ̶ ̶
花王株式会社にて長年にわたり財務・経理、経営監査等の職務を担当し、また同社の社内監査
役も務めた経験に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から当社の経
営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行うことを期待して、選任しています。

瀬古美喜 100%
（18／18 回）

100%
（19／19 回）

経済学の大学教授としての長年の経験と豊富な知識を有し、高い専門性および知見に基づ
き、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から当社の経営を監視し、取締役会の
内外において的確な助言を行っており、選任しています。

津谷忠男 100%
（18／18 回）

100%
（19／19 回）

公認会計士として豊富な専門知識を有し、企業においても要職を歴任する中で培った貴重な知
識、経験などに基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から当社の経営を監
視し、取締役会の内外において的確な助言を行っており、選任しています。

北田幹直 ̶ ̶
検察官・弁護士といった司法分野において要職を歴任するほか、企業の社外取締役や社外監査
役も務める経験に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から当社の経営を
監視し、取締役会の内外において的確な助言を行うことを期待して、選任しています。
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内部統制システム
　当社は、「当社グループの業務の適正を確保するための
体制の整備に関する基本方針」（2015年4月24日取締役
会決議）に則り、内部統制システムの体制の整備、運用に努
めています。
　内部統制システム全般については、内部統制委員会が中
心となり、内部統制活動を担う各種委員会・組織と連携し、
体制の整備・維持・高度化を図っています。このうち、法令お
よび社内規程の遵守状況の点検・強化はコンプライアンス
委員会が、リスク管理手法の点検・強化はリスク管理企画部
が、グループ会社経営管理は経営企画部が各々中心となっ
て行っています。
　内部統制委員会は、内部統制システム全般の整備・運用
状況の全体俯瞰と定期的なモニタリングを実施するととも
に、社内制度・体制等にかかる全社的な課題の抽出と検討、
担当部署への指示、改善を行っています。また、金融商品取
引法に定める内部統制報告制度に則り、「適正な財務報
告を確保するための基本方針」を定め、当社グループ全体
での財務報告に係る内部統制評価、財務報告の信頼性確
保のための取り組みを推進・実践しています。
　なお、内部統制システムの整備、運用状況についての詳
細は、当社ウェブサイトをご覧ください。

コンプライアンス体制
　当社グループでは、「双日グループコンプライアンス・プ
ログラム」にコンプライアンス徹底のための手順を定める
とともに、「双日グループ・コンプライアンス行動基準」を策
定して、当社グループ役職員の拠りどころとなる世界共通

の判断基準を示しています。
　また、チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を委
員長とするコンプライアンス委員会が中心となって、当社
グループ会社および海外拠点にコンプライアンス責任者
やコンプライアンス委員会を設置するなどの体制構築を
行っています。コンプライアンス違反の防止や早期発見に
向けては、CCOおよび社外弁護士へのホットライン（内部
通報制度）、コンプライアンス委員会事務局につながる相
談窓口、および24時間365日活用できる多言語対応の
「双日エシックスホットライン」を当社グループ役職員に周
知しています。加えて、腐敗行為を防止するために、「双日
グループ腐敗行為防止規程」および「双日グループ腐敗行
為防止要領」を制定し、海外地域、当社グループ会社にお
いてもこれに準じた規程を導入しています。
　昨今の国内外諸法令の改正や社会通念などの変化を踏
まえて、「双日グループ・コンプライアンス行動基準」の内容
の見直しを行い、2017年3月期から改訂版の行動基準を
当社グループ会社に展開しています。また、コンプライアン
ス委員会で策定した活動計画の下、同委員会事務局を務め
る法務部がコンプライアンス事案に関する再発防止策の
協議や当社グループ会社に対するコンプライアンスの実
践に向けての支援・指導を行っています。2016年3月期に
おける具体的な活動は以下のとおりです。

• CCOと当社グループ会社社長との面談

• 当社グループ会社コンプライアンス担当者連絡会の定期開催

• インサイダー取引防止、ハラスメント防止、腐敗行為防止に関
 する説明会

• e-ラーニング、反社会的勢力への対応などの各種研修の実施

指導
報告

海外地域

グループ連結会社

各極コンプライアンス委員会

各社コンプライアンス委員会

本社

総支配人・総代表

責任者補佐 総支配人・総代表付管理職

各社責任者 海外現地法人社長

社長

責任者

責任者

責任者補佐 管理部門の管理職など

営業本部 コーポレート

責任者 本部長 担当役員

責任者補佐 企画業務室長 コーポレート
各部長各部責任者 営業各部長委員

・ 関係コーポレート担当役員および営業管掌役員

事務局
・法務部（コンプライアンス統括課）

分科会
・ 安全保障貿易 委員長：代表取締役副社長執行役員
 管理分科会

・ 情報セキュリティ 委員長：情報企画担当役員
 分科会   （CIO） 

コンプライアンス委員会

委員長
・ チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）

取締役会 経営会議社長

コンプライアンス体制図
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コーポレート・ガバナンス

株主との建設的な対話
　当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
向けた取り組みや、経営理念、経営ビジョン、経営方針など
について、適切な情報を適時提供するとともに、分かりや
すい説明を継続的に実施することや、株主の意見を経営に
報告・反映させることなど、株主との間で建設的な対話を
行うことを基本方針としています。
　株主総会に関しては、株主総会の活性化および議決権行
使の円滑化に向けた取り組みを実施しています。招集通知
は株主総会当日の4週間前に英文も含めてウェブサイトに
開示し、発送は3週間前に行っています。そのほかにも、集
中日を回避した開催、インターネットを通じた議決権行使の
実施、株主総会の質疑応答も含めた動画配信など、開かれ
た株主総会を目指して積極的な取り組みを進めています。
詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。

1. 株主との対話機会

国内機関投資家
　決算等の説明会や個別面談などを通じて対話を実施し
ています。

海外機関投資家
　個別面談において直接対話する機会を設けています。
個人株主・個人投資家
　決算や中期経営計画をはじめとする経営動向、経営方
針や経営ビジョンなどについて代表取締役やCFO、IR担
当役員が説明する機会を設けています。

２． 株主からの意見・懸念事項への対応
　対話を通じて株主からいただいた意見は、IR担当役員を
通じて経営幹部に報告され、重要な指摘・示唆については
経営に反映させています。

３． 対話における情報管理
　対話に際しては、当社が定めるインサイダー取引防止規
程を遵守しています。

2016年3月期の具体的な対話活動

対象 活動内容

機関投資家（運用担当者） 決算説明会
事業説明会
個別面談（社長約25件、CFO約60件、IR担当役員またはIR室約200件）
証券会社主催の国内外カンファレンスへの参加
ベトナムサイトツアー（当社事業の視察）

機関投資家（議決権行使担当者） スモールミーティングの実施
（ガバナンス体制の紹介）

個人株主 株主説明会（大阪・名古屋・福岡・浜松）

個人投資家 個人投資家説明会
証券会社主催IRイベントへの参加

証券アナリスト 決算説明会
事業説明会
ベトナムサイトツアー（当社事業の視察）

株主説明会の様子 決算説明会の様子株主総会の様子




