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会長・社外取締役による座談会
今が成長を加速する好機。
双日ならではの強みを作り上げ、創造する価値、果たす役割を広げる。

試練を乗り越えながら
経営基盤の構築を推進

本日は私たち双日の成長への道筋や価値創造の姿
について、お話をうかがいたいと思います。初め

に、社外取締役就任から2年が経ちますが、双日に対する
当初の印象を聞かせていただけますか。

（敬称略、以下同）　総合商社というのは日本特有
の事業形態で、多様な事業、役割を持ち、正直、就

任前はその事業内容はよく分かりませんでした。ただ、政治
や経済、世界情勢などさまざまな要因から影響を受けるこ
とから、マネジメントはとても難しく、その分、極めて意義深
いと感じています。

昔から事業ではプラントや航空機事業、地域ではベ
トナムやインドネシアに強いというイメージととも

に、何にでもチャレンジする、他社に比べて元気があって
「やんちゃ」な印象を持っていました。今では、チャレンジ精
神は持ちながらも良識的な企業というイメージでしょうか。
例えば、木材事業では具体的な調達基準を業界に率先して
策定し、NGOからの指摘に対しても真摯に向き合うなど、
世の中の変化に合わせて非常にうまく自らも変化を遂げて
いると思います。

私たちのビジネスは社会ニーズに応えることが前
提です。また、2004年の統合後、膨大な資産圧縮

や財務基盤の健全化、事業再構築を進めるとともに、金融
機関や投資家の皆様の厳しい視線の中で、コーポレート・ガ
バナンスやコンプライアンスについても、業界に先駆け、着
実に手を打ってきました。その分、若干、大人しくなったと
いう印象を持たれているのかもしれませんね。

基盤はできた。今こそ成長に舵を切り、
強みを作り上げる

でも、それは次への基盤を作ったということ。これ
から、どのような分野で価値を創造するかだと思い

ます。昨今の資源市況の下落を受けて、総合商社は軒並み
打撃を受けていますが、その中で双日は増益を果たした。
これまでの非資源ビジネス強化の戦略が奏功した結果でも
ありますが、今こそ成長に向けて邁進すべきだと思います。

私も同意見です。会長がおっしゃるように、これま
では財務基盤を強固にすることは優先して取り組

む課題でした。ただ、そうした取り組みを通じて、フリー・
キャッシュ・フローが着実に積み上がってきており、今後の大
きな課題は、これをどう使っていくかでしょう。

どの分野に投資をしていくかは、これから2～3年
の私たちの大きなテーマです。今、双日は成長に

フォーカスを当て、他社に負けない分野を構築しようとして
いますが、お二人はどのように「強み」を作っていくべきとお
考えでしょうか。

従前から優位性を発揮している事業に加えて、イン
フラや空港事業などでも本部横断的な取り組みが

始まっています。こうした連携などを通じて、この分野では
世界の誰にも負けないと主張できるビジネスを創出してい
くことが重要なのだと思います。

昨年、4部門制から9本部制に変更しましたが、こ
れは事業を見ていく上で分かりやすいですし、収益

の塊を作るという明確なテーマがあって、高く評価していま
す。しかし、本部長の皆さんには、「自分たちの強みはここに
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ある、だからこのプロジェクトを遂行したい」という主張を
もっとして欲しいとも感じています。

これまで培ってきた財産を活かし、
事業が果たす役割・創造する価値を明確に

おっしゃるとおりですね。一方で、私たちは、地域
や顧客・パートナーとの強固な基盤、信頼関係と

いった、さまざまな財産を持っているのですから、双日なら
ではの価値を創造していくためには、それらを最大限に活用
していくことも重要になると思います。

世界で見ても、日本企業に対する信頼は厚いです
ね。双日がこれまでに築き上げてきたパートナー

シップは、一朝一夕に確立できるものではありませんから、
今後の成長の大きな原動力になると思います。

そういった世界の企業とのパートナーシップは、今
後も積み重ねる必要があります。そのためには、

多岐にわたるグローバルな環境変化を、自身の仕事と結び
つけながら的確に見極めていくことも、これからの社員には
一層求められてきますね。

グローバルという観点でいえば、私は、「双日のよっ
て立つ志、創造する価値」の明確化が大切だと思い

ます。双日の事業は、世界各地の社会や産業を変革する、
いわばシステムを作る仕事だと思うので、「私たちの事業に
よって、世界の国や地域の発展に、どのような役割を果たす
か」といったことを、現場の社員が常に考えていけるように
なればと思います。

ダイバーシティを重点課題と捉え、
人材育成を加速する

各本部で価値創造の全体像を描いて、優先順位を
定め、それを各部にメッセージとして発信していく

ことも重要になりますね。さて、今、お二人から社員に対す
るご意見をいただいたところですが、「商社は人なり」といわ
れ、私たちのビジネスは「人材」が源泉です。今後の人材育
成についてのお考えをお聞かせください。

社員には、パートナーと協働したり、事業を創造し
たりする機会をどんどん提供していくことが重要だ

と思います。人事などが取り組んでいる研修や海外トレー
ニー制度なども大切ですが、やはりビジネスの実践の場で
こそ、人材は加速度的に成長していきます。

商社には、いつもいい人材が集まりますね。単に優
等生でなく、自立的な、これからの私たちの成長に

資するような人材。ですから、会社としても、そういった個人
の力を一層伸ばすことが必要になると思います。ただ、双日

は、ダイバーシティについてはもっと推進しなければならない
と感じています。多様な専門性や経歴を持つ人材をもっと登
用・活用することで、マネジメント力はさらに高まるはずです。

私たちなりにダイバーシティは進めてきています
が、やはり大きな課題の一つです。例えば、女性の

活躍といった面でも、目標数値を掲げるようになったことは
一歩前進ですが、まだまだだと認識しています。女性管理職
が増え、活躍できる仕組みづくりも重要だと捉えています。

積極的な議論を続け、
企業価値向上につなげる

それでは最後に、今後のご自身の役割について聞
かせてください。

双日は、これからが成長の時期です。基盤ができ
た今はいいタイミングで、自分たちはいいポジ

ションにいると自覚することが大事です。取締役会では、私
たちの質問・提言に、社長だけでなく、皆さんが発言され、
活発な議論が交わされるようになってきましたね。私も、課
題をどうやって解決するか、そして、その覚悟があるか、こ
れまで以上に発言していく考えです。

他の総合商社と比べて、規模がそれほど大きくな
いからこそのメリットもあります。双日なりの特徴

や強みを磨いて、成長への取り組みを加速していって欲し
いですね。取締役会の後に本部長や部長と議論する場を設
けてもらっていますが、これは非常に効果的だと思います。
私としても、双日の特徴をどう活かしていくか、そこに助言
していきたいと思います。

社外取締役の視点、助言はいつもありがたく感じ
ています。引き続き、積極的なご指摘・ご提言をい

ただき、価値創造、企業価値向上につなげていきたいと思
います。本日はありがとうございました。

ありがとうございました。
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「2つの価値」を創造する企業グループであり続けるために

CSRの考え方
　双日グループのCSRとは企業理念の実践そのものであ
り、企業活動を通じて持続可能性を追求することです。
　中長期にわたる企業活動の継続には、それぞれの時代
に応じたステークホルダーからの期待に応える企業活動
であり続けることが不可欠であり、「双日グループCSRポ
リシー」には企業活動と社会・環境との共存共栄を掲げ、
その実現に向けて取り組んでいます。
　このCSRの考え方は双日の価値創造モデル（P16）にも
示しており、国・地域経済の発展や人権・環境配慮を期待
するステークホルダーの視点（社会に還元する価値）と、
事業の競争力や企業価値の向上を追求する当社の視点
（双日が得る価値）との違いを認識した上で、企業活動を
通じ双方にとって共通する価値を最大化させていくこと
（2つの価値創造)が、企業理念にある「豊かな未来の創
造」につながるものと考えています。

新たな取り組みテーマの整理プロセス
　世界的に社会・環境課題への関心が高まる中、企業は
ステークホルダーからこれら課題の解決に向けた取り組
みを強く期待されています。今後も双日グループが「2つ
の価値」を創造し続けるために、従来のCSR重点取り組み
テーマを見直し、より実践に根付かせていくための取り組
みの整理とテーマの明確化を行いました。
　整理にあたっては企業理念・CSRの考え方と代表的な国
際規範を踏まえ、CSR委員会・経営会議での議論や営業本
部との協議を行い、双日グループが企業活動を通じて中長
期的に取り組むべき6つの取り組みテーマとして取締役会
にて承認されました。
　今後は、これらテーマに沿った取り組みを推進することで
「2つの価値」を最大化させ、ステークホルダーからの期待
に応えていきます。

企業理念、経営方針
社会に貢献する企業

「2つの価値」の実践など

「双日のCSRの実践に関する考え方」を整理

この考え方を実践する

「営業本部のCSRに関する取り組み ～中長期にありたい姿～」を議論

双日の企業理念、経営方針、国際規範、営業本部の中長期にありたい姿を踏まえ

国際規範
国連GC10原則＊1
SDGs＊2、GRIなど

全社のCSR重点取り組みテーマを整理
 人 権：事業に関わる人権の尊重 環 境：事業を通じた地球環境への貢献
 資 源：持続可能な資源の開発・供給・利用 地域社会：地域社会と共に発展・成長を実現
 人 材：多様な人材の活躍･ダイバーシティの推進 ガバナンス：有効性と透明性を重視

「2つの価値」の創造へ

新CSR重点取り組みテーマ整理プロセス
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事業に関わる人権の尊重
事業に関わる人々の権利を尊重する。

その対象範囲は、自社従業員のみならず、
サプライチェーン全体における
事業の影響力が及ぶ範囲である。

児童労働､強制労働などが発生した場合は、
その是正に取り組む。

事業を通じた地球環境への貢献
事業に関わる環境面の持続可能性を追求し、

環境保全に努めると共に
環境性能の高い競争力ある事業に取り組む。

気候変動防止／ＣＯ2排出削減、
生物多様性対応などを含む、

事業に関わる環境負荷の最小化に取り組む。

地域社会と共に
発展・成長を実現

地域社会と共に発展する事業の推進。

事業を通じた地域社会の環境・社会
影響負荷の削減に取り組む。

地域社会と継続的にコミュニケー
ションを図り、事業の持続可能性の

追求と地域社会の課題解決、
次世代教育支援等にも取り組む。

有効性と透明性を重視
コンプライアンスの遵守や、

中長期的な事業の持続可能性追求など、
当社グループの活動すべてを有機的に連携させ、

実践していくための企業統治と
その透明性の追求に取り組む。

多様な人材の活躍･
ダイバーシティの推進
最大の経営資源は多様な人材である。

人材が活躍できる環境づくり、
採用、評価、育成のしくみや、
多様な価値観を持つ人材が活躍する
ダイバーシティの推進に取り組む。

持続可能な資源の
開発・供給・利用
持続可能な資源＊3の開発・供給・
利用を追求する。
省資源化､適切なエネルギー
ミックスの提案､資源の
安定供給に取り組む。
＊3 エネルギー資源、鉱物資源、食料資源、
水資源、林産資源、水産資源などを含む。

新ＣＳＲ重点取り組みテーマ

参考としている主なフレームワーク

＊1 国連グローバルコンパクト
双日は、グローバルに事業を展開す

るにあたり、国・地域の法令を遵守する
にとどまらず、国際規範に沿った、事
業を通じた環境配慮、人権尊重などを
追求する姿勢を明確にするために、国
連グローバル・コンパクト（UNGC）に
署名しています。
UNGCは、企業が国際社会の一員と

してリーダーシップを発揮し、事業活
動を通じた持続可能性を追求することを提唱しています。双日は、
2009年にUNGCに参加し、UNGCの定める企業活動に関わる
「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」に関する10の原則を支持し、企業
活動を通じその実践に取り組んでいます。

＊2 Sustainable Development Goals
Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標)とは、
国連が主導となり、193の加盟国で2015年に整理された、2030年ま
でに優先的に解決されるべき世界共通の17の社会課題です。
中長期的にステークホルダーから解決を期待される課題であり、

当社グループのCSR重点取り組みテーマを明確化するにあたって
参照しました。

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。

事業に関

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。

人 権

資 源

人 材 ガバナンス

環 境

地域社会

※ CSRについての詳細は、当社ウェブサイトのCSRページをご覧ください。（http://www.sojitz.com/jp/csr/）
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14.3 15.3 16.3 21.3
（目標）

11%
14%

16%

30%

2倍2倍

双日の人材基盤

人材戦略
　双日グループは、人材を最大の財産と考え、「人財」の
力を高めることこそが、当社の価値創造の源泉であると
考えます。当社の人材が世界のあらゆるニーズを把握し、
価値を創造し続けることで、安定的な収益基盤を構築し当
社グループの持続的成長につなげていきます。当社は多
様な人材を、企業理念・行動指針の下でグローバル・マネ
ジメント人材＊に育成し、グローバルな環境変化に機敏に
対応していきます。

＊ 自ら考え、行動し、やり抜くことで、世界を舞台に「価値を創造することのできる
 人材=稼ぐ人材」をグローバル・マネジメント人材と定義。

女性の活躍推進に向けての取り組み
　双日グループは、社員のさらなる活躍と、 新たな価値
観の創造のため、多様な価値観を持つ社員が個々の力を
活かすダイバーシティの推進に取り組み、「働きがいのあ
る会社」「働きやすい会社」を目指しています。特に女性の
活躍については、女性総合職の採用増加や、「キャリアを
止めない」施策拡充、女性管理職が増えていくための社員

意識改革を重点施策として、活躍を推進しています。
　具体的には、女性総合職の採用母集団拡大のための諸
施策に加えて、柔軟な勤務時間の設定をはじめとした、仕
事と育児の両立のための各種支援策を講じています。さ
らに、配偶者の海外転勤に帯同する社員については再雇
用制度の導入により、帰国後に再度キャリアを継続するこ
とが可能な環境を整えています。また、駐在や語学研修な
どの経験早期化の推進や、女性総合職・管理職への研修
などの実施により、女性のキャリア形成と継続について社
員全体の理解促進を図り、多様な働き方を受容する社内
の土壌づくりに取り組んでいま
す。これらの施策により、新卒総
合職の女性採用比率を30%に
（2016年3月時点：16%）、
2021年までに女性管理職数を
54名に（2016年3月時点：27
名）、それぞれ倍増させることを
目標としています。

働きがいのある会社

「商社は人なり」といわれるとおり、双日グループの価値創造モデルの中心になるのが人材。
人種、国籍、性別、年齢などにかかわらず、「働きがいのある会社」「働きやすい会社」を目指し、
さまざまな取り組みを進めています。

次世代認定マーク
「くるみん」

女性の活躍推進に向けた方針

会社の制度
• 産休・育児休暇制度
•  短時間勤務制度
•  再雇用制度
•  看護休暇制度

職場環境の整備
• 女性採用人数の増加
•  管理職向けの、働く女性に
対する理解促進

女性社員の意識向上
• 駐在・語学研修などの
 経験早期化
•  女性総合職向け
キャリア研修／懇親会

新卒総合職の女性採用比率

14.3 15.3 16.3 21.3
（目標）

17名 19名

27名

54名

2倍2倍

女性管理職数
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コミュニケーションを通じスタッフ全員
の力を引き出し、双日の成長に貢献し
ていきます
　現在ロンドン法務部のマネージャーとして、欧州・ロシア
NIS地域内における法務業務（契約書作成・レビュー、債権
回収、訴訟・仲裁対応、コンプライアンスなど）を担当してい
ます。入社以来法務部に在籍していますが、海外留学・研
修、育児休暇・復帰を経て2016年より英国に駐在していま
す。駐在員として意識しているのは、コミュニケーションで
す。担当地域は11ヵ国・14拠点あり、当社スタッフ・顧客に
かかわらず、言語・文化・慣習・歴史的背景に起因する意見の
相違が起こり得るため、それらを回避すべく、なぜそう考え
るのかを事細かに説明するよう努めています。法務は営
業を支援する、いわば裏方ですが、商社として無から有を
生み出すような案件を社内外のメンバーと知恵を絞りなが
ら推進することにやりがいを感じています。今後も、法務と
して当社の収益拡大・リスクコントロールに寄与すること、
またそうした案件のサポート・貢献ができる人材育成を通じ
て、双日の成長に貢献していきたいと考えています。

双日欧州会社
法務部 Manager

丹部 亜希子

世の中へ提供している価値を考え抜き、
成長へつなげていきます
　入社以来一貫して繊維部門に所属し、現在は双日ファッ
ション株式会社、第一紡績株式会社をはじめとする繊維関
連子会社の経営管理・経営サポートに携わっています。
2015年に現職となり、私が意識していることは、事業・人
材両面で次世代につながる“種を育てる”ことです。自身の
パフォーマンスがどういう結果をもたらすのか、それが次
世代にどうつながるのか。現在、そして将来の事業会社の
付加価値向上のために、営業部の一組織として何をするべ
きか。それらを意識して、次世代の土台づくりを行うように
努めています。周囲・社内外の力を借り、チーム全体で一
緒に悩み考え抜き、種を着実に育てていくことで、双日グ
ループの拡大に寄与していきたいと思っています。
　双日は、グローバルにネットワークを持ち、新聞を賑わ
せる華々しい事業から、縁の下の力持ちのようなビジネ
スまで、ありとあらゆる事業を行っています。店頭やイン
ターネットに並ぶ多種多様な商品、社会を動かすシステム
に、双日の扱う事業・商品がかかわり、日本だけではなく
あらゆる国の社会に還元･貢献していることは、双日で働
くモチベーションになっています。

双日株式会社
生活資材本部 繊維事業部 事業統括課 課長 

小林 美和子

熊本県荒尾市で繊維製品製造業を展開する第一紡
績株式会社は、紡績から加工までの一貫生産設備を
持ち、その技術力には高い
評価を得ています。“荒尾の
和糸”ブランドの肌着を全国
百貨店で展開中です。是非
お手に取ってご覧ください！

!
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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
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代表取締役会長
加瀬 豊
1970年 5月 日商岩井株式会社 入社
2001年 6月 同社執行役員
2003年 4月 同社取締役常務執行役員
2004年 4月  旧双日株式会社 代表取締役

専務執行役員
2004年 8月 同社代表取締役副社長執行役員
2005年 10月 当社代表取締役副社長執行役員
2007年 4月 当社代表取締役社長 CEO
2012年 4月 当社代表取締役会長
2013年 6月  アステラス製薬株式会社 社外取締役（現）
2016年 3月  株式会社ジェイ エイ シー リクルート

メント 社外取締役（現）
2016年 6月  積水化学工業株式会社 社外取締役（現）

代表取締役副社長執行役員
茂木 良夫
1975年 4月 日綿實業株式会社 入社
2006年 4月 当社執行役員
2008年 4月 当社常務執行役員
2012年 4月  当社専務執行役員 CFO 
2012年 6月  当社代表取締役専務執行役員 CFO 
2014年 4月  当社代表取締役副社長執行役員 CFO 
2016年 4月  当社代表取締役副社長執行役員

代表取締役副会長
原 大
1975年 4月 株式会社三和銀行 入行
2002年 1月  株式会社UFJ銀行執行役員
2005年 5月 同社常務執行役員
2006年 1月  株式会社三菱東京UFJ銀行

常務執行役員
2008年 6月 同社常務取締役
2009年 5月 同社専務取締役
2010年 5月 同社副頭取
2012年 6月 当社代表取締役副会長

取締役（非常勤）
石倉 洋子＊1、2

1985年 7月  マッキンゼー･アンド･カンパニー･インク
日本支社マネージャー

1992年 4月  青山学院大学国際政治経済学部教授
1996年 3月  エイボン･プロダクツ株式会社 

取締役（非常勤）
2000年 4月  一橋大学大学院国際企業戦略研究科

教授
2001年 2月  中央教育審議会委員
2004年 4月  ボーダフォンホールディングス株式会社 

取締役（非常勤）
  日本郵政公社社外理事（非常勤）
2005年 10月 日本学術会議副会長
2006年 6月 株式会社商船三井 社外取締役
2008年 1月 総合科学技術会議議員（非常勤）
2010年 6月  日清食品ホールディングス株式会社 

社外取締役（現）
  富士通株式会社 社外取締役
2011年 4月  慶應義塾大学大学院メディアデザイン

研究科教授
2012年 4月 一橋大学名誉教授（現）
2012年 6月  ライフネット生命保険株式会社 

社外取締役（現）
2014年 6月 当社取締役（非常勤）
2015年 6月 株式会社資生堂 社外取締役（現）

取締役・監査役（2016年7月1日現在）

代表取締役社長 CEO
佐藤 洋二
1973年 4月 日商岩井株式会社 入社
2003年 4月 同社執行役員
2004年 4月 旧双日株式会社常務執行役員
2005年 4月 同社取締役常務執行役員 CFO
2005年 10月 当社取締役常務執行役員 CFO
2006年 4月 当社取締役専務執行役員 CFO
2008年 4月  当社代表取締役副社長執行役員 CFO
2012年 4月 当社代表取締役社長 CEO

代表取締役副社長執行役員
水井 聡
1975年 4月 日商岩井株式会社 入社
2002年 7月 日商岩井インドネシア会社社長
2006年 2月 双日米国会社 COO
2006年 4月 当社執行役員
2011年 4月  当社常務執行役員 化学品・機能素材

部門長
2014年 4月  当社専務執行役員 エネルギー・金属

部門長
2015年 10月  当社副社長執行役員
2016年 6月  当社代表取締役副社長執行役員

取締役
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取締役（非常勤）
北爪 由紀夫＊1、2

1973年 4月 通商産業省 入省
1993年 7月 東京都労働経済局商工計画部長
1996年 7月 通商産業省貿易局総務課長
1997年 7月  大臣官房審議官（貿易局･安全保障

貿易担当）
1999年 7月 特許庁総務部長
2001年 4月 独立行政法人日本貿易保険 理事
2007年 8月 カタール駐箚特命全権大使
2010年 12月  財団法人日本航空機開発協会 

副理事長（現） 
2014年 6月 当社取締役（非常勤）

常勤監査役
石毛 孝幸＊2、3

1978年 4月 花王石鹸株式会社 入社
2003年 1月  花王株式会社経営監査室部長

（海外担当）
2006年 9月 同社経営監査室長
2011年 6月 同社常勤監査役
2016年 6月 当社常勤監査役

＊1 石倉 洋子、北爪 由紀夫の各氏は会社法に定める社外取締役です。
＊2 石倉 洋子、北爪 由紀夫、石毛 孝幸、瀬古 美喜、津谷 忠男の各氏は有価証券上場規程で定める独立役員です。
＊3 石毛 孝幸、瀬古 美喜、津谷 忠男、北田 幹直の各氏は会社法に定める社外監査役です。

監査役（非常勤）
津谷 忠男＊2、3

1973年 10月  アーサーアンダーセン会計士事務所
入所

1988年 9月  同事務所パートナー
1990年 9月 公認会計士・税理士事務所「津谷会計
  事務所」開所（現）
1997年 2月 日本アムウェイ株式会社 入社
2001年 3月 デンセイ・ラムダ株式会社 入社
2001年 6月 同社取締役・財務本部長
2004年 7月 オリックス株式会社 入社
2005年 2月 同社執行役
2009年 1月 同社常務執行役
2009年 6月 富士火災海上保険株式会社社外取締役
2010年 1月 オリックス株式会社顧問
2010年 4月 富士火災海上保険株式会社顧問
2011年 6月  日立ツール株式会社社外監査役
2013年 6月 当社監査役（非常勤）
2014年 4月  ポールトゥウィン・ピットクルーホール

ディングス株式会社
社外監査役

常勤監査役
濱塚 純一
1977年 4月 日商岩井株式会社 入社
2005年 10月 当社執行役員 主計部長
2007年 4月  当社執行役員 米州地域 CFO 兼 CAO
2010年 4月  当社執行役員 CIO 兼 内部統制統括

部、情報企画部担当
2012年 4月  当社常務執行役員 財務、為替証券、

ストラクチャードファイナンス、主計、
アセットマネジメント担当

2013年 4月  当社常務執行役員 リスク管理企画、
リスク管理第一、リスク管理第二担当

2015年 4月  当社常務執行役員 アジア・大洋州
副総支配人

2016年 4月 当社顧問
2016年 6月 当社常勤監査役

監査役（非常勤）
北田 幹直＊3

1976年 4月 東京地方検察庁検事
1987年 7月  在アメリカ合衆国日本国大使館

一等書記官
1997年 4月 法務省刑事局国際課長
2002年 4月 外務省大臣官房監察査察官
2009年 1月 公安調査庁長官
2012年 1月 大阪高等検察庁検事長
2014年 3月  弁護士登録（森・濱田松本法律事務所

客員弁護士）（現）
2014年 6月  シャープ株式会社 社外取締役

王子ホールディングス株式会社 
社外監査役（現）

2014年 8月  アスクル株式会社 社外監査役（現）
2015年 6月  株式会社横河ブリッジホールディングス 

社外取締役（現）
一般社団法人投資信託協会理事
（非常勤）（現）

2016年 6月 当社監査役（非常勤）

監査役

　

監査役（非常勤）
瀬古 美喜＊2、3

1978年 4月 日本大学経済学部助手
1981年 4月 同大学経済学部専任講師
1985年 4月 同大学経済学部助教授
1990年 4月 同大学経済学部教授
1998年 4月 慶應義塾大学経済学部教授
2013年 4月  同大学名誉教授（現）

武蔵野大学政治経済学部教授
2013年 6月 当社監査役（非常勤）
2014年 4月 武蔵野大学経済学部教授（現）
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執行役員（2016年7月1日現在）

常務執行役員
田中 勤
化学本部長

常務執行役員
平井 龍太郎
秘書、人事総務担当

専務執行役員
武井 正人
社長特命
豪州開発担当

常務執行役員
篠原 昌司
中東・アフリカ総支配人

執行役員
田村 喜宏
中国副総代表
兼 双日上海会社総経理

専務執行役員
吉村 利治
自動車、航空産業・情報管掌
兼 環境・産業インフラ本部長

副社長執行役員
谷口 真一
東アジア・関西担当

常務執行役員
後藤 政郎
中国総代表
兼 双日中国会社董事長 
兼 総経理
兼 青島支店長
兼 武漢出張所長
兼 重慶出張所長
兼 双日上海会社董事長 
兼 双日大連会社董事長 
兼 双日広州会社董事長 
兼 双日香港会社董事長 
兼 北京駐在員事務所長

常務執行役員
此田 哲也
社長特命 金融政策担当

常務執行役員
加藤 英明
アジア･大洋州総支配人
兼 双日アジア会社社長
兼 シンガポール支店長

常務執行役員
花井 正志
CCO 
兼 法務担当

専務執行役員
松村 博史
海外業務担当
兼 株式会社双日総合研究所
代表取締役社長

常務執行役員
田中 精一
CFO
兼 財務、主計担当

専務執行役員
藤本 昌義
経営企画、戦略投資推進、IR、広報、
物流・保険統括担当

専務執行役員
西原 茂
石炭・金属、食料・アグリビジネス、
生活資材、リテール事業管掌
兼 海外プロジェクト推進室長

副会長
段谷 繁樹
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執行役員
草野 成也
欧州・ロシアNIS総支配人
兼 双日欧州会社社長

執行役員
市村 由昭
食料・アグリビジネス本部長

執行役員
西村 康
リテール事業本部長

執行役員
櫛引 雅亮
リスク管理企画、リスク管理、
コントローラー室担当

執行役員
平川 真淳
双日ロジスティクス株式会社
代表取締役社長

執行役員
泉谷 幸児
米州総支配人
兼 双日米国会社社長
兼 双日カナダ会社社長

執行役員
山田 裕
ストラクチャードファイナンス担当

執行役員
山口 幸一
航空産業・情報本部長

執行役員
高濱 悟
CIO
兼 情報企画担当
兼 営業管掌役員業務室長


