
コーポレート・ガバナンスの基本方針
　収益を上げ、企業価値を高めることをはじめとし

て、企業にはさまざまな目的がありますが、その成

果を継続的に上げ続けることができる基盤を整え、

株主、顧客、取引先、従業員をはじめとするあらゆるス

テークホルダーから信頼され続ける企業となるため

には、コーポレート・ガバナンスの強化を不断に推進

し続けることが不可欠です。特に当社グループは、業

種・業態、国・地域、人材など多様性に富んだ企業グ

ループを構築しており、グローバル企業としての競争

力を一層強化していくためにも、より実効性のあるグ

ループ全体のコーポレート・ガバナンスのあり方を検

討し続けることが重要であると認識しています。

　こうした考えの下、当社グループでは、株主をはじめ

とするステークホルダーの皆様に対する「経営責任お

よび説明責任の明確化」と「透明性の高い経営体制の

確立」に向けて、各種施策に取り組んでいます。これま

で、内部統制への取り組みや効率的な意思決定、執行

および監督を行うための仕組みづくり、監査機能の発

揮、情報開示の強化などを進めてきましたが、その取り

組みに終わりはなく、常により高度な体制構築を目指

し、努力していく必要があります。「双日グループは、誠

実な心で世界の経済や文化、人々の心を結び、新たな

豊かさを築きつづけます。」という企業理念の下、あら

ゆるステークホルダーにとって高い価値を提供する企

業であることを目指す当社グループは、会社としてどの

ような考えや姿勢、取り組みが社会の豊かさを築きつ

づけることにつながるかということを念頭に置き、コー

ポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス体制
　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。急速な

経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、取

締役および執行役員の任期を1年としています。

　当社の組織形態は監査役会設置会社であり、取締

役の業務執行を取締役から独立した監査役が監査

するとともに、経営に外部視点を取り入れ、業務執

行に対する一層の監督機能の強化を図るため、社外

取締役を選任しています。なお、社外取締役は、取締

役会の諮問機関である指名委員会、報酬委員会の委

員長を務めています。

1. 取締役会
　取締役会は、当社の最高意思決定機関として、当

社グループの経営に係る基本方針と最重要案件の

審議・決裁を行っています。取締役7名（うち社外取

締役2名）によって構成され、議論の深化、効率化お

よび意思決定の迅速化に取り組んでいます。取締役

会は原則として毎月1回以上開催し、特に必要な場

合は臨時取締役会を開催することとしています。

　なお、経営監視機能を高めることを目的として、取

締役会の議長を、業務執行の長である取締役社長

ではなく、取締役会長が行うこととし、経営と執行の

分離を進めています。

2. 監査役会
　監査役会は、社外監査役3名を含む監査役5名（う

ち常勤監査役3名）で構成され、取締役会から独立し

た立場の監査役が、取締役による業務執行を監査し

ています。

3. 指名委員会
　指名委員会では、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

法を審議・提案、候補者選任案を審議します。

4. 報酬委員会
　報酬委員会では、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・提案します。
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5. その他の経営・業務執行体制
　経営に関する重要事項を審議・決裁する機関とし

て、経営会議を設置しています。経営会議は、社長を

議長とし、業務執行取締役および営業部門やコーポ

レートの責任者などによって構成され、原則月2回開

催しています。

　当社の事業活動の中でも特に経営に大きな影

響を与える投融資については、その審議・決裁を迅

速かつ的確に行うため、投融資審議会を設置してい

ます。コーポレート管掌副社長を議長とし、業務執行

取締役およびコーポレートの責任者などから構成さ

れ、原則月2回開催し、重要な投融資案件の審議・決

裁を行っています。

　また、組織横断的な視点で取り組むべき事項を推

進する社長管下の業務執行機関として、次の4つの

社内委員会を設置、運営しています。

内部統制委員会  
     内部統制委員会は、社長を委員長とし、内部統制体制

の整備の進捗モニター、方針の策定を行っています。

コンプライアンス委員会
  コンプライアンス担当役員であるチーフ・コンプラ

イアンス・オフィサー（CCO）を委員長とし、コンプラ

イアンスに関する基本方針の検討・策定を行ってい

ます。

CSR委員会
  広報部担当役員を委員長とし、当社グループの

CSR推進にかかわる方針、施策を検討・策定してい

ます。

ポートフォリオ管理委員会
  当社グループにおける最適な資産および事業ポー

トフォリオ構築のための方針と施策の検討を行っ

ています。
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社外取締役の機能と選任理由
　当社では、コーポレート・ガバナンス強化の一環と

して、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対す

る一層の監督機能の強化を図ることを目的に、社外

取締役を選任しています。当社の社外取締役には、

日清紡ホールディングス株式会社相談役の指田禎

一氏と、帝人株式会社取締役会長の長島徹氏の2

名を選任しています。日清紡ホールディングス株式

会社および帝人株式会社は、当社の主要取引先に

は該当しないことなどから、独立性を堅持していると

判断しています。両名は、それぞれ報酬委員会、指名

委員会の委員長を務めており、取締役の報酬、選任

に関する妥当性・透明性を確保しているほか、取締

役会においても、当社の経営に関して、客観的な立

場から適切な助言を行っています。

 氏　　名 指田　禎一 長島　徹

 
属　　性

 日清紡ホールディングス 帝人株式会社 
 株式会社 相談役 取締役会長

 
選任理由

  経済界で要職を歴任する中で培われた経営
全般にわたる広範な知識と深い見解から、適切
な助言を得られると判断したため。

 （2011年6月23日現在）

中期経営計画「Shine 2011」におけるコー
ポレート・ガバナンス強化に向けた取り組み
　現在推進中の中期経営計画「Shine 2011」では、

持続的成長を担保する強い収益基盤の確立とグ

ローバル人材の育成を目標に掲げており、グロー

バル企業としてより高いレベルでのコーポレート・

ガバナンスの構築を追求しています。海外への展

開を加速していくにあたっては、海外グループ会社

におけるコンプライアンスや資金管理、在庫水準の

適正化といった課題に適切に対応するためのガバ

ナンス強化策に取り組んでいます。具体的には、営

業部門直轄の海外グループ会社に対する牽制機能

の強化を目的として、連結経営に与える影響度によ

る管理区分を設定し、当該区分に応じたコーポレー

トの関与によるガバナンス強化を図るための体制

整備を行っています。

　当社では今後とも、海外グループ会社に対する牽

制機能を発揮し、海外地域での当社グループの経営

基盤をより強化するための対策を講じていきます。

 主要各会議体の開催状況
　2011年3月期に行った主要会議体の開催状況は、

以下のとおりです。

 会議体開催状況

 取締役会 16回

 監査役会 14回

 経営会議 25回

 指名委員会 3回

 報酬委員会 3回

 投融資審議会 28回

 内部統制委員会 4回

 コンプライアンス委員会 4回

 CSR委員会 4回

 ポートフォリオ管理委員会 3回

役員報酬と決定方針
　取締役の報酬については、会社業績を総合的に勘

案し、報酬委員会における審議を経て、取締役会に

おいて決定されます。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。なお、当社は、社外

取締役の指田禎一氏、長島徹氏および社外監査役

の鴇田和彦氏、町田幸雄氏、湯浅光章氏との間で、責

任限度額を1,000万円または、会社法第425条第1項

に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度

とする、責任限定契約を締結しています。
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■ 役員報酬の内容
 2010年3月期 2011年3月期

  支給 支給額 支給 支給額
  区分 人員（名） （百万円） 人員（名） （百万円）

  取締役 9 328 7 343
  （うち社外取締役） （3） （21） （2） （24）

  監査役 8 133 5 131
 （うち社外監査役） （5） （58） （3） （57）

※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55,000万円
  （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5,000万円
※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15,000万円

 

独立役員の状況
　2009年12月に施行された有価証券上場規程等の

一部改正により、一般株主保護の観点から、上場会社

に対して、独立役員の確保が義務付けられました（有

価証券上場規程第436条の2）。独立役員とは、一般株

主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役また

は社外監査役を指します。独立役員には、上場会社の

取締役会などにおける業務執行に係る決定の局面

などにおいて、一般株主の利益への配慮がなされる

よう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保

護を踏まえた行動をとることが期待されています。当

社では、社外監査役の一人である町田幸雄氏を独立

役員として指定しました。

氏　　　名 町田　幸雄

属　　　性 西村あさひ法律事務所　弁護士

独立役員として
指定する理由

 

 （2011年6月23日現在）

 株主総会と議決権行使の状況
　当社では、開かれた株主総会を目指しています。招

集通知を株主総会日の約3週間前に発送するほか、

開催日は、できるだけ多くの株主の皆様が参加でき

るよう集中日を避けています。

　議決権の行使については、株主総会に参加できな

い方々でも議決権を行使できるよう、従来の郵送によ

る方法に加え、2005年6月開催の株主総会から、携帯

電話およびインターネットによる議決権の行使方

法を実施しています。また、2006年6月開催の株主総

会からは、実質的な議決権行使者の方々も議決権を

行使できるよう、「機関投資家向け議決権電子行使プ

ラットフォーム」を利用しています。株主総会の模様に

ついては、公正な情報開示を目的として、株主総会終

了後に当社ホームページ上にて動画配信を行ってい

ます。

　2011年6月23日に開催した株主総会では、書面と

インターネットを通じて議決権を行使された株主数

は62,807名（うち当日出席者数は取締役、監査役およ

び執行役員17名を含む1,133名）となり、議決権行使

率は62.41%となりました。

■ 議決権行使結果
 議決権を有する株主数 193,289名

 総議決権数 12,499,274個

 議決権行使株主数 62,807名

 議決権行使数 7,800,903個

 議決権行使率 62.41%

■  議決権行使書およびインターネット行使による 
議案別賛否の内訳

 決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）

 第1号議案
　剰余金の配当
 　（第8期 期末配当）の件 6,759,311 418,617 35,635 

 第2号議案
 　定款一部変更の件 6,820,646 356,910 36,896 

 第3号議案
 　取締役7名選任の件

 　土橋　昭夫 6,230,112 948,144 35,635 

 　橋川　真幸 6,498,341 679,917 35,635 

 　加瀬　豊  6,582,832 595,426 35,635 

 　佐藤　洋二 6,578,500 599,758 35,635 

 　寺岡　一憲 6,575,971 602,287 35,635

 　指田　禎一 6,525,998 652,259 35,635 

 　長島　徹  6,528,413 649,844 35,635 
 ※  本株主総会前日までの議決権行使分により、すべての議案は可決
要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対およ
び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

30年以上にわたって主に検事として刑事
事件を扱うとともに、検察庁の要職を歴任し、
現在は当社の社外監査役として当社の経
営を監視。独立した立場と客観的視点から、取
締役会の内外において的確な助言、提言を行
い、適正にその職責を全うしていることなどか
ら、独立性を堅持しており、独立役員として適
任と判断したため。
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情報開示についての考え方
　透明性の高い経営体制を確立し、ステークホル

ダーの皆様に対する説明責任を果たすためには、重

要な会社情報や当社の事業活動を理解する上で有

用な情報を、常にステークホルダーの皆様の視点に

立って迅速、正確かつ公平に開示することが重要で

す。当社では、有価証券上場規程に則り、証券取引

所を通じて適時開示を行うほか、報道機関や当社

ホームページなどを活用し、より多くの情報をステー

クホルダーの皆様に提供できるよう努めています。

株主・投資家の声を経営に取り入れるため
の取り組み
　当社では、株主・投資家の皆様からのご意見を真

摯に受け止め、経営に活かしていくことが重要との

認識から、株主・投資家の皆様との積極的なコミュ

ニケーションを図るための活動に注力しています。

具体的には、株主総会後に株主懇談会を開催する

ほか、株主総会以外でも株主の皆様との対話を

図っていくべく、2011年2月には大阪にて株主説明

会を実施しました（来場者253名）。アナリスト・機関

投資家の皆様とのコミュニケーションについては、

四半期ごとの決算発表時に定期的な説明会を開催

するとともに、積極的な個別ミーティングを行って

います。

　また、海外の株主・投資家の皆様に向けては、当

社ホームページ上での積極的な情報提供に取り組

むことに加え、アメリカ、欧州で年2回、アジアで年

1回、定期的な海外ロードショーを実施しています。

 内部統制システム
　金融商品取引法により、2009年3月期から、上場会

社には「経営者による財務報告に係る内部統制につ

いての評価報告書の作成とその評価についての外

部監査人による監査」（内部統制報告制度）が義務付

けられました。これは、業務を可視化して評価する方

法により、適切で正確な財務報告などの情報開示が

なされる仕組みが機能していることを経営者自らが

確認し、これに対して外部監査人が監査を行うもの

です。

　当社では、こうした制度改革を機に、法律が求める

範囲にとどまることなく、業務の適正性と財務報告の

信頼性確保という、グループ経営全般の有効性、効

率性、透明性のさらなる向上に向けた活動を推進し

ていくこととしています。

　2011年3月期においても、財務報告に係る内部統

制の整備状況ならびに運用状況の評価を行い、当社

グループの財務報告に係る内部統制に重大な欠陥

はないことを確認しました。

　今後も、当社グループの内部統制システムの向上

に取り組んでいきます。

■ 内部統制システムの強化に向けた主な取り組み

 2005年11月 社長を委員長とする内部統制委員会を設置 
 ・  当社グループの内部統制に係る方針の

決定および内部統制整備の進捗状況を
モニタリング

 ・  グループ社員の内部統制全般に係る意識
向上に向けた取り組みを推進

 2006年5月   「業務の適正を確保するための体制（内部統
制システム）構築の基本方針」を取締役会で
決議（2008年4月一部改定）

 2008年4月   「適正な財務報告を確保するための基本方
  針」を取締役会で決議

 

適時開示

事務局

・取締役会
・経営会議
・投融資審議会

主管部・立案部

・コーポレート各部
・営業部門
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■ グループ内の報告・情報開示体制図
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コーポレート・ガバナンス



さらなる経営の透明性向上に向けて
　監査を行っていく立場として、法令や各種規定を遵守しているかどうかを監査するのはもちろんですが、社会的な常識・

価値観に即した視点から経営を監視していくことが重要だと思っています。そのため、監査計画に基づく監査に加え、定例

的な会議への出席をはじめ、各役員や社員、国内外グループ会社の監査役とも情報交換の機

会を設ける中で、納得性の高い経営が行われているかの意見交換を行っています。

　こうした対話を続けている中で、ガバナンスの質が年々向上しているのを感じます。経営統

合によって双日が生まれてから8年という期間ではありますが、現在の双日のガバナンスは他

社と比べても高い水準にあると評価しています。

　企業経営において最も重要なものは「透明性」です。経営の実態が株主をはじめとする

ステークホルダーの方々にはっきり見え、そして日本特有の総合商

社という事業形態が海外においてもよく理解されるよう、監査機能

の強化を通じ、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していきた

いと考えています。

双
日
の
経
営
体
制

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。

1. 監査役監査
　監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に

則り、監査実施計画および業務分担などに従い、取

締役会、経営会議、投融資審議会などの重要会議に

出席しています。そのほか、取締役などから職務の執

行状況の聴取、重要な決裁書類などの閲覧、さらに

は当社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・監督機能を

果たしています。

2. 会計監査
　当社では、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を、有限責任 あずさ監査法人

に依頼しています。会計監査人は、監査役に対して監

査計画の説明および定期的な監査実施状況を報告

し、相互に情報を共有化して効率的な監査を実施し

ています。

3. 内部監査
　当社の内部監査は、監査役会と監査部が中心と

なって進めています。毎期初に取締役会の承認を受

けた監査計画に基づき、営業部門、財務部などの

コーポレート、連結子会社および海外主要現地法

人を対象とし、監査を行っています。監査時の指摘、

改善事項が受監査部署で早期に改善されるよう、

3ヵ月後と6ヵ月後に改善状況報告書を提出させ、

フォローアップ監査により改善を確認しています。

　また、問題点の早期発見と業務効率の改善促進、

損失発生の未然防止ならびにリスク管理マインドの

熟成を図るため、営業部およびグループ会社に「自

己点検制度」を導入しています。半年ごとに監査部が

改善実行状況をフォローアップし、大きな経営リス

クを内包していないかを検証・評価して社長に報告

するとともに、実効的な改善提案を行っています。
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常勤監査役

小森　晋




