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　企業は社会の一員であり、その持続

的な成長のためには、社会への配慮が

不可欠です。双日グループはCSRを経営

の重要課題と位置付け、積極的に取り

組んでいます。
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＊ 主に被災地で活動するNPOに寄付しています。

このほかの支援活動が決まりましたらホームページにてお知らせします。

「 双日グループの社会的責任（P60～69）」に
ついて
報告期間：  2011年3月期（2010年4月1日～2011年

3月31日）の実績ですが、一部直近のも
のも含みます。

対象範囲：  双日株式会社および一部の双日グルー
プ会社

参照ガイドライン：
GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドラ
イン第3.1版」

CSRの取り組みに関するより詳しい情報や、本レ
ポート発行後の最新情報は、ホームページの「CSR
（企業の社会的責任）」に掲載しています。
URL (http://www.sojitz.com/jp/csr/index.html)

東日本大震災の復興支援について
　この度の東日本大震災により被災された皆様に、心

よりお見舞いを申し上げます。また、一日も早い復興を

お祈り申し上げます。

　双日グループにとって、東日本大震災の復興を支援す

ることは、「重点取り組みテーマ」としてあげている4つの

課題に加えて喫緊の課題と認識しています。被災地域の

人・取引先・事業などへの復興の一助として、「人や地域社

会の未来への活力」をテーマに、双日グループのリソー

スを活用した支援活動を継続的に実施していきます。

※「重点取り組みテーマ」はP62をご覧ください。

■ 復興支援に向けた双日の取り組み

2011年3月には双日グループとして

1億円の支援を行いました。また、国内

外の双日グループ役職員による募金

活動を行い、5,100名から集まった約

16百万円を寄付しました。＊

総額5億円の双日復興支援教育基

金を設立しました。被災により経済

的に困難な状況の大学生に対して、

2012年3月期から5年間、毎年30名、

合計150名を募集し、最大4年間の

奨学金を付与します。

役職員のボランティア活動に対して

特別休暇や活動費用面で支援を

行っています。

被災地支援・募金

復興支援教育基金

役職員の
ボランティア活動
支援
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双日グループは社会の一員として、企業理念にある「新たな豊かさ」を築きつづけることを目指して
います。ここでいう「新たな豊かさ」とは多様な文化や価値観を尊重しつつ、人々の生活の質の向上
に貢献していくこと、それを通じて社会・環境との共存共栄の関係を築いていくことを表しています。

CSRの基本的な考え方
　双日グループのCSR（Corporate Social Responsibility／

企業の社会的責任）は、企業理念の実現に向けた取

り組みです。「双日グループ企業理念」に基づいた

「双日グループCSRポリシー」を制定し、経営ビジョン＊1

にも反映することで、CSRが重要な経営課題の一つで

あることを明確にしています。
＊1  経営ビジョンについてはP2をご覧ください。

CSR委員会
　双日グループのCSRにかかわる重要な事項は、

CSR委員会＊2において審議されています。同委員会

は、社長の直轄機関として位置付けられ、その内容は

経営会議へ報告されます。

＊2  CSR委員会の構成はホームページをご覧ください。 
       URL（http://www.sojitz.com/jp/csr/index.html）

CSR浸透のための取り組み
　双日グループの企業活動はあらゆる場面で社会と

の接点があり、グループ社員一人ひとりが社会を常に

意識し、社会の期待に誠実に応えていくことが大切で

す。そのために、さまざまなCSR浸透のための取り組

みを行っています。

双日グループCSRセミナー
　外部有識者の声をグループ内に取り入れ、グルー

プ社員一人ひとりがCSRの実践につなげることを目

的としてCSRセミナーを開催しています。2009年11月

に実施した第1回セミナーに引き続き、2011年3月期

は下記のテーマにて開催しました。

 第2回 総合商社グループに期待される次世代環境・エネ
 ルギービジネス
 第3回 産業廃棄物に関するリスク管理のための基礎知識
 と実務セミナー

その他の取り組み
　グループ会社の社長連絡会、イントラネット「CSR・

環境ホームページ」、グループ報『HORIZON』を活用し

てCSRの取り組みや社会貢献活動の紹介、環境法規

などの解説を行っています。また、

2011年3月期には、主に双日グルー

プのサプライチェーンにおけるCSR

の取り組みについてまとめた小冊子

『双日グループのCSR』の第2弾をグ

ループ社員全員を対象に配布しま

した。

企業理念の実現に向けて

　双日グループ企業理念

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。

　双日グループCSRポリシー

企業理念の地道な実践を通じ、
企業活動と社会・環境の共存共栄を
目指します。

双日グループ役職員
一人ひとりのCSRの実践

企業活動をささえる
コーポレート・ガバナンス体制

双日グループの
あらゆる企業活動

企業理念の実現
セミナーの様子

小冊子『双日グループ
のCSR vol.2』

■  双日グループのCSRの基本的な考え方



国連グローバル・コンパクトへの参加
　国連グローバル・コンパク

トは、企業が責任ある創造的

なリーダーシップを発揮する

ことによって、社会の良き一員

として行動し、持続可能な成

長の実現を目指すことを提唱

しており、人権、労働基準、環

境、腐敗防止にかかわる10原則を掲げています。双日

はその趣旨に賛同し、2009年4月、国連グローバル・

コンパクトに参加しました。

分科会への参加 
　国連グローバル・コンパクトの参加企業を会員とす

るグローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークで

は、テーマ別に分科会を設けており、2011年3月期に、

当社はサプライチェーン分科会に参加しました。同分

科会では、サプライ

チェーンにおける

CSRの取り組みを企

業がどのように進

め、課題を改善して

いくかについて、さま

ざまな事業分野で活動する20社が意見交換を行っ

ています。これらの意見は双日グループの活動にも反

映させています。

■  国連グローバル・コンパクトの10原則 

人権 企業は、 
 原則１　 国際的に宣言されている人権の

  　保護を支持、尊重し、

 原則２　 自らが人権侵害に加担しないよう

  　確保すべきである。

労働 企業は、 

基準 原則３　 組合結成の自由と団体交渉の権利の
  　実効的な承認を支持し、

 原則４　あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、

 原則５　児童労働の実効的な廃止を支持し、

 原則６　 雇用と職業における差別の撤廃を

  　支持すべきである。

環境 企業は、 
 原則７　 環境上の課題に対する予防原則的

  　アプローチを支持し、

 原則８　 環境に関するより大きな責任を

  　率先して引き受け、

 原則９　 環境に優しい技術の開発と普及を

  　奨励すべきである。

腐敗 企業は、 

防止 原則10　 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の
  　腐敗の防止に取り組むべきである。

分科会における意見交換の様子
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● サプライチェーンにおけるCSRの推進
● 気候変動防止に貢献する事業の推進
● 途上国､新興国の発展に寄与する事業の推進
● 社員一人ひとりが能力を発揮できる制度･環境の整備

　社会（ステークホルダー）の皆様の期待・関心、双日グループにとっての重要度を考慮し、双日グループ

が重点的に取り組んでいくCSR課題「重点取り組みテーマ」を特定しています。本レポートでは、双日グループ

のCSRの取り組みのうち「重点取り組みテーマ」を中心に報告します。より詳しい情報や、本レポート発行後

の最新情報は、ホームページの「CSR（企業の社会的責任）」でご覧いただけます。

URL (http://www.sojitz.com/jp/csr/index.html)

※  この「重点取り組みテーマ」は恒久的なものではなく、社会からの要請や双日グループの状況の変化に応じて、適宜、見直しを行っ
ていく予定です。

※ 東日本大震災の復興支援は、本テーマに加えて喫緊の課題と認識しています。

双日グループ 重点取り組みテーマ

企業理念の実現に向けて



サプライチェーンとともに歩む
双日グループのCSR
　グローバルに多角的な事業を展開する双日グルー

プにとって、サプライチェーンにおけるCSRの取り組

みは重要な課題です。取り組み方針をグループ内外

に明確に示すため、2010年4月には「双日グループ サ

プライチェーンCSR行動指針」を策定しました。内容

については前述の国連グローバル・コンパクトの10

原則を踏まえたものです。本指針をサプライヤーと共

有し、サプライヤーとともに企業活動と社会・環境の

共存共栄を目指しています。

主な取り組みと2011年3月期の進捗
サプライチェーンCSR行動指針の浸透
　社内関連部署に対し、サプライチェーンにおける

CSR推進について個別説明を行いました。さらに、取

引金額や、国際的なサプライチェーンCSRに関連する

指標などにおいて重視される地域、業界などを考慮

し選定した56社のサプライヤーに対し「双日グループ

サプライチェーンCSR行動指針」策定の案内および各

社の取り組み状況に

ついてのアンケート

調査を実施しました。

　なお、サプライヤー

からいただいた回答

内容には、直ちに対

応を要する重大な課

題はありませんでした。

今後の取り組み
　2011年3月期に続き、サプライヤーへのアンケート

調査を実施するとともに、双日グループ各社に取り組

みを拡大していく方針です。また、サプライヤー企

業を当社社員が訪問しヒアリングを行うことも予定し

ています。今後もサプライヤー各社やグループ各社と

のコミュニケーションを重視し、継続的にサプライ

チェーンにおけるCSRの推進に取り組んでいきます。
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サプライチェーンにおけるCSRの推進

双日グループ
サプライチェーンCSR行動指針
１．  従業員の人権を尊重し、非人道的な扱いを行
わない。 

２．  従業員に対する強制労働・児童労働・不当な
低賃金労働を防止する。

３． 雇用における差別を行わない。

４．  労使間の円滑な協議を図るため、従業員の
団結権を尊重する。

５．  従業員に対して安全、衛生的でかつ健康的
な労働環境の提供に努める。 

６．  事業活動において、自然生態系、地域環境
および地球環境の保全に配慮するとともに
環境汚染の予防に努める。 

７．  内外の関係法令を遵守し、公正な取引およ
び腐敗防止を徹底する。

８．  商品やサービスの品質・安全性を確保する。

９．  上記に関する情報の適時・適切な開示を行う。
 （条文のみ抜粋）

　ATCでは、「恒久のパートナー・投資家・サプライヤー・行政機関とともに、最上級の品質を追求することで持続的な
成長を実現する」という企業理念を掲げています。この理念に基づき、公正な労働基準の導入、安全で健康的な労働環
境の提供、廃水処理施設の運営によるフィリピン・ラグナ湖の水質保全への貢献など、多様な取り
組みを行っています。こうした取り組みは、事業活動の中でCSRの主要な要素として根付いていま
す。私たちの活動は多くのステークホルダーに影響を与えており、私たちは社会に対して責任を
負っています。だからこそ、双日をはじめとしたパートナーとともにCSR戦略を共有することが重要
だと考えています。 Mr. Roderick M.Tan

Vice President - Personnel & Legal
Asian Transmission Corporation (ATC) 

サプライヤーの声

双日グループ サプライチェーンCSR
専用ホームページ



商社として気候変動防止に貢献できること
　地球規模で持続可能な成長が模索される中、双日

では中期経営計画「Shine 2011」において環境・新エ

ネルギー事業を新規育成分野と位置付けており、「環

境・新エネルギー協議会」にて情報共有を行いなが

ら、全社的に環境関連事業および再生可能エネル

ギー事業を展開し気候変動防止に貢献しています。

　また、2011年4月には機械部門に「環境・都市イン

フラ推進室」を新設、ITを活用しながら持続可能な低

炭素社会を実現する、スマートシティ関連の事業にも

注力していきます。

主な取り組みと2011年3月期の進捗
ブラジルでのバイオエタノール事業
　双日では化石燃料依存の軽減に向けて、ブラジル

のエーテーアガー・ビオエネルジア（ETH）社を通じ、

2007年から同国にてサトウキビの栽培からバイオエ

タノール・砂糖生産に至るまでの一貫事業を手掛け

ています。バイオエタノールの原料となるサトウキビ

は光合成によってCO2を吸収して育つため、エタノー

ルを燃料にしてCO2を排出したとしてもトータルでは

大気中のCO2総量を増加させることはありません

（カーボンニュートラル）。また、トウモロコシを原料に

する場合と比較し、食料供給への影響も最小にとどめ

られます。さらに、サトウキビの搾りカスはバイオマス

発電に使用し、CO2フリーのエネルギーとして回収し

ています。バイオエタ

ノールの一部はブラ

ジル大手石油化学会

社にバイオプラス

ティック原料、バイオ

ETBE原料として供給

され、製造されたバイオETBEの一部を双日がバイオ

ガソリンの原料として日欧に販売するという、バイオ

燃料サプライチェーンを形成しています。

　2010年2月には双日が一部出資するETH社が同業

大手のブレンコ社と戦略的事業統合を行い、この事

業をさらに拡充しました。9つの工場が稼動する予定

の2012年には生産能力が年間約300万キロリットル

となり、サトウキビ由来のバイオエタノール生産拠点

として世界最大級になります。

太陽光関連事業の推進
　再生可能エネルギーの中で、双日が注力している

分野の一つが太陽光発電です。太陽光発電はCO2排

出量削減の観点から普及が望まれるとともに、関連

ビジネスの裾野が広く、技術や物流・市場が世界的な

広がりを持つなど、総合商社の強みを活かせる分野

になっています。太陽光発電関連のビジネスは次

ページの図のようなバリューチェーンを形成してお

り、当社グループでは、川上から川下に至る複数の事

業に国内外で取り組んでいます。
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気候変動防止に貢献する事業の推進

ブラジルETH社のMorro Vermelho工場

　環境・新エネルギー事業の推進を支える仕組みの一つが環境マネジメントシステ
ム（EMS）です。当社および必要なグループ会社については、環境管理の国際規格で
あるISO14001の認証を取得し、規格に基づいたマネジメントシステムを運用してい
ます。
　当社のEMSにおいては、全社共通の目標として「環境保全型ビジネスの推進」を掲
げ、各部署は事業活動に応じた目標を設定し活動しています。環境教育・啓発活動と
しては、EMSや環境に関する知識向上のために各種研修、e-ラーニングを実施し、
イントラネット上の「CSR・環境ホームページ」にて情報提供を行っています。またeco
検定の受験を継続的に推奨しているほか、2011年3月期には双日グループ森林保全
活動を開始し、約30名が東豊田緑地保全地域にて草刈りや間伐を行いました。

環境マネジメントシステム

森林保全活動の様子



　太陽光発電の需要拡大のため、川上分野で力を入

れているのが、太陽電池の主原料となる高純度金属

シリコンの輸入です。世界最大の金属シリコンメー

カーである米国グローブ社とアジアにおける総販売

代理店契約を結ぶなど、現在では国内需要の5割を

当社が供給しています。これまで調達先は中国に偏っ

ていましたが、今後は安定供給のため米国やブラジ

ルからの調達を増や

し、韓国・台湾など急

増するアジア地域の

需要の約半分を供給

することが目標です。

蓄電技術分野への取り組み
　双日は、電力を効率的に活用するカギとなる蓄電

技術分野にも取り組んでいます。

　その一つが、「充電能力と長寿命を両立させた蓄

電池」として有望視されるリチウムイオン・キャパシタ

のメーカーであるアドバンスト・キャパシタ・テクノロ

ジーズ株式会社への出資です。同社では2010年に新

工場を稼動し高性能キャパシタの生産能力を高める

とともに、その応用分野として家庭用太陽光発電シス

テムの出力を安定させる新型パワーコンディショ

ナーの開発に取り組んでいます。

　また双日では、ドイツの大手自動車メーカーの電

気自動車（EV）に搭載予定のリチウムイオン電池の部

材としてセパレータ基盤用不織布を供給しています。

国内では同電池を風力

や太陽光発電の蓄電に

活用する開発が進めら

れています。 双
日
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ル
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の
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中国における金属シリコン精製

双日が不織布を供給している
リチウムイオン電池

　双日マリン アンド エンジニアリング株式会社（SOMEC）は、米国エコクロール社
製の船舶用バラスト水処理装置の日本国内販売代理店となっています。
　バラスト水は、積み荷のない船舶が船体を安定させるために、出発港で取水し到
着港で船積みと同時に排出するものですが、出発港の水生生物（外来種）がバラスト
水とともに到着港に流れ込むことで在来種を脅かし、生態系バランスを破壊するこ
とが懸念されています。IMO（国際海事機関）は2004年に「船舶のバラスト水および
沈殿物の規制および管理に関する国際条約」を採択し、発効予定の2012年以降、
段階的に世界中すべての船舶にバラスト水処理装置の搭載が義務付けられます。
　SOMECが販売する装置は、IMO基準よりもさらに厳しいUSCG（米国沿岸警備隊）基準および米国各州独自基準に
対応しており、2011年末に竣工予定の双日の自社船に日本での第1号として搭載される予定です。

生物多様性保全に向けた取り組み

バラスト水処理装置

原料

双日グループの主な取り組み
金属シリコンの
調達・供給

ポリシリコン製造
用の炭素断熱材
供給

ウエハー､セル､
モジュール製造
設備販売

モジュール､
パネル部材販売

リチウムイオン電
池原料・材料の輸
出入

リチウムイオン･
キャパシタメーカー
への資本参加

発電事業会社、デベロッ
パー、システムインテグレー
ターへの資本参加

ウエハー金属シリコン
インゴット
©West Coast Quartz 
   Corporation

セル（太陽電池
の基本単位）

モジュール

インゴット
中間材料

ウエハー セル モジュール
システム部材

システムの
設計・施工

発電

■ 太陽光・電池関連ビジネスのバリューチェーン

蓄電池



事業を通じた社会の課題解決
　途上国・新興国＊が発展と成長を遂げるためには、

経済・社会インフラの整備をはじめ、食料やエネル

ギー、環境保全などの諸問題に取り組み、解決してい

くことが求められます。当社ではこうした視点から、総

合商社の機能を活かして社会の課題解決に寄与す

る事業をさまざまな分野で推進しています。

＊  途上国・新興国の定義はIMF定義に基づく。

主な取り組みと2011年3月期の進捗
ロシア極東地域でのエネルギー効率改善・環境
対策への貢献
　当社は2010年11月、川崎重工業株式会社ととも

にロシア政府系企業の極東燃料・エネルギーコンプ

レックス発展戦略研究センターとの間で、ロシア極

東地域におけるコージェネレーション（熱電併給）化

プロジェクトを

共同で推進する

契約を締結しま

した。

　このプロジェ

クトは、ロシア政

府が推進してい

るエネルギー効

率の改善と環境

対策の一環で、2012年に

開通が予定されるサハ

リン～ハバロフスク～ウ

ラジオストクを結ぶ全長

約1,800kmに及ぶ天然ガ

ス・パイプライン沿いの市

町村に高効率のコージェ

ネレーション設備を導入

するものです。ロシア極東

地域では多くの老朽化したボイラーが利用されてお

り、本設備に置き換えて電力と温水を供給すること

によりエネルギーの有効利用とCO2の大幅削減が

可能となります。

　2012年から2014年までの第1期計画では、合計

30基のガスタービン発電設備および付帯設備が納

入される予定です。燃料の節減により電力・熱エネ

ルギー料金も大幅に下げることができるため、人口

流出が続く極東地域への産業誘致にも期待が寄せ

られています。

　当社と川崎重工業株式会社は今回の契約に先立

ち、2012年にウラジオストクで開催されるAPECサ

ミット会場向けにもコージェネレーション設備を合

計7基受注しており、この実績に対する評価が今回

の契約に結び付きました。
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途上国、新興国の発展に寄与する事業の推進

ツィンマーマノフカツィンマーマノフカ

ホールホール

サハリンサハリン

ハバロフスクハバロフスク

ウラジオストクウラジオストク

ロシア極東のガスパイプライン

川崎重工業の「M7A‒02」
ガスタービン

2011年3月期の進捗
　双日は国際NGOプラン・ジャパン＊を通じて、タンザニア北部のムワンザ州マリ
ザ村にて就学前教育施設を建設し、2010年11月には、2教室、事務室、台所、トイレ
と遊具を備えたマリザ村幼稚園が完成、教材も支給しました。また、保育士とコ
ミュニティーリーダーに対し、就学前教育に関するトレーニング・意識啓発活動も
行いました。その結果、授業は幼児の年齢に即した質の高いものとなり、子どもた
ちの心身ともに健やかな成長が期待されています。
＊  公益財団法人プラン・ジャパン：途上国の子どもたちとともに地域開発を進める国際NGO。世界
50カ国で地域開発プロジェクトを実施している。

タンザニア就学前教育支援プロジェクト

新しい校舎で学ぶ2～6歳の幼児たち
【写真提供：プラン・ジャパン】



ロシア・タタルスタン共和国での産業振興への
貢献
　当社は2010年11月、ロシア・タタルスタン共和国の

政府系事業会社Ammoni社から、アンモニアと

メタノールを併産する世

界最大級の尿素肥料プ

ラント建設プロジェクトを

受注しました。2015年か

らの生産開始が予定され

ています。

　世界第1位の天然ガス産出国であるロシアでは天

然ガスの高付加価値化による産業振興が図られてい

ますが、この肥料プラントも天然ガスを原材料とする

ものです。世界的な人口増加に伴う食料増産の流れ

から、今後も安定的な需要増加が見込まれる肥料の

製造を通じて、同国の産業や農業の振興に寄与する

ことが期待されます。

　当社はタタルスタン共和国との間で包括協定を締結

して協力関係を築き、これまでにもトラック生産・販売

のための合弁会社設立などの取り組みを行ってきてお

り、今回の受注もこうした実績が認められたものです。

植林活動を通じた地域社会発展への貢献
　当社はベトナムで4つの木材チップ加工工場を保有

し、主に日本の製紙メーカー向けに製紙原料となる木

材チップを輸出しています。その原料となる原木は、

ベトナムの荒廃地を中心に当社が1995年以来進めて

きた植林から産出されるものです。農民への苗木の

無償配布や融資を通じて、彼ら自身が木を育て、そ

れを双日が買い取るという方法によって育てられた

森林の面積は、約53,700ヘクタールに及びます。当社

では、こうした地域社会の発展とともに歩む植林活

動を、モザンビークやラオスでも進めていく計画です。

　また、2009年から「学校植林」の活動も開始しまし

た。ベトナムの中学・高校を対象に環境教育を行うと

ともに苗木を無償配布し、成長した木は双日が学校か

ら有償で買い取るというプログラムです。同国で肥料

の製造販売を行う双日グループJVF社から植林用肥

料も無償で提供しており、配布した苗木は初期に手入

れを行えばその後はそれほど手をかける必要がなく、

7年後には伐採できる太さになります。生徒たちは自

然の大切さを学び、学校は販売代金を教材や設備補

修費などに充てることができます。2010年までに植林

面積は150ヘクター

ルに広がっており、

今後も継続して拡大

していく計画です。
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ベトナム・ブンアン工場近くの学校にて

今後の取り組み
　2012年3月期は、同村での井戸建設、衛生トレーニング実施に加え、菜園・養鶏用備品の支給を予定しており、衛生・栄養状態
の改善が期待されます。さらに、ムワンザ州マヒナ・カティ村でも同様の教育施設建設やトレーニングを実施予定です。
　幼児教育の拡大を推進する就学前教育環境の改善は、国連を中心に国際社会で合意された目標にも組み入れられて
おり、そのニーズや意義は大きくなっています。また、地域住民がプロジェクトに主体的に参加し、その経験を地域全体の
自立につなげることも目指しています。
　当社は今後も教育をテーマにした地域社会との共存共栄を目指す社会貢献活動を実施していきます。

・   「前の校舎は雨が降ると床が濡れて気持ちが悪かったけど、今は教室の中でも遊べて楽しいよ。」（カブラちゃん／４歳）
・   「机があるので、友だちと一緒に字や形の勉強ができるよ。」（ムウィシャムダちゃん／3歳）
・   「マリザ村幼稚園は、同地域でのモデル幼稚園になりました。子どもたちは元気に楽しく通園しています。
　 ご支援いただいた双日に感謝しています。」（パスカル氏／マリザ村議会議長）

現地の声

調印式の様子
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社員一人ひとりが能力を発揮できる制度・環境の整備

双日グループの人材に対する考え方
　双日グループの成長は、企業活動の源泉である社

員とともにあります。双日グループは社員一人ひとり

の成長を支援する「働きがいのある会社」、多様な人

材・働き方を支援する「働きやすい会社」であるため

に、人事制度や職場環境の整備などを行っています。

中期経営計画「Shine 2011」においても、重要テーマ

の一つに「グローバル人材の育成」を掲げ、双日グ

ループにおける人材育成の重要性を明確にしてい

ます。

働きがいのある会社であるために
人材育成方針
　双日の考える「グローバル人材」とは、4つの力と3

つの資質を備え、国際的なビジネス環境の中で付加

価値を提供し、組織全体の向上と自己実現の達成を

意識・追求することにより、より豊かな社会の実現を

目指す人材です。採用においては、「グローバル人材」

となる素養を見極めるため十分な対話を通じた選

考を徹底しています。入社後は、社員に自己実現の機

会を提供し、価値を生み出す力を高めることができる

環境を整えて、自らが考え、責任を持って行動すること

のできる「自立型社員」の育成に注力しています。

多様な研修制度
　双日では、職群ごとに求められるスキルと人間

性を磨くため、各種研修メニューを用意しています。

また、環境の変化に対応するため新しいメニューも

追加しており、2011年3月期は、コミュニケーション力

や現場でのOJT機能を高める研修、国際人資質を磨

くための制度を強化してきました。

※  研修メニューおよび実績はホームページをご覧ください。
    (http://www.sojitz.com/jp/csr/employee/index.html) 

ジョブローテーション制度
　中長期的視野に立ち、計画的に人材育成を進めてい

くため、ジョブローテーション制度を導入しています。

複数の異なる現場でのキャリアを経験することで多様

な専門知識やスキルを具備し、普遍性の高い思考特

性、行動特性を身に付けます。2011年3月期は、ジョブ

ローテーション制度の一環として、社員の職務経験な

どをデータベース化し、上司との対話・レビューに活用

するキャリア・ナビゲーションシステムを導入しました。

 

働きやすい会社であるために
ワークライフバランス推進
　社員が仕事と育児・介護を両立できる環境をつくる

ため、各種制度を整備しています。育児に関しては、

2010年3月期に育児制度を改定し、育児休職期間の

延長（最長2歳6ヵ月まで）や、育児短時間勤務制度な

どを導入。また、育児休職者の休職中の育児生活や

スムーズな職場復帰を支援するため、育児休職者職

場復帰支援プログラムも導入しました。2011年3月期

企業理念の実現

双日グループ社員全員が学び､交流し､
成長する機会･ファシリティーを提供

Shine 2011～持続的成長にむかって～
「グローバル人材の育成」

双日グループの成長は社員とともに

取り組みを
海外・グループ
会社へ拡大

働きやすい会社【制度･インフラ拡充】

●  グローバル
人材戦略

●  グループ
人材戦略●  多様な人材･働き方を支援

●  社員の健康的な生活を支援
●  公正で公平な採用、報酬、評価、
キャリア形成支援　など

働きがいのある会社【研修・育成体系強化】

●  一人ひとりの成長を支援する
研修制度の強化

●  ジョブローテーション制度
●  OJT（職場内教育）の強化　など

グローバル人材への成長

3つの資質

4つの力
キャリアパス
ジョブローテーション

経営者資質
リーダーシップ
に長け周囲の心
を動かし革新
できる

国際人資質
異文化や変化に
対する知識を持
ち、革新的な手段
を発想できる

起業家資質
革新的な発想を
周囲との議論に
よって実現
できる

知識力 発想力 実現力 人間力

OJTを通じた
指導・成長

資
質
・
力
を
部
下
や
同
僚
に
還
元

教
え
、教
わ
り
成
長
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にはベビーシッター利用補助

制度をスタートさせました。一

連の取り組みの結果、制度を利

用し育児に参画する男性社員

も増えています。なお、当社は次

世代支援対策に取り組んでいる企業として次世代認

定マーク（愛称：くるみん）を取得しています。

　介護に関しては、介護休暇日数の拡充、介護短時間

勤務制度、介護による退職者の再雇用制度、介護休職

の複数回取得可能の4つの制度を新設し、2011年4月

から運用を開始するなど環境整備を進めています。

ダイバーシティの推進
　女性の活躍を推進すべく、マネジメントスキル習得

と参加者のネットワークづくりを目的とした「女性総

合職研修」および「フォローアップ研修」を実施してい

ます。また、障がい者の雇用についても、双日グループ

全体で積極的に推進しています。

 

グローバル人材戦略とグループ人材戦略
グローバル人材戦略
　双日グループは、海外における人材強化に積極的

に取り組んでいます。グローバル人材戦略の現地推

進主体として、海外5極（米州／欧州・ロシアNIS／

中国／アジア・大洋州／中東・アフリカ）に「グローバ

ル人事担当」を配置しており、各海外店の人事制度を

整備し、企業理念や会社の歴史に関する研修を実施

するなど、各極における優秀な人材の獲得・育成・活

用に向けた施策に取り組んでいます。またグローバ

ル人材戦略を統括するグローバル人事チームでは、

社内文書のバイリンガル化推進や、海外店への

e-ラーニング研修の提供、本社社員の語学・異文化適

応力の研修強化などに取り組んでいます。

　2011年3月期は、本社社員向けの海外赴任時の英

語力強化や若手の海外トレーニー派遣、また海外現

地社員向けの本社研修の制度化などを実行しました。

 

グループ人材戦略
　双日グループ会社の人材育成・強化のために、グ

ループ会社社員に対して、双日本社の新入社員研修の

一部カリキュラムの共有、双日本社と同じ内容の基礎

研修・リスク管理研修の開催のほか、双日本社コーポ

レートで実務研修を行うトレーニー制度を実施してい

ます。

　また、グループ会社の次代の経営人材・中核マネジ

メント人材の育成・強化やネットワーク構築を目的とし

て、2010年3月期より

階層別のグループ

横断研修を開催し

ています。

育児休職制度利用者および上司の声

原子力部　宮田　陽子
　育児休職制度によって育児に専念し、家族と過ごす有意義な時間をいただきました。不安もありま
したが取得して良かったと思います。制度を利用できたのは周囲のサポートのおかげであり、協力し
てくださった上司、同僚には本当に感謝しています。今度は自分ができる限り皆さんに協力したいと
いう思いで仕事に取り組んでいます。

原子力部長　片岡　昇
　育休取得時には取得者本人および周囲が次のような意識を持つことが重要だと思います。まず、
育休取得時に限りませんが「一人ひとりが日ごろから努力を続け、お互いを理解し、社内外の人たち
との信頼関係が築かれている」こと。その上で大切なのが「職場の仲間がお互いを尊敬し、その人
生を尊重する気持ちを持つ」ことだと思います。

部長層向けのグループ横断研修




