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左から長島 徹、加瀬 豊、佐藤 洋二、段谷 繁樹、茂木 良夫、原 大、指田 禎一

双日株式会社　アニュアルレポート2012 43

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション



取締役・監査役（2012年6月26日現在）

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

代表取締役副社長執行役員
営業管掌
段谷 繁樹
1971年 4月 日商岩井株式会社 入社
2005年 3月 旧双日株式会社 非鉄金属部長
2006年 1月 当社執行役員 兼 非鉄金属部長
2006年 4月 当社アジア総支配人
2007年 1月 当社アジア・大洋州総支配人
2008年 4月 当社常務執行役員
2010年 5月 当社エネルギー・金属部門長
2011年 4月 当社専務執行役員
2012年 4月 当社副社長執行役員 営業管掌
2012年 6月 当社代表取締役副社長執行役員
　  営業管掌

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ホールディングス
  執行役員 広報部長
  株式会社UFJ銀行
  執行役員 広報部長 

2003年 3月 同社執行役員
  京都法人営業第一部長
  兼 京都支店長
2004年 7月 同社執行役員 人事部長
2005年 5月 同社常務執行役員 人事部長
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

代表取締役専務執行役員
CFO 兼 財経・リスクマネジメント管掌
茂木 良夫
1975年 4月 日綿實業株式会社 入社
2004年 4月 旧双日株式会社 リスク管理部長
2005年 10月 当社リスク管理部長
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 兼 財経・リスクマネジメント  
  管掌

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
　  コーポレート管掌 兼 CFO

2012年 4月 当社代表取締役社長 CEO

取締役（非常勤）
指田 禎一＊1

1963年 4月 日清紡績株式会社 入社
1994年 6月 同社取締役 人事本部長
1999年 6月 同社常務取締役 人事本部長　
  兼 経営企画室長
2000年 6月 同社代表取締役社長
2006年 6月 同社取締役会長
2009年 4月 日清紡ホールディングス株式会社 
  取締役会長
2009年 6月 同社相談役
  当社取締役
2012年 6月 同社顧問

※旧双日株式会社は2004年に発足した事業子会社を指します。（詳細はP4をご覧ください）
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取締役（非常勤）
長島 徹＊1

1965年 4月 帝人株式会社 入社
1999年 6月 同社執行役員
2000年 4月 同社CESHO
  兼 機能ファイバー事業本部長
2000年 6月 同社取締役
2001年 4月 同社CMO 兼 経営企画室長
2001年 6月 同社常務取締役
2001年 11月 同社代表取締役社長 COO

2002年 6月 同社代表取締役社長 CEO

2008年 6月 同社取締役会長
2009年 6月 当社取締役

常勤監査役
鴇田 和彦＊2

1972年 4月 株式会社三和銀行 入行
2000年 5月 同行執行役員 日比谷支店長
2000年 6月 同行執行役員
  リテールカンパニー長補佐
2001年 4月 同行執行役員
  コンプライアンス統括部長
2002年 1月 株式会社UFJ銀行取締役執行役員  
  コンプライアンス統括部長
  兼 知的財産室長
2002年 6月 株式会社モビット代表取締役社長
2005年 6月 株式会社UFJキャピタル
  代表取締役社長
2005年 10月 三菱UFJキャピタル株式会社
  代表取締役社長
2007年 7月 有限責任中間法人日本ベンチャー
  キャピタル協会会長
2008年 6月 三菱UFJキャピタル株式会社
  代表取締役会長
2009年 6月 当社常勤監査役

常勤監査役
塚田 尚
1975年 4月 日綿實業株式会社 入社
2004年 4月 旧双日株式会社執行役員
  米州地区CFO
  兼 双日米国会社CFO

2005年 10月 当社執行役員 米州地区CFO　
  兼 双日米国会社CFO

2007年 4月 双日プラネット株式会社
  代表取締役副社長
2009年 6月 当社常勤監査役

非常勤監査役
町田 幸雄＊２

1969年 4月 検事任官 東京地方検察庁
2002年 6月 公安調査庁長官
2004年 1月 仙台高等検察庁検事長
2004年 12月 最高検察庁次長検事
2005年 9月 第一東京弁護士会登録
  西村ときわ法律事務所入所
  日本大学大学院法務研究科
  非常勤教員（刑事法総合）
2006年 6月 三井化学株式会社社外取締役
2006年 7月 朝日生命保険相互会社監査役
2008年 6月 当社監査役（非常勤）
2008年 8月 アスクル株式会社社外監査役

常勤監査役
松本 順
1972年 4月 日商岩井株式会社 入社
2002年 6月 同社執行役員
2002年 12月 同社欧州・アフリカ総支配人
2004年 4月 旧双日株式会社常務執行役員　
  食料部門長
2005年 4月 同社米州総支配人
2005年 10月 当社常務執行役員
  米州総支配人
2009年 4月 当社常務執行役員
  市場開発
  兼 アセットマネジメント担当
2011年 4月 当社顧問
2012年 6月 当社常勤監査役

非常勤監査役
湯浅 光章＊２

1970年 3月 ピート・マーウィック・ミッチェル 
  会計士事務所 入社
1987年 9月 港監査法人代表社員
2000年 4月 監査法人太田昭和センチュリー
  代表社員
2000年 5月 同社常任理事
2001年 7月 新日本監査法人常任理事
2003年 9月 あずさ監査法人代表社員
2006年 7月 公認会計士 湯浅光章事務所開所
2007年 4月 同志社大学大学院
  ビジネス研究科・商学研究科
  嘱託講師
2008年 6月 株式会社淀川製鋼所社外監査役
2008年 11月 株式会社ワールド社外取締役
2009年 6月 当社監査役（非常勤）
2010年 4月 同志社大学大学院 商学研究科
  嘱託講師

＊1: 指田 禎一、長島 徹の各氏は会社法に定める社外取締役です。
＊2: 鴇田 和彦、町田 幸雄、湯浅 光章の各氏は会社法に定める社外監査役です。

双日株式会社　アニュアルレポート2012 45

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション



執行役員（2012年6月26日現在）

常務執行役員
川崎 一彦
中国総代表 兼 双日中国会社董事長
兼 双日上海会社董事長
兼 双日大連会社董事長
兼 双日天津会社董事長
兼 双日青島会社董事長
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
込山 雅弘
エネルギー・金属部門長

常務執行役員
濱塚 純一
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

執行役員
大野 滋
エネルギー・金属部門長補佐　
兼 鉄鋼・金属資源本部長

常務執行役員
寺西 清一
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

専務執行役員
谷口 真一
CCO 兼 リスク管理企画、
リスク管理第一、
リスク管理第二、法務担当

常務執行役員
喜多 敏彦
機械部門長

執行役員
後藤 政郎
中国副総代表　
兼 双日上海会社総経理　
兼 南京出張所長　
兼 蘇州出張所長

常務執行役員
水井 聡
化学部門長

常務執行役員
此田 哲也
CIO
兼 内部統制統括、情報企画担当

常務執行役員
加藤 英明
生活産業部門長

執行役員
花井 正志
人事総務、広報担当

常務執行役員
佐古 達信
中東・アフリカ総支配人

副社長執行役員
鈴木 譲治
欧州・ロシアNIS総支配人　
兼 双日欧州会社社長　
兼 双日英国会社社長

常務執行役員
松村 博史
エネルギー・金属部門長補佐　
兼 石炭・原子力本部長

執行役員
池田 高士
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
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執行役員
松木 幸夫
中国副総代表　
兼 双日中国会社総経理　
兼 西安出張所長

執行役員
田中 勤
化学部門長補佐　
兼 化学品本部長　
兼 双日プラネット株式会社
代表取締役社長

執行役員
倉田 良純
機械部門長補佐　
兼 自動車本部長

執行役員
吉村 剛史
機械部門長補佐　
兼 インフラプロジェクト・産機本部長

執行役員
丸田 秀
機械部門長補佐　
兼 企画業務室長

執行役員
武井 正人
生活産業部門長補佐　
兼 農林資源本部長

執行役員
篠原 昌司
エネルギー・金属部門長補佐　
兼 エネルギー本部長

執行役員
田村 喜宏
化学部門長補佐　
兼 環境資材本部長

執行役員
西村 昌彦
秘書担当
兼 秘書部長

執行役員
西原 茂
経営企画、海外業務、
物流・保険統括、IR担当
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07代表取締役会長 加瀬 豊からの宣言

Ten Declarations
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誠実で信頼される会社になる̶̶
その信念をぶらさず、
健全な経営体制の構築に取り    

“

　2012年4月、私は代表取締役会長として取締役

会議長に就任しました。当社では、経営と執行の分

離の観点から、会長が取締役会の議長を務めること

としており、私は取締役会の監督責任を担うこととな

ります。特に、業務執行から離れるわけですから、客

観性を重視し、中長期的成長やステークホルダーへ

の貢献といった視座に立って、業務執行全般の管

理、監督に腐心していく所存です。

　コーポレート・ガバナンスの充実に向けては、当

社はこれまで、上述の経営と執行の分離をはじめ、

社外取締役の招聘、各種委員会の設置など、不断の

取り組みを行ってきました。特に、社外取締役から

は、社内取締役と同等あるいはそれ以上に活発な意

見、助言をいただいており、外部視点を取り入れた

取締役会は十分に機能していると捉えています。し

かし、こうした取り組みに終わりはなく、常により高度

な体制づくりに切磋琢磨していくことが必要です。

　今後の当社のコーポレート・ガバナンスを考える

上では、やはり「グローバル」がキーワードになるで

しょう。海外展開の加速を進めている当社ですが、ま

すます新興国をはじめとする海外での活躍の場は広

がっていきます。現在、海外拠点、海外事業会社での

リスクマネジメント機能や監査機能の強化に注力し

ていますが、こうした取り組みをさらに前進させてい

く考えです。「中期経営計画2014」においては、リス

クマネジメントや各部門での経営効率の向上が一層



̶̶ 。

  組み続ける。

重要になるため、業務執行を管理・監督する私の立

場としては、資産の質の改善に向けた施策の実行

力を的確に検証し、「中期経営計画2014」の達成に

つなげていく考えです。

　当社は、設立以来、「誠実と信頼」という言葉を大

事にし、すべてのステークホルダーの皆様から信頼し

ていただくことを最も重視してきました。コーポレー

ト・ガバナンスの充実によって健全な経営体制を維

持することが、持続的成長をもたらし、ステークホル

ダーの皆様からの信頼へとつながります。そしてそれ

は、株主価値の向上を実現する本道であるはずです。

　私は、今後ともこうした信念をぶらすことなく経営

にあたってまいります。

”

代表取締役会長

加瀬 豊
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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続けることにつな
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

選任・解任
（連携）

会計監査

内部監査
選
任
・
監
督

重
要
案
件
付
議

重要な業務執行につき付議

監査

業
務
執
行
報
告

報告

報告

提案

報告

審議・諮問機関

コーポレート担当役員

経営会議

取締役会

営業部門長

監査役会

監査部

議長

会計監査人

指名委員会

報酬委員会

社内委員会

監査役

社外監査役

株主
（株主総会）

議長

取締役

代表取締役
社長

業務執行取締役

投融資審議会

代表取締役会長

社外取締役

執行役員

営業部門コーポレート 国内外拠点

■ コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス
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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
　指名委員会は、社外取締役である長島徹氏を委員長と
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
　報酬委員会は、社外取締役である指田禎一氏を委員
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。

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、オブザーバーとして常勤
監査役も出席し、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。現在で
は、CFO 兼 財経・リスクマネジメント管掌役員を議長と
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。なお、投融資審議会で審議を行う前
に、リスク管理部門のほか、案件に応じてコーポレート各
職能部門が事前審議を行い、リスクの計量および可視
化を含め案件の精査を行っています。

　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3つの社内委員
会を設置、運営しています。

経営と執行の
分離 監督・監査機能の強化 経営の妥当性・

透明性の確保 全社にまたがる経営課題への取り組み

2006年
3月期

2007年
3月期

2008年
3月期

2009年
3月期

2010年
3月期

2011年
3月期

2012年
3月期

取締役会の招集および
議長：代表取締役社長

社外取締役
1名

社外監査役
3名

指名
委員会

報酬
委員会

内部統制
委員会

コンプライアンス委員会
安全保障貿易管理委員会
情報セキュリティ委員会

コンプライアンス
委員会

CSR委員会

CSR推進委員会
地球環境委員会

投融資
審議会

社外取締役
2名

取締役会の招集および
議長：代表取締役会長

取締役副会長職
設置

■ コーポレート・ガバナンスの変遷

投
融
資
審
議
会

案
件
実
行

決裁申請

案件検討

審議結果立案

事務局

立案部

リスク管理企画部、リスク管理第一部、
リスク管理第二部が事務局となり、案
件内容に基づき、各職能部署が審議を
行う

■ 投融資審議会における意思決定フロー　　　　　
　　　　　　　　　　

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション
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• 内部統制委員会
内部統制委員会は、社長を委員長とし、財務報告にか
かわる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
法務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、当社グループのコンプライ
アンスに関する基本計画の検討・策定を行っています。

• CSR委員会
広報担当役員を委員長とし、当社グループのCSR推進
にかかわる基本方針、施策を検討・策定しています。

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顧問の指田禎一氏と、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、それぞれ指名委員
会、報酬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 顧問 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

 （2012年7月1日現在）

  社外取締役からのメッセージ

双日がより「強い会社」になっていけるよう、
客観的な観点から積極的に進言していきます
双“

す”

取締役（非常勤）
指田  禎一

各ステークホルダーに対して、バランスの取れた経営を推進するために
　私は、社外取締役として、取締役会では歯に衣着せぬ発言をさせていただいていますが、
その際に重視していることは、双日の課題を的確に捉え、客観的な観点から指摘・進言をしてい
くことです。双日の当面の課題といえば、グローバル競争が激化していく中、財務体質、収益性、
将来性などの面で、より「強い会社」になっていくことだと思います。また、株主視点で考えれ
ば、時価総額を上げていくことも重要な経営課題になってきます。
　「中期経営計画2014」は、こうした課題に対する方策が明瞭に打ち出されている計画となっ
ています。一方で、これからの3年間は、世界経済もさらに不透明になってくることが想定されま
すから、取締役会の決議においては、リスクをいかに捉え、管理していくかという点を重視し、
適正な判断を行っていく考えです。
　双日には、世界経済の活性化に貢献していくという使命があるはずです。そして、資本主義社
会の中で、株式会社というのは社会の重要な構成要素であり、各ステークホルダーに対して、
バランスの取れた経営を行っていかなければなりません。双日がこうした責務を果たしていくた
めにはコーポレート・ガバナンスの強化が不可欠ですから、今後とも、これまでの会社経営や
他社での社外取締役・監査役を務めてきた知見を活かし、社外取締役としての機能を果たして
いきたいと考えています。
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コーポレート・ガバナンスの強化
　2012年3月期を最終年度とした中期経営計画「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きました。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
組みました。
　今後は「中期経営計画2014～Change for Challenge～」
で掲げているテーマである成長軌道に向けた改革の推
進を実現するため、BS経営体制の整備や経営システム
の見直し、海外体制の強化などに取り組み、グローバル
化が加速する経済環境でも戦い抜ける強い企業体質の
構築を目指します。

主要各会議体の開催状況
　2012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 14回

 監査役会 15回

 経営会議 23回

 指名委員会 4回

 報酬委員会 1回

 投融資審議会 27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

  社外取締役からのメッセージ

「健全に、継続して、成長する」ため、
双日の変革をサポートすることが、私の役目です

“

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション

”

取締役（非常勤）
長島  徹

迅速性・透明性・公正性・説明責任という4つの要素を重視
　企業は何のために存在するのか。一言でいえば、企業は社会に貢献するために存在し、その
目的は「健全に、継続して、成長する」を三位一体で実現すること。そして、その実現に向けて
は、経営の迅速性・透明性・公正性・説明責任の4つの要素が不可欠である、というのが私の
考えです。こうした経営を実践していくためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であ
り、過去の慣習にとらわれない、ステークホルダーに配慮した外部からの客観的な視点も必要
になります。ここに社外取締役の役割があると捉えています。
　こうした考えの下、取締役会では、率先して指摘・進言するように心掛けています。商社の
事業は専門外ですから、さまざまな角度から率直に質問していますが、リスクの捉え方や過去の
事例検証といった点は、特に重視しているところです。また、双日では、過去の反省を糧に選択
と集中を進め、収益ポートフォリオも含めて、今後の方向性を明確にしてきており、その実行計
画が「中期経営計画2014」です。そのため、この計画の推進においては、株主の立場に立っ
て、実効性や進捗度合いをチェックしていく構えです。
　双日が今後も「健全に、継続して、成長する」ためには、一層の人材育成がカギになると思い
ます。人材が育ちながらチャレンジし続けられる会社となるべく、双日の変革をサポートしていき
たいと思います。
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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。

■ 役員報酬の内容
 2011年3月期 2012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 7 343 7 413
  （うち社外取締役） （2） （24） （2） （24）
  監査役 5 131 5 131
 （うち社外監査役） （3） （57） （3） （58）

※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

 

 （2012年6月26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。さらに、取締役・監査役候補者の株主向けメッセー
ジを当社ウェブサイトで配信するなど、積極的な情報提供を
行っています。
　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
後に当社ウェブサイトにて動画配信を行っています。
　2012年6月26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59,241名（うち
当日出席者数は取締役、監査役および執行役員20名を含む
1,192名）となり、議決権行使率は64.01%となりました。

■ 議決権行使結果
 議決権を有する株主数 184,534名
 総議決権数 12,499,471個
 議決権行使株主数 59,241名
 議決権行使数 8,001,079個
 議決権行使率 64.01%

■  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9期 期末配当）の件 7,276,235 116,735 8,093 

 第2号議案
 　定款一部変更の件 7,308,787 85,059 7,074 

 第3号議案
 　取締役7名選任の件
 　加瀬  豊  7,135,207 258,628 7,074 

 　原  大  7,237,271 156,564 7,074 

 　佐藤  洋二 7,136,724 257,110 7,074 

 　段谷  繁樹 7,259,341 134,494 7,074 

 　茂木  良夫 7,259,497 134,338 7,074

 　指田  禎一 7,124,017 269,818 7,074 

 　長島  徹  7,127,498 266,337 7,074 

 第4号議案
 　監査役2名選任の件
 　松本  順  6,991,613 402,464 7,074 

 　町田  幸雄 6,998,672 395,406 7,074 

 ※ 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
道機関や当社ウェブサイトなどを活用し、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。
　個人株主・投資家の皆様とのコミュニケーションにつ
いては株主総会後に株主懇談会を開催するほか、株主総
会の模様を当社ウェブサイトにて配信しています。また、
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8月、2012年2月にそれぞれ名古屋と福岡に
て株主説明会を（それぞれ来場者388名、157名）、さら
には、証券会社の協力の下、個人投資家の皆様向け
説明会を実施しました。
　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
（第1・第3四半期決算発表時にはネットカンファレン
ス）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。当期においては、決算説明会にはそれぞれ約
200名ご来場いただいており、個別ミーティングは約150

回実施しました。
　海外の株主・投資家の皆様に向けては、当社ウェブサ
イトを通して積極的に情報提供をしていくことに加え、当
期においてはアメリカ、欧州、アジアそれぞれ年2回、海
外ロードショーを実施しました。
　また、当社では投資家の皆様の声を収集し、経営に
反映する仕組みを設けています。投資家・アナリストの
皆様とのミーティング内容の分析報告書を週次で作成す
るほか、株主総会後には議案賛否分析を行い、議決権行
使動向を経営会議に報告しています。加えて、株主通信
や説明会などではアンケートを実施し、株主の皆様の声
の収集を図っており、2012年3月期におけるアンケート
回収数は、株主説明会延べ530通、株主通信3,514通と
なりました。さらに、社内に向けては、社内報にて決算の

内容や経営メッセージを掲載するほか、新入社員研修や
海外からの業務研修生に対する研修にてIRに関する説
明を行っています。

■ IR活動実績一覧

 

 

内部統制システム
　当社では、従来、規程・組織・体制などの内部統制シ
ステムの整備に努めており、「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として、以下の8項目
について定め、2006年5月に取締役会で決議しています
（2008年4月一部改訂）。
1.  取締役ならびに使用人の職務の執行が法令および定
款に適合することを確保するための体制

2.  取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に
関する体制

3.  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保
するための体制

5.  当社およびその子会社から成る企業集団における業
務の適正を確保するための体制

個人株主・
投資家の皆様
向け活動

・ 定時株主総会の模様を当社ウェブサイトで
 配信
・ 個人株主を対象に説明会を地方にて開催、
 配信
・  個人投資家の皆様向け説明会を日本各地
にて実施

・ 決算説明会を、本決算および第2四半期決
 算発表時の年2回開催。第1・第3四半期決
 算発表時にはネットカンファレンスを実施。
 これらの模様を当社ウェブサイトで配信
・ 個別ミーティングの実施
・  欧米・アジアの投資家を定期的に個別訪問
・  本決算・第2四半期決算発表後、議決権行使
担当者への議案説明と議決権行使ガイドラ
インの意見交換を実施

・  株主総会招集通知
・  議決権行使結果集計報告
・  有価証券報告書（四半期報告書）（日本語のみ）
・  コーポレート・ガバナンス報告書（日本語のみ）
・  適時開示資料
・  決算短信
・  決算説明会の説明資料
・  アニュアルレポート
・  株主通信（日本語のみ）
・  個人株主・投資家の皆様向けコンテンツ（月  

 1回以上、更新）

・  各種媒体での株主・投資家の皆様向けアン 

 ケートの実施

アナリスト・
機関投資家の
皆様向け活動

IR資料・
ウェブサイト
掲載

その他
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6.  監査役の職務を補助する使用人ならびにその取締役
からの独立性に関する体制

7.  取締役および使用人が監査役に報告するための体制
その他の監査役への報告に関する体制

8.  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保
するための体制

　また、内部統制体制の整備状況としては、コンプライ
アンス委員会を中心とする法令遵守体制の点検・強化、
リスク管理企画部を中心とするリスク管理手法の点検・
強化に加え、2005年11月に設置した内部統制委員会を
中心に、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部
統制の評価」を進めながら、内部統制システム全般を整
備・改善し、運用を行っています。
　監査役は、取締役会、経営会議、内部統制委員会など
への出席および、内部統制にかかる各分野の責任者との
面談などを通じ、内部統制の整備、運用状況を確認して
います。また、会計監査人、内部統制統括部および監査
部などの内部統制にかかる組織と必要に応じて双方向的
な情報交換を実施することで、当社の内部統制システム
全般の監視と、より効率的な運用について助言を行って
います。
　なお、当社の社会的信用の維持・向上のためには適正な
財務報告を確保することが最も重要な目標の一つとの認
識の下、2009年3月期より導入された金融商品取引法に
定める内部統制報告書制度に則り、①適正な財務報告を
確保するための基本原則、②適正な財務報告を確保する
ための体制および手続きの整備、③財務報告に係る内部
統制に関するITの利用、④金融商品取引法に基づく「財務
報告に係る内部統制の評価・報告」の実施、について基本
方針を定め、2008年4月に取締役会で決議しています。
　2012年3月期においても評価を実施し、当社グループ
の財務報告にかかる内部統制は有効である旨確認し、報
告しました。

■ 内部統制システムの強化に向けた主な取り組み

 

 

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・監査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、監査部が実施しています。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、
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。　
　コンプライアンス、信頼できる財務報告、リスク管理・
在庫管理状況などを重点項目として、受監査部署の内部
統制、ガバナンスが有効に機能しているかをモニタリング
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、各部署に実効的な改善提
案を行っています。さらに、監査時の指摘、改善事項が受
監査部署で早期に是正されるよう、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進
捗状況を確認しています。こうした一連の監査活動につ
いては、監査役と情報を共有し、監査の実効性の向上に
努めています。
　また、営業部およびグループ会社に「自己点検制度」を
導入しており、現場での問題点の早期発見と業務効率の
改善、損失発生の未然防止ならびにリスク管理マインド
の熟成を図っています。

2005年11月

2006年5月

2008年4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
・ グループ役職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
「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）

「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



リスク管理の基本方針
　当社グループは、総合商社としてグローバルかつ多角的
な事業を行っており、展開する事業の性質上、さまざまなリ
スクにさらされています。
　リスクの管理は「リスク管理基本規程」に則り、リスクを
分類・定義した上で各々のリスクの性質に応じた管理を
行っています。このうち、計量可能なリスク（市場リスク・事
業投資リスク・信用リスク・カントリーリスク）に関してはリ
スクを計量し、算出したリスクアセット数値に基づいて管理
しています。また、法務リスク・コンプライアンスリスク・環
境リスク・資金調達リスク・災害リスク・システムリスクな
どといった、計量を行わないリスク項目に関しても、計量可
能なリスクと同様にリスク管理責任者（各担当役員）を任命
し、当該責任者が策定した「リスク管理運営方針・運営計
画」に基づいて、管理状況などを経営に報告しています。

リスクの計量とコントロール
　リスクを計量する目的は、①数値化されたリスク量を
自社の体力（＝自己資本）の範囲内に抑える経営を目指すこ
と、②リスクに見合った収益の極大化を図ること、の2つと位置
付け、すなわち安全性と収益性の両輪で管理を行っています。
　当社では、従来、「リスクアセット自己資本倍率を1倍以内
に収める」ことを目標としており、2012年3月期における同
倍率は1倍の水準を維持しました。「中期経営計画2014」
においても、同様にリスクコントロールを進めていきます。
新規投融資については、集中事業領域を設定して経営資
源を優先配分し優良な事業・資産の積み上げを図る一方、
低採算事業からの撤退や既存ポートフォリオの見直しを行
うことで、リスクアセットの入れ替えを着実に実行し、
バランスシートの質を高めていく方針です。
　リスクの量は四半期ごとに全案件を計量し、取締役会お
よび経営会議に報告するほか、リスクアセットの増減要因
の分析結果について各営業部署にフィードバックを行い、
日常のリスク管理活動に活用しています。
※ リスクカテゴリーごとのリスク情報については、P98～102「財政
 状態および経営成績についての経営陣による検討および分析 7．リ
 スク情報」をご覧ください。

リスク管理体制
　当社は、継続してリスク管理の強化・高度化を図るとと
もに、体制の整備・拡充を行っています。運用面での一層
の充実とグループ全体へのさらなる意識浸透を図るべく
体制の見直しを行い、現在は、リスク管理企画部、リスク
管理第一部、リスク管理第二部の3部体制でリスク管理を

行っています。リスク管理全般に係る規程・制度、リスク
管理運営方針の企画・立案ならびにリスクの計量を行う
業務をリスク管理企画部が担い、リスク管理第一部と第
二部で、事業投融資案件などの審議や事後管理を、迅速
かつきめ細かく行っていく運営体制となっています。
　高度なリスクマネージ力を持って事業展開ができる体
制・組織構築の一環として、2012年4月より一部の営業部
門内にコントローラー室を設置しました。営業現場における
リスク管理力の強化・高度化を推進するとともに、リスク管
理のスピードアップを目指していきます。

投融資案件
　投融資案件の個別審議は、CFO 兼 財経・リスクマネジ
メント管掌役員を議長とする投融資審議会において行って
います。この審議会では、リスクを可視化して議論を行う目
的で、ベースケースだけでなく、ダウンサイドケースを稟議
書に記載することなどをルール化しています。また、審議会
における案件説明は、立案する営業部門ではなく、リスク管
理第一部長・第二部長が行うことで、リスク評価の客観
性を担保しています。

リスク管理研修
　リスク管理体制構築には、ルール整備だけでは不十分
であり、ルールを運用する社員全員に浸透させることが必
要です。社員に対するリスク管理意識の浸透に向けては、
実際に起こった失敗事例を取り上げたケースメソッド研
修を管理職昇格前の社員やグループ会社管理者層向けに
実施し、これまでの受講者数は延べ１,000名を超えていま
す。また、営業部門からリスク管理部署へ人員を一定期間
派遣させたり、ニーズに応じて関係会社からリスク管理部
署へトレーニーとして人員を一定期間受け入れることも実
施しており、人材の交流を通じてのリスク管理意識のさら
なる浸透にも取り組んでいます。

情報発信力の強化
　経済環境変化の激しい昨今、変化を先読みした社内で
の情報発信力の強化を標榜し、特にカントリーリスクのマ
ネジメントにおいては、特定の国を対象に、経済情勢、政治
体制などの現地視察調査を実施し、社内で調査レポートを
定期的に発行し、モニタリングの強化と予兆管理の強化を
図っています。また、社内の関係部署と連携し、国ごとにビ
ジネス上留意すべきことを体系的に取りまとめ、社内でノウ
ハウを共有する取り組みを開始しています。

リスク管理
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コンプライアンスに対する基本的な考え方
　企業は単に利益を上げるだけではなく、社会のルール
に則り、自らを律して社業の発展を図るとともに、社会に
貢献することが強く求められており、当社グループでは、
これに応えるためにコンプライアンスを徹底することが
不可欠と考えています。社員にコンプライアンスマイン
ドを浸透・定着させることを重視し、日ごろより社員同士
が双方向のコミュニケーションを通してチームワークよく
協働できるよう、全社をあげて取り組んでいますが、コン
プライアンスの定着に近道はありません。地道にかつ着
実に施策を繰り返していくことで、さらなるコンプライ
アンスの徹底に注力しています。
　なお、当社グループは、「双日グループコンプライアン
ス・プログラム」で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」によりグループ共通のコンプライアンスに関する
行動指針を社員に示しています。

コンプライアンス体制の構築
　当社グループは、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
なり、本社・グループ連結会社・海外拠点などと連携して、
法令・企業倫理などの遵守に向けた活動を行っています。

　国内外の拠点およびグループ連結会社にそれぞれコン
プライアンス責任者およびその補佐役を置き、各拠点・各
社の体制整備および現地雇用社員までを含めた啓発・研
修活動を行うとともに、海外5極では、コンプライアンス委
員会を設置し、委員会の運営や海外各地域でのコンプラ
イアンス活動を推進しています。そのほか、CCOと本社部
門長やグループ連結会社社長との面談や国内グループ連
結会社のコンプライアンス担当者間での連絡会などを通
じてコンプライアンス意識の共有を図るとともに、定期的
に今後の方針についての意見交換を行っています。
　また、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（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」がグループ役職員に周知されてい
ます。

コンプライアンス徹底に向けた取り組み
コンプライアンスマインドの周知・定着
　当社グループでは、グループ役職員を対象として、
「双日グループコンプライアンス・プログラム」および
「双日グループ・コンプライアンス行動基準」の理解を深
めるためのe-ラーニング研修、ケーススタディを中心とし
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コンプライアンス

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

取締役会 経営会議

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

営業部門 職能部門

責任者 部門長 担当役員

責任者補佐 企画業務室長
職能各部長

各部責任者 営業各部長
委員
・ 専務執行役員
  （財経・リスクマネジメント
 管掌）

・内部統制統括担当役員
・経営企画担当役員
・人事総務担当役員

事務局
・法務部（コンプライアンス統括課）

社長

分科会
・ 安全保障貿易 委員長：専務執行役員
 管理分科会         （財経・リスクマネジメント管掌） 

・ 情報セキュリティ 委員長：情報企画担当役員
 分科会 

コンプライアンス委員会

委員長
・ 法務担当役員（CCO）

■ コンプライアンス体制図



する目的で定期的に総点検を実施しています（2012年
3月期は本社57部、海外現地法人などの海外49拠点お
よび国内外のグループ112社が対象）。過去の点検結
果を踏まえつつ、激しい環境変化に柔軟に対応するべく、
毎年、点検項目の見直し、改訂を行い、また、点検結果に
ついては、項目ごとに分析を行い、全社的に共有し、類似
の違反を予防することに役立てています。
　これまでの総点検の結果では深刻な違反は報告されて
いませんが、より効果的な総点検の方法を関連部署と見直
すなど改善に努めるほか、前述の「事例集」を踏まえコンプ
ライアンス違反の予防策を整備していく予定です。

腐敗行為防止のための取り組み強化
　近年、米国では、公務員への不正な贈答・接待などのい
わゆる腐敗行為に対する取り締まりが厳格化しています
が、腐敗行為防止への要求水準はグローバルレベルで高
まってきています。そのため、当社グループでは、これま
で以上に腐敗行為防止に対して世界統一の高水準な対
応を加速させる必要が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、2011年12月よ
り法務部内に専任チームを立ち上げ、腐敗防止に向けた
取り組みを強化しています。

た集合研修などの各種コンプライアンス研修を実施して
いるほか、2012年3月期には「事例集」を改訂し、より個
別の具体的事案を追加するなど解説集としての機能を
充実させ、グループ役職員へ配布しました。
　また、当社グループは海外においても数多くの拠点を
有しているため、国内だけでなくグローバルレベルでの
周知・徹底も常に意識して対応しています。日本語や英
語を含む23言語に行動基準を翻訳し、国内外のグループ
社員がコンプライアンスマインドを共有できるようにする
とともに、海外連結グループ会社でIT環境が整備されて
いない会社については集合研修を実施するなど、周知レ
ベルの統一を図っています。

コンプライアンス総点検の実施
　本社、海外拠点および国内外の主要グループ連結会
社を対象に、身の周りのコンプライアンス違反を再確認
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■ コンプライアンスホットライン

双日

CCOホットライン

弁護士
弁護士ホットライン

コンプライアンス相談窓口

通報・フィードバック

連絡・調査依頼

報告

調査・連携

コンプライアンス
委員会

委員長（CCO）

社内関係部署

通報者

グループ
役職員

派遣社員
パート
アルバイト
を含む

事務局

双日グループ・コンプライアンス行動基準

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション
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コンプライアンスの徹底へ、
愚直に、そして真正面から取り　

“

　当社では、コンプライアンスの制度や仕組みが概

ね整備され、施策の取り組みも、他社と比較して遜

色ない水準で実施できつつあると認識しています。

グローバル・コンプライアンスへの取り組みの一環

として、すでに23ヵ国語に翻訳した「（改訂版）双日

グループ・コンプライアンス行動基準」をグループ

全社員で共有するなど進化を遂げていますし、世界

共通のホットラインの導入やe-ラーニング研修の展

開についてもしかりです。

　コンプライアンスの徹底には、制度・体制の整備

に加えて、コンプラインスマインドの浸透・定着も非

常に重要です。現場から報告されるコンプライアン

ス事案の傾向や毎年実施しているコンプライアンス

総点検の結果を見ると、改善を要する報告件数は確

実に減少し、これまでの取り組みが結実しつつあるこ

とを実感しています。一方で、今後は、サプライ

チェーンCSR、AEO（特例輸出入者）認定といった、

当社だけでなく関係お取引先と歩調を合わせた取り

組みが要請されることが多くなり、さらに客観的なレ

ベル向上を図ることが必要になると理解していま

す。つまり、社員一人ひとりが、地道な取り組みを通

して自らのマインドを高めるとともに、関係お取引先

ともそれを共有することで、持続的な発展を目指す

ということです。また、これまでグループ企業や営業

部門の各責任者と行ってきた問題意識の共有や意

見交換を2013年3月期も継続し、グループ全体で

08 CCO 谷口 真一からの宣言
チーフ・コンプライアンス・オフィサー

Ten Declarations



  組み続ける。

よりそのマインドを高めていく考えです。

　「中期経営計画2014」では、自らを改革していく

ことが最大の挑戦となりますが、こうした改革を行う

上でも一歩進んだコンプライアンスの徹底がその前

提となります。「誠実」な会社を標榜する当社におい

て、課題を直視して真正面から取り組むこと、そして

コンプライアンスマインドを持って業務を進めること

は、大きな武器になるはずです。

　持続的な発展は、単に当社グループだけがコンプ

ライアンス違反を撲滅すれば実現できるわけではあ

りません。関係お取引先まで含めた、より高い視点か

らコンプライアンスを捉え、その徹底に向けた取り組

みを続けていきます。

”

専務執行役員
CCO 兼 リスク管理企画、
リスク管理第一、
リスク管理第二、法務担当

谷口 真一
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