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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
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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



コーポレート・ガバナンス

双日株式会社　アニュアルレポート201252

• 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

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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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




