
双日グループの
社会的責任

「 双日グループの社会的責任（P63～71）」について
報告期間：  2012年3月期（2011年4月1日～2012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、当社ウェブサイトの「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)

P63　 企業理念の実現に向けて 

双日グループのCSR～重点取り組みテーマ
 P66 サプライチェーンにおけるCSRの推進

 P67 気候変動防止に貢献する事業の推進

 P68 途上国、新興国の発展に寄与する事業の
  推進

 P70 社員一人ひとりが能力を発揮できる制度・
  環境の整備
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企業理念の実現に向けて

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。CSRを重要な経営課題の一つと捉え、「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」を策定
し、その実現に向けて日々取り組んでいます。

CSR推進体制
　CSRの取り組みはCSR委員会を核にして、グループ全体
で推進しています。CSR委員会は広報担当役員を委員長と
する社長直轄の機関であり、CSR関連の重要事項が審議
され、その内容は経営会議に報告されます。

CSR浸透のための取り組み
　グループ役職員一人ひとりが社会の期待に積極的に、ま
た誠実に応えていくよう、さまざまな取り組みを行っています。

双日グループCSRセミナーの開催
　全グループ社員へのCSRの浸透を目指し、専門家や有
識者を招きセミナーを開催することで外部の声・英知を取り
入れています。2012年3月期は以下のテーマで2回開催し
ました。

   総合商社におけるサプライチェーンCSR
 ～持続性の高いビジネスを目指して～（参加者数：約70名）

   途上国・新興国ビジネスのさらなる可能性
 ～住友化学のBOPビジネスはなぜ成功したのか、
 双日グループにとってのヒントとは～（参加者数：約80名）

（CSRセミナーは2009年11月より継続的に実施しています）

CSR e-ラーニングの実施
　双日グループのCSRの考え方や取り組みに関する認知度を
さらに高めるとともに、社員の意見を今後の改善につなげるた
め、2011年11月にCSRに関する e-ラーニングおよびアンケー
トを実施しました。今回は当社社員を対象としましたが、
今後はグループ全体に拡大して継続的に実施する予定です。

双日グループのCSR「重点取り組みテーマ」
● サプライチェーンにおける
 CSRの推進 .........................................P66

● 気候変動防止に貢献する
 事業の推進 ..........................................P67

● 途上国、新興国の発展に寄与する
 事業の推進 ..........................................P68

● 社員一人ひとりが能力を発揮できる
 制度・環境の整備 .................................P70

ステークホルダーの皆様の期待と関心や双日グループ
にとっての重要度を考慮し、当社がグループとして重点
的に取り組むべき4つのCSR課題を「重点取り組みテー
マ」として特定しています。
本レポートでは、これらの重点取り組みテーマを中心に
報告します。内容の詳細や最新情報は、当社ウェブ
サイト「CSR（企業の社会的責任）」に掲載していますの
でご覧ください。
URL (http://www.sojitz.com/jp/csr/index.html)

※上記「重点取り組みテーマ」は、社会および当社グループを取り巻く状況変化に対応して見直されるものです。
※東日本大震災の復興支援は、これら4点の重要取り組みテーマに加えての喫緊の課題と認識し、ご報告するものです。

双日グループは社会の一員として、双日グループ企業理念に掲げる「新たな豊かさ」を築きつづけることを目指
しています。そしてこれ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、かつ、社会・環
境との共存共栄を図ることにもつながると考えています。

   第4回

   第5回

　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

● 双日グループのCSRの基本的な考え方
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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（UNGC）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り、持続可能
な成長の実現を目指すことを提唱し、その取り組みを奨励し
ています。当社はその趣旨に賛同し、2009年4月にUNGC

に参加し、その実践に取り組んでいます。

● 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。

サプライチェーン分科会への参加
　当社は、UNGC参加企業で構成するグローバル・コンパ
クト・ジャパン・ネットワークの「サプライチェーン分科会」
（参加企業約30社）に参加し、各企業の具体事例、先進事
例を共有すると同時に、サプライチェーンCSRに関する提
言書の作成に取り組んでいます。また、そこで得られた知
見を双日グループのCSR活動にも反映させています。

人権に関する取り組み
　当社は、適切な労働条件・環境の維持や児童労働、強制
労働の禁止などを明確にうたった「双日グループ・コンプラ
イアンス行動基準」を23ヵ国語で策定し、グループ全体で
その遵守に努めています。また、同基準に関するe-ラーニン
グも実施し、徹底を図っています。
　サプライチェーンにおけるCSR推進では、主要サプライ
ヤーへのアンケート調査や訪問調査を実施し、人権問題な
どに関する取り組みを推進しています。
※サプライチェーンにおけるCSR推進についてはP66をご覧ください。

国際社会貢献活動
アフリカ・タンザニア教育支援プロジェクト
　当社は人と直接かかわる教育をテーマに、地域社会とと
もに行う社会貢献活動をアフリカで推進しています。
　タンザニア北部マリザ村では、国際NGOプラン・ジャ
パン＊と協力し、教育支援プロジェクトの第2期として、井戸
建設や菜園・養鶏設備の支援を進めており、同じくマヒナ・
カティ村でも幼稚園の建設などを支援しています。また、施
設建設、備品供給に加え、現地関係者に対し就学前教育に
関連したトレーニングや意識啓発活動も実施し、幼児の健
やかな成長への貢献を目指しています。
＊ 公益財団法人プラン・ジャパンは、途上国の子どもたちとともに地
域開発を進める国際NGOで、途上国50ヵ国で地域開発プロジェク
トを推進しています。

   現地の声
アネットちゃん　12歳
「私の幼いきょうだいは来年にはこの新しい施設を使える
ようになるので、心待ちにしています。」

トライフォニア氏　ニャングルグル小学校校長
「これまでは勉強する教室も机もありませんでしたが、この
プロジェクトで子どもたちの学習環境が改善されます。」

カティンデ氏　マヒナ・カティ村住人
「住民がプロジェクトのミーティングに参加しましたが、こ
れは透明性を保つために大切です。ほかのプロジェクトで
も採用してほしいと思います。」

授業を受ける子どもたち
【写真提供：プラン・ジャパン】

ウェブサイトでの報告事項
● CSR浸透のための取り組み
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/approach/infiltration.html

● 社会貢献活動の基本的な考え方
● 国際的な社会貢献活動
● 社会貢献活動報告
● 双日国際交流財団
● 長岡禅塾
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/contribute/index.html
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東日本大震災復興支援への取り組み
　東日本大震災の被災地の皆様には、心よりお見舞いを申
し上げますとともに、一刻も早い復興が果たされますよう、
グループをあげて支援いたします。

基本的な考え方
　双日グループは震災発生当初より、グループ企業理念に
基づき、復興に向けた支援活動に取り組んでいます。震災
復興を支援することは、CSRの「重点取り組みテーマ」とし
て掲げている4課題に加えての重要な課題と認識しており、
「人や地域社会の未来への活力」をテーマに、グループの
リソースを活用し支援活動を継続する予定です。

事業を通じた復興への支援
双日食料水産 釜石市で操業再開

　岩手県大槌町に工場があったグループ会社の双日食料
水産株式会社は、震災により甚大な被害を受け生産中止を
余儀なくされました。しかし、沿岸部の基幹産業である水産
業の復興支援と従業員の雇用確保を目指し再建を決定。県
や市の協力を得て、釜石市鵜住居町に工場を新設し、
2012年3月より操業を再開しました。この再建は、被災で離散
した約100名の従業員を再
度結び付ける新たなコミュニ
ティの役割も担っており、主
要製品である鮭フレークの
加工を中心に業容回復の早
期実現を目指しています。

福島県南相馬市での太陽光発電事業の事業性調
査を受託

　当社は大成建設株式会社および株式会社東芝と協働
し、南相馬市に20MW規模の太陽光発電所を建設するた
めの事業性調査を環境省より受託しました。この事業を通じ
て、地球温暖化対策に配慮した復興の実現に貢献するこ
とを目指しています。

その他の支援活動
双日復興支援教育基金 

　被災により経済的に修学困難な大学生支援を目的とし
て、2012年3月期から5年間で合計150名以上を募集し、
1人当たり月額7万円、最長4年間の返済不要な奨学金を付
与しています（総額約5億円）。2012年3月期は52名の大学
生が対象となりました。

ボランティア支援制度
　役職員の復興支援ボランティア活動を後押しするため、
以下の制度を導入しました。同趣旨の支援制度を15社の
グループ会社も導入しています。

1）  ボランティア休暇の付与 年間5日
2） 被災地における 宿泊日数１日当たり6,000円
　 活動参加時の費用補助 年間10日を上限

被災地ボランティアツアー
　ボランティアに参加しやすい環境整備のため、2011年
10月からグループ役職員向けの岩手県でのボランティアツ
アーを実施しています。2012年3月期下期は8回実施、
約70名が参加し、がれき撤去、家屋清掃、農家復興作業支
援などを行いました。

ウェブサイトでの報告事項
● 被災地支援・募金の実施
● 双日復興支援教育基金
● 復興支援のための車両寄贈
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/contribute/shinsai.html

  ボランティア参加者の声
河内 奈々　双日株式会社
「自分に何ができるか不安でしたが、小さな力でも、被災
地の方々に笑顔と前向きな気持ちになる助けとなるこ
とを学びました。」（参加時期：2011年4～6月）

蕪木 洋子　双日ロジスティクス株式会社
「仮設住宅の高齢者の方々は『話し相手が欲しい』と訴え
ておられ、日常が戻るのはまだ先だと感じました。」 
（参加時期：2011年11月）

杉浦 崇　双日株式会社
「偶然、現地で船の進水式を見ることができ、被害を目の
当たりにして絶望を感じる一方で、希望も見えました。」 
（参加時期：2011年11月）

被災地でがれき撤去作業を行う双日
グループ社員

双日食料水産株式会社の新工場
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基本的な考え方
　双日グループは、幅広い分野でグローバルなサプライ
チェーンを構築した事業展開を行っており、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。国連
グローバル・コンパクトの10原則を踏まえ、当社は2010年
4月に「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。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・環境の共存共栄に向けて取
り組んでいます。

主な取り組みと2012年3月期の進捗
主要サプライヤーとのコミュニケーションの拡大と深化
　双日グループでは主要サプライヤーに対しCSRの取り組
みに関するアンケート調査を当社、国内中核事業会社およ
び海外5極から実施しています。対象は当社の2次サプライ
ヤーも含む計214社（前期56社）に拡大しました。同時に当
社の取り組みも各サプライヤーに開示し、コミュニケー
ションの深化を目指しています。

サプライヤー訪問調査
　2012年3月期は、中国のサプライヤー4社に担当者を派
遣し、現地調査および直接対話を実施しました。この訪問
調査を相互理解につなげていきます。

今後の取り組み
　主要サプライヤーへのアンケート調査や訪問調査を継続
的に拡大し実施していきます。また、国内外の営業現場にお
いてもサプライチェーンCSR行動指針の着実な浸透、推進
が日常的に図られるよう、ステークホルダーの皆様との連
携を一層強化していきます。

ウェブサイトでの報告事項
● サプライチェーンCSR行動指針の浸透
● サプライヤーへのアンケート調査
● サプライヤー訪問調査
● 外部有識者によるグループ内セミナーの開催

● 双日グループ サプライチェーンCSR行動指針の浸透、推進
● サプライヤーとのコミュニケーションの強化
●●●●●●●● 双双双双双双双双日グ日ググ日グ日グ日グ日グルールールールールールルル プ プ ププププ サプサプサプサプサプサササプライライライライライライライチェチェチェチェチェチェチチ ーンーンーンーンーンCSCSCSCSCSSSR行R行R行R行R行R行R 動指動指動指動指動指動指動指動指動指動 針の針の針の針の針の針の針針 浸透浸透浸透浸透浸透浸透浸透浸透浸透、推、推、推推推推推推推推進進進進進進進進進
●●●●●●●● ササササササササプラプラプラプラプラプラライヤイヤイヤイヤイヤイヤイヤヤーとーとーとーとーととのコのコのコのコのコの ミュミュミミュミュミュニケニケニケニケニケケケーシーシーシーシーションョンョンョンョンョョョ のの強の強の強の強の強の強強強強化化化化化化化化
● 双日グループ サプライチェーンCSR行動指針の浸透、推進
● サプライヤーとのコミュニケーションの強化

双日グループのCSR～重点取り組みテーマ

詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/approach/supply.html

サプライチェーンにおける
CSRの推進
サプライチェーンにおける
CSRの推進
今後の取り組みのポイント今今後今後今後今後今後今後後後の取の取の取の取の取の取取取り組りり組り組り組組組組みのみのみのみのみのみのポイポイポイポイポポ ントントントントトト今後の取り組みのポイント

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）

  サプライヤーの声

「今やCSRへの取り組みは、企業の発展に欠かせません。
例えば、労働環境の改善は、安定的な雇用・生産効率の改善
につながり、環境配慮は地域社会の一員として重要なことで
す。また、当社はCSRへの取り組み推進にあたり、ステーク
ホルダーとの『対話』を重視しています。従業員との対話はも
とより、取引先との対話を通じて、気付きを重ね改善に取り
組んでいくことが、双方の長期的な利益につながると考えて
います。」

陶 雪琴氏（右）
平湖新成達制衣有限公司

副総経理
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基本的な考え方
　地球規模で持続可能な成長が模索される中、双日では全
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きます。

主な取り組みと2012年3月期の進捗
次世代技術の発展に貢献
　双日は株式会社双日総合研究所や双日九州株式会社、
長崎県内企業などの複数企業と共同で、長崎県佐世保市
のハウステンボスにおいて、スマートグリッド（次世代送電
網）を活用した次世代エネルギー技術の実証事業を行って
います。これは、一般社団法人新エネルギー導入促進協議
会から「次世代エネルギー技術実証事業」として採択を受
けたもので、電力消費量を抑制するとともに新エネルギー
の域内電力自給率を高めた、スマートシティの構築・運用体
系化を目的としています。
　3年間の計画期間（2012年3月期～2014年3月期）に
おいて、ハウステンボス内に既設の太陽光発電設備や
コジェネレーションシステムに、スマートメーター（次世代電
力計）や人感センサなど情報通信技術（ICT）を組合わせた
システムを構築し、その中でハウステンボスの従業員や来
場者が使用する電力量抑制につながる行動変容を促す

サービスの開発や、ハウステンボス全体の電力需給予測な
どを通して、電力需給バランスの最適化モデルを策定しま
す。最終的に策定された電力需給最適化モデルは、国内の
他地域や海外へ展開することも検討していきます。
　このように、低炭素型社会や電力需給バランスの最適化
のための社会システムづくりへ貢献する一方で、地域のラ
イフスタイルに合わせたさまざまなケースの実証や長崎県
内企業との連携促進を通じ、地域の産業振興への貢献も目
指します。

今後の取り組み
　双日は、全世界的な課題である気候変動防止に貢献すべ
く、環境関連事業分野への取り組みを引き続き重視し、「中
期経営計画2014～Change for Challenge～」においても
再生可能エネルギー事業やインフラ整備事業などを集中
事業領域に含め、経営資源を優先配分して事業を推進して
いきます。

気候変動防止に
貢献する事業の推進
気候変動防止に
貢献する事業の推進

ハウステンボス内に設置された太陽光パネル

今後の取り組みのポイント
● 環境関連事業および再生可能エネルギー事業の推進
● スマートシティ関連事業への注力

ウェブサイトでの報告事項
● ブラジルでのバイオエタノール事業の展開
● 太陽光関連事業の推進
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/divisions/p01.html

● 環境方針
● 環境マネジメント
● オフィスにおける環境への取り組み
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/environment/index.html

● 生物多様性保全に向けた取り組み
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/divisions/p04.html
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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



基本的な考え方
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2012年3月期の進捗
東南アジアにおける配合飼料事業の展開
　当社はベトナムにおいて、養豚向け配合飼料で日本国内
トップクラスの協同飼料株式会社と共同で双日協同飼料
会社（KSF社）を設立、工場の建設を始めました。日系企業
がベトナムで畜産用配合飼料の生産・販売事業に参入す
るのは今回が初めてです。生産予定の配合飼料はさまざ
まな飼料原料を独自の技術・ノウハウにより配合したもの
で、健康で良い肉質を持つ家畜の成長を促進するのに最

適です。ベトナムの食肉需要の増大や今後の人口増加に
対し、定評のある技術・ノウハウを活かした配合飼料で、
効果的・効率的な養豚を支援します。
　またカンボジアでも、中国最大の畜産・飼料会社である
新希望六和股份有限公司の子会社、四川新希望農業（柬埔
寨）有限公司の10%の株式を取得し、飼料事業へ参入して
います。
　さらに当社は、出資先であるインターフラワー・ベトナム
社（IFV社）が所有するASEAN最大の穀物専用港カイメッ
プアグリ港を活用することで、カンボジア、ベトナムを中心
としたメコン地域周辺へ
競争力のある飼料原料を
供給するなど、飼料事業
のバリューチェーン展開を
進めています。

新興国における海外工業団地の開発
　新興国では産業インフラが十分に整備されていない場
合も多く、それが産業発展の制約にもなっています。当社は

ホーチミン
中心部

ロンアン省

ホーチミン

KSF社
主要販売ターゲットエリア

ベトナム

カンボジア

プノンペン

カイメップアグリ港

IFV社の港湾施設

双日協同飼料会社（KSF社）
（2011年10月出資）

四川新希望農業（柬埔寨）有限公司
（2011年7月出資）

途上国、新興国の発展に
寄与する事業の推進
途上国、新興国の発展に
寄与する事業の推進

双日グループのCSR～重点取り組みテーマ

● 途上国、新興国の環境保全・向上の推進
● 総合商社の総合力を活かした経済・社会インフラの整備

今後の取り組みのポイント
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■ 東南アジアにおける配合飼料事業会社



工業団地の開発を通して産業インフラを整備し、企業の
海外進出をサポートするかたわら、現地の雇用拡大と産業
振興にも貢献しています。
　例えばインドネシアでは、「グリーンランドインターナショ
ナルインダストリアルセンター」（G.I.I.C）の開発を行ってい
ます。同国の経済発展に伴い、従前の造成計画に300ヘク
タールを増設し、総計1,300ヘクタールの工業団地用地を
展開。特に急成長する二輪・四輪自動車の部品、家電、日用
品などを製造している日系および外資企業に提供するとと
もに、さまざまな進出支援サービスも展開し、ASEAN域内
の持続的発展に向け生産拠点構築に取り組んでいます。

　ベトナムでは、当社は1996年にドンナイ省でロテコ工業
団地を開発し、現在も運営管理を行っています。さらにロンド
ウック・インベストメント・カンパニー・リミティッドに出資し、
同省でロンドウック工業団地を開発することになりました。
2012年2月に着工、2013年夏頃にはインフラが完成し、
工場の操業が開始できる予定です。
　インドではマザーソン・グループと共同で、チェンナイ郊
外に双日マザーソン工業団地（SMIP）を開発します。
2013年春に着工予定、2014年夏にはインフラ完成・工場
操業開始を予定しています。

今後の取り組み
　人口増加を背景に、今後の食料増産が世界的な課題と
なっています。ロシア・タタルスタン共和国において、製造
工程で発生するCO2を回収して肥料生産効率を高める技
術を活かした大型の肥料プラント建設に協力するなど、当
社は効率的に持続可能な農業を営むために不可欠な肥料
の生産に積極的に取り組んでいきます。
　同様に持続可能性を重視した取り組みとして、チップ加
工事業における植林活動があります。ベトナムにおいて、地
元農民や現地学校に苗木を無償配布し、成長した木を当社
が同国に保有する4つのチップ加工工場が有償で買い取る
活動を長年にわたり実施しています。この活動を今後も続
けることにより、荒廃地の再生や学生への環境教育を通じ
て将来ますます地域社会の発展に寄与していきます。さらに
モザンビークにおいて新たな木材チップ加工工場を立ち上
げるのを機に、同地域でも植林活動と一体化した事業を進
めていく計画です。

G.I.I.C完成予想イメージ図

G.I.I.C
（インドネシア／2008年着工）

双日マザーソン工業団地（SMIP）
（インド／2013年春着工予定）

ロンドウック工業団地
（ベトナム／2012年2月着工）

ロテコ工業団地
（ベトナム／1996年設立／運営中）

ウェブサイトでの報告事項
●  ロシア・タタルスタン共和国での産業振興への
貢献

● 植林活動を通じた地域社会発展への貢献
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/divisions/p02.html
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■ アジア諸国における工業団地の展開

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



双日グループの人材に対する考え方
　双日グループでは、企業の成長は社員とともにあるとの
認識に基づき、社員一人ひとりの成長を支援する「働きがい
のある会社」と、多様な人材の多様な働き方を支援する
「働きやすい会社」を目指し、人材育成や人事制度の整備を
進めています。

働きがいのある会社であるために
人材育成の強化
　双日が期待する人材は、4つの力と3つの資質を備え、
組織力の向上と自己実現の達成を通じて、より豊かな社会
の実現を目指す人材です。このような人材が育ち活躍する
「働きがいのある会社」となるため、双日は人材の育成・強化
に注力しています。

多様な研修制度
　日々変化するビジネス環境への対応に必要な各種スキ
ルを効率よく習得するために、豊富な研修メニューを用意し
ています。同時に、社員がこれまでの成長を振り返り、今後
のキャリアを考えるための機会も設けています。ビジネスの

グローバル化への対応に向けては、特に本社若手社員や
海外幹部候補社員の研修に力を入れています。

海外短期トレーニー派遣制度
　従来の海外語学研修やMBA派遣などに加え、2012年3月
期には、グローバルな視野の形成、異文化理解の促進、海外
市場動向の把握、人脈形成、海外ガバナンス体制の学習な
どを目的に、すべての若手社員が20代のうちに1～6ヵ月程
度、海外で実務経験を積むためのプログラムを開始しました。

ジョブローテーション、社内公募制度
　社員が中長期的視点で幅広い知識や経験を身に付け、よ
り高度な自己実現と社内活性化を可能にするため、ジョブ
ローテーション制度を導入しています。また、2006年3月期
に導入した社内公募制度の活用も進んでおり、社員自身の
キャリアプランの形成・具現化を促進しています。

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・介護の両立を図れるよう、さまざまな
支援制度を導入・整備しています。育児面では、育児休職
期間の延長、育児短時間勤務制度、育児休職者復帰支援
プログラム、ベビーシッター利用補助制度などがあります。
男性社員の制度利用者も増えており、次世代育成支援企
業として厚生労働省より認定を受け、「くるみん」マークを
取得しています。介護面では、介護休暇日数の拡充、介護
短時間勤務制度、複数回取得可能な介護休職制度、介護
による退職者の再雇用制度のほか、介護相談窓口と遠隔地
介護サポートプログラムを導入し、「働きやすい会社」の実
現を目指しています。

社員一人ひとりが能力を
発揮できる制度・環境の整備
社員一人ひとりが能力を
発揮できる制度・環境の整備
● グローバル化やダイバーシティ社会への対応
● 社員の能力が最大限発揮できる有効な制度・施策の開発・導入
●●●●●●●●●● ググググググググググローローローローーーローロ バルバルバルバルバルバルバルルルルル化や化や化や化や化や化や化や化や化や化や化ややダイダイダイダイダイダイダイダイダイダイダダ バーバーバーバーバーバーバーシテシテシテシテシテシテシテテテテティィ社ィ社ィ社ィ社ィ社ィ社ィ社社社社社会へ会へ会へ会へ会へへ会へ会へ会会会会会会 のの対の対の対の対の対の対の対の対対対応応応応応応応応応応
●●●●●●●●●● 社社社社社社社社社社社員員の員の員の員の員の員の員の員の員員員員 能力能力能力能力能力能力能力能力能力能能能能 が最が最が最が最が最が最が最が最が最が最が最最最最大大大限大限大限大限大限大限大限大限大限限限限発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮揮できできできできできできできできできききききで る有る有る有る有る有る有る有る有る有る有る有有有効な効な効なな効な効な効な効な効な効な効 制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度制度度・・施・施・施・施施施施施施施施施施施施策の策の策の策の策の策の策の策の策策策策策策 開発開発開発発発開発開発開発開発開発開発開発開発・・導・導・導・導導導導導導導導導導入入入入入入入入入入
● グローバル化やダイバーシティ社会への対応
● 社員の能力が最大限発揮できる有効な制度・施策の開発・導入

今後の取り組みのポイント今今後今後今後今後今後今後今後今後後後後今 の取の取の取の取の取の取の取取取取りり組り組り組り組り組組組組組組みのみのみのみのみのみのみのみみ ポイポイポイポイポイポイポポポ ントントトントントントトト今後の取り組みのポイント

双日が期待する人材への成長
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
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ダイバーシティの推進 
　女性社員がその力をさらに発揮できるよう、2010年3月期
より「女性総合職研修」を開始し、2012年3月期までに5回実
施しました。また、本格的なグローバル化時代に対応すべく、
従来の外国人留学生に加え、海外大学の新卒外国人の本社
採用もスタートしました。
　2013年3月期には、障がい者の雇用促進を目的として設立
した新会社を障害者雇用促進法に基づく特例子会社として
認定申請を行う予定です。

人材戦略のグローバルおよびグループ展開
グローバル展開
　海外幹部候補者育成プログラム（GNLD: Global Next 

Leaders Development Program）として、世界11ヵ国の現
地社員（15名）を双日本社に集め、将来のリーダーに必要な
各種の集中研修や、本社社員との対話プログラムを実施。さら
に、現地社員の個別人材育成計画の策定や本社駐在制度な
ど、海外幹部人材の早期育成・登用に向けた取り組みを着実
に実施しています。また、本社社員の英語によるコミュニケー
ション力強化のための研修を拡充するなど、国内外でグロー
バル人材育成の加速化に取り組んでいます。

グループ展開
　グループ会社の役員・管理職向けグループ横断の階層
別研修のほか、一般社員に対する双日本社と共通の基礎研
修やリスク管理研修の実施、新入社員導入研修の一部カリ
キュラムの共有、双日本社でのグループ会社からのトレー
ニー受け入れなど、グループ会社の人材育成やネットワーク
構築のための諸施策を実施しています。

今後の取り組み
　2013年3月期よりスタートした「中期経営計画2014」にお
いても、グローバル化やダイバーシティ社会への対応を重要
課題と捉え、人種、国籍、性別、年齢などにかかわらず、双日
グループ全社員の能力が最大限発揮できる有効な制度・施
策の開発・導入に向けて積極的に取り組んでいきます。

ウェブサイトでの報告事項
● 多様な研修制度
● ワークライフバランス推進
● 各種制度
● 労使関係
詳細はウェブサイトをご覧ください。
http://www.sojitz.com/jp/csr/employee/index.html

  社員の声
海外短期トレーニー派遣制度
森山 哲雄　情報企画部情報企画一課
「中東・アフリカビジネスの最前線で、ITの観点から支援
でき、東京にいるだけでは習得し難い実務経験を積むこ
とができました。現地のビジネス環境や文化・思想も大き
く異なるため、IT関連の問題を一つひとつ解決していく
ことは、とても労力を要するものでしたが、この体験を今
後のIT分野でのアプローチにおいて活かしていきたいと
思います。」

海外幹部候補者育成プログラム（GNLD）
Antonio Laforgia　双日欧州会社　ミラノ支店
「双日に関する理解を深めることができた今回のGNLD

は、私にとって本当に有意義な機会でした。またこのよう
な真剣な議論の中で真の変革が生まれることを期待して
います。今後さらに国内外の社員の意見交換の機会を増
やすことで、より良いプログラムになると思います。」

高 峰　双日青島会社
「8日間のプログラムと2日間のOJTによる第1回GNLDの
メンバーとなったことを大変誇らしく思っています。講師の
方々からのみならず、メンバー間のコミュニケーションや議
論の中からも非常に多くのことを学びました。この研修で
大いに刺激を受けましたので、これを今後の目標設定
や日々の業務に役立てていきたいと思います。」

GNLD コミュニケーション研修の様子

女性総合職研修の様子

双日株式会社　アニュアルレポート2012 71

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




