
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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