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

双日の経営戦略 双日の営業戦略 経営体制 双日グループの
社会的責任 組織情報 財務セクション
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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
兼 主計・財務・為替証券担当
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 

兼 財経・リスクマネジメント管掌
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
2013年 4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 兼 主計・財務・為替証券担当

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 ＊3

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  日清紡ホールディングス株式会社

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。

取締役・監査役（2013年6月25日現在）
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取締役（非常勤）
長島 徹＊1 ＊3

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
2013年 4月 帝人株式会社取締役相談役
2013年 6月 同社相談役

常勤監査役
尾島 洋一＊2 ＊3

1974年 4月 株式会社三和銀行 入行
2002年 5月  株式会社UFJ銀行執行役員 内部

監査部担当 兼 内部監査部長
2002年 6月 同社取締役執行役員 内部監査部
  担当 兼 内部監査部長
2004年 6月 日本信販株式会社常勤監査役
2005年 6月 同社常務執行役員
2005年10月 UFJニコス株式会社
  常務執行役員
2006年 6月 同社取締役 兼 常務執行役員
2007年 4月 三菱UFJニコス株式会社
  取締役 兼 常務執行役員
2007年11月 同社取締役 兼 専務執行役員
2012年 6月 株式会社カード・スタッフサービス 
  取締役会長
2013年 6月 当社常勤監査役

非常勤監査役
瀬古 美喜＊2 ＊3

1978年 4月 日本大学経済学部助手
1981年 4月 同大学経済学部専任講師
1985年 4月 同大学経済学部助教授
1990年 4月 同大学経済学部教授
1998年 4月 慶應義塾大学経済学部教授
2013年 4月 同大学名誉教授
  武蔵野大学政治経済学部教授
2013年 6月 当社監査役（非常勤）

非常勤監査役
町田 幸雄＊2 ＊3

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
   （現西村あさひ法律事務所）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
津谷 忠男＊2 ＊3

1973年10月  アーサーアンダーセン会計士事務所
入所

1988年 9月  アーサーアンダーセン会計士事務所
パートナー

1990年 9月 公認会計士・税理士事務所「津谷
  会計事務所」開設
1997年 2月 日本アムウェイ株式会社 入社
2001年 3月 デンセイ・ラムダ株式会社 入社
2001年 6月 同社取締役・財務本部長
2004年 7月 オリックス株式会社 入社
2005年 2月 同社執行役
2009年 1月 同社常務執行役
2009年 6月 富士火災海上保険株式会社
  社外取締役
2010年 1月 オリックス株式会社顧問
2010年 4月 富士火災海上保険株式会社顧問
2011年 6月 日立ツール株式会社社外監査役
2013年 6月 当社監査役（非常勤）

＊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 尾島 洋一、町田 幸雄、瀬古 美喜、津谷 忠男の各氏は会社法に定める社外監査役です。
＊3 指田 禎一、長島 徹、尾島 洋一、町田 幸雄、瀬古 美喜、津谷 忠男の各氏は有価証券上場規程で定める独立役員です。

双日の経営戦略 双日の営業戦略 経営体制 双日グループの
社会的責任 組織情報 財務セクション
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執行役員
田中 勤
化学部門長補佐　
兼 化学品本部長

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
篠原 昌司
欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人
補佐（アフリカ担当）

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
リスク管理企画、リスク管理第一、
リスク管理第二担当

執行役員
大野 滋
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
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

副社長執行役員
谷口 真一
秘書、広報、海外業務、
アセットマネジメント、
投資マネジメント担当

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

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 監査、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

常務執行役員
花井 正志
CCO 兼 法務担当

副社長執行役員
鈴木 譲治
欧・阿・中東・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（2013年6月25日現在）
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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 武漢出張所長
兼 重慶出張所長

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
丸田 秀
機械部門長補佐　
兼 企画業務室長

執行役員
平井 龍太郎
人事総務担当
兼 人事総務部長

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
田村 喜宏
化学部門長補佐　
兼 環境資材本部長

執行役員
吉村 利治
アジア・太平洋州総支配人
兼 双日アジア会社社長
兼 シンガポール支店長

執行役員
西村 昌彦
欧・阿・中東・ロシアNIS総支配人
補佐（中東担当）

執行役員
山田 裕
ストラクチャードファイナンス担当
兼 ストラクチャードファイナンス
部長

執行役員
高濱 悟
エネルギー・金属部門長補佐　
兼 企画業務室長

執行役員
西原 茂
経営企画、物流・保険統括、
IR担当

双日の経営戦略 双日の営業戦略 経営体制 双日グループの
社会的責任 組織情報 財務セクション



　私が代表取締役会長として取締役会議長に就任し、1年が

経過しました。改めて、コーポレート・ガバナンスの充実やマネ

ジメントの強化に終わりはなく、不断の努力が重要だと強く認

識しており、今後も健全な経営体制の維持に邁進していく所

存です。

　2014年3月期についても、こうした取り組みは前進を続け

ています。まず、従来1名であった独立役員の員数について、6

名への増加を図りました。社外役員全員が一般株主保護の役

割を期待される独立役員となることにより、より透明性の高い

経営体制を構築していきます。また、経営の視座を広げていく

ため、新任監査役に当社では初めてとなる女性役員を登用し

ました。当社の女性社員に対しても少なからず影響はあると思

いますし、経営に新たな息吹を吹き込んでいただければと期待

しています。

　私の大きな責務である業務執行の監督については、今後、

時代の流れや社会からのニーズへの適合性を特に重視してい

きます。資産の入れ替えは着実に進捗し、財務体質も大きく改

善してきている現在、当社が社会から問われているのは、中長

期の成長が実現できるかどうかです。健全な収益基盤を構築し

ながら、将来に向けた布石を打ち続ける――。この方向性を堅

持した業務執行がなされているかを注視していく考えです。

　21世紀は新興国の世紀です。世界を見渡せば、新興国にお

ける資源需要への対応やインフラ基盤の整備、環境･省エネ

ルギー技術水準の向上などが一層重要になる中、社会的課題

の解決や次世代社会への貢献など、当社が発揮すべき価値も

より広がっています。また、日本企業の価値の根源は、その信

頼性にあり、完遂度や透明性などは新興国をはじめとする世

界に対して、日本企業が範を示すべきものです。「誠実と信

頼」を大切にしてきた当社においても、まさにこうした価値を

体現していると自負しています。

　当社は今後も、「誠実と信頼」を実践し続ける経営を基盤

に、コーポレート･ガバナンス強化に向けた弛まぬ取り組みと

時代を見据えた成長戦略を進め、持続的成長、そして株主価

値の向上を果たしてまいります。ぜひご期待ください。

「誠実と信頼」を実践し続ける経営により持続的成長、 
 そして株主価値の向上を果たしてまいります。

会長メッセージ

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、継続的にその成果を
上げるための経営基盤を整え、株主・顧客・取引先・従業員
などのあらゆるステークホルダーから信頼される企業であ
り続けるには、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させ
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、実効性のあるグループ全体のコーポレート・ガバ
ナンスを維持し、向上させていく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」を確かな
ものにするために、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。
　「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
提供するために、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のか、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しています。さらに、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
迅速化に取り組んでいます。取締役会は原則として毎月
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（連携）
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重
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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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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4名を含む監査役5名（うち常
勤監査役2名）で構成され、取締役会から独立した立場の
監査役が、取締役による職務執行を監査しています。
2013年6月の株主総会では、前任者の任期満了に伴い、
新たに3名の監査役が選任されました。新任監査役のう
ち1名は当社で初めての女性役員となります。

3. 諮問機関
　当社は監査役会設置会社ですが、取締役、執行役員の選
任、報酬の妥当性・透明性を確保するために、取締役会の諮
問機関として指名委員会、報酬委員会を設置しています。

• 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。

• 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。

4. 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、

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

2013年
3月期

2014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

社外監査役
4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

経営
会議

▲

コーポレート・ガバナンスの変遷（2013年7月1日現在）

決裁

投
融
資
審
議
会

案
件
実
行

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　　　　　
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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、リスク管理部署のほか、案件に応じてコーポレート
各職能部が事前審議を行い、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。

• 内部統制委員会
  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
に関する基本方針、施策の検討・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
に関する基本方針、施策の検討・策定を行っています。

主要各会議体の開催状況
　2013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 15回
 監査役会 15回
 経営会議 27回
 指名委員会 1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 3回

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、帝人株式会社相談役

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、取締役会において、当社の経営
に関し、客観的な立場から適切な助言を行っており、ま
た、それぞれ報酬委員会、指名委員会の委員長を務めて
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 相談役
 
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

 （2013年7月1日現在）

コーポレート・ガバナンス強化への取り
組み
　当社はこれまで、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・ガバナンスを構築すべく国内外グルー
プ会社におけるコンプライアンスやリスク管理などのガ
バナンス強化策に取り組んできました。現在、推進中の
「中期経営計画2014～Change for Challenge～」で
は、「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んでいます。
　2013年6月には新任社外監査役として当社で初めて
学識経験者である女性役員が加わり、これまで以上に幅
広い視点から経営に対する監視・監督を行うことが可能と
なりました。

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尾島洋一氏、町田幸雄氏、瀬古美喜
氏、津谷忠男氏との間で、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。
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▲

役員報酬の内容
 2012年3月期 2013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 7 413 9 348
  （うち社外取締役） （2） （24） （2） （24）
  監査役 5 131 6 131
  （うち社外監査役） （3） （58） （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
　上場会社は、一般株主保護の観点から、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
査役から独立役員を確保することが義務付けられていま
す（有価証券上場規程第436条の2）。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。
　独立役員確保の義務付け以降、当社は、社外監査役で
ある町田幸雄氏のみを独立役員として指定していました
が、2013年6月に社外取締役である指田禎一氏、長島徹
氏を、また、社外監査役である尾島洋一氏、瀬古美喜氏、
津谷忠男氏を新たに加え、社外取締役および社外監査役
の全員を独立役員として指定しました。これにより、従前
以上に一般株主の利益に配慮した経営を行い、当社の事
業目的の遂行と企業価値の持続的な向上を目指すため
の体制が強化されました。

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、
2013年3月期より招集通知発送日の約1週間前にウェブ
サイトでの開示を行っています。また、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、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、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質疑応答までを含
めた動画配信を行っています。
　2013年6月25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56,429

名（うち当日出席者数は取締役、監査役および執行役員
18名を含む1,240名）となり、議決権行使率は64.06%と
なりました。
▲

議決権行使結果

 議決権を有する株主数 176,638名

 総議決権数 12,499,721個

 議決権行使株主数 56,429名

 議決権行使数 8,008,040個

 議決権行使率 64.06%

▲

  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10期期末配当）の件 7,801,245 127,275 14,611 

 第2号議案
 　取締役7名選任の件  

 　加瀬  豊  7,662,654 265,034 15,964 

 　原  大  7,771,226 156,463 15,964

 　佐藤  洋二 7,661,849 265,839 15,964 

 　段谷  繁樹 7,774,361 153,328 15,964

 　茂木  良夫 7,774,398 153,291 15,964

 　指田  禎一 7,671,866 255,824 15,964 

 　長島  徹  7,674,531 253,159 15,964 

 第3号議案
 　監査役3名選任の件  

 　尾島  洋一 5,184,484 2,744,458 14,611

 　瀬古  美喜 7,805,894 123,051 14,611

 　津谷  忠男 7,805,581 123,364 14,611 

 ※  本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち、
賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決
要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
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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、株主総会以外でも株主の皆様との対話の機会として、
2012年8月、2013年3月にそれぞれ大阪と名古屋にて株
主説明会（それぞれ来場者252名、308名）を、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、個別ミーティングを多数行っています。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160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行っているほか、当期にお
いてはアメリカ、欧州、アジアでそれぞれ年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、株主総会や株
主説明会、株主通信でアンケートを実施し、株主の皆様
の声を集めており、2013年3月期におけるアンケート回
収数は、株主総会810通、株主説明会延べ517通、株主
通信3,161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で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、「当社の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、規程・組織・体制などの内部統制システムの整備
に努めています。
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

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

個人株主・
投資家向け
活動

・  取締役候補者・監査役候補者のメッセージを当
社ウェブサイトで配信

・ 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大阪、名古屋にて
開催、当社ウェブサイトで配信

・  個人投資家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・投資家向けアンケートの実施

アナリスト・
機関投資家
向け活動

IR資料・
ウェブサイト
掲載

その他
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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、内部統制委員会を中心とする金融商品取引法に
基づく「財務報告に係る内部統制の評価」の推進を実行し、
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、内部統制に係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
の内部統制に係る組織と必要に応じて双方向の情報交
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重要であるとの認識の下、
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
定めています。
　2013年3月期においても評価を実施し、当社グループ
の財務報告に係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、双方向の情報交換を行い、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主
たる対象とし、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・投融
資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
の醸成を図っています。

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

「当社の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
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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、2013年3月期における同
倍率は0.9倍と目標内での運用を実現しており、今後も継続
して同水準を維持できるようにリスクコントロールに努めて
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。体制については、運用
面での充実とグループ全体への意識浸透を図るために3部
体制（リスク管理企画部、リスク管理第一部、リスク管理第

二部）でリスク管理を行っています。具体的には、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も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、順次、全営業部門に整備しま
す。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で行っています。
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も稟議書に記載
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
させるなど、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、人材交流を通じた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行っています。

リスク管理

※  リスクカテゴリーごとのリスク情報については、P101～105「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 5．リスク
情報」をご覧ください。
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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
応えるためには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。しかし、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
に堤示しています。

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・
研修活動を行っています。また、海外4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。
　一方、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）や、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
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
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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

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
・ 関係職能担当役員

事務局
・法務部（コンプライアンス統括課）

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  （CIO） 

コンプライアンス委員会

委員長
・ チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）

取締役会 経営会議社長

▲
コンプライアンス体制図



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、改善に努めています。

腐敗行為防止のための取り組み強化
　近年、米国をはじめ各国で、外国公務員への不正な贈
答・接待などの腐敗行為に対する取り締まりが厳格化し、
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。
　当社では、2012年12月に腐敗行為防止規程を、また
2013年4月に腐敗行為防止要領をそれぞれ制定し、同年
5月より本社を皮切りに取り組みを開始しました。腐敗行為
防止に特化したe-ラーニンングや前述の規程類の運用に
関する社員向け説明会のほか、腐敗行為リスクの高い贈
答品・接待の提供や代理店起用時における審査を実施す
るなど、本取り組みを本格化させています。今後は、この取
り組みを国内外のグループ会社にも広げ、グループ全体で
早期に高水準な対応を徹底させる方針です。

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、海外のグループ会社で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
する目的で定期的に総点検を実施しています（2013年
3月期は本社58部・室、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118社が対象）。過去の点検結

双日グループ・コンプライアンス行動基準

双日株式会社     アニュアルレポート2013 65

双日の経営戦略 双日の営業戦略 経営体制 双日グループの
社会的責任 組織情報 財務セクション

▲
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

双日エシックスホットライン

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



見えざるものを捉える第三者の目が、
双日のさらなる成長を支えていく。

▲

双日のマネジメント

双日の経営体制に対する評価をお聞かせください。
指田： 社外取締役として4年間、経営を見続けてきました
が、公正で透明性のある経営はもちろん、グローバルに広
がるビジネスフィールドに対応したリスク管理がなされて
いることで、堅実かつ健全な経営状況にあると評価してい
ます。厳しい船出から10年。ここまで持続的な成長を遂げ
られてきた要因は、社員の努力と株主の皆様をはじめとし
たステークホルダーの方々のご支援があったことはもち
ろんですが、歴代の経営陣による適切な舵取りがあったか
らこそだと思います。

長島： 企業にとって、経営の迅速性・透明性・公正性・説明責
任の４つの要素は不可欠なもの。しかも、これまでの経営を
見ていると、堅実かつ健全な経営が少しずつ進化してきて
いるように思えます。自分たちの状況や立場に応じた経
営を着実に行い、過去の負債を一掃した今、本格的に事業
ポートフォリオを書き換えていく。そんな段階に入ってきた
ことは間違いありません。

一方で、課題だと感じている部分はありますか。
指田： 堅実かつ健全な経営によって財務状況も大きく改善
され、資産の質が良化されてきましたから、今後は収益
性をより一層、向上していくことが期待されます。ステーク
ホルダー、特に株主の皆様への還元を考えると、これは必
須の課題だと思いますし、グローバルレベルで激しい競
争を続け、各種の提携を進めていくことを考慮しても、強
い企業であり続けることは非常に重要な要素です。

長島： 収益性を向上し、健全に、継続して成長していくため
には、経営を今まで以上に「見える化」していくことが大切
だと思います。関係子会社を含め、グループ全体の課題、
各事業が抱えている課題を今まで以上に明確に共有しつ
つ、より的確で迅速な対策を講じていって欲しいですね。ま
た、課題を解決する度に、新たな課題も出てくるでしょうか
ら、常に半年ぐらいのスパンで見直していける体制づくりも

必要になるはず。そのためにも、コーポレート・ガバナンスを
より一層強化していくことが大切です。

▲
双日の使命・役割

そうした進化を図る中で、グローバルに展開する
双日は、日本企業として、総合商社として、どのような
役割を果たしていくべきだとお考えですか。
長島： 自分良し、顧客良し、社会良し。日本が昔から実践し
てきた「三方良し」を貫くべきだと考えています。そこが海

外企業との差別化に繋がっていくと思います。「社会良
し」の観点からいうと、環境・エネルギー、食料・水、新興国
に対するインフラ輸出や事業投資は、今後ますます大き
な意義を持ってきます。世界各国の課題に対して、最初の
一歩を踏み出し、事業を構築していくのが商社ですから、
新興国のインフラ整備などで商社が果たす役割は多大
だと思います。

指田： また、貫くべきことの一方で、変化に対応する柔軟
さも求められます。私自身、経営の一般論を語るときに
「進化論」を例にあげることがあります。自然界では環境
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社外取締役対談

～双日のこれからの
　マネジメント～

“双日誕生から10年目。
さらなる飛躍に向けて
新たな可能性を
後押ししたい”

取締役（非常勤）
指田  禎一



双日株式会社     アニュアルレポート2013 67

双日の経営戦略 双日の営業戦略 経営体制 双日グループの
社会的責任 組織情報 財務セクション

変化に巧みに対応できた者だけが生き残れますし、それ
ができない者は滅んでいきます。これは企業でも同じこと
です。高い収益力を備えた「強い企業」として、武器であ
る情報を基に、世界最適の調達・生産・販売を実現し、得意
分野に経営資源を集中的に投下することも重要です。
双日ならではの特色を活かして市場を先読みし、新たな
風を送り出していくことを期待しています。

▲

双日のダイバーシティとグローバル化

役員体制のダイバーシティについて、社外からの
注目も集まっています。双日にとって今後、どのような
ことが重要になるとお考えですか。
長島： 女性の役員（監査役）が誕生したことは、会社の方
向性を示す上で非常に大きなことだと思っています。こう

した流れを受けて、今後は取締役、執行役員をはじめ、部
長レベルの管理職についてもダイバーシティを進めてい
くことが好ましいと思っています。こうした取り組みは、形
式的にではなく、確実に実践していくことが重要ですか
ら、その実行度合いを的確に見定め、意見していくために
は、女性の社外取締役が加わってもいいかもしれません
ね。また、男性とは違う観点での発言は、私たちにとって
も大いに刺激になりますし。

指田： 即座に実現するのは難しいかもしれませんが、外国
人の執行役員誕生も必要になるでしょう。海外拠点での

人材育成などにも注力していますが、真のグローバル
化を推進すべく、各分野で積極的な展開を行っています
ね。双日の社外取締役、監査役は独立役員になっていま
すし、会計報告についても国際会計基準（IFRS）で行うよ
うになりました。これは、世界的な基準にあわせていくとい
う意思の表れだと思っています。

▲

社外取締役として

今後、社外取締役として、どのような役割を担って
いくべきだとお考えですか。
指田： 企業の行動とそこで働く従業員の行動に対し、コン
プライアンスに関する社会からの要求水準はますます厳
しくなっています。法令・倫理・地球環境など多様な分野に
おいて、社外取締役は取締役会などで、今まで以上に厳
しく提言していかなくてはならないと考えます。取締役会
などでは、過去の慣習や諸事情といったものにとらわれ
ず、質問し、発言していくことは私たちの義務だと捉えて
います。社内の常識は社外の非常識ともいわれますから。

長島： 指田さんのおっしゃるとおり、社外取締役の役割を
一言で表すとしたら、社内の人間では、気付くことすら困
難なリスクを見て、指摘・助言することだと思います。ま
た、取締役会だけでなく、指名委員会などでも、将来にわ
たっての成長を遂げていくための社長後継者の育成や次
代の社長人事に対しても率直な意見を述べていきたいと
思います。
　私自身が直接的に何かをできる立場ではありません
が、経営者として培ってきた知識を提供し、双日が他の商
社にはない素晴らしい商社になる手助けをしたいですね。

指田： 社外取締役として、ただ、リスクを見るばかりでな
く、チャレンジすべきテーマがあれば、背中を押していき
たいし、可能な限りのサポートをしていくつもりです。今後
の可能性、そして一般株主保護の立場からいえば、収益
の配分バランスを特に重視しようと思っています。株主の
皆様への還元、商社にとって最大の資産である人に対す
る制度・環境の整備、次の投資への蓄積など、その配分こ
そ、経営の根幹ですからね。
　第三者の厳しい目を光らせ、歯に衣着せぬ発言をさせ
ていただくことで、双日のさらなる飛躍に向けた、新しい
可能性を後押ししていきたいと考えています。

“感じるのは、
堅実からの進化。
「見える化」による
円滑な経営を
期待します”

取締役（非常勤）
長島  徹




