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「 双日グループの社会的責任（P69～80）」について
報告期間：  2013年3月期（2012年4月1日～2013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)

 P69 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

 P70 Stride 6
 
P74  サプライチェーンにおける
  CSRの推進

 P76 気候変動防止に貢献する
  事業の推進

 P77 途上国、新興国の発展に
  寄与する事業の推進

 P79 社員一人ひとりが能力を
  発揮できる制度・環境の整備
 
P80  環境・社会性データ



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、その実現に向けてグループ社員一人ひとりが取り組ん
でいます。

CSR推進体制
CSR委員会
　双日グループのCSRに関する重要事項は、CSR委員会に
おいて審議されます。同委員会は社長管下の業務執行機関で
あり、その内容は取締役会および経営会議に報告されます。
　また、経営が、多様なステークホルダーの視点を取り入れ
るための取り組みの一環として、2012年7月には住友ス
リーエム株式会社取締役の昆政彦氏を同委員会にお招き
し、「変化に対応するCSR経営と企業理念の浸透」をテーマ
にダイアログ（対話）を実施しました。

CSR浸透のための取り組み
CSRセミナーの開催
　ステークホルダーの視点を取り入れるため、有識者を招
いたセミナーを定期的に開催しています。2013年3月期は
以下のテーマで開催しました。

   「競争戦略としてのグローバルルール
 ～グローバル市場を勝ち抜く戦略的ルールづくりに見る
 CSRと企業競争力の関係～」 
 講師： 独立行政法人経済産業研究所コンサルティング 

フェロー　藤井敏彦氏

（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
　CSRの考え方や取り組みをグループ社員に伝えるために
e-ラーニングを、グループ社員の意見を今後の改善につなげ
るためにアンケートを定期的に実施しています。2013年3月期
は「サプライチェーンCSR」「事業を通じたCSR」をテーマに
2回実施。2013年3月期より受講対象を双日社員に加え国内
グループ会社、海外拠点に拡大しました。アンケートでは「CSR

の意識は不可欠である」などの意見が多く寄せられました。

人権に関する取り組み
　双日グループは「双日グループ・コンプライアンス行動基
準」において、基本的人権の尊重などを定めています。23ヵ
国語で同基準を策定し、全世界でその遵守に努めていま
す。さらに「双日グループ サプライチェーンCSR行動指針」
においても、適切な労働環境の維持や児童労働、強制労働
の禁止などを明確にし、取引先の皆様とともに人権に関す
る取り組みを進めています。
※「サプライチェーンにおけるCSRの推進」についてはP74をご覧ください。

 
▲

 サプライチェーンにおけるCSRの推進 ... P74

▲  気候変動防止に貢献する事業の推進 ......P76

▲  途上国、新興国の発展に寄与する
 事業の推進 ..........................................P77

▲  社員一人ひとりが能力を発揮できる
 制度・環境の整備 ...................................P79

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、双日グループが重点的に取り組
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、この「重点取り組みテー
マ」に沿って報告します。内容の詳細や最新情報は、当社
ウェブサイト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)

※「重点取り組みテーマ」は、当社グループを取り巻く状況の変化に応じ見直されます。
※東日本大震災の復興支援は「重点取り組みテーマ」に加え重要な課題と認識し、ご報告します。

双日グループは国際社会の一員として、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。
「新たな豊かさ」とは、多様なステークホルダーとともに、企業活動を通じ経済面、社会面、環境面における幅広い
価値を提供することです。

   第6回

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。

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。

双日グループのCSR「重点取り組みテーマ」

双日グループ企業理念

双日グループCSRポリシー

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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～2012年
人事制度・評価制度・育成インフラの整備

世界中で、新たな未来を築くために
　双日の最大の資産は「人材」である。グローバル化が

加速する中、「グローバル人材」の育成とその活躍を支

える体制づくりに取り組んでいる。

　世界各地で事業活動を行う双日は、従来、グローバル

人材を重視してきた。かつてのグローバル人材には日本

と世界の金融・製品・サービスをつなぐ力が求められてい

た。現在は、それに加え、多様な価値観を持つ世界中の

パートナーとともに新たな価値を創造する力が特に期待

されており、双日は、新時代のグローバル人材ニーズに

対応する取り組みに注力している。

　双日は統合・発足後、新しい会社としての基礎的な制

度・体制を整える期間を経て、2008年11月、グローバル

人材戦略を打ち出すフェーズに入った。当時、双日の海

外拠点は課題を抱えていた。それは、海外人員の80%

以上を占める海外現地スタッフ（NS：National Staff）の

管理職への登用や活用が十分とはいえないことだった。

地域のニーズと文化を理解し、地域社会とのネットワー

クを持つNSの管理職への登用、人材力強化は競争力

向上に直結する。双日は、NSとRS（本社からの赴任者：

Rotational Staff）で適正化された拠点を目指す制度を

各地で展開した。

　まず取り組んだのは、人事・評価制度を見直し、管理

職への登用基準を明確化することだった。研修体系に

ついても、本社および各拠点の育成ノウハウをグローバ

ルに展開し、各種研修制度を整えた。

　研修において、双日が特に重視したのが、NSの次世

代リーダーの育成だ。リーダー候補者の育成計画を定
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67人 5年以内

幹部候補者集中育成プログラム
延べ実施人数
幹部候補者集
（海外スタッフ）

入社後から海外派遣を
実施する期限

後 ら海
（本社スタッフ）



め、2011年からは「グローバルネクストリーダー研修」を

計3回実施。世界の次世代リーダー候補者が東京本社

に集まって2週間の集中研修を行っている。全社的なビ

ジョン・戦略、事業判断の視点などについて議論し、リー

ダーの育成に資する研修として、受講者、各拠点からも

評価が高い。

　また、RSについては赴任前研修を強化。さらに、1ヵ月

から半年の間、海外のグループ企業、拠点で経験を積む

「海外短期トレーニー制度」を導入。先行して導入した

海外長期トレーニー制度（1～2年間）、語学研修やMBA

派遣などともあわせ、入社から5年以内の双日総合職社

員全員が海外経験を積むこととした。本制度を経験した

社員たちの、グローバル事業を推進するに欠かせない

異文化・多様性への理解は格段に進んだ。

　グローバル人材戦略を推し進める基盤は整備され

た。実際に、現在では15名のNSが海外拠点のGeneral 

Managerとして登用され、手腕を振るっている。

　しかし、ここからが重要である。これまでを1s t

フェーズとするならば、新体制の下、グローバル人

材を輩出し、競争力を高めていく今後が2ndフェーズ。

双日は今まで以上に取り組みを加速させている。

　2013年3月期からは「グローバルネクストリーダー

研修」に加え、専門性強化やコミュニケーション能力

強化を目的とした「グローバルプロフェッショナル研

修」を開始、上級管理者を対象とした「グローバル

リーダー研修」も予定している。また、社内情報・通達

のバイリンガル化や、グローバル人材データベースの

構築など体制強化を図っている。

　一層熾烈を極めるグローバルビジネスにおいて、

双日の競争力と持続可能性を向上させるため、双日の

グローバル人材戦略はさらなる高度化が求められる。

　人事総務部、グローバル人事チームリーダーの泉

はいう。「人材の育成にゴールはありません。激動す

る世界で、パートナーとともに新たな価値を創造する

人材の育成を目指し、走り続けます」

グローバル人材戦略は2ndフェーズへ
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▲ グローバル人材の要件
双日パーソンとして求められる4つの力・3つの資質を
兼ね備え、企業理念、経営ビジョンへの深い理解の下、
それらの具現化に向けて国際的なビジネス環境の中で
会社、組織に付加価値を提供することができる。また、
自らの目標達成、自己実現を果たしながらその行動力
によって部下や同僚に対しプラスの影響を与え、組織
全体の向上を意識、追求できる。

経営者
資質

起業家
資質

4つの力

知識力 発想力 実現力 人間力

3つの資質

国際人
資質

2013年～
グローバル人材戦略の2ndフェーズ開始
　• グローバルリーダー向け研修本格化
　• 海外短期トレーニー制度経験者累計 48人



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、企業が国際社会
の一員として責任ある創造的なリーダーシップを発揮し、
持続可能な成長の実現を目指すことを提唱しています。
UNGC参加企業は、「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」に
関する10原則を支持し、企業活動を通じその実践に取り組
みます。当社はその趣旨に賛同し、2009年4月よりUNGC

に参加しています。

鉱山開発における環境保護、社会貢献
の取り組み
　当社では鉱山開発事業において、環境保全や安全衛生管
理・地域社会への貢献に配慮した事業活動を行っています。
　鉱山開発ではさまざまなリスクが想定されますが、当社で
は計画段階から環境汚染や事故の防止策などを社内で十
分に検証した上で推進しており、リスク顕在化の未然防止
に取り組んでいます。
　実際の操業段階でも、鉱山のリハビリテーションなどを
通じて、環境負荷の低減を進めています。例えば、豪州に
保有する露天掘り炭鉱では、採掘のために剥がした表土を
保存しており、採掘終了時に再度その表土で覆い、改めて
植栽を行うことで採掘前の状態に回復させる取り組みを
行っています。また、
同国では絶滅危惧種
（タヅナツメオワラ
ビー）の保護活動を
支援するなど、地域
社会とともに現地自
然生態系の維持にも
努めています。

国際社会貢献活動
アフリカ教育支援プロジェクト（タンザニア・
モザンビーク）
　当社は「教育」をテーマに、地域社会とともに社会貢献活
動を行っています。
　2010年よりアフリカで国際NGOプラン・ジャパン＊と協力
し、地域のニーズが高い幼稚園や小学校を支援。教室建設
に加え、教師・地域住民へ保育・教育の重要性に関するトレー
ニングも実施しています。タンザニアの幼稚園では、衛生環

境を向上するための
井戸建設や、菜園・養
鶏用備品の支給を行
い、栽培した野菜の
販売を通じて、地域
住民の収入向上にも
貢献しています。これ
らの活動は地域住民
が主体となって推進
しており、地域の自助力向上にもつながっています。
＊   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ヵ国で多岐にわたるプロジェクトを
推進しています。

東日本大震災復興支援への取り組み
　双日グループは復興支援において「人や地域社会の未
来への活力」を重視し、地域のニーズに沿った継続的な活
動を行っています。

事業を通じた復興への取り組み
　双日食料水産株式会社の工場は、震災当時岩手県大槌
町にあり、甚大な被害を受け生産停止を余儀なくされまし
た。その後、関係者の協力の下、釜石市に新工場を再建し、
2012年3月より操業を再開。同社の再建は、沿岸部の基幹
産業である水産業の復興と雇用創出、地域コミュニティ再
生につながっています。現在、同社は主要製品である鮭フ
レーク事業を中心に業績の回復に努めています。

双日復興支援教育基金
　被災により修学が困難になった大学生の支援を目的とし
て「双日復興支援教育基金」を設立しました（基金規模約5

億円）。2011年から5年間で計150名以上の奨学生を募集
する予定です。奨学金は、基本的に奨学生が卒業するまで
の期間給付されます。2011年は52名、2012年は37名の奨
学生の大学生活・学習環境を支援しました。

その他の支援活動
　グループ社員の復興支援ボランティアをサポートする制
度の導入や、グループ社員向けのボランティアツアーを実
施しています。さらに、NPO法人遠野まごころネットや大槌
町に、計14台の車両を寄贈しました。

リハビリエリア

完成した校舎の前で喜びを全身で表現
している子どもたち
【写真提供：プラン・ジャパン】
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国際規格（ISO26000＊）と双日グループの取り組み
　双日グループのCSRの取り組みを、ISO26000の7つの中核主題に分類し紹介します。
＊ ISO26000：  2010年11月にISO（国際標準化機構）より発行された社会的責任に関する国際規格。組織が、持続可能な発展への貢献を最大化するた

めに果たすべき社会的責任について、7つの中核主題を定めています。 

ISO26000 取り組み 紹介ページ

組織統治

双日グループの組織統治は、ステークホルダーの声
を取り入れ、企業理念の実現を目指す企業文化と、
企業理念の実現に向けて透明性・実行性・倫理性の
高い組織・経営の仕組みを充実させる取り組みです。

社長メッセージ ...................................P4
コーポレート・ガバナンス .......................P57
リスク管理 ........................................P63
コンプライアンス ................................P64-65
国連グローバル・コンパクトへの参加 ........P72

人権

双日グループの企業活動は、世界の人々とのかかわ
りの下に成り立ち、その一人ひとりが人権を持つと
いう考えに基づき、国際的な人権に対する認識を尊
重した活動を行っています。双日グループにおける
取り組みに加え、サプライチェーン上のパートナーと
ともに取り組むことが重要と考えています。

コンプライアンス ................................P64-65

人権に関する取り組み..........................P69

サプライチェーンCSRにおける
人権への取り組み ...............................P74

ダイバーシティの推進 ..........................P79

労働慣行

双日グループの価値創造の源泉は社員であるとい
う考えに基づき、多様な価値観を持つ世界のパート
ナーとともに、新たな価値を創造するグローバル人
材の育成、多様性を強みにつなげるダイバーシティ
の推進などに取り組んでいます。

サプライチェーンCSRにおける
労働慣行への取り組み .........................P74
グローバル人材戦略の進展 ...................P70-71
ダイバーシティの推進 ..........................P79
ワークライフバランス推進 ....................P79
労働組合との取り組み .........................Web

環境

地球環境課題は、次世代以降にも影響を及ぼす課
題です。そして双日グループの企業活動も、地球環
境の下に成り立っています。双日グループは、社会
の一員として企業活動において、経済の発展と地球
環境の保全の両立を図る「持続可能な発展」の実現
に取り組んでいます。

サプライチェーンCSRにおける
環境への取り組み ...............................P74-75
気候変動防止に貢献する事業の推進 .......P76
生物多様性保全のための取り組み ..........Web
環境マネジメント .................................Web
新規事業投融資の環境影響評価 ............Web
オフィスにおける環境負荷低減の
取り組み ...........................................Web

公正な
事業慣行

双日グループは、社会のルールにのっとり、企業活
動を通じ社会に対し貢献することを重視していま
す。そのためには世界のパートナーとともに公正な
事業活動を行うことが不可欠であるとの考えに基づ
き、コンプライアンスの徹底に努めています。

コンプライアンス ................................P64-65
腐敗行為防止規程 ..............................P65
サプライチェーンCSRにおける
腐敗行為防止への取り組み ...................P74

消費者課題

双日グループは、商社としてビジネスモデルの設
計、調達、製造、販売などのさまざまな事業の過程
において、製品・サービスの安全確保、公正なマーケ
ティング、省エネルギー、情報開示などの持続可能
な消費につながる取り組みを行っています。

サプライチェーンCSRにおける
商品・サービスの品質・安全性の
確保に向けた取り組み .........................P74
食の安全・安心への取り組み 品質管理室 ..Web

コミュニティへの
参画及び

コミュニティの
発展

双日グループは、企業活動を通じ、世界各地のコ
ミュニティにおける経済の発展に寄与するとともに、
社会の一員として、コミュニティとともに持続可能な
発展を目指す社会貢献活動にも取り組んでいます。

途上国、新興国の発展に寄与する
事業の推進 .......................................P77-78
社会貢献活動 ....................................P72
 

※詳細はウェブサイトをご覧ください。（URL http://www.sojitz.com/jp/csr/index.html）
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基本的な考え方
　双日グループはグローバルな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。
※サプライチェーンCSR行動指針はウェブサイトをご覧ください。
　（URL http://www.sojitz.com/jp/csr/approach/supply.html）

2013年3月期の取り組み
サプライヤーとのコミュニケーション活性化に
向けて
　サプライチェーンCSRにかかわるコミュニケーション活
性化を目的に、サプライチェーンCSR行動指針に基づく
アンケート＊を実施しています。2013年3月期は本社4部
門、海外5極（2013年3月期時点）、グループ会社のサプラ
イヤー計194社に実施し、101社から回答を得ました。サプ
ライヤーから「対応できない重要な問題がある」という回
答はありませんでした。
＊   人権・労働、職場の安全・衛生、環境保全、法令遵守と腐敗行為防止、
商品・サービスの品質・安全管理、情報開示についての方針有無・
状況を問うもの。

サプライヤー訪問による理解の深化
　2013年3月期はCSRアンケートの回答を受領した
Vietnam Japan Chip Corporat ion Ltd.（以下、
VIJACHIP社）を訪問し、現場において情報交換を実施し
ました。訪問の結果、アンケート回答との乖離は見受けられ
ず、特に、安全性向上に向けた数々の工夫を確認すること
ができました。

2014年3月期の展望
　より幅広いサプライヤーとのコミュニケーション活性化の
きっかけづくりのため、従来のアンケートや訪問による情報交
換に加え、コミュニケーション方法の多様化を目指します。
また、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく、サプライ
チェーンにおける現場での取り組み強化を図っていきます。

サプライヤーの声

サプライチェーン
における
 CSRの推進

双日グループのCSR～重点取り組みテーマ

取り組みのポイント

サプライヤーとのコミュニケーション方法の多様化 
サプライチェーンにおける現場での取り組み強化

木材チップは最大30mまで積
み上がり、重機の扱いには危険
が伴うため、定期的に操作研修
を行っています。

現場の作業は安全確保が第一。
抜き打ち監査も行っています。

従業員が集まりやすい場所に
無事故日数を掲示し、安全へ
の意識向上を促しています。

植林の大半は地力を回復さ
せるアカシア・ハイブリッドを
採用。将来はほかの樹種との
混植も検討しています。

松本 隆文氏
Vietnam Japan Chip Corporation Ltd.
社長

　生産事業会社の経営には、従業員の安全確保が第一で
す。第二に環境。社会に迷惑をかけるようでは、事業継続は
ままなりません。「安全第一」という考えは日本では当たり前
ですが、海外の現場で浸透させるには、経営側から最重要課
題だと繰り返し発信し続け、従業員が実感して、初めて当た

り前に変わります。「安全第一」が当たり前に
変わるまで取り組み続ける。その結果、安全な

環境を従業員に提供する。これが経
営者の一番の責任と考えています。

り前に変
変わるま

環
営
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高尾 佳孝
生活産業部門  林産資源部
製紙原料課  課長

　先人が築いたベトナムでの人脈を土台
に、取引先をはじめとするさまざまなステー
クホルダーからの期待に対し、あきらめるこ
となく実行し応えていく。この姿勢が、20年
もの事業継続という結果につながっている
ものと確信しています。
　今後も「相手のニーズに応えたい」との
想いを原動力に、それを実行という形に変
えて、「双日ならかなえてくれる」とい
う多くの信頼を得て、本事業の継続
と新ビジネスの機会創出につなげて
いきたいと考えています。

林産資源部
課長

からの期待に対し、あきらめるこ
応えていく。この姿勢が、20年
続という結果につながっている
ています。
手のニーズに応えたい」との
力に、それを実行という形に変
ならかなえてくれる」とい
頼を得て、本事業の継続
スの機会創出につなげて
考えています。

　「事業にかかわる人すべてが幸せでなけ
れば、やる意味がない。」それがVIJACHIP
社の創立当初から受け継がれてきた事業
精神です。
　木材チップ生産会社の運営は、農家の
皆さんから原木を安定供給してもらわねば
成り立ちません。植林の普及による原木の
安定供給と、持続的な森林の回復の取り
組みには、同じサプライチェーン上にいる
農家の皆さんにも利益がもたらさ
れる仕組みづくりが不可欠だった
のです。

木ノ下 忠宏
生活産業部門　食料担当部門長補佐

設立メンバーの声 主管部の声

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

事業を継続することで植林が進み、森林回復に貢献

融資・技術提供

融資・金利返済 農家の収益

返済

原木 原木

海外へ
木材チップ輸出

融資
農家

契約農家

ベトナムの
パートナー
企業5社

VIJACHIP社 
（木材チップ生産）

原木は、市場価格で買い取り保証

▲

VIJACHIP社のビジネスモデル

サプライチェーンCSRから見る 

ベトナムにおける植林・木材チップ生産事業
「森林を回復させながら、木材チップを生産・販売し続けることは可能なのか」。森林の回復と伐採してチップを作ると
いう、一見相反する2つの行為。双日は植林という切り口からその答えを見出し、独自のCSRを推進しています。 
ベトナムにおける植林・木材チップ生産事業会社、VIJACHIP社。CSRに取り組み続けてきた歴史がここにあります。

　ベトナム政府から受けた森林の回復と雇用創出の協力
要請に応えるため、双日（旧日商岩井）は1993年にベトナ
ム国営系林業会社5社とダナン市にVIJACHIP社を設立
し、植林・木材チップ生産事業に参入しました。当時ベトナ
ムの森林面積は、戦争と伝統的な焼畑農業の影響から、
1990年には29%（1943年：43%）にまで落ち込んで
おり、荒廃地の森林回復が環境課題でした。

　そこでVIJACHIP社が着手したのは「植林経営者の
自立」を促す融資。農家への融資にとどまらず、植林技術
の提供や植林した樹木の買い取り保証など、持続的な植
林を促すビジネスモデルを初めて打ち出しました。事業を
継続することでVIJACHIP社は2001年までに累計
13,062haの植林と、年間約50万人の雇用創出に成功し
ました。

設立当初から現在・将来へと受け継がれるサプライチェーンCSRの意識
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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、双日グルー
プ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。

2013年3月期の取り組み
グリーンケミカル事業への取り組みを加速
　石油を原料とする従来のプラスチックから、植物を原料と
するプラスチックへ―。バイオプラスチックは、化石資源
の消費を削減し地球温暖化を抑制する新しい素材として
近年、大きな関心を集めています。双日グループではこうし
た植物由来の化学品・樹脂原料を対象とする「グリーンケミ
カル事業」にいち早く注目し、さまざまな取り組みを展開して
います。
　双日プラネット株式会社は2012年7月、南米最大の化学
メーカーであるブラスケム社から、同社が製造するバイオプラ
スチック樹脂「グリーンポリエチレン」の販売代理権を獲得、
日本に加え、アジア・オセアニア地域への販売を開始しました。
　サトウキビを原料とするグリーンポリエチレンは、サトウキ
ビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼
却される際のCO2排出量をゼロ（カーボンニュートラル）と
みなすことが可能であり、製造・輸送工程のCO2排出量を含
めても、従来の石油由来ポリエチレンに比べ、CO2排出
量を最大70%削減することができます。また原料にはサトウ
キビの糖液から砂糖を取った後の廃糖蜜を利用するため、
「食料との競合」問題が生じないという利点もあります。
　さらに、多くのバイオケミカル製造特許を保有する米国ミ
リアント社とは、従来型のさまざまな樹脂製品をバイオ化す
る上で重要な役割を果たす中間原料バイオコハク酸の製
造販売に関する戦略提携契約を締結。アジア地域（日本、

中国、韓国、台湾）において、バイオコハク酸の量産と用途
開発を進めています。
　また、オランダの大手樹脂加工メーカーであるシンブラ社
とは、同社が世界に先駆けて開発した植物由来の耐熱性バ
イオ樹脂「シンテラ®」のアジア地域に向けてのマーケ
ティングを進めています。

2014年3月期の展望
　双日グループは、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。

双日グループのCSR～重点取り組みテーマ

気候変動防止に
貢献する
事業の推進

取り組みのポイント

グリーンケミカル事業の推進
再生可能エネルギー関連事業への注力
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社員の声

大八木 潤
双日プラネット株式会社
包装資材第1部

　現時点ではまだまだマイナーで、社会的認知度も低いグ
リーンケミカルですが、加工メーカー、エンドユーザー、関係省
庁、業界団体と共同で、「いかにしてマーケットを広げるのか」
「いかにしてサステナブルが当たり前の社会を作っていくの
か」と、会社や団体の枠を超えて、想いを一つにプロジェクトを
推進しています。
　新しいマーケット、新しい社会を作
ることが商社の仕事です。これは、ま
さに商社の仕事そのものであり、喜び
と誇りを持って取り組んでいます。



基本的な考え方
　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。

2013年3月期の取り組み
アフリカ・サブサハラ地域初の海水淡水化事業
　経済成長、人口増大、都市化、生活水準の向上やライフ
スタイルの変化などを背景に世界の水需要は拡大の一途を
たどっており、近年、水資源の確保はますます重要な地球的
課題となっています。
　こうした中、双日は2012年10月、アフリカ中西部のガー
ナ共和国で海水淡水化事業を始めました。スペインの水事
業の大手企業と共同でプラントの建設から運営までを手掛
け、首都アクラにおいて2014年から生活用水の供給を行い
ます。アフリカの「サブサハラ」（サハラ砂漠以南の地域）で
は初の海水淡水化事業であり、また、アフリカにおける日本
企業初の同事業投資となるものです。
　2,400万人の人口を抱えるガーナは深刻な水不足に悩ま
されており、とりわけ400万人が集中する首都アクラ周辺で
は、需要の半分ほどしか水の供給がない状況です。2010年
末には国内各地でコレラが発生するなど、安全な水の確保
が急務となっています。今回の取り組みは、こうした事態の
改善を目指すもので、1日最大6万㎥、約50万人分に相当す
る飲み水を供給していく計画です。
　地球上には膨大な量の水が存在しますが、河川や湖沼

など、人間が利用できる淡水はそのうちのわずか0.01%

で、97.5%は海水で占められています。その海水から貴重
な淡水を生み出す海水淡水化は、世界の水不足問題の解
消に向けた切り札として注目を集め、需要が急速に拡大し
ています。中でも逆浸透膜（RO膜）を利用した海水淡水化
装置は、造水に要するエネルギー消費が少ない上、日本が
世界に誇る技術を活かせる分野でもあり、双日ではアフリ
カ、中近東地域などを中心に海水淡水化事業に積極的に取
り組んでいく方針です。

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

取り組みのポイント

途上国、新興国における環境保全・社会への貢献
総合商社の総合力を活かした経済・社会インフラの整備

アクラ

ガーナ

▲

ガーナにおける海水淡水化事業

海水淡水化プラント建設の様子

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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逆浸透膜を使用し
た海水淡水化プラ
ントを建設中。
2014年より1日最
大6万m3、約50万
人分の飲料水を供
給予定。



アジアにおける電力事情の改善に向けて
　アジアにおける電力需要は、高い経済成長を背景に世界
平均を大きく上回る率で伸長を続けており、電力の安定供
給が大きな課題となっています。
　こうした背景の下、双日では発電分野に力を注いでおり、
当期はベトナムにおいて2件の大型発電プロジェクトを連続
受注。年間15％前後のペースで増加する同国の電力需要
に対応、安定供給に寄与しています。
　2012年5月、ベトナム国営石油公団から受注したのは、ベ
トナム北部タイビン省に建設される1,200MWのタイビン2

石炭火力発電所。同国の発電プロジェクトの中でも最大級
のものとなります。一方、同年8月にベトナム電力公社から受
注したのは、ベトナム南部カントー市に建設される300MW

のオモン1火力発電所。両所はともに2015年より順次運
転を開始する予定です。
　双日はベトナムにおいて、このほかにもIPPプロジェクトで
ある「フーミー3」への出資を行うなど、同国のインフラ整備
に貢献する発電プロジェクトに注力しています。

フェアトレード認証製品を展開
　「環境に配慮をしながら、責任あるモ
ノづくりを行いたい。公正な取引を通じ
て途上国の発展に寄与したい」。双日
グループの第一紡績株式会社は、そん
な想いからフェアトレード活動への参
画を決意。2013年1月、国際フェアト

レードラベル機構（FLO）が定め
た基準による、フェアトレード認証
（登録）・ライセンスを取得し、
国内で繊維製品を一貫生産する
企業として初めてフェアトレード
認証製品の製造組織に登録さ
れました。
　フェアトレードとは、開発途上
国の原料や製品を適正な価格
で継続的に購入することにより、開発途上国の生産者や労
働者の生活改善と自立を目指す貿易の仕組みです。
　同社では、同機構に認証された、繊維が強力でしなやか
なセネガルの綿花を使い、紡績から最終製品までを自社工
場で一貫生産。Tシャツ、エコバッグ、肌着など、綿製品にお
けるフェアトレード製品の普及を図っていく計画です。

2014年3月期の展望
　当社は、途上国・新興国が発展と成長を遂げる上で必要と
なる諸問題の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。
　中でもとりわけ解決が望まれる、経済・社会インフラの整
備。この分野で当社は、前述の海水淡水化事業や発電事業
のほか、工業団地開発・運営、貨物鉄道敷設、物流サービス
事業などへの取り組みを強化しています。
　また経済成長とともに増大するエネルギーや食料の需要
に対しては、石炭や穀物・飼料・肥料などの安定供給を、産業
発展のためには、工業塩やメタノールなど基礎原料の供給
拡大を通じて、途上国・新興国の持続可能な成長に寄与して
いきたいと考えています。

ハノイ

ホーチミン
カントー

ベトナム

ホー
カカントカン ー

ミ
ー

タイビン2石炭火力発電所

ブンアン1石炭火力発電所

フーミー3天然ガス
火力発電所

オモン1火力発電所

フェアトレード認証原料で
あるセネガル綿花

▲

双日がベトナムで手掛ける主な発電プロジェクト

国際フェアトレード
認証ラベル
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社員の声

藤田 紹一
機械部門  電力・環境インフラ事業部

　出張先のガーナで手を洗うとき、歯を磨くときにいつも思う
ことがあります。数年後には数十万人のガーナの人々が、私た
ちの事業から生み出される水を使っ
てくれているのだと。大きな責任を感
じるとともに、これからも事業を通じ
て世界各地の人々に少しでも貢献し
ていきたいと思います。



基本的な考え方
　双日グループの成長は社員とともにあります。「働きがいの
ある会社」「働きやすい会社」を目指し、社員一人ひとりが能
力を発揮できる制度・環境の整備を行っています。

2013年3月期の取り組み
働きがいのある会社であるために
双日の目指す人材像（グローバル人材）
　双日が目指すグローバル人材像は、4つの力（知識力・発
想力・実現力・人間力）と3つの資質（経営者資質・国際人資
質・起業家資質）を備え、パートナー、地域社会の多様な価
値観を理解し、ともに新たな価値を築いていく人材です。

多様な研修制度
　双日では、事業活動において必要とされる各種研修を行っ
ています。近年加速するグローバル化に対応し、入社から5年
以内の双日総合職社員全員に1ヵ月から半年の間、海外にお
いて実務を経験させる制度や、海外幹部候補社員が東京本
社で集中研修をする育成プログラムなどを導入しています。

ジョブローテーション、社内公募制度
　幅広い知識と経験を得て活躍し、同時に組織を活性化さ
せるジョブローテーション制度や2006年3月期に導入した
社内公募制度など、双日は、社員の育成促進とキャリアの
幅を広げる制度を導入しています。

働きやすい会社であるために
ダイバーシティの推進
　社員のさらなる活躍と、新たな価値観の創造のため、双日
はダイバーシティを重視しています。グローバル人材獲得の
ための海外大学の新卒外国人の本社採用や、女性社員の
活躍を支援する「女性総合職研修」を実施しているほか、
2012年3月には障がい者の雇用促進を目的とした新会社

を設立し、障害者雇用促進法に基づく「特例子会社」として
認定を受けています。

ワークライフバランス推進
　社員が仕事と育児・介護の両立を図るための支援制度を
導入しています。育児面では、育児休職期間の延長、短時間
勤務制度、復帰支援プログラムなどを導入し、次世代育成支
援企業として厚生労働省より認定を受けています。介護面で
は、介護休暇日数の拡充、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などを
導入しています。

2014年3月期の展望
　「中期経営計画2014」において、グローバル視点の人事
戦略、個人の活躍と新たな価値観の創出につながるダイ
バーシティを重要課題としています。2014年3月期も引き続
きこれらを重視し、人種、国籍、性別、年齢などにかかわら
ず、双日全社員の能力を最大限に発揮できる制度・環境づく
りに向けて取り組んでいきます。

社員の声
　私は双日欧州会社（ロンドン）から東京本社に駐在し、
グローバル人材戦略に携わっています。アジアの諸大学から
の新卒採用と、双日グループ社員への異文化理解・ビジネス
スキル・語学力の強化を目的とした多様な
研修を担当しています。 現在、双日の人材
戦略はスピード感をもって前進しており、刺
激的な日々を過ごしています。また、東京
本社の人事総務部で働くことが、多くの
メンバーと緊密な関係を築ける素
晴らしい機会にもなっています。

双日グループのCSR～重点取り組みテーマ

社員一人ひとりが
能力を発揮できる
制度・環境の整備

取り組みのポイント

グローバル化やダイバーシティ社会への対応
社員が能力を最大限発揮できる制度・環境の整備

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

双日株式会社     アニュアルレポート2013 79

ウィリアムズ・デイビッド
人事総務部
（双日欧州会社（ロンドン）より駐在）
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環境・社会性データ

▲

社会性データ

 

   2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 

 電力消費量＊1  4,538 4,026 4,356 

 CO2排出量＊1,3  2,341 2,433 2,256 

 オフィスの床面積＊1  42.8 41.5 42.0 

 床面積当たりのCO2排出量＊1  54.8 58.7 53.7 

 物流起因のCO2排出量＊4  10,400 9,510 8,380 

 廃棄物排出量＊5  365 371 392 

 廃棄物再資源化量＊5  262 295 304 

 廃棄物処分量＊5  103 75 88 

 リサイクル率＊5  72 80 78 

＊1 集計範囲：  双日単体（東京本社、大阪営業所自社ビル全体、北海道支店、東北支店、名古屋支店）。2013年3月期は、本社移転に伴い把握可能になった
空調関連の電力を含む。

＊2 空調関連の電力を除いた場合、3,599千kWhとなります。
＊3 CO2排出係数： ・ 電力は電気事業連合会から提示された年度別の実排出係数を使用、2013年3月期は2012年3月期の係数を使用しています。
   ・ 都市ガスおよび地域冷暖房は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に定められている係数を使用しています。
＊4 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく双日単体を荷主とする国内貨物輸送によるCO2排出量。
＊5 集計範囲： 双日単体（東京本社、大阪営業所自社ビル全体）のオフィス活動に伴う廃棄物。
＊6  移転作業など通常のオフィス活動以外からの排出量を含めると、廃棄物排出量は777トンでした。本社移転の影響により廃棄物排出量が前年度と比較
して増加しました。
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   2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 

 育児休職利用者数 10 15 14 

         男性 2 2 4 

         女性 8 13 10

 有給休暇取得率 41.0 45.5 37.0 

 障がい者雇用率 1.8 2.0 2.1 

 従業員数＊1 2,254 2,256 2,240 

         男性 1,815 1,806 1,787 

         女性 439 450 453

 従業員平均年齢＊1 41.4 41.5 41.8 

         男性 41.2 41.9 42.3 

         女性 39.6 39.9 39.8

 平均勤続年数 14.6 14.6 14.9 

         男性 14.8 14.8 15.3 

         女性 14.3 13.6 13.4

 離職率（自発的な離職のみ） 2.6 2.4 2.7 

 新卒採用者数 56 54 60

         男性 39 34 37 

         女性 17 20 23

 労働組合加入率 64 63 63

 研修受講者数（延べ人数） 約9,500 約8,000 約8,900 

 研修受講総時間 約33,000 約33,000 約37,000 

 社員一人当たり平均研修時間＊2 約15 約15 約17 

 ボランティア支援制度利用者数 – 83 20

         休暇取得人数 – 17 7 

 サプライヤー調査件数＊3 56 214 194 

＊1 「従業員」とは、「社員」に常勤の契約社員を含めたものを指します。
＊2 「社員」とは役員・執行役員・監査役を含まず、年度末日退職者を含んでいません。
＊3 サプライヤーに対するCSR関連調査の実施件数。詳細はP74「サプライチェーンにおけるCSRの推進」をご覧ください。
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