
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
　当社は、「双日グループ企業理念」（「双日グループは、誠実
な心で世界を結び、新たな価値と豊かな未来を創造します」）
に基づき、社会に貢献し、中長期にわたる継続的な企業価値
の向上を図ることを目指しています。この実現に向け、コー
ポレート・ガバナンスの強化が経営の重要課題であるとの認
識の下、以下のようなコーポレート・ガバナンス体制を構築
し、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任
と説明責任を果たすことを含め、透明性の高い経営体制の
確立および監視・監督機能の充実に努めています。

1. 経営と執行の分離、業務執行の監督
　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。
　取締役会は、取締役会長が議長を務め、当社グループ
経営に係る基本方針と最重要案件の審議、決裁を行う最
高意思決定機関であるとともに、業務執行機関からの重
要事項の付議、定例報告などを通じて業務の執行状況の
監督を行っています。また、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。
　業務執行機関としては、当社グループの経営および執
行に係る重要事項を全社的視野ならびに中長期的な観点
で審議、決裁する経営会議を設置し、最高責任者である社
長が議長を務めています。加えて、社長管下には、重要な
投融資案件を審議・決裁する投融資審議会、重要な人事事
項を審議・決裁する人事審議会、組織横断的な視点で取り
組むべき事項を推進する社内委員会を設置しています。
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2. 経営に対する監視体制
　当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視
点による適切な助言・提言を受けることおよび取締役会の
監督機能の強化を図ることを目的に複数の社外取締役を
選任しています。また、社外取締役が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ることに
より、取締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保
しています。
　なお、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務
執行を取締役から独立した立場の監査役が監査していま
す。監査役は、取締役会に加えて、経営会議、投融資審議
会などの主要会議に出席するほか、取締役からの聴取、重
要な決裁書類の閲覧などを通じて監査を実施し、経営に
対する監視・監査機能を果たしています。

コーポレート・ガバナンス体制
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。社外取締役2名を含む7名（男性6名・女性1
名）で構成され、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、当社では取締役会の議長を取締役会長が務め、
取締役副会長および社外取締役とともに業務執行取締役
および当社執行体制全般に対する監督、当社ガバナンス
体制全般への意見具申を行っています。

2. 監査役会
　監査役会は、社外監査役4名（男性3名・女性1名、うち常
勤1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、取締役の職務
執行を監査しています。

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
　当社は会社の最高責任者である社長を議長とする経営
会議を設置しており、当社グループの経営および執行に
関する重要事項を全社的視野ならびに中長期的な観点で
審議、決裁を行っています。また、経営会議は業務執行取
締役および営業管掌役員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、社長管下に投融資審議会を設置しています。投融
資審議会は社長が任命した議長、審議員をもって構成さ
れています。現在では、CFO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
署のほか、案件に応じてコーポレート各部が事前審議を行
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、企業価値向上のため、組織横断的な視点、職掌か
ら取り扱うべき経営事項を推進する社長管下の業務執行
機関として、次の4つの社内委員会を設置、運営していま
す。各社内委員会は、取締役会や経営会議にその活動内容
に基づく報告を定期的に行っています。各委員会ともに事
務局として専門部署を置き、当社グループの取り組みにつ
いてグループ内の関係部署と連携し、その推進に努めて
います。

• 内部統制委員会
  社長を委員長とし、会社法上の内部統制規定および金
融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制
度に対応し、当社および当社グループの内部統制システ
ム全般の整備・運用状況をモニタリングし、改善を進め
ています。
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• 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
に関する基本方針などの検討・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。

• 開示検討委員会
  経営企画、IR管掌役員を委員長とし、会社情報の対外開
示・発信に関する基本方針の検討・策定と対外情報開示
に関するプロセスの確認を行っています。

主要各会議体の開催状況
　2015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 18回

監査役会 19回

経営会議 26回

指名委員会 1回

報酬委員会 2回

投融資審議会 29回

内部統制委員会 5回

コンプライアンス委員会 4回

CSR委員会 4回
※ 開示検討委員会は2015年4月に設置したため、上記表には記載し
 ていません。

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
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コーポレート・ガバナンスの変遷
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コーポレート・ガバナンス

社外取締役の機能および役割
　当社では、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対す
る監督機能の強化を図ることを目的に、石倉洋子氏およ
び北爪由紀夫氏の2名の社外取締役を選任しています。
石倉洋子氏は、学識者としての国際競争力や国際企業戦
略の分野に関する豊富な見識や、他の複数の企業での社
外役員としての経験に基づき、社外の独立した立場から、
当社業務に関して適切かつ有意義な助言を行っていま
す。北爪由紀夫氏は、行政分野において要職を歴任し、ま
た、外交官を務めるなど長年の経験と豊富な見識に基づ
き、社外の独立した立場から、当社業務に関して適切かつ
有意義な助言を行っています。

社外取締役または社外監査役の独立性
　当社では、客観的な視点かつ独立的な立場からの助言、
提言を得るべく、社外取締役には、企業経営者、政府機関
出身者など産業界や行政分野における豊富な経験を有す
る者、世界情勢、社会・経済動向に関する客観的かつ専門
的な視点を有する者など、広範な知識と高い見識を持つ
者を複数選任しております。また、社外監査役の選任にあ
たっては、上記に加え、多様なステークホルダーの視点を
事業活動の監査に取り入れる視点から、その出身分野な
どの多様性にも留意しています。
　なお、社外取締役２名および社外監査役４名はいずれ
も、当社が上場する国内金融商品取引所が上場規程にお
いて定める独立役員の要件を満たしており、全員を独立
役員として届け出ています。

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、社外取締役の石倉洋子氏、北爪由紀夫氏お
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。

役員報酬の内容

区分
2014年3月期 2015年3月期

支給
人員（名）

支給額
（百万円）

支給
人員（名）

支給額
（百万円）

取締役
（うち社外取締役）

7
（2）

345
（24）

9
（4）

364
（24）

監査役
（うち社外監査役）

8
（6）

112
（65）

5
（4）

106
（68）

※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

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
和文および英文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。
　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、パソコン、スマートフォン、携帯電話からのイン
ターネットによる議決権の行使方法も実施しています。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。
　2015年6月23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56,988
名（うち当日出席者数は取締役、監査役および執行役員を
含む2,592名）となり、議決権行使率は65.02%となりま
した。

議決権行使結果

議決権を有する株主数 163,525名

総議決権数 12,500,528個

議決権行使株主数 56,988名

議決権行使数 8,128,875個

議決権行使率 65.02%
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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12期 期末配当）の件 7,660,126 300,684 24,780

 第2号議案
　取締役7名選任の件

　加瀬 豊 7,882,722 84,186 24,780

　原 大 7,881,587 85,321 24,780

　佐藤 洋二 7,882,121 84,787 24,780

　段谷 繁樹 7,884,740 82,168 24,780

　茂木 良夫 7,885,575 81,333 24,780

　石倉 洋子 7,885,275 81,633 24,780

　北爪 由紀夫 7,910,521 56,387 24,780

※  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。

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、当社の情報をよ
り迅速に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、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
のために、株主との間で建設的な対話を行うことを基本方
針として、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、毎年6月に東京で開催する株主総会以外でも、大
阪、名古屋、福岡といった大都市において株主説明会を実
施しており、2015年3月期は9月と3月にそれぞれ名古屋
と福岡で開催しました。さらに、証券会社の協力の下、証券
会社の支店ほかにおいても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名の皆
様にご来場いただいており、個別ミーティングは約180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
いては米国、英国、アジアでそれぞれ2回、欧州で1回の海
外ロードショーを実施しました。
　また、当社では株主・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。IRの専門部署を設け、
投資家・アナリストの皆様との個別ミーティングの内容を
経営陣に定期的に報告するほか、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陣が把握できる体
制を整えています。加えて、株主総会や株主説明会など
でアンケートを実施することで株主の皆様の声をいただ
き、各種施策に反映させています。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、課長研修をはじめ、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。
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IR活動実績一覧

個人株主・
投資家向け
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大阪、名古屋、
福岡で定期的に開催、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

アナリスト・
機関投資家
向け活動

・  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
・  国内外の議決権行使組織を定期的に訪問
し、議決権行使ポリシーや当社のガバナン
ス体制などについての意見交換を実施

IR資料・
ウェブサイト
掲載

・  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
・  統合報告書（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）

その他 ・  各種媒体での株主・投資家向けアンケート
の実施

内部統制システム
　当社では、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、2006年5月の取締役会にて「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」を決議しています。また、2015年5月施行の改正会社
法および改正会社法施行規則を踏まえ、2015年4月の取
締役会にて「当社グループ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9項目を改め
て決議しました。

1.  当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理
に関する体制

2.  当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が
法令及び定款に適合することを確保するための体制

3.  当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程そ
の他の体制

4.  当社及び子会社の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.  子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社へ
の報告に関する体制、並びに、当社及び子会社における
業務の適正を確保するためのその他の体制

6.  当社監査役の職務を補助する使用人及び当該使用人
の取締役からの独立性、並びに当社監査役から当該使
用人に対する指示の実効性の確保に関する体制

7.  当社及び子会社における当社監査役への報告に関する
体制

8.  当社監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを受けないことを確保するための
体制

9.  その他当社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
（P72ご参照）、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（P74ご参照）、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」の推進と当社および当社グループの内部統制シ
ステム全般の整備・運用状況をモニタリングし、改善を進
めています。
　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、
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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。
　2015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

2005年11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

2006年5月 「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）

2008年4月 「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

2015年4月 「当社グループ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

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、海外主要現地法人を含む連結子会社を主たる対
象とし、監査を行っています。
　監査手続きにおいては、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、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改善状況を確認して
います。こうした一連の監査活動については、監査役と情
報を共有しています。
　また、当社およびグループ会社において「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。
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