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コーポレート・ガバナンス体制図

  当社グループ経営にかかる基本方針と最重要案件の審議、決裁を行うとともに、業務執行状況を監督する。

 監査役は諸法令等に基づき、取締役会から独立した立場で取締役の職務執行を監査する。

  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・方法の審議・提案、候補者
選任案を審議する。

 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・提案する。

 経営および執行にかかる重要事項を審議し、決裁する。

 重要な投融資案件を審議し、決裁する。

 重要な人事事項を審議し、決裁する。

  内部統制体制整備の進捗および運用状況のモニタリング、ならびに当社の内部統制体制の維持、
高度化を図るための方針を策定する。

 コンプライアンスを徹底するための基本方針や施策などの検討・策定を行う。

 CSR推進にかかわる基本方針、施策の検討・策定を行う。
※社内委員会の下部組織として、開示分科会、安全保障貿易管理分科会、情報セキュリティ分科会を設置
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※ コーポレート・ガバナンスに関する詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
 URL：https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/

取締役・監査役の構成
　当社では取締役・監査役合計12名のうち、その半数である6名が社外役員です。
　取締役の選任においては、性別などにかかわらず多様性を考慮し、社内外それぞ
れから豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を複数選任しています。取締
役会は当社において豊富な業務経験を持つ社内取締役（５名）と、客観的かつ専門的
な視点や多様な知見を持つ社外取締役（２名）の計７名（男性６名・女性１名）で構成さ
れています。
　監査役会は、当社における豊富な業務経験を持つ監査役（社内）1名と、客観的か
つ専門的な視点や多様な知見を持つ社外監査役４名の計５名で構成されており、
常勤監査役を２名としています。

社内取締役
5名

社外監査役
4名

社外監査役
4名

社外
取締役
2名

社外
取締役
2名

社内
監査役
1名 

社内 6名社外 6名

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、中長期にわたる企業価値の向上を図っ
ています。
　この実現に向け、コーポレート・ガバナンスの充実が経
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、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立
に努めています。

１）経営および業務執行体制
　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。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かかる基本方針
と最重要案件の審議、決議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。
業務執行機関としては、当社グループの経営および執行
にかか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、最高経営責任者であ
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。
　なお、急速な経営環境の変化に迅速かつ適切に対応し、
経営に対する責任を明確にするため、取締役と執行役員
の任期を１年としています。

２）経営に対する監視・監督体制
　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、監査役会が独立
した立場から、経営に対する監視・監査機能を果たしてい
ます。
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取締役会の実効性に関する分析・評価
　当社は、取締役会の機能の向上を図るため、2016年3月期より毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っています。

自己評価アンケートの大項目
・取締役会の役割・責務
・取締役会の構成
・取締役会の運営
・取締役会の意思決定プロセス
・取締役会による監督
・取締役会メンバーへのサポート体制
・取締役会の諮問機関である指名委員会・報酬委員会
・社外取締役に関する事項

2017年3月期の評価結果
アンケート回答を集計した結果、全体平均および左記
の大項目別のいずれも基準点以上の評点であり、第三
者評価においても、総じて、当社の取締役会は適切に機
能し、実効性が確保されていることを確認しました。
特に、取締役会での議論が活発に行われていること、社
外取締役が適切に機能していることを確認しました。
今回の評価結果を踏まえ、今後も継続的に取締役会の
実効性向上に取り組んでいきます。

分析・評価方法

社外取締役および社外監査役の活動状況／選任理由

全取締役に対する
自己評価アンケート

アンケート回答の
集計

第三者評価 実効性の議論

  氏 名 17/3 期
取締役会出席回数

17/3 期
監査役会出席回数 選任理由

社
外
取
締
役

石倉 洋子 100%
（19／ 19回） ̶

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知識や、
他の複数の企業での社外役員としての経験に基づき、当社社外取締役とし
て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・提言
を行っており、選任しております。

北爪 由紀夫 100%
（19／ 19回） ̶

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、当社社外取締役として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・提言を行っており、選任しております。

社
外
監
査
役

石毛 孝幸 100%
（15／ 15回）

100%
（14／ 14回）

花王株式会社において財務・経理分野で培われた豊富な知見、経営監査等の
要職、および社内監査役を務めた経験に基づき、当社社外監査役として独立
した立場と客観的視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において
的確な助言を行っており、選任しております。

北田 幹直 93%
（14／ 15回）

93%
（13／ 14回）

検察官・弁護士といった司法分野において要職を歴任するほか、企業の社外
取締役や社外監査役も務めており、当社社外監査役として独立した立場と客
観的視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を
行っており、選任しております。

八木 和則 ̶ ̶

横河電機株式会社において、経理や経営企画等の要職を歴任、取締役を務
めたほか、他の複数の企業における社外役員としての経験を有するなど同氏
の企業経営に係る豊富な経験や、公認会計士・監査審査会の委員としての監
査における専門的な知見に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客
観的な視点から、当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言
を行うことを期待し、選任しております。

神林 比洋雄 ̶ ̶

公認会計士として監査法人において要職を歴任したほか、リスクコンサル
ティング会社の経営者としての経験や見識、内部統制の分野における高い専
門性に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的な視点から当社
の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行うことを期待し、
選任しております。

※八木 和則、神林 比洋雄の各氏は2017年6月に社外監査役に就任しました。

双日株式会社    統合報告書201750



コーポレート・ガバナンス

役員報酬について
　取締役・監査役の報酬は、当社定時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。取締役の

対  象：個人株主・個人投資家
取り組み：各種説明会を開催し、経営方針や経営ビジョ
ンなどについて社長やCFO、IR担当役員が説明

株主・投資家との対話
　当社は、経営方針や持続的な成長と中長期的な企業価値
向上に向けた取り組みについて、適切な情報を適時に提供
するとともに、わかりやすい説明を継続的に実施すること、
株主の意見を経営に報告・反映させることなどにより、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います。
　適切な情報開示のため、社内規程として、インサイダー
取引防止規程のほか、法令・規則の遵守、透明性、適時性、
公平性、継続性、機密性を基本原則とする情報開示規程を
定め、これらを遵守しています。

対  象：機関投資家（国内・海外）
取り組み：各種説明会や個別面談などを通じて直接対
話を実施

株主説明会

4回
（大阪・名古屋・広島・福岡）

個人投資家説明会

11回
証券会社主催IRイベントへの参加

1回

決算説明会

四半期ごと
事業説明会

3本部
個別面談

200回
証券会社主催国内外カンファレンスへの参加

5回

報酬は、会社業績、ならびに非財務面のパフォーマンスを
総合的に勘案し決定され、監査役の報酬は原則、監査役会
において協議、決定されます。

取締役および監査役の報酬等の額 （2017年3月期） （百万円）

区　分
取 締 役 監 査 役 計

支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

株主総会決議に基づく報酬等 8 名 408 7名 97 15名 505

うち、社 内 6 名 384 2名 37 8名 422

うち、社 外 2 名 24 5名 59 7名 83

※ 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 550百万円 （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 50百万円

2017年3月期の具体的な対話

※ 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 150百万円

（注）百万円未満は切り捨てて表示しています。
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当社は前期に引き続き、機関投資家と当社取締役とのガバ
ナンスを主なテーマにしたスモールミーティングを開催しま
した。当期の当社側出席者は社外取締役である石倉取締役
と北爪取締役の2名で、機関投資家13名の皆様との活発な
意見交換が行われました。

  双日のガバナンス体制への評価と
社外取締役としての役割

（石倉取締役）
　現在、双日のガバナンス体制は整えるべきものは備えてお
り、社外取締役の立場から見た運用状況からも、ガバナンス
は適切に機能しています。一方、グローバルな視点から見た
場合は、さらに整えていくべき項目はあると考えています。
　また、コーポレートガバナンス・コードには、守りのガバナン
スだけではなく、成長に向けた攻めのガバナンスの意図もあ
ります。特に、双日は財務基盤を確立し、成長に向かって進ん
でいる状況であり、社外取締役としては、各事業の大きな方
向性として、もっとリスクをとるべきであるとか、逆に慎重に
なるべきといった意見を申し上げることを心掛けています。

（北爪取締役）
　社外取締役就任前にも通産省時代に双日とは接点があ
りました。双日にとって良い時代も厳しい時代も見てきま
したが、2004年の統合を経て、今の双日の経営は非常に
うまく機能していると感じています。財務基盤の確立と成
長に向けた体制強化を同時に進めてきたことで、筋肉質な
会社となっています。今後どこに次なる成長を求めていく
のか、総合商社としてどのような存在感を示していくのか
という点について、現在の経営陣が非常に頑張っていると
認識しており、社外取締役として、少しでもそこにお役に
立てればと考えています。

 

  監査等委員会設置会社への
移行の必要性について

　取締役会の諮問機関として設置されている指名委員会
と報酬委員会では有意義な議論がなされており、例えば報
酬委員会では、中長期的な業績と連動する経営陣の報酬
制度について継続的な検討を行っています。その検討の
内容は取締役会にも報告がなされ、そこでも活発な意見
交換が行われています。
　まずは、現在の体制でさらなるガバナンスの充実を図り
つつ、その後の課題として、環境変化などを踏まえ、ガバ
ナンス体制の在り方については議論していくべきだと考え
ています。

  社外取締役の役割を果たす上で
必要な社内情報の入手方法

　取締役会前の資料配布に加え、資料を読んだ後に事務局
および担当部署からの事前ブリーフィングが実施されてい
ます。そのほか、取締役会後の本部長報告では、各本部で
取り組んでいる事業の進捗をヒアリングしています。また、
現場とのコミュニケーションを目的に本部長、部長との懇親
会も開いており、積極的に現場との接点を持っています。

 ESG、特に環境問題などへの 
 取り組みに対する評価
　木材調達方針の策定など取り組みとして行うべきことは
適切に対応している一方で、情報発信が足りない面はある
かと思います。また、双日に限らず、取り組んでいることに
対する情報発信が足りないのは日本企業全般の課題と言
えるのではないでしょうか。

投資家と社外取締役の
スモールミーティング
（2017年1月開催）

トピック

石倉 洋子
社外取締役

北爪 由紀夫
社外取締役

議題1

議題3

議題4

議題2
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内部統制

　当社は、「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」（2015年４月24日取締役
会決議）に則り、内部統制システム体制の整備、運用に努め
ています。
　内部統制システム全般については、最高経営責任者であ
る社長を委員長とする内部統制委員会が、内部統制システ
ムの整備状況の全体俯瞰と運用状況のモニタリングを実
施し、社内制度・体制などに関する全社的な課題の抽出と
対応策の指示・改善を、各種委員会・組織と連携して実践
し、内部統制体制の維持・高度化を図っています。個々の領
域での具体的な施策については、リスクマネジメントの枠
組みのほか、各委員会（コンプライアンス委員会、CSR委員
会など）・分科会（開示分科会、情報セキュリティ分科会な
ど）のもとで取り組んでいます。
　また、当社では金融商品取引法に定める内部報告制度
に基づき「適正な財務報告を確保するための基本方針」を
定めており、当社グループ全体での財務報告に係る内部統
制評価の実践、内部統制委員会における進捗管理を通じ
て、財務報告の信頼性の向上に取り組んでいます。
　なお、内部統制委員会は2017年3月期に５回開催し、そ
の内容を取締役会に報告しています。

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

対応指示

対応指示

対応指示

質の向上

事業撤退・
ポートフォリオ

見直し

計測可能なリスク

市場

信用

事業投資

カントリー

計測を行わないリスク

法務

コンプライアンス

環境・社会（人権）

資金調達

災害

システム
営業部

リスクアセット計測

自己資本の1倍以内でコントロール

Plan

Check

DoAct

運営計画の実行

各リスク管理責任者が進捗管理

Plan

Check

DoAct

取締役会
経営会議
社内委員会

定期
報告

経営
判断

優良な
事業・資産の
積み上げ

バランス
シート

内部統制システムにおけるリスクマネジメント図

コーポレート・ガバナンス

「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」における項目

双日株式会社    統合報告書2017 53



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、計測可能なリスク（市場リスク、信
用リスク、事業投資リスク、カントリーリスク）に関しては、リ
スク量（リスクアセット）を計測し、経営に報告しています。
また、法務リスク、コンプライアンスリスク、環境・社会（人
権）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、計測を行わないリスク項目に関しても、計測可
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、管理状況を経営に報告しています。

リスクの計測とコントロール
　リスクを計測する目的は、①数値化されたリスクアセット
を自社の体力（＝自己資本）の範囲内に抑える経営を行う
こと、②リスクに見合った収益の極大化を図ること、との認
識の下、安全性と収益性を両輪として管理しています。当
社では、「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、2017年3月期における同倍率は
0.6倍と、目標内に収まっています。リスクアセットを四半
期ごとに計測し、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。引き続き1倍以内に収めるように、リスクコント
ロールしていく方針です。

　投融資については、中期経営計画に基づき、①機能の獲得・
拡大 ②マーケットの拡張・獲得・創造 ③各本部の幹を太くする
ための新たな領域拡大、以上の「3つの基本方針」を軸に、より
スピードと実現性を高めて実行していきます。そのため、全社・
現場それぞれにおけるリスクマネジメント力を強化するととも
に、従来実行してきた資産入替も継続して行うことで、資産の
質の向上やポートフォリオの改善を同時に図っていきます。
　世界政治の不透明性や地政学的リスク、マクロ経済、マー
ケット（為替・金利・株式・コモディティなど）のボラティリティは
高まっており、当社のビジネスを取り巻く外部環境も、日々
変化しています。そのような外部環境に対して、スピード感
を持ちつつ、適切にリスクマネジメントを行っています。具体
的な対応としては、株・為替のボラティリティ、カントリー格付
にストレスを加えたリスクアセットを試算し、ストレス環境下
においても、リスクアセットが自己資本の1倍以内に収まるこ
とを確認しています。加えて、テールリスクへの対応策とし
て、主要事業のストレスシナリオを作成し、ストレス発生時の
事業ポートフォリオへのインパクト分析を行っています。

リスク管理の組織　
　リスク管理の組織である、リスク管理企画部、リスク管理
部、コントローラー室について説明します。リスク管理企画部
は、リスク管理全般にかかる規程・制度、リスク管理運営方針
の企画・立案、ならびにリスク計測、カントリーリスク管理を
行っています。リスク管理部は、事業投融資案件の審議や実
行後のモニタリングをしています。また2012年から、営業組
織内にリスク管理機能を持つコントローラー室を設置してい
ます。コントローラー室は、営業本部内に席を置き、営業部と
密に情報共有を行うことで、案件構築のスピードアップやリス
ク管理ノウハウの営業現場での共有を実現しています。

リスクアセット推移

（左軸）       リスクバッファー　　 リスクアセット        市場リスク        事業リスク        信用リスク        カントリーリスク        自己資本
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（右軸）       リスクアセット／自己資本倍率
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＊IFRSにおける自己資本は、資本の「親会社の所有者に帰属する持分」

リスクマネジメント

双日株式会社    統合報告書201754



投融資案件
　投融資案件は、社長が任命した議長、審議員で構成する
投融資審議会で審議を行っています。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
スも検証し、投資可否を判断しています。具体的には、キャッ
シュ・フロー計画を含めた事業計画全体を精査し、事業性を
評価するとともに、内部収益率（IRR）のハードルを設定、リス
クに見合ったリターンが得られる案件を選別する仕組みと
なっています。各コーポレート部署はそれぞれの専門的見
地から事前に審議を行っています。
　投資実行後の事業会社経営では、「2つの価値」の実践と
して、「双日が得る価値」と「社会に還元する価値」も意識して
います。事業の競争力と収益力強化を実現し、事業価値向上
（事業のバリューアップ）を図っています。実行済みの事業投
資案件については、外部環境の変化にも注意しつつ、事業性
や収益性の評価を行うなど、プロセス管理を徹底して、事業
継続判断の意思決定をしています。実行済み案件の問題点
を早期に把握し、撤退・整理損を極小化する目的で撤退基準
を設定し、リスクに見合った収益を生まない投資から撤退す
るための意思決定に活用しています。

リスク管理研修
　全社のリスクマネジメント能力向上には、ルール整備だけ
では不十分であり、リスクマインドを社員全員に浸透させる
ことが必要です。社内研修に関しては、ルールの周知を目的
とした研修に加え、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、カントリーリスクの抑止・軽減策に関す
る研修、在庫取引などの市場リスクが内在する取引の抑止・

軽減策に関する研修などを行っています。入社3～10年目
の若手社員、管理職昇格前の社員、管理職社員、グループ会
社管理者といった多様な階層に対して研修を実施していま
す。現場社員の知識・経験を基に構成されており、実務に裏
打ちされた内容となっています。これまでの受講者数は延
べ1,800名となります。そのほかにも、商社パーソンとして、
ビジネス環境の変化に柔軟に対応できる力を養うため、外
部講師を招いた政治・経済情勢などの勉強会を定期的に開
催しています。また、営業部や海外拠点現地スタッフからの
リスク管理部署への受入れや、本社リスク管理部署と関係
会社間の人材交流を通じた、リスク管理マインドのさらなる
浸透にも取り組んでいます。

事業会社経営
事業会社経営に主体的に
取り組むことで、事業の競
争力強化と収益力強化を
実現し、事業価値向上（事業
のバリューアップ）を図る

定期的な事業性評価と、き
め細かな業績モニタリング
を実施

投資実行後 
投資実行後のPMI（経
営統合）、経営管理体
制の構築・整備

投資判断
定量面（リスク・リ
ターン）、定性面（案
件意義、競合分析）
を総合的に勘案し
て、投資判断

撤 退
バリューアップ

継 続

事業継続判断
事業投資案件の問題点
を早期・事前に把握す
るとともに、事業の経
営意義に鑑み、事業継
続・撤退を判断

案件創出
案件創出時から、
営業現場と一体
となってリスクを
洗い出し、対策を
講じる

事業投資のマネジメントサイクル

1st 営業本部 +コントローラー室：

  現場でのリスクマネジメント、
情報の早期共有

重層的なリスクマネジメント構造

3rd 取締役会・経営会議・投融資審議会：

  全社的ならびに中長期的観点で
経営判断（意思決定）

2nd コーポレート部署（リスク管理、経理、財務、法務など）：
  それぞれの専門的見地からの

 リスクマネジメント

コーポレート・ガバナンス
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事業等のリスクとその対応状況

リスクの概要 対応状況

市場リスク •  トレーディングや事業投資を通じた外貨建の取引など
に伴う為替変動リスク
•  資金の調達や運用などに伴う金利変動リスク
•  営業活動における売買契約・在庫商品などに伴う商品
価格変動リスク
•  上場有価証券の価格変動リスク

•  商品の売買残高などの資産・負債のマッチングや、先
物為替予約取引、商品先物・先渡取引、金利スワップ取
引などのヘッジ取引によって極小化。

信用リスク •  国内外の取引先に対する信用状況の悪化や、取引先
の経営破綻などにより債権が回収不能となるリスク

•  取引先ごとの信用格付けの付与および取引限度額の
設定により、リスクをコントロール。
•  取引先の信用状態に応じて必要な担保・保証などの保
全措置を実施。
•  債権査定制度による信用リスクの状況把握と個別貸
倒引当金算定の実施。
•  延払・融資・保証行為に伴うリスクは、収益性が見合う
かを定期的に評価し、収益性改善または信用リスク抑
制の措置を実施。

事業投資リスク •  事業投資や権益投資などにおいて、投資価値が変動す
るリスク
•  流動性の低さなどの理由により、当初意図していた採
算で投資を回収できないリスク

•  事業投資案件の審議において厳格にスクリーニング
を実施。投資実行後も基準を設け管理。

カントリーリスク •  取引先所在国や事業活動を行う国の政治・経済・法制
度・社会情勢の変化によって、計画どおりの事業活動
が行えない、または損失が発生するリスク

•  特定の国・地域に対するエクスポージャーの集中を避
けるため、リスクの大きさに応じて、国格付けを付与お
よび上限枠を設定。
•  カントリーリスクが大きい国では、貿易保険などを活用
し案件ごとにカントリーリスクヘッジ策を実施。

資金調達リスク •  金融システム・金融資本市場の混乱や、格付会社によ
る当社グループの信用格付けの大幅な引き下げなど
の事態が発生した場合等における資金調達の制約や
資金調達コスト増加のリスク

•  金融機関との取引関係の維持、一定の長期調達比率の
確保などによる安定的な資金調達の実施。
•  長期コミットメントライン契約および実行可能期間付
長期外貨ファシリティ契約により、機動性・流動性確保
を補完。

環境・人権に関するリスク •  環境や労働安全衛生、人権などの問題が発生した場合
の事業活動の停止・中止、汚染除去・浄化への対応、訴
訟の発生や損害賠償の負担、社会的評価の低下など
のリスク

•  双日グループCSRポリシー、CSR重点取り組みテーマ
（人権、環境、資源、地域社会、人材、ガバナンス）、双日
グループ人権方針などを定め、企業活動とステークホ
ルダーの利益を調和させ、リスクの軽減を徹底。

法務・コンプライアンスリスク
訴訟などに関するリスク

•  事業活動に関係する法律や規制の大幅な変更、予期し
ない解釈の適用などが起こるリスク
•  国内または海外において訴訟、仲裁などの法的手続き
の被告または当事者となるリスク

•  コンプライアンスプログラム、双日グループ・コンプラ
イアンス行動基準の制定およびコンプライアンス委
員会によるグループ全体のコンプライアンスの徹底。

情報システム・情報セキュリティ
に関するリスク

•  サイバー攻撃や、コンピュータへの不正アクセスなど
により、個人情報を含めた重要な情報資産が漏洩また
は毀損するリスク
•  予期できない自然災害や障害を原因として情報通信
システムが不稼働の状態に陥るリスク

•  情報資産の適切な保護・管理に係る各種規程を整備
し、情報セキュリティ分科会などを中心とした管理体制
を構築。
•  重要な情報システムやネットワーク設備については、
二重化など障害対策を施すとともに、ファイヤー
ウォールなどによる外部からの不正アクセスの防止、
ウイルス対策、暗号化技術の採用などによる情報漏洩
対策を強化。

災害リスク •  地震、風水害などの災害により、事務所・設備・社員と
その家族などに被害が発生するリスク

•  災害対策マニュアルの作成、防災訓練、社員安否確認
システムの整備、事業継続計画（BCP）の策定。

※ 有価証券報告書の「事業等のリスク」から抜粋しています。
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　当社グループでは、「双日グループコンプライアンス・
プログラム」に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」
を策定し、当社グループ役職員の拠りどころとなる世界共
通の判断基準を示しています。
　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を中心に、当社グルー
プ会社および海外拠点においても責任者や委員会を設置
するなど、グループ全体での体制を構築しています。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（内部通報制度）、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」
を当社グループ役職員に周知しています。加えて、腐敗
行為を防止するために、「双日グループ腐敗行為防止規
程」および「双日グループ腐敗行為防止要領」を制定し、
海外地域、当社グループ会社においてもこれに準じた規
程を導入しています。また、育児・介護休業法および男
女雇用機会均等法の改正（2017 年１月１日施行）により、
妊娠・出産、育児・介護休職などに関するハラスメントに
ついての防止措置が義務化されたことを踏まえ、当社に

おいてハラスメントの存在しない良好な就業環境を維持す
るために、就業規則の一部を改定しました。
　昨今の国内外諸法令の改正や社会通念などの変化を踏
まえて、「双日グループ・コンプライアンス行動基準」を
2016 年４月に改定し、当社および国内外のグループ会
社に順次導入しています。また、コンプライアンス委員
会で策定した活動計画に基づき、コンプライアンス事案
に関する再発防止策の協議や行動基準の実践に向けた当
社グループ会社に対する支援・指導を継続的に行ってい
ます。2017 年 3 月期における具体的な活動は以下のと
おりです。

• CCOと当社グループ会社社長との面談

•  当社グループ会社コンプライアンス担当者連絡会の定期 
開催

•  ハラスメント防止、腐敗行為防止に関するセミナー・説明会
の実施

•  新入社員向け、キャリア入社社員向け、海外赴任者向けなど、
各種研修の実施

　なお、2017年3月期においてコンプライアンス委員会
は四半期ごとに計４回開催しました。

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

営業本部 コーポレート

責任者 本部長 担当役員

責任者補佐 企画業務室長 コーポレート
各部長各部責任者 営業各部長委員

・ 業務執行取締役および関係コーポレート担当役員

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：代表取締役副社長執行役員
 管理分科会

・ 情報セキュリティ 委員長：代表取締役専務執行役員
 分科会   

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

コンプライアンス

コーポレート・ガバナンス
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