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人事総務担当役員メッセージ

　中計2020では3つの人材施策を中心に取り組んでいき

ます。まずは、多様な個を活かし尊重し合うダイバーシティ

経営を推進します。従前より年齢・性別・国籍等を問わず人

材の活躍を推進してきましたが、今後は多様な価値観を新

たな価値創造の原動力につなげていくことができる環境・

風土づくりを目指します。また、全人材が活躍するために

は、従来の長時間労働を是とする働き方を見直し、社員の

健康維持とともに、柔軟な発想を生む働き方を浸透させる

ことが必要です。これらを推進する施策を、社員の健康と生

産性の向上、ワークライフマネジメントの充実につなげてい

きます。さらに、拡大する事業投資を背景に新たな事業経営

を担う人材の輩出が不可欠となっているなか、経営人材の

育成に注力します。社員に挑戦する機会を提供することで、

将来の双日を牽引する次世代の経営人材を育成します。

　双日が誕生して今年で15年目。この節目の年に中計

2020がスタートしました。当社の持続的成長に向けて、こ

れらをしっかり実践し、社員がさらにいきいきと活躍する

環境を創ることが人事総務担当役員である私の使命であ

ると考えています。

　2018年3月期から本格的に取り組み始めた働き方改革

では、有給休暇取得の促進や残業時間削減、フレックスタイ

ム制度改革に加えて、社員の健康維持・増進への取り組み

を開始しています。また、ダイバーシティ経営のさらなる推

進においては、これまでにも制度づくり等を進めてきた両立

支援の取り組みをさらに進めていきます。2019年3月期か

らは集合型の部長研修・課長研修内で、ダイバーシティマネ

ジメント研修を実施するほか、男性社員の育児休職取得率

の向上も目標に掲げるなど、多様な人材が活躍できる風土・

文化の醸成を目指します。さらに経営人材の育成について

も、多種多様な経験を促す人事施策、育成プログラム、配

置・異動の仕組みを整備し、事業経営を担うことができる人

材を輩出していくことで、当社の成長を実現してまいります。

人材力の最大化で
持続的な成長を実現する。

　「商社は人なり」といわれる通り、双日における価値創造

の中心は人材です。当社は、世界の多様な人々、文化、価値

観の中で新たな機能や事業を生み出し「双日が得る価値」と

「社会に還元する価値」の「2つの価値」を創造する人材の育

成に取り組み、活躍を推進します。中期経営計画2020（以

下、中計2020）では、「現在の収益基盤の維持・機能強化」と

「さらなる成長に向けた投資の継続」を推進して持続的成長

を目指します。

　持続的成長の実現には、ガバナンスの強化・リスクマネジ

メントとともに、人材施策を通して人材力の最大化を図って

いくことが不可欠です。特に、ビジネス環境の急速な変化に

スピード感を持って対応できる人材や、過度に失敗を恐れ

ず挑戦し、困難を乗り越えてやり抜く人材を育成していく必

要があると考えています。

　当社は中計2020の人材施策として、「ダイバーシティ経

営」「働き方改革」「経営人材の育成」の3つを掲げ取り組ん

でいきます。

　社員一人ひとりが個を尊重し合い、いきいきと活躍する

ダイバーシティ経営と、心身ともに健康な働き方を実現する

働き方改革を推進することで、仕事の質と生産性を向上さ

せていきます。さらに、将来を担う人材に、新たな挑戦の場

を提供することで、経営人材を育成し、人材力の最大化、イ

ノベーションの創出につなげ、持続的な成長を実現していき

ます。

双日の人材施策における基本的な考え方 中期経営計画2020の人材施策

「ダイバーシティ経営」「働き方改革」
「経営人材の育成」を推進して、
当社の成長を実現していきます。

常務執行役員
人事総務担当

櫛引 雅亮

Focus グローバル人材の育成
当社は、グローバル人材育成の一環として、外国籍の社
員の採用や、社員のMBA派遣、海外現地スタッフの育成
のための研修を実施しています。なかでも、海外現地ス
タッフの育成は今後の当社の成長に向けた重要な施策
であり、2018年3月期からは日本人社員との合同研修を
実施するなど、その取り組みを強化しています。

Global Professional Development Programの参加者

これからの取り組み

中期経営計画2020、
3つの人材施策に込めた想い
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●当社が企業理念に掲げる「新たな価値と豊かな未来の創造」の実現は、「社員の心身の健康」と「健全な職場環
境」の上に成り立つものと考えます。

●双日グループは社員１人ひとりと、その家族が自ら健康の維持・増進に努めることを支援し、個人個人の能力を
最大限発揮できる職場環境作りを目指していきます。

がん検診・先進医療の
会社負担

健康診断受診率
100％ 受動喫煙対策

16
22 24

37 目標30％
以上を継続

具体的な施策

39

双日グループ健康憲章 Sojitz Healthy Value 宣言！

イノベーションの創出
全人材活躍と新たな発想で挑戦する風土

意識改革
制度拡充

働き方改革

属性：性別、国籍、年齢、LGBT、障がい等
価値観：意見、経験、スキル、職責、事業分野等

多様な属性・価値観

ワークライフ
マネジメント（個人）
生活と仕事を
主体的に
マネージする

ダイバーシティ
マネジメント（組織）
異なる一人ひとりの

強みを活かし
マネージする

ダイバーシティ経営
--　　　　　　　　　　　　　実現のために--

めた社員の意識啓蒙といった諸施策を実施しています。また、 

①新卒総合職の女性採用比率30%以上を継続する、②2021年

3月末までに女性管理職数を54名に増やすなど、具体的な数字

目標を設定しています。

　このような取り組みが評価され、昨年に引き続き2年連続で、

女性活躍推進に優れた上場企業を表彰する「なでしこ銘柄」

（経済産業省、東京証券取引所主催）に選定されています。また、

2017年、2018年と連続で、「MSCI日本株女性活躍指数

（WIN）」の構成銘柄に選定されています。

　当社では、育児・介護を担う社員が活躍できる就業環境の整

備に取り組んでいます。特に2019年3月期からは、男性社員の

育児休職取得率30%以上という目標を掲げています。

　現在、子が誕生した女性社員の育児休職取得・復職は社内に

浸透し、高い取得（復職）率を維持していますが、男性社員の育

児休職取得率は、未だ20%台と低水準です。男性社員の育児休

職取得は、①新しい家族を迎え入れ、ともに過ごす時間を持つ

ことによる男性社員のワークライフマネジメントの充実、②限ら

れた時間内で結果を出す風土がもたらす全社的な生産性向

上、③女性に偏っていた育児負担の平準化による女性活躍推進

の風土づくり、の3点につながっていくため、これを推進します。

 

育児・介護と仕事の両立支援

女性活躍推進

社員一人ひとりが異なる強みを活かして活躍し、
新たな発想・挑戦で New way, New value を実現する。

ダイバーシティ
経営

　当社の働き方改革のコンセプトは、多様な人材が心身と

もに健康で、最大限能力を発揮できるような環境を整備し、

稼ぐ力の強化、企業価値の向上を果たすことです。そのため

にこれまでの働き方を見直し、生産性を向上させることで時

間の余裕を創出し、その時間を新規ビジネスの創出・自己研

鑽・ワークライフマネジメントの充実に充てるものとしています。

　具体的には、残業時間削減策・有給休暇取得推進策・柔軟

な働き方施策に取り組んでおり、特にコアタイムを廃止した

フレックスタイム制度については、柔軟な働き方を促進する

施策として一定の効果を発揮しています。

　また、社員及び家族の心身の健康が、仕事に対する高い意

欲を継続するうえで重要と考えています。全社で健康維持・増

進に取り組むべく「双日グループ健康憲章」を策定し、

疾病予防・早期発見のため、健康診断受診率100%を目指す

などの各種施策を進めています。

多様な人材が、心身ともに健康で、
最大限能力を発揮できる環境づくりを推進する。

働き方改革

　当社は、中期経営計画2017において当初目標を上回る

3,150億円の投資を実行しました。これらの事業を拡大して

いく中では、投融資実行先の事業会社を運営し、着実に収益

を積み上げることができる経営人材が必要です。しかし、当

社には合併の経緯から30代社員が他の年代と比較して少な

く、次世代の経営を担う人材や管理職を早期に育成するこ

とが急務です。

 　そこで、意欲と能力の高い人材に対して、多様な経験を積

む機会を提供しています。いわゆる“修羅場”と呼ばれるよう

な難しい局面での事業運営・意思決定経験を早期に得るた

めの異動・配置の仕組み構築や、若手・中堅社員への早期機

会提供を行っていくほか、これからの経営を担う部長・課長

向けの選抜型研修を実施するなどして、次世代の経営人材

の育成を加速していきます。

当社の収益基盤の核となる
事業の経営を担う人材を育成する。

経営人材の育成

V O I C E
男性の育児休職取得

合金鉄・非鉄貴金属部
合金鉄課

福田 一成

2017年11月から約1ヵ月間、育児休職を取得しまし
た。当社では、長期間の取得は前例がありませんでした
が、上司・同僚からのサポートのおかげで実現すること
ができました。日々成長する息子の姿を妻と一緒に見
ながら過ごせた時間は最大の宝
物です。仕事と育児の両立がで
きる今の環境に感謝しています。

フレックスタイム制度の活用

人事総務部
グローバル・ダイバーシティ推進課

村田 香織

子どもの保育園の送迎や、健
康維持のジム通いのため、フ
レックスタイム制度を定期的
に利用しています。

ビジネスイノベーション推進室

海藤 功太

7時から勤務を開始して、終業
後は社外のパソコン教室やテ
ニスに打ち込むといったよう
に、一日を有効活用しています。

　当社のダイバーシティ経営推進の目的は、属性としての性

別、国籍、年齢、障がい等や経験、価値観等、社員一人ひとりの

多様性を活かし、「New way, New value」を実現することで

す。一人ひとりが生活と仕事を主体的にマネージするワークラ

イフマネジメントと、組織が異なる一人ひとりの強みを活かす

ダイバーシティマネジメントを両輪として、環境の整備・風土の

醸成に取り組んでいきます。

　当社は、女性を含む全社員が、本人の意欲と周囲からの期待

を高く保ちながら活躍し、自己実現と成長を継続できる環境整

備、風土の醸成に取り組んでいます。

　具体的には、マネジメントからのメッセージの発信や女性の

キャリア形成を支援するための制度設計・研修の実施、仕事と

育児の両立継続を促すための職場環境の整備、上司・本人を含

P.105
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●当社が企業理念に掲げる「新たな価値と豊かな未来の創造」の実現は、「社員の心身の健康」と「健全な職場環
境」の上に成り立つものと考えます。

●双日グループは社員１人ひとりと、その家族が自ら健康の維持・増進に努めることを支援し、個人個人の能力を
最大限発揮できる職場環境作りを目指していきます。

がん検診・先進医療の
会社負担

健康診断受診率
100％ 受動喫煙対策
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37 目標30％
以上を継続

具体的な施策

39

双日グループ健康憲章 Sojitz Healthy Value 宣言！

イノベーションの創出
全人材活躍と新たな発想で挑戦する風土

意識改革
制度拡充

働き方改革

属性：性別、国籍、年齢、LGBT、障がい等
価値観：意見、経験、スキル、職責、事業分野等

多様な属性・価値観

ワークライフ
マネジメント（個人）
生活と仕事を
主体的に
マネージする

ダイバーシティ
マネジメント（組織）
異なる一人ひとりの

強みを活かし
マネージする

ダイバーシティ経営
--　　　　　　　　　　　　　実現のために--

めた社員の意識啓蒙といった諸施策を実施しています。また、 

①新卒総合職の女性採用比率30%以上を継続する、②2021年

3月末までに女性管理職数を54名に増やすなど、具体的な数字

目標を設定しています。

　このような取り組みが評価され、昨年に引き続き2年連続で、

女性活躍推進に優れた上場企業を表彰する「なでしこ銘柄」

（経済産業省、東京証券取引所主催）に選定されています。また、

2017年、2018年と連続で、「MSCI日本株女性活躍指数

（WIN）」の構成銘柄に選定されています。

　当社では、育児・介護を担う社員が活躍できる就業環境の整

備に取り組んでいます。特に2019年3月期からは、男性社員の

育児休職取得率30%以上という目標を掲げています。

　現在、子が誕生した女性社員の育児休職取得・復職は社内に

浸透し、高い取得（復職）率を維持していますが、男性社員の育

児休職取得率は、未だ20%台と低水準です。男性社員の育児休

職取得は、①新しい家族を迎え入れ、ともに過ごす時間を持つ

ことによる男性社員のワークライフマネジメントの充実、②限ら

れた時間内で結果を出す風土がもたらす全社的な生産性向

上、③女性に偏っていた育児負担の平準化による女性活躍推進

の風土づくり、の3点につながっていくため、これを推進します。

 

育児・介護と仕事の両立支援

女性活躍推進

社員一人ひとりが異なる強みを活かして活躍し、
新たな発想・挑戦で New way, New value を実現する。

ダイバーシティ
経営

　当社の働き方改革のコンセプトは、多様な人材が心身と

もに健康で、最大限能力を発揮できるような環境を整備し、

稼ぐ力の強化、企業価値の向上を果たすことです。そのため

にこれまでの働き方を見直し、生産性を向上させることで時

間の余裕を創出し、その時間を新規ビジネスの創出・自己研

鑽・ワークライフマネジメントの充実に充てるものとしています。

　具体的には、残業時間削減策・有給休暇取得推進策・柔軟

な働き方施策に取り組んでおり、特にコアタイムを廃止した

フレックスタイム制度については、柔軟な働き方を促進する

施策として一定の効果を発揮しています。

　また、社員及び家族の心身の健康が、仕事に対する高い意

欲を継続するうえで重要と考えています。全社で健康維持・増

進に取り組むべく「双日グループ健康憲章」を策定し、

疾病予防・早期発見のため、健康診断受診率100%を目指す

などの各種施策を進めています。

多様な人材が、心身ともに健康で、
最大限能力を発揮できる環境づくりを推進する。

働き方改革

　当社は、中期経営計画2017において当初目標を上回る

3,150億円の投資を実行しました。これらの事業を拡大して

いく中では、投融資実行先の事業会社を運営し、着実に収益

を積み上げることができる経営人材が必要です。しかし、当

社には合併の経緯から30代社員が他の年代と比較して少な

く、次世代の経営を担う人材や管理職を早期に育成するこ

とが急務です。

 　そこで、意欲と能力の高い人材に対して、多様な経験を積

む機会を提供しています。いわゆる“修羅場”と呼ばれるよう

な難しい局面での事業運営・意思決定経験を早期に得るた

めの異動・配置の仕組み構築や、若手・中堅社員への早期機

会提供を行っていくほか、これからの経営を担う部長・課長

向けの選抜型研修を実施するなどして、次世代の経営人材

の育成を加速していきます。

当社の収益基盤の核となる
事業の経営を担う人材を育成する。

経営人材の育成

V O I C E
男性の育児休職取得

合金鉄・非鉄貴金属部
合金鉄課

福田 一成

2017年11月から約1ヵ月間、育児休職を取得しまし
た。当社では、長期間の取得は前例がありませんでした
が、上司・同僚からのサポートのおかげで実現すること
ができました。日々成長する息子の姿を妻と一緒に見
ながら過ごせた時間は最大の宝
物です。仕事と育児の両立がで
きる今の環境に感謝しています。

フレックスタイム制度の活用

人事総務部
グローバル・ダイバーシティ推進課

村田 香織

子どもの保育園の送迎や、健
康維持のジム通いのため、フ
レックスタイム制度を定期的
に利用しています。

ビジネスイノベーション推進室

海藤 功太

7時から勤務を開始して、終業
後は社外のパソコン教室やテ
ニスに打ち込むといったよう
に、一日を有効活用しています。

　当社のダイバーシティ経営推進の目的は、属性としての性

別、国籍、年齢、障がい等や経験、価値観等、社員一人ひとりの

多様性を活かし、「New way, New value」を実現することで

す。一人ひとりが生活と仕事を主体的にマネージするワークラ

イフマネジメントと、組織が異なる一人ひとりの強みを活かす

ダイバーシティマネジメントを両輪として、環境の整備・風土の

醸成に取り組んでいきます。

　当社は、女性を含む全社員が、本人の意欲と周囲からの期待

を高く保ちながら活躍し、自己実現と成長を継続できる環境整

備、風土の醸成に取り組んでいます。

　具体的には、マネジメントからのメッセージの発信や女性の

キャリア形成を支援するための制度設計・研修の実施、仕事と

育児の両立継続を促すための職場環境の整備、上司・本人を含
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