
　成果に関しては大きく2つ挙げることができると考えて

います。一つは、取締役会の下部組織として「内部監査小

委員会」を設けたことです。当社の監査役会は社外監査役

が過半を占めており独立性が高く、その活発な意見を施

策に反映してきました。一方で、業務執行において発生す

るさまざまな事象のなかには、潜在的なリスクを有するも

のもあり、社外の目で監督するのは難しい面もあります。

そこで、取締役副会長を委員長とする内部監査小委員会

を設置し、取締役会の命を受けた同委員会が監査部を指

揮することによって、監査部が業務執行から独立した立場

で意見を述べる仕組みを構築しました。それによって取締

役会、監査役会にタイムリーに報告されるようになり、同

時に社外取締役と監査部が議論できる、株主から見て透

明性の高い体制になったのではないかと考えています。

　もう一つは、役員報酬制度の改定です。当社は設立当初

から役員賞与制度がありませんでしたが、どんな仕事でも

成果報酬のない世界ではモチベーションが上がりづらいも

のです。さらに株主目線で考えれば、業績と連動した報酬体

系にするべきではないかという意見を社外取締役から指摘

されていました。そこで今回、中期経営計画2020（以下、中

計2020）のスタートを機に、株主と同じ目線、感覚を経営に

反映させることで、企業価値向上につなげていくことができ

る報酬制度を設けました。具体的には、従来の金銭支給に

よる報酬と、株式支給を単年度報酬と賞与の中に組み入れ

ました。中長期的な会社の企業価値を高める透明性の高い

役員報酬体系を築くことができたと考えています。

　中計2020では、自社と社会の持続可能性を追求する

ために、社会課題、特に環境と人権に配慮した取り組みを

展開していくという長期ビジョン「サステナビリティ チャ

レンジ」をスタートしました。

　当社が大切にしている「2つの価値」は、事業を通じた

社会への貢献と、双日の収益の獲得とを両立させること

で、初めて発揮されます。例えば低炭素・脱炭素に向けた

取り組みとしては、再生可能エネルギー事業へのシフト

等により、当社が新たな事業機会を獲得するとともに、環

境負荷低減という社会課題にも応えていく、という明確な

方針を打ち出そうとしています。

　そのために、2018年4月から開始する3年間を、低炭

素・脱炭素社会に向けた具体的な計画を策定するための

準備期間と位置づけました。今般、従来のCSR委員会を、

代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会

に改組し、新たにサステナビリティ推進室を立ち上げまし

た。各部署でサステナビリティを意識し、知識と行動力を

備えた若い人材を育成してもらいたいと期待しています。

　双日という会社が設立されて15年が経ちました。経営

統合時、旧ニチメン、旧日商岩井は、共に厳しい経営環境

にありました。その要因は、元をたどれば、PLを重視する

あまりリスク管理の厳格な適用や管理体制をサポートす

る仕組みが不十分であったためと考えています。つまり、

執行に対するガバナンスが不十分であったことが、その

要因の一つであったと認識しています。結果として環境の

変化に対応できず、体力以上の多額の損失を余儀なくさ

れました。

　そうした危機意識から当時のボードメンバーはいち早

く社外取締役を招聘し、取締役会の活性化や社内のルー

ルを厳格に適用するなど、当初からガバナンス体制や実

効性を一定の水準以上にすることに尽力しました。実際、

私も取締役会に参加することになってから、会社の方向

性が取締役会における活発な議論によって決定され、社

外取締役にご参加いただくことで幅広い議論がなされて

いることを実感しています。

　今求められるコーポレート・ガバナンスを考える時、世

界的な優良企業でさえガバナンスの不備から企業価値を

毀損する事態が頻発しており、ガバナンスの考え方をい

かにグループ内に浸透させていくかが重要と考えていま

す。今後、当社は積極的に投融資を実行し、グループとし

てさらなる成長を遂げようと企図しているなか、グループ

全体の透明性を高めていくことが肝要です。双日本社と

各グループ会社とが双方向の情報共有や議論をこれまで

以上に深めることで透明性を確保し、社会からの要請に

応えていきたいと思います。

厳しい環境での経営経験を活かし、
一定水準以上の体制を有していると
自負しています。

双日のコーポレート・ガバナンス体制を
どう評価していますか。Q

A

会長インタビュー

内部監査体制の強化と
役員報酬制度の改革に取り組みました。

ガバナンス強化に向けた
この1年の成果について教えてください。Q

A 事業を通じたサステナビリティの追求と、
それを支える組織づくりを推進します。

中期経営計画2020における、企業価値向上に
向けた取り組みをお教えください。Q

A

P.44

▲

双日と社会の持続可能性を追求し、
企業価値向上に努めてまいります。

代表取締役会長

佐藤 洋二
P.40

▲
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