
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もと、以下のコーポレート・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）経営及び業務執行体制
当社では、経営の意思決定と業務執行の分離による権限、

責任の明確化及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及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、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・提言を受けること及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。

業務執行組織（営業本部・コーポレート・国内外拠点）
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コーポレート・ガバナンス体制図  （2018年6月末現在）

基本的な考え方

実効性・透明性の向上に向けて
コーポレート・ガバナンス
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監査役、会計監査人及び監査部は、それぞれの立場で監査

業務を実施するうえで、監査の相互補完及び効率性の観点から

双方向的な情報交換を行い、監査の実効性を高めています。な

お、2018年４月より、業務執行に対する監督機能を強化するた

め、取締役会の下部組織として内部監査小委員会を設置し、内

部監査を執行から分離する形としています。社内業務に精通し

た監査部が、上記体制のもと、内部監査を実施することにより、

監査役、会計監査人による監査と合わせ、実効性の高い監査体

制を構築しています。

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、取締

役会、経営会議、投融資審議会などの重要会議に出席するほ

か、監査実施計画及び業務分担に基づき、取締役などからそ

の職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類などの閲覧、さら

には連結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・監査を行っています。

また、監査体制を補助する目的で監査役業務室を設置、専任

の使用人を配置し、監査役の職務を補助すべき使用人の取締

役からの独立性とその職務執行の実効性を確保しています。

会計監査
当社は、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、四半期レビュー及び内部統制監査に

関し、有限責任 あずさ監査法人に監査を依頼しています。

内部監査
毎期初に取締役会で決議され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、監査を実施しています。

当社は、取締役や監査役がその機能や役割を適切に果た

せるよう、以下を実施しています。
●  新任役員に対して弁護士による役員の法的な義務・責任等

に関するレクチャーの機会を設定。
●  社内外の取締役・監査役が、当社の広範な事業活動に関する

理解を深めるため、各営業本部長による事業説明会を実施す

るほか、最新のマクロ経済情勢についての理解を深めるため、

当社シンクタンク子会社による月例説明会を実施。
●  日本取締役協会や日本監査役協会等の外部機関において

開催されるセミナー等への参加機会を提供。

当社は、取締役会の機能の向上を図るため、毎年、取締役会全体の実効性について第三者による分析・評価を行っています。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。

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

2018年3月期の評価結果
　第三者評価において、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。
＜評価結果の概要＞
・ 社長、会長が交代した新体制においても活発な議論が行わ

れていることが窺えた
・ 社外役員からの要望に対し、業務執行部門に積極的に対応

させる等、取締役会の実効性向上に対する意識の高さが窺
えた

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

分析・評価方法

※ コーポレート・ガバナンスに関する詳細やコーポレート・ガバナンスコードへの対応状況については、当社ウェブサイト及び「コーポレート・ガバナンス報告書」をご覧ください。
　 （https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/）

監査体制

取締役・監査役に対するトレーニングの方針

取締役会の実効性評価向上に向けた取り組み

How We Get There 1
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昨今、コーポレート・ガバナンス改革の一環として株式報酬

や業績連動報酬の導入が推奨されており、すでに欧米では一

般的となっています。特に株式報酬については、経営陣に株主

目線での経営を促すことができるため、その導入拡大は国内

外の投資家の要望に応えるものとされています。

こうした背景を踏まえ、2018年6月、業績連動型株式報酬制

度を導入しました。本制度は、当社の取締役及び執行役員を

対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株

式の換算処分金相当額の金銭の交付及び給付を退任後に行

うもので、当社の短期の業績向上だけではなく中長期の株式

価値向上への貢献意識をより高めることを目的としています。 

これにより、当社の取締役等の報酬等は、「基本報酬」及び「業

績連動に基づく金銭報酬」並びに「株式報酬」により構成され

ることとなりました。

株式報酬制度に基づく報酬は、「業績連動部分」と「固定部

分」から構成されています。業績連動部分は、取締役等の役

位に応じて当社の中期経営計画の3事業年度を対象に各事

業年度の連結当期純利益の額に連動して、一定数の当社株

式等の交付を行うものです。固定部分は、業績とは連動せず

に、取締役等の役位・基本報酬に応じて一定数の当社株式等

の交付等を行うものです。

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。

取締役及び監査役の報酬等の額 （2018年3月期）� （百万円）

業績連動型株式報酬制度の概要

株式交付ポイントの算定式

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 9 名 420 7 名 106 16 名 526
うち、社内 7 名 396 1 名 37 8 名 433
うち、社外 2 名 24 6 名 68 8 名 92

対象者 ・取締役（社外取締役、国内非居住者を除く）
・執行役員（国内非居住者を除く）

当社が拠出する金員の上限 3事業年度を対象として合計7億円

交付等が行われる当社株式
の数の上限及び取得方法

・ 3事業年度を対象として信託期間中に取締役等に付与するポイントの上限は300万ポイント（300万株相当）
・ 1事業年度当たりの平均は100万ポイント（100万株相当）であり、当社発行済株式総数（2018年3月31日現

在、自己株式控除後）に対する割合は約0.08%。
・当社株式は、株式市場から取得するため、本制度による希薄化は生じない。

業績連動株式交付ポイント

総株式報酬額
＝各事業年度の連結当期純利益×α％×対象となる取締役の役位ポイントの総和÷539

（1円未満切り捨て）
※  αの値は、各事業年度の目標連結当期純利益に応じて調整し、かかる目標連結当期純利益の設定とともに取締役会にて決議のうえ、開示します。

なお、2019年3月期に適用するαの値は、0.078です。

個別株式報酬額
＝総株式報酬額×（各取締役の役位ポイント÷取締役の役位ポイントの総和）（千円未満切り捨て）
※  役位ポイントは、取締役会長：86、取締役副会長：73、取締役社長：100、取締役副社長執行役員：73、取締役専務執行役員：67とします。

固定株式交付ポイント 役位別株式基準報酬額÷2018年7月の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値

※百万円未満は切り捨てて表示しています。
※ 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ず）
　 （社外取締役） 年額 50百万円
※ 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

役員報酬について

業績連動型株式報酬について

コーポレート・ガバナンス
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当社は、純投資以外の目的で上場株式を保有するにあたっ

ては、営業戦略上の関係強化による収益獲得が期待できる

か、株式を保有することにより中長期的な収益機会を有する

かなどを基準に個別の投資先ごとに精査し、これを満たすも

ののみを保有しています。

また、現状保有株式に関しては、上記定性面に加え、毎年

個別の投資先ごとに関連する収益や受取配当金等のリ

ターンを定量的に検証することにより、保有意義の見直しを

行っています。保有意義の見直しにあたっては、経営会議にて

議論、確認を行い、その結果を取締役会に報告しています。な

お、2018年3月末までの10年間で保有銘柄数は半数以下と

なっています。

※ 八木和則氏及び神林比洋雄氏につきましては、2017年6月20日の監査役就任以降の状況を記載しています。

社外取締役 社外監査役

石倉 洋子 北爪 由紀夫 石毛 孝幸 北田 幹直 八木 和則 神林 比洋雄

取締役会 100%
(19/19 回 )

100%
(19/19 回 )

100%
(19/19 回 )

100%
(19/19 回 )

100%
(15/15 回 )

100%
(15/15 回 )

監査役会 ― ― 100%
(20/20 回 )

100%
(20/20 回 )

100%
(14/14 回 )

100%
(14/14 回 )

社外取締役

内藤 加代子
国際法務・企業法務の分野における弁護士としての高度かつ専門的な知識に基づき、独立的な立場及びグローバ
ルな観点から、当社の経営全般に対して的確かつ有意義な助言をいただくことを期待し、選任しています。

大塚 紀男
日本精工株式会社における経営者としての豊富な知見・経験に基づき、実践的な視点から、当社の長期的なグルー
プ戦略及び当社コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に関して有意義な助言をいただくことを期待し、選任し
ています。

社外監査役

石毛 孝幸
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、及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いることから、適任と判断し、選任しています。

北田 幹直
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
行っていることから、適任と判断し、選任しています。

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っていることから、適任と判断し、選任しています。

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っていることから、適任と判断し、選任しています。

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

取締役・監査役の構成

P.34

▲

政策保有株の保有に関する方針

社外役員の活動状況 （2018年3月期）

社外役員の選任理由

How We Get There 1

双日株式会社    統合報告書2018 45



内部統制システムにおけるリスクマネジメント図

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・運用状況の全体俯瞰と運用状況の定期的なモニ

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検討、担当部署への指示・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、サステナビリティ委員会など）・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2018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。

「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

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
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対応指示

対応指示
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Plan
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