
事業に関わる人権の尊重
事業に関わる人々の権利を尊重する。
その対象範囲は、自社従業員のみならず、サプライチェーン全体に
おける事業の影響力が及ぶ範囲である。
児童労働、強制労働などが発生した場合は、その是正に取り組む。

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）

持続可能な資源の開発・供給・利用
持続可能な資源*の開発・供給・利用を追求する。
省資源化、適切なエネルギーミックスの提案、資源の安定供給に
取り組む。
＊ エネルギー資源、鉱物資源、食料資源、水資源、林産資源、水産資源などを含む。

多様な人材の活躍･ダイバーシティの推進
最大の経営資源は多様な人材である。
人材が活躍できる環境づくり、採用、評価、育成の仕組みや、
多様な価値観を持つ人材が活躍するダイバーシティの推進に取り組む。

事業を通じた地球環境への貢献
事業に関わる環境面の持続可能性を追求し、
環境保全に努めるとともに環境性能の高い競争力ある事業に取り組む。
気候変動防止／CO2排出削減、生物多様性対応などを含む、
事業に関わる環境負荷の最小化に取り組む。

地域社会とともに発展・成長を実現
地域社会とともに発展する事業を推進。
事業を通じた地域社会の環境・社会影響負荷の低減に取り組む。
地域社会と継続的にコミュニケーションを図り、
事業の持続可能性の追求と地域社会の課題解決、
次世代教育支援等にも取り組む。

有効性と透明性を重視
コンプライアンスの遵守や、
中長期的な事業の持続可能性追求など、
当社グループの活動すべてを有機的に連携させ、実践していくための
企業統治とその透明性の追求に取り組む。

人権

資源 地域社会

環境

人材 ガバナンス

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。

How We Get There
双日と社会のサステナビリティを両立Part1

双日グループにとってのサステナビリティとは、「双日グループ企業理念」に基づき、
ステークホルダーと共に、事業を通じた「２つの価値」の最大化を図り、
双日グループと社会の持続的な成長を目指すことです。
双日と社会それぞれの視点を認識し、双方にとっての共通価値を最大化していくことこそが、
企業理念として目指す「新たな価値と豊かな未来」の創造につながると考えています。
双日では将来にわたり「2つの価値」を創造し続けるため、事業を通じて中長期的に取り組む
6つのサステナビリティ重要課題(マテリアリティ)を定め、グローバルな環境・社会課題の解決と
企業活動との融合促進、及びその体制構築に取り組んでいます。
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How We Get There 1

サステナビリティ

企業理念

経営方針

新たな価値

豊かな未来

サステナビリティ
重要課題（マテリアリティ）

の設定

ステーク
ホルダー

ダイアログ

人権

環境

資源

地域社会

人材

ガバナンス

価値創造の考え方・プロセスを整理 サステナビリティ重要課題ごとに、
対応策を戦略に反映

サステナビリティ経営に
向けた課題を抽出

「2つの価値」創造を整理 中期経営計画2020

サステナビリティ目標の策定

実行体制を整備

長期ビジョン

「サステナビリティ チャレンジ」の推進

サステナビリティ委員会

投融資審議会
にて協議

目標の進捗
モニタリング

組織評価
への反映

外部環境
(社会の期待など)

人権尊重
サプライチェーンを含めた人権尊重の取り組みを段階的に拡大

脱炭素社会の実現に向けて
低炭素ビジネスの基盤構築 拡大 脱炭素ビジネス

その他の「サステナビリティ重要課題」に対応したサステナビリティ目標の推進

長期ビジョンの達成(2050年度)事業活動との融合促進課題の明確化持続可能な双日のあり方を設定

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）の設定。
そして、次なる挑戦「サステナビリティ チャレンジ」へ。

SDGsなどの国際規範を参照

事業を通じた
脱炭素社会実現への挑戦と、
サプライチェーンを含めた
人権尊重への対応により、
双日と社会の持続的な
成長を目指します。

サステナビリティ チャレンジ

P.29

▲

　持続可能な開発目標（SDGs）やCOP21パリ協定といった

国際規範の誕生に伴い、企業はますます環境・社会課題の解

決に取り組むことが求められています。

　双日グループでは、６つのサステナビリティ重要課題（マテ

リアリティ）を設定し、環境・社会課題の解決と企業活動との

融合促進、及びその体制構築に取り組んでいます。

　重要課題の設定にあたっては、各種国際規範といった外部

環境分析、及び商社の事業特性といった内部環境分析を経

て「リスク」と「機会」を洗い出しました。加えてステークホル

ダーの視点を反映するために、社外有識者とのステークホル

ダーダイアログを実施しています。

※ 国連グローバル・コンパクトやSDGsについては、当社ウェブサイトでもご紹介して
  います。 （https://www.sojitz.com/jp/csr/group/effort/）

　双日グループは、企業理念で表明する「新たな価値と豊か

な未来を創造」し続けるため、2018年4月、長期ビジョン「サス

テナビリティ チャレンジ」を設定しました。その達成に向け、

今後10年で低炭素ビジネスの拡大を図るとともに、恒常的

に人権尊重の取り組みを拡大していきます。中計2020では

経営が先頭に立ち、事業活動により生じるCO2排出量の把

握・評価や、低炭素社会実現に貢献するビジネスの積み上げ

を加速していきます。また、気候関連リスクのシナリオ分析も

実施していきます。

　加えて、「サステナビリティ チャレンジ」で掲げる「環境」

「人権」以外の分野においても、サステナビリティ重要課題に

関連した事業の積み上げを継続的に行い、全社的なサステ

ナビリティの向上を図っていきます。

サステナビリティ重要課題の設定プロセス 2050年を見据えた長期ビジョンの策定
ステークホルダーダイアログの実施
　2018年3月期には、中期経営計画2020（以下、中計2020）に

先立ち、環境や人権の分野での国際規範や動向に詳しい有識

者を交えサステナブルな企業経営をテーマに議論しました。

ステークホルダーダイアログ（2018年2月）

豊かな未来

世界

戦略

ガバナンス

事業基盤

信頼信頼

人財

ビジネス
ノウハウ

財務基盤

国内外
拠点

人材基盤
ブランド顧客との

つながり

2つの価値
共通価値の創造

双日が得る価値
・事業基盤の拡充
・持続的な成長

社会に還元する価値
・地域経済の発展
・事業活動に関わる

環境保全／人権の尊重

新しい発想

ニーズの
把握

機能の発揮

スピードの追求
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How We Get There 1
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How We Get There 1

持
続
的
成
長
の
進
展

脱炭素ビジネスへの挑戦
持続的成長との融合

サプライチェーンを含む人権尊重の取り組みを段階的に拡大

他のサステナビリティ重要課題に関連した事業の積み上げ

低炭素社会実現に貢献する
ビジネスの拡大

(資産の入れ替え・さらなる積み上げ)

低炭素社会実現に貢献する
ビジネス基盤の構築

1.CO2排出量の評価
2.低炭素社会実現に貢献する
    事業の積み上げ

※サステナビリティ重要課題「ガバナンス」については、サステナビリティ委員会主導のもと、各目標の進捗を担保する施策の拡充と全体統轄を行う。

人権デュー・デリジェンスの推進

脱炭素社会を
見据えた低炭素
事業の推進

循環型社会の
形成への貢献

新興国とともに
成長を図る
事業の推進

先進国の
課題解決に
つながる
事業の推進

新興国における
社会貢献活動の強化

将来、需要が
ひっ迫する
おそれがある
資源の生産・供給

●経営人材の育成
●次世代管理職の育成
●挑戦し続ける人材の育成
●多様な人材の獲得と活躍推進
●生産性の向上

リスク評価と改善の取り組みを段階的に拡大

課題解決型事業

既存活動の見直しと新規活動の組成

水産養殖事業

食料・肥料事業

水産関連事業

林産資源事業

●双日グループが排出するCO2排出量調査
●セクターごとに削減目標の設定を検討

●再生可能事業
●天然ガス／LNG事業
●EV関連事業

●リサイクル事業
●植物由来燃料／

原料事業

●海外工業団地事業
●航空運営事業
●病院運営事業

事業活動のCO2を
定量的に把握

サステナビリティ
重要課題

サステナビリティ目標

環境人権

地域社会人材

資源

具体的な取り組み

～2050年今後10年中期経営計画2020

　中長期にわたり双日グループのサステナビリティを向上さ

せていくには、「サステナビリティ チャレンジ」に掲げる長期

的な視点と同時に、事業ポートフォリオの各分野において、

サステナブルな事業資産の積み上げを継続的に行っていく

必要があります。中計2020は「サステナビリティ チャレンジ」

実現に向けた準備期間と位置づけ、経営が先頭に立って、低

炭素社会の実現に貢献する取り組みの拡大と、恒常的な人

権尊重の取り組みを加速していきます。

長期ビジョン実現に向けて 実践を意識して取り組みを具体化
　中計2020期間中にサステナビリティ重要課題のテーマ

ごとに推進する「サステナビリティ目標」を定めました。「サス

テナビリティ チャレンジ」の実現を見据えた目標に加え、   

その他のサステナビリティ重要課題を意識した目標を、

SDGsなどの国際規範との整合性を確認したうえで、具体

化しました。

サステナビリティの視点を踏まえた経営を推進
　サステナビリティの視点を踏まえた経営を促進するため、

2018年4月に、CEOが委員長を務める「サステナビリティ委

員会」を設置し、サステナビリティに関する全社の方針と本

部事業戦略との整合を確認しています。また、本委員会の事

務局でもあり、関連する実務を行うサステナビリティ推進室

を設置しています。

　加えて、投融資を審議する投融資審議会では、個別案件

の審議においてサステナビリティの観点からの推進意義、及

び環境・社会リスクの確認を行っています。

　なお、サステナビリティ委員会で検討・協議された事項は

経営会議に報告されています。また、取締役会はこれを監督

し、必要に応じて対応の指示を行います。

　多岐にわたる分野でビジネスを展開する双日グループで

は、化石資源を燃料とする火力発電事業や原料トレーディン

グなど、二酸化炭素(CO2)排出を伴う事業も行っています。ま

た、商社は世界中に張り巡らされた広範なサプライチェーン

を有し、世界各国の物資を輸出入していますが、安定的なサ

プライチェーンの構築には、人権への配慮が欠かせません。

このような背景から、以下の通り、2つのテーマに重点をおい

て取り組み目標を設定しています。

　CO2排出を伴わない再生可能エネルギー事業や植物由来の燃料・原料事業の拡大を図るとともに、天然ガス/LNG事業
やリサイクル事業など低炭素ビジネスの構築・拡大や当社の事業活動によって生じるCO2排出の削減に取り組み、今後10
年は低炭素社会、将来的には脱炭素社会の実現に貢献していきます。

　双日グループはサプライヤーの皆様とともに、サプライチェーン上の人権が尊重される社会の実現と、持続可能なサプラ
イチェーンの構築を目指します。

活動事例
●自社の活動のみならず、バリューチェーン上のCO2排出量を定量的に把握
●再生可能エネルギー事業   ●LNGバリューチェーン事業   ●リサイクル事業　など

活動事例
●人権デュー・デリジェンスの推進・対象拡大を図る
●林産資源分野では、木材調達方針にて掲げる2020年目標を達成する

1. 脱炭素社会の実現に向けた挑戦

2. サプライチェーンを含む人権尊重への対応

取締役会

経営会議

営業本部・コーポレート

サステナビリティ委員会
（委員長：CEO）

サステナビリティ推進室

投融資審議会
（議長：CFO）

全社サステナビリティ方針と
各営業本部の事業戦略の
整合を確認・報告

新規投融資案件を
サステナビリティの

観点で確認

報告 監督・指示

報告

サステナビリティ

サステナビリティ チャレンジの推進イメージ

脱炭素社会の実現に向けて、低炭素社会への貢献と人権尊重を加速
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持
続
的
成
長
の
進
展

脱炭素ビジネスへの挑戦
持続的成長との融合

サプライチェーンを含む人権尊重の取り組みを段階的に拡大

他のサステナビリティ重要課題に関連した事業の積み上げ

低炭素社会実現に貢献する
ビジネスの拡大

(資産の入れ替え・さらなる積み上げ)

低炭素社会実現に貢献する
ビジネス基盤の構築

1.CO2排出量の評価
2.低炭素社会実現に貢献する
    事業の積み上げ

※サステナビリティ重要課題「ガバナンス」については、サステナビリティ委員会主導のもと、各目標の進捗を担保する施策の拡充と全体統轄を行う。

人権デュー・デリジェンスの推進

脱炭素社会を
見据えた低炭素
事業の推進

循環型社会の
形成への貢献

新興国とともに
成長を図る
事業の推進

先進国の
課題解決に
つながる
事業の推進

新興国における
社会貢献活動の強化

将来、需要が
ひっ迫する
おそれがある
資源の生産・供給

●経営人材の育成
●次世代管理職の育成
●挑戦し続ける人材の育成
●多様な人材の獲得と活躍推進
●生産性の向上

リスク評価と改善の取り組みを段階的に拡大

課題解決型事業

既存活動の見直しと新規活動の組成

水産養殖事業

食料・肥料事業

水産関連事業

林産資源事業

●双日グループが排出するCO2排出量調査
●セクターごとに削減目標の設定を検討

●再生可能事業
●天然ガス／LNG事業
●EV関連事業

●リサイクル事業
●植物由来燃料／

原料事業

●海外工業団地事業
●空港運営事業
●病院運営事業

事業活動のCO2を
定量的に把握

サステナビリティ
重要課題

サステナビリティ目標

環境人権

地域社会人材

資源

具体的な取り組み

～2050年今後10年中期経営計画2020

　中長期にわたり双日グループのサステナビリティを向上さ

せていくには、「サステナビリティ チャレンジ」に掲げる長期

的な視点と同時に、事業ポートフォリオの各分野において、

サステナブルな事業資産の積み上げを継続的に行っていく

必要があります。中計2020は「サステナビリティ チャレンジ」

実現に向けた準備期間と位置づけ、経営が先頭に立って、低

炭素社会の実現に貢献する取り組みの拡大と、恒常的な人

権尊重の取り組みを加速していきます。

長期ビジョン実現に向けて 実践を意識して取り組みを具体化
　中計2020期間中にサステナビリティ重要課題のテーマ

ごとに推進する「サステナビリティ目標」を定めました。「サス

テナビリティ チャレンジ」の実現を見据えた目標に加え、   

その他のサステナビリティ重要課題を意識した目標を、

SDGsなどの国際規範との整合性を確認したうえで、具体

化しました。

サステナビリティの視点を踏まえた経営を推進
　サステナビリティの視点を踏まえた経営を促進するため、

2018年4月に、CEOが委員長を務める「サステナビリティ委

員会」を設置し、サステナビリティに関する全社の方針と本

部事業戦略との整合を確認しています。また、本委員会の事

務局でもあり、関連する実務を行うサステナビリティ推進室

を設置しています。

　加えて、投融資を審議する投融資審議会では、個別案件

の審議においてサステナビリティの観点からの推進意義、及

び環境・社会リスクの確認を行っています。

　なお、サステナビリティ委員会で検討・協議された事項は

経営会議に報告されています。また、取締役会はこれを監督

し、必要に応じて対応の指示を行います。

　多岐にわたる分野でビジネスを展開する双日グループで

は、化石資源を燃料とする火力発電事業や原料トレーディン

グなど、二酸化炭素(CO2)排出を伴う事業も行っています。ま

た、商社は世界中に張り巡らされた広範なサプライチェーン

を有し、世界各国の物資を輸出入していますが、安定的なサ

プライチェーンの構築には、人権への配慮が欠かせません。

このような背景から、以下の通り、2つのテーマに重点をおい

て取り組み目標を設定しています。

　CO2排出を伴わない再生可能エネルギー事業や植物由来の燃料・原料事業の拡大を図るとともに、天然ガス/LNG事業
やリサイクル事業など低炭素ビジネスの構築・拡大や当社の事業活動によって生じるCO2排出の削減に取り組み、今後10
年は低炭素社会、将来的には脱炭素社会の実現に貢献していきます。

　双日グループはサプライヤーの皆様とともに、サプライチェーン上の人権が尊重される社会の実現と、持続可能なサプラ
イチェーンの構築を目指します。

活動事例
●自社の活動のみならず、バリューチェーン上のCO2排出量を定量的に把握
●再生可能エネルギー事業   ●LNGバリューチェーン事業   ●リサイクル事業　など

活動事例
●人権デュー・デリジェンスの推進・対象拡大を図る
●林産資源分野では、木材調達方針にて掲げる2020年目標を達成する

1. 脱炭素社会の実現に向けた挑戦

2. サプライチェーンを含む人権尊重への対応

取締役会

経営会議

営業本部・コーポレート

サステナビリティ委員会
（委員長：CEO）

サステナビリティ推進室

投融資審議会
（議長：CFO）

全社サステナビリティ方針と
各営業本部の事業戦略の
整合を確認・報告

新規投融資案件を
サステナビリティの

観点で確認

報告 監督・指示

報告

サステナビリティ

サステナビリティ チャレンジの推進イメージ

脱炭素社会の実現に向けて、低炭素社会への貢献と人権尊重を加速
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How We Get There 1

人材

ダイバーシティ経営
全人材が活躍する

企業へ

経営人材の育成
持続的成長を担う

人材の輩出

働き方改革
心身ともに健康な

働き方の実現

中期経営計画2020における
人材施策3つの柱

人材力の最大化

生産性向上

イノベーションの
創出

中期経営計画2020の人材施策

持続的な成長

の実現

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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How We Get There 1

人材

ダイバーシティ経営
全人材が活躍する

企業へ

経営人材の育成
持続的成長を担う

人材の輩出

働き方改革
心身ともに健康な

働き方の実現

中期経営計画2020における
人材施策3つの柱

人材力の最大化

生産性向上

イノベーションの
創出

中期経営計画2020の人材施策

持続的な成長

の実現

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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V O I C E

How We Get There 1
人材

女性管理職数推移

新卒総合職の女性採用比率
16/3月 17/3月 18/3月 21/3月

（予想）
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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
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V O I C E

How We Get There 1
人材

女性管理職数推移

新卒総合職の女性採用比率
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（予想）
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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
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代表取締役副会長
原 大
1975年	 4月	 株式会社三和銀行	入行
1993年	 11月	 同行三田支店長
1999年	 5月	 同行広報部長	
2002年	 1月	 	同行執行役員
2005年	 5月	 同行常務執行役員
2006年	 1月	 	株式会社三菱東京UFJ銀行	

常務執行役員
2008年	 6月	 同行常務取締役
2009年	 5月	 同行専務取締役
2010年	 5月	 同行副頭取
2012年	 6月	 当社代表取締役副会長
2018年	 4月	 当社代表取締役副会長	関西支社管掌

取締役（非常勤）
内藤 加代子＊1、2

1985年	 4月	 弁護士登録
1989年	 9月	 	Davis	Polk	&	Wardwell法律事務所

（ニューヨーク）
1991年	 1月	 三井安田法律事務所
2004年	 9月	 	弁護士法人大江橋法律事務所	

パートナー（現）
2014年	 9月	 	立命館大学法科大学院	

非常勤講師（現）
2016年	 6月	 	日本商工会議所日本メコン地域	

経済委員会委員（現）
2017年	 10月	 	東京インフラ・エネルギー投資法人	

監督役員（現）
2018年	 6月	 当社取締役（非常勤）

代表取締役会長
佐藤 洋二
1973年	 4月	 日商岩井株式会社	入社
1999年	 1月	 	日商岩井米国会社	財経・管理	経理・	

関連事業ゼネラルマネージャー
2003年	 1月	 	日商岩井株式会社	

企画ユニットリーダー
2003年	 4月	 同社執行役員
2004年	 4月	 旧双日株式会社常務執行役員
2005年	 4月	 同社取締役常務執行役員	CFO
2005年	 10月	 当社取締役常務執行役員	CFO
2006年	 4月	 当社取締役専務執行役員	CFO
2008年	 4月	 	当社代表取締役副社長執行役員		

コーポレート管掌	兼	CFO
2012年	 4月	 当社代表取締役社長	CEO
2017年	 6月	 当社代表取締役会長

代表取締役社長 CEO
藤本 昌義
1981年	 4月	 日商岩井株式会社	入社
2012年	 8月	 双日米国会社	兼	米州機械部門長
2014年	 10月	 当社理事
2015年	 4月	 当社執行役員
2015年	 10月	 当社常務執行役員
2016年	 4月	 当社専務執行役員	
2017年	 6月	 当社代表取締役社長	CEO

代表取締役専務執行役員
西原 茂
1986年	 4月	 日商岩井株式会社	入社
2010年	 10月	 当社経営企画部長
2011年	 4月	 当社執行役員
2014年	 4月	 当社常務執行役員
2015年	 4月	 	当社常務執行役員CIO	兼	経営企画、

IR管掌
2016年	 4月	 	当社専務執行役員	 	 	

石炭・金属、食料・アグリビジネス、		
生活資材、リテール事業管掌

2017年	 4月	 	当社専務執行役員		
エネルギー、石炭・金属、	
食料・アグリビジネス、	
リテール・生活産業、産業基盤・	
都市開発管掌

2018年	 4月	 当社専務執行役員CCO
2018年	 6月	 代表取締役専務執行役員

代表取締役専務執行役員 CFO
田中 精一
1984年	 4月	 	日商岩井株式会社	入社
2011年	 4月	 当社財務部長
2014年	 4月	 当社執行役員
2016年	 4月	 当社常務執行役員	CFO
2017年	 6月	 	当社代表取締役専務執行役員	CFO	

兼	主計、情報企画、ストラクチャード
ファイナンス管掌

2018年	 4月	 	当社代表取締役専務執行役員	CFO	
兼	主計、情報企画、Ｍ＆Ａマネジメン
ト室、コントローラー室管掌

取締役

　

取締役・監査役（2018年7月1日現在）
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監査役（非常勤）
八木 和則＊2、3

1972年	 4月	 株式会社横河電機製作所	入社
1999年	 10月	 	同社執行役員	経営企画部長
2001年	 6月	 	同社取締役常務執行役員	経営企画	

部長
2002年	 7月	 	同社取締役専務執行役員	経営企画	

部長
2005年	 7月	 	同社取締役専務執行役員	経営管理

本部長
2011年	 6月	 	同社顧問
	 	 	株式会社横河ブリッジホールディングス	

社外監査役（現）
2012年	 6月	 JSR株式会社	社外取締役
2013年	 6月	 TDK株式会社	社外監査役
2014年	 3月	 応用地質株式会社	社外取締役（現）
2017年	 6月	 当社監査役（非常勤）
2018年	 6月	 TDK株式会社	社外取締役（現）

取締役（非常勤）
大塚 紀男＊1、2

1973年	 4月	 日本精工株式会社	入社
1999年	 12月	 同社経営企画本部副本部長
2000年	 4月	 同社執行役員	経営企画本部長
2002年	 6月	 	同社取締役執行役員常務		

コーポレート経営本部長
2004年	 6月	 	同社取締役代表執行役専務		

コーポレート経営本部長
2007年	 6月	 	同社取締役代表執行役副社長		

コーポレート経営本部長
2009年	 6月	 同社取締役代表執行役社長
2015年	 6月	 同社取締役会長
2016年	 6月	 	一般社団法人日本ベアリング工業会

会長（現）
2017年	 3月	 	昭和シェル石油株式会社社外取締役

（現）
2017年	 6月	 日本精工株式会社名誉会長
2018年	 6月	 当社取締役（非常勤）
2018年	 6月	 日本精工株式会社相談役（現）

監査役
石毛 孝幸＊2、3

1978年	 4月	 花王石鹸株式会社	入社
2003年	 1月	 	同社経営監査室部長（海外担当）
2006年	 9月	 同社経営監査室長
2011年	 6月	 同社常勤監査役
2016年	 6月	 当社常勤監査役

＊1	内藤	加代子、大塚	紀男の各氏は会社法に定める社外取締役です。
＊2	内藤	加代子、大塚	紀男、石毛	孝幸、八木	和則、神林	比洋雄の各氏は有価証券上場規程で定める独立役員です。
＊3	石毛	孝幸、北田	幹直、八木	和則、神林	比洋雄の各氏は会社法に定める社外監査役です。

監査役（非常勤）
神林 比洋雄＊2、3

1976年	 11月	 	アーサーアンダーセン会計事務所		
入所

1991年	 7月	 	アンダーセン	ワールドワイド		
パートナー

1993年	 7月	 	朝日監査法人	代表社員
2001年	 9月	 	アンダーセン	ワールドワイド		

オーガニゼーション	ボードメンバー
2003年	 1月	 	株式会社プロティビティジャパン		

代表取締役社長
2004年	 4月	 多摩大学大学院客員教授
2005年	 5月	 	株式会社ロバートハーフジャパン		

代表取締役
2010年	 4月	 	青山学院大学専門職大学院客員教授
2011年	 1月	 	プロティビティ合同会社		

最高経営責任者	兼	社長
2016年	 1月	 	同社会長	兼		

シニアマネージングディレクタ（現）
2016年	 10月	 日本内部統制研究学会会長（現）
2017年	 6月	 当社監査役（非常勤）
2018年	 6月	 株式会社村田製作所	社外取締役（現）

監査役
濱塚 純一
1977年	 4月	 日商岩井株式会社	入社
2005年	 10月	 当社執行役員	主計部長
2007年	 4月	 	当社執行役員		

米州地域	CFO	兼	CAO
2010年	 4月	 	当社執行役員	CIO
2012年	 4月	 	当社常務執行役員
2015年	 4月	 	当社常務執行役員		

アジア・太洋州副総支配人
2016年	 4月	 当社顧問
2016年	 6月	 当社常勤監査役

取締役 監査役

　

監査役（非常勤）
北田 幹直＊3

1976年	 4月	 東京地方検察庁検事
1987年	 7月	 	在アメリカ合衆国日本国大使館	

一等書記官
1997年	 4月	 法務省刑事局国際課長
2002年	 4月	 外務省大臣官房監察査察官
2009年	 1月	 公安調査庁長官
2012年	 1月	 大阪高等検察庁検事長
2014年	 3月	 	弁護士登録	森・濱田松本法律事務所

客員弁護士（現）
2014年	 6月	 	シャープ株式会社	社外取締役	

王子ホールディングス株式会社		
社外監査役（現）

2014年	 8月	 	アスクル株式会社	社外監査役（現）
2015年	 6月	 	株式会社横河ブリッジホールディングス	

社外取締役（現）	
一般社団法人投資信託協会理事
（現）

2016年	 6月	 当社監査役（非常勤）
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執行役員（2018年7月1日現在）

専務執行役員
田中 勤
化学、食料・アグリビジネス、リテール・生活産業、
産業基盤・都市開発管掌

副社長執行役員
吉村 利治
自動車、航空産業・交通プロジェクト、機械・医療イ
ンフラ、エネルギー・社会インフラ、金属・資源管掌	
兼	東アジア担当

常務執行役員
後藤 政郎
関西支社長

常務執行役員
篠原 昌司
中東・アフリカ総支配人

常務執行役員
平井 龍太郎
アジア・大洋州総支配人
兼	双日アジア会社社長
兼	シンガポール支店長

常務執行役員
西村 康
中国総代表
兼	双日中国会社董事長
兼	総経理
兼	青島支店長
兼	重慶出張所長

常務執行役員
櫛引 雅亮
人事総務担当

兼	双日上海会社董事長
兼	双日大連会社董事長
兼	双日広州会社董事長
兼	双日香港会社董事長
兼	北京駐在員事務所長

コーポレート・ガバナンス
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執行役員
田村 喜宏
Thai	Central	Chemical	Public	
Company	Limited
代表取締役社長

執行役員
泉谷 幸児
米州総支配人	
兼	双日米国会社社長	
兼	双日カナダ会社社長

執行役員
山口 幸一
航空産業・交通プロジェクト本部長

執行役員
高濱 悟
欧州・ロシアNIS	総支配人
兼	双日欧州会社社長

執行役員
尾藤 雅彰
金属・資源本部長

執行役員
村井 宏人
自動車本部長

執行役員
村田 俊典
米州総支配人補佐（南米担当）	
兼	双日ブラジル会社会長

執行役員
栗林 顕
海外業務担当

執行役員
佐々木 匡介
化学本部長

執行役員
鈴木 義人
物流統括、ビジネスイノベーション
推進担当

執行役員
草野 成也
機械・医療インフラ本部長

執行役員
横山 直樹
リテール・生活産業本部長

執行役員
小笠原 貴文
内部統制統括、リスク管理企画、	
リスク管理担当

執行役員
橋本 政和
エネルギー・社会インフラ本部長
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　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

▲

新・社外取締役のご紹介

ガバナンス体制強化のあゆみ

取締役会の招集
議長：代表取締役社長

取締役会の招集
議長：代表取締役会長

2005年
4月

2006年
4月

社外取締役1名
社外監査役3名

2005年
6月

2007年
4月

2008年
6月

2013年
6月

2018年
4月

2018年
6月

コンプライアンス委員会

CSR委員会

社外取締役
2名

社外監査役
4名

内部監査
小委員会

業績連動型
役員報酬制度の導入

サステナビリティ委員会
（旧CSR委員会）

コンプライアンス委員会
安全保障貿易管理委員会
情報セキュリティ委員会

CSR推進委員会
地球環境委員会

指名委員会
報酬委員会

経営会議
投融資審議会
内部統制委員会

経営の透明性確保・監督機能の強化

全社的な経営課題への取り組み
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　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

▲

新・社外取締役のご紹介

ガバナンス体制強化のあゆみ

取締役会の招集
議長：代表取締役社長

取締役会の招集
議長：代表取締役会長

2005年
4月

2006年
4月

社外取締役1名
社外監査役3名

2005年
6月

2007年
4月

2008年
6月

2013年
6月

2018年
4月

2018年
6月

コンプライアンス委員会

CSR委員会

社外取締役
2名

社外監査役
4名

内部監査
小委員会

業績連動型
役員報酬制度の導入

サステナビリティ委員会
（旧CSR委員会）

コンプライアンス委員会
安全保障貿易管理委員会
情報セキュリティ委員会

CSR推進委員会
地球環境委員会

指名委員会
報酬委員会

経営会議
投融資審議会
内部統制委員会

経営の透明性確保・監督機能の強化

全社的な経営課題への取り組み

How We Get There 1
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成長ステージに立った双日。
今後も「双日らしさ」を追求して
より大きな存在感を示してほしいと思います。

ソフトローの重視や
他業界の経営管理ノウハウを取り入れ、
より一層企業価値を高めていきます。

――まずは退任されたお二方、これまでの活動を振り返っていただけますでしょうか。

――これからの双日に対してメッセージをお願いします。

北爪　過去、通産省（現・経産省）に

勤務していた時代に厳しい経営状

況を聞いていましたので、時には厳

しい判断をせざるを得ないと覚悟し

て臨みました。ところが現在の双日

は、財務状況が大幅に改善し、新たな成長ステージにあ

ります。その中で二度にわたる中期経営計画の策定に携

わったことで、私自身、日々前向きな

気持ちで過ごすことができました。

石倉　成長に対する強い意思を私

も感じました。就任時、前社外取締

役の方から「報酬制度の改定が必

要」とお聞きしましたが、経緯を聞くと、過去の厳しい経

営環境の中で制度づくりが後回しになっていたと。そこ

で、報酬委員会の長として外部の専門家の方も交えて議

論を開始し、最終的に会社の業績と株主の関心事である

株価を意識した報酬制度をつくりました。新中計を開始

するタイミングで株主総会に制度を上程できることとな

り、今はほっとしています。

――新任のお二方へのエールをお願いします。

――双日は「2つの価値」の実現を掲げています。
       新任のお二方はどのようにしてこの使命の達成をサポートしていかれますか。

石倉　お二人が持つ製造業や国内外の法務の知見は、今

まさにグローバルな飛躍を遂げようとしている双日におい

て必要とされている専門性です。お二人の力で、ぜひ「新し

い双日」をつくっていってほしいと思います。内藤さんはベ

トナムのビジネスで、大塚さんはグローバルなメーカーで

多くの実績を持っておられますので大いに期待したいと思

います。

北爪　私は、かねがね、メーカーが持つコスト管理やプラ

イシングのノウハウを商社ビジネスに取り入れ、収益性を

高めるべきと申しておりました。それを大塚さんに託した

いと思います。また、内藤さんにはソフトローを含めた幅広

い知見を活かして双日の企業価値の底上げにご尽力いた

だければと願っています。

内藤　「社会に還元する価値」と「双

日が得る価値」の「2つの価値」を一体

化させていくためには、法令遵守やリ

スク管理といった枠組みを重視する

と同時に、世界的に重視されつつあ

るソフトロー、つまり法的強制力がなくともグローバルな

規範や社会通念となっている事柄にも焦点を当てていく必

要があります。グローバルな環境・社会課題にビジネスと

いう手法を通じて解決策を示していく双日の価値創造の

プロセスに私も積極的に参加し、海外法務や企業法務に

携わってきた経験を活かしていきたいと考えています。

大塚 私は機械部品メーカーで経理財務・人事を中心とし

た管理畑を歩んできました。商社からの就任要請は、当初

やや戸惑いを覚えました。しかしながら、双日の成長戦略

として「従来のトレーディングから製

造業を含む事業経営への投融資を増

やしていく、今後はこれら事業会社の

経営管理を重要課題として取り組み

たいため、メーカーとしての視点が必

要」との話をお聞きしました。メーカーで培ってきた安全・

品質・納期の徹底という大原則をもとに、原価管理や品質

管理などのノウハウを、商社というビジネスモデルにいか

に応用していくか。製造業出身者らしく「現場」を重視しな

がら「2つの価値」の創出に貢献していきたいと思います。

北爪 3,150億円の投融資を実施した中計2017に続いて、

新たな中計2020においても約3,000億円規模の投融資を

予定しています。これを機に、強い事業をより強くして、また

強い事業同士を掛け合わせることで「双日らしいビジネス」

を強化していってほしいと思います。

石倉 私も同感です。私はカリフォルニアのディーラーを訪

問させていただいたほか、北爪さんとは一緒に何度も各営

業本部長とのミーティングを通じて商社のビジネスを勉強

させていただき、また、投融資審議会にもオブザーバーとし

て出席しました。その際に必ずテーマになるのが「双日の強

みを活かせる案件か否か」。取締役会では、当初は判断に迷

うこともありましたが、次第に自分なりの判断軸を示せるよ

うになりました。商社は規模の大きさで存在感を語られるこ

とが多いですが、ぜひ双日の掲げている「2つの価値」の実

現を目指して、社会に「双日があって良かった」といわれるよ

うに新任のお二人にはがんばっていただきたいと思います。

北爪 由紀夫 内藤 加代子石倉 洋子 大塚 紀男

前・社外取締役 新・社外取締役

2014年6月～2018年6月
当社社外取締役

主な兼任状況
財団法人日本航空機開発協会 
副理事長

2014年6月～2018年6月
当社社外取締役

主な兼任状況
株式会社資生堂 取締役

当社社外取締役（新任）

主な兼任状況
弁護士・東京インフラ・
エネルギー投資法人監督役員

当社社外取締役（新任）

主な兼任状況
日本精工株式会社 相談役

＜前・新＞社外取締役座談会

コーポレート・ガバナンスの強化に向けて
双日は、取締役会の監督機能を強化していくために、2005年3月期から、
高度な専門性に基づく幅広い経験と知見に富んだ方々を社外取締役として選任しています。
この誌面では、2018年3月期まで社外取締役を務めていただいた2名と、今回新たに選任された
2名の新・社外取締役が、これまで取り組んできた施策や、今後の抱負などについて語り合った座談会をご紹介します。

P.34

▲

略歴 P.35

▲

略歴

How We Get There 1
コーポレート・ガバナンス
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成長ステージに立った双日。
今後も「双日らしさ」を追求して
より大きな存在感を示してほしいと思います。

ソフトローの重視や
他業界の経営管理ノウハウを取り入れ、
より一層企業価値を高めていきます。

――まずは退任されたお二方、これまでの活動を振り返っていただけますでしょうか。

――これからの双日に対してメッセージをお願いします。

北爪　過去、通産省（現・経産省）に

勤務していた時代に厳しい経営状

況を聞いていましたので、時には厳

しい判断をせざるを得ないと覚悟し

て臨みました。ところが現在の双日

は、財務状況が大幅に改善し、新たな成長ステージにあ

ります。その中で二度にわたる中期経営計画の策定に携

わったことで、私自身、日々前向きな

気持ちで過ごすことができました。

石倉　成長に対する強い意思を私

も感じました。就任時、前社外取締

役の方から「報酬制度の改定が必

要」とお聞きしましたが、経緯を聞くと、過去の厳しい経

営環境の中で制度づくりが後回しになっていたと。そこ

で、報酬委員会の長として外部の専門家の方も交えて議

論を開始し、最終的に会社の業績と株主の関心事である

株価を意識した報酬制度をつくりました。新中計を開始

するタイミングで株主総会に制度を上程できることとな

り、今はほっとしています。

――新任のお二方へのエールをお願いします。

――双日は「2つの価値」の実現を掲げています。
       新任のお二方はどのようにしてこの使命の達成をサポートしていかれますか。

石倉　お二人が持つ製造業や国内外の法務の知見は、今

まさにグローバルな飛躍を遂げようとしている双日におい

て必要とされている専門性です。お二人の力で、ぜひ「新し

い双日」をつくっていってほしいと思います。内藤さんはベ

トナムのビジネスで、大塚さんはグローバルなメーカーで

多くの実績を持っておられますので大いに期待したいと思

います。

北爪　私は、かねがね、メーカーが持つコスト管理やプラ

イシングのノウハウを商社ビジネスに取り入れ、収益性を

高めるべきと申しておりました。それを大塚さんに託した

いと思います。また、内藤さんにはソフトローを含めた幅広

い知見を活かして双日の企業価値の底上げにご尽力いた

だければと願っています。

内藤　「社会に還元する価値」と「双

日が得る価値」の「2つの価値」を一体

化させていくためには、法令遵守やリ

スク管理といった枠組みを重視する

と同時に、世界的に重視されつつあ

るソフトロー、つまり法的強制力がなくともグローバルな

規範や社会通念となっている事柄にも焦点を当てていく必

要があります。グローバルな環境・社会課題にビジネスと

いう手法を通じて解決策を示していく双日の価値創造の

プロセスに私も積極的に参加し、海外法務や企業法務に

携わってきた経験を活かしていきたいと考えています。

大塚 私は機械部品メーカーで経理財務・人事を中心とし

た管理畑を歩んできました。商社からの就任要請は、当初

やや戸惑いを覚えました。しかしながら、双日の成長戦略

として「従来のトレーディングから製

造業を含む事業経営への投融資を増

やしていく、今後はこれら事業会社の

経営管理を重要課題として取り組み

たいため、メーカーとしての視点が必

要」との話をお聞きしました。メーカーで培ってきた安全・

品質・納期の徹底という大原則をもとに、原価管理や品質

管理などのノウハウを、商社というビジネスモデルにいか

に応用していくか。製造業出身者らしく「現場」を重視しな

がら「2つの価値」の創出に貢献していきたいと思います。

北爪 3,150億円の投融資を実施した中計2017に続いて、

新たな中計2020においても約3,000億円規模の投融資を

予定しています。これを機に、強い事業をより強くして、また

強い事業同士を掛け合わせることで「双日らしいビジネス」

を強化していってほしいと思います。

石倉 私も同感です。私はカリフォルニアのディーラーを訪

問させていただいたほか、北爪さんとは一緒に何度も各営

業本部長とのミーティングを通じて商社のビジネスを勉強

させていただき、また、投融資審議会にもオブザーバーとし

て出席しました。その際に必ずテーマになるのが「双日の強

みを活かせる案件か否か」。取締役会では、当初は判断に迷

うこともありましたが、次第に自分なりの判断軸を示せるよ

うになりました。商社は規模の大きさで存在感を語られるこ

とが多いですが、ぜひ双日の掲げている「2つの価値」の実

現を目指して、社会に「双日があって良かった」といわれるよ

うに新任のお二人にはがんばっていただきたいと思います。

北爪 由紀夫 内藤 加代子石倉 洋子 大塚 紀男

前・社外取締役 新・社外取締役

2014年6月～2018年6月
当社社外取締役

主な兼任状況
財団法人日本航空機開発協会 
副理事長

2014年6月～2018年6月
当社社外取締役

主な兼任状況
株式会社資生堂 取締役

当社社外取締役（新任）

主な兼任状況
弁護士・東京インフラ・
エネルギー投資法人監督役員

当社社外取締役（新任）

主な兼任状況
日本精工株式会社 相談役

＜前・新＞社外取締役座談会

コーポレート・ガバナンスの強化に向けて
双日は、取締役会の監督機能を強化していくために、2005年3月期から、
高度な専門性に基づく幅広い経験と知見に富んだ方々を社外取締役として選任しています。
この誌面では、2018年3月期まで社外取締役を務めていただいた2名と、今回新たに選任された
2名の新・社外取締役が、これまで取り組んできた施策や、今後の抱負などについて語り合った座談会をご紹介します。
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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）

内部統制委員会

サステナビリティ委員会

コンプライアンス委員会

投融資審議会

人事審議会

営業管掌役員、
コーポレート役員等

議長

会計監査人指名委員会

報酬委員会

内部監査小委員会

議長

取締役

業務執行
取締役

代表取締役会長 社外取締役

選任・解任

報告

選任・解任 選任・解任

（連携）
会計監査

内部監査

監査

報告提案
【審議・諮問機関】

経営会議

取締役会

代表取締役
社長

株主（株主総会）

報告・最重要
事項の付議

【社内委員会】
重
要
な
業
務
執
行
に
つ
き
付
議

監査役
社外監査役

監査役会

執行役員の
選任・解任・監督

監査部

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
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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統制報告制

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

内部統制

コーポレート・ガバナンス

双日株式会社    統合報告書201846



コンプライアンス体制図

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、当社グループ会社及び
海外拠点においてもそれぞれコンプライアンス責任者やコン
プライアンス委員会を設置するなど、グループ全体が、連携し
て法令・企業倫理遵守を推進する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及び
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、及び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」及び「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・介護休業法及び
男女雇用機会均等法にて、事業主に防止措置が義務づけられ
ているセクシャルハラスメント、妊娠・出産、育児・介護休職な

どに関するハラスメントをはじめ、あらゆるハラスメントの存
在しない良好な就業環境を維持するために、体制の整備に加
え研修等の運用面での活動も継続しています。

引き続き、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。2018年3月期における具体的な
活動は以下の通りです。
● CCOと当社グループ会社社長との協議、意見交換の実施。
●  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。
●  eラーニングによる役職員向け「双日グループ・コンプライ

アンス行動基準」教育の実施。
●  ハラスメント防止、下請法、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、2018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

・代表取締役専務執行役員、副社長執行役員、
及び関係コーポレート担当役員／理事

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：代表取締役専務執行役員
 管理分科会

・ 情報セキュリティ 委員長：情報企画担当理事
 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
代表取締役社長

コンプライアンス
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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・定義したうえ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、定量化が可能なリスク（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、災害等リスク、システムリスクなどと

いった、定量化が困難なリスク項目に関しても、定量化が可

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、との認識のも

と、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、2018年3月期における同倍率は0.5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

役会及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。不確実性が高まりつつあ

る環境下においても、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。

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

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。

なお、中期経営計画2020（以下、中計2020）において、新

興リスクとして、Webサイト・SNS等に関するリスク（個人情

報保護・炎上対策等の危機管理）、品質管理に関するリスク

（事業領域多様化に伴う新たな製造物責任リスクへの対応

等）やイノベーションに関するリスク（AI等の技術革新に取

り残され、既存ビジネスモデルが陳腐化するリスク）を新た

にリスク項目に追加し、モニタリング管理を開始しました。

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。中計2020にて規律ある

投資を進めるなか、2019年3月期より、成長投資にさらに適し

た形で主にのれんに関する計量方法の見直しを行っています。

リスクアセット推移

当社はグループ全社員を対象にリスク管理マインドを徹底する
べく毎年研修を実施しています。
● 受講者（延べ人数）：2,070名（2018年3月期末時点）
● 研修内容： ルールの周知、ケーススタディ、カントリーリスクや

在庫取引等の市場リスクといった抑止・軽減策等

リスク管理研修の実施状況

0.8

1.1

0.9 0.9
1.0

0.9
0.8

0.6 0.60.6 0.5

（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

08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期

（右軸）       リスクアセット／自己資本倍率

※1 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」。
※2 2019年3月期より主にのれんに関する計量手法の見直しを行っています。2018年3月期のリスクアセットについても見直し後の数値を記載しています。
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事業等のリスク

区分 リスクの概要

定量化が可能なリスク

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

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

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

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、計画通りの事業活動が行えな
い、または損失が発生するリスク

定量化が困難なリスク

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

環境・社会（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

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

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

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

Webサイト・SNS等に
関するリスク

•		Webサイト・SNSを介した、企業情報発信に関するリスク	
(個人情報保護、危機管理等）

品質管理に関するリスク •		事業領域多様化に伴う新たな製造物責任リスク

イノベーションに
関するリスク •		AI等の技術革新に取り残され、既存ビジネスモデルが陳腐化するリスク

※		各リスクへの対応状況は、当社ウェブサイトをご参照ください。（https://www.sojitz.com/jp/corporate/governance/risk/）
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