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強い個を活かす組織力をもとに創造性を発揮し、
すべてのステークホルダーに貢献するための行動指針

行動指針

1. 確かな信頼を築く。
2. 将来を見据え、創意工夫する。
3. スピードを追求する。
4. リスクを見極め、挑戦する。
5. 強固な意志でやり遂げる。

双日グループスローガン

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。

世界の人々 の豊かさを築き続けることで
企業価値を高めてまいります。



代表取締役社長  CEO

将来見通しに関する注意事項
　本報告書に記載されている将来の計画数値、施策など見通しに関する内容は、現在入手可能な情報から当社が現時点で合理的であるとした判断および仮
定に基づいて算定されています。従って、実際の業績は、内外主要市場の経済状況や為替相場の変動などさまざまな重要な要素により、記載の見通しとは大
きく異なる可能性があります。

編集方針
　本報告書では、双日グループが企業理念にある「豊かな未来」の創造を目指し、世界中のパートナーとともに、どのように機能を発揮し、価値を
創造しているのか、そして今後どのような価値創造を目指すのかをお伝えしています。昨年度より名称も「統合報告書」と改め、株主・投資家を中
心とした幅広いステークホルダーの皆様に、当社グループの活動への理解をより深めていただけるよう、従来のアニュアルレポートにおける非
財務情報を充実させ、発行しています。
　当期は、「双日の強み」を報告書の一貫したテーマとし、当社の価値創造ストーリーを分かりやすくお示ししています。その際に、当社のことを
長くカバーしているアナリストや当社社外取締役など、外部の方々からの声も掲載することで「双日の強み」と「さらなる成長に向けての課題」を
多角的に説明しています。また、ESG関連の記載を増やし、当社の新CSR重点取り組みテーマをその整理プロセスとともに開示するなど、非財務
情報の充実を図りました。

より詳しい情報につきましては、当社ウェブサイトで紹介していますので、是非ご覧ください。　
http://www.sojitz.com
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　次の10年。双日は成長にこだわり、前進を続けま
す。今後は、良質な資産の積み上げに向け、もう一段
ギアを上げ、スピードを持った取り組みに邁進していく
構えです。
　「成長」という言葉には、いろいろな意味が含まれま
すが、現在の当社は、収益性と企業価値、この2つに
フォーカスしており、当面、この考えは変えない方針で
す。世界の人々の豊かさを築いていくため、山積する
課題を解決していくことが私たちの果たす役割であり、
存在意義です。これに鑑みれば、収益性を高め、企業
価値を上げることで、従来以上に社会への貢献が可能
な会社になっていけるはずです。
　双日が、50年、100年と輝き続ける会社となるよう、
私たちは不断の改革を続けます。
　ステークホルダーの皆様におかれましては、企業価
値の向上に向けて挑戦し続ける当社に、今後ともご期
待いただければと存じます。

 2016年8月
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双日の歴史は試練の連続。日の歴史は試練の連続。
だからこそ、私たちにしかだからこそ、私たちにしか

ない「克服力」がある。ない「克服力」がある。

BBB
R＆I

（2007年12月）

BBB‒
S＆P

（2008年3月）

BBB‒
JCR

（2006年2月）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 （年）

投資適格格付（BBB-）ライン

●格付の履歴●再建への道のり

2004年3月期
1,128億円の損失処理、2,832億円の資本増強

2004年4月
双日発足

2005年3月期
4,300億円の損失処理、3,700億円の資本増強

2006年5月
優先株式の抜本処理へMSCB3,000億円の発行

2007年3月
復配

2008年3月
格付を得るすべての格付機関から投資適格格付を獲得

2007年9月
優先株式の抜本処理

日商岩井 LNG長期契約調印式

克服の歴史
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バブル崩壊以降、日本経済は全体的に低迷。総合商

社としての命運を懸けてニチメンと日商岩井が合併

し、双日は誕生した。財務面で大きな痛手を負った中

での船出であったが、財務体質を抜本的に強化するべ

く巨額の損失を伴って資産処理を行い、3,700億円の

増資を実行。そして、優先株式を処理し、復配などを

経て、再建は無事完了。その後、新規投融資に果敢に

挑戦し収益基盤の拡充を試みたが、リーマンショック

によって業績は悪化。その後も欧州債務危機、2011

年の東日本大震災など苦しい外部環境が続き、資産

の見直し・入れ替えを推進し、収益力の回復に努め、

現在は安定収益基盤を築きつつある。振り返ると、度

重なる試練に対して粘り強く取り組み、克服を続けて

きた歩みこそが双日の歴史である。

12.3 13.3 14.3 15.3 16.3

（億円）

（%）
3,300

3,826

4,599

5,509 5,203

15.1
17.8

20.7

24.0 25.3

自己資本 自己資本比率
12.3 13.3 14.3 15.3 16.3

（億円）

（倍）

6,763
6,433 6,402 6,296

5,716

2.0
1.7

1.4
1.1 1.1

ネット有利子負債 ネットDER
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克服してきた日々がある服してきた日々がある
からこそ、今の双日がからこそ、今の双日が

築き上げられている。築き上げられている。
●自社ポジション＊1

ROA＊3（%）

5ヵ年当期純利益
   予想平均増減率＊2

（%）
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双日 時価総額
2,891億円

C商社
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＊1 円の大きさは2016年3月末時点の時価総額
＊2 2013年3月期から2017年3月期予想（各社決算資料より）を基に算出しています。
＊3 2016年3月期実績
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幾多もの挑戦を通じて、克服を続けてきた双日。その

結果、財務体質は強化され、収益基盤も築き上げた。

また、国内民間航空機販売総数ではNo.1のシェアを

誇るほか、ベトナムとの長い歴史的なつながりなど、

事業・地域単位で見れば、確かなプレゼンスも発揮し

ている。しかし、時価総額は日本の総合商社の中では

7位。資産規模なども他の総合商社との差は小さくな

い。だからといって、私たちは、悲観はしていない。

双日はこれからの会社であり、今後、成長に向けて歴

史を積み重ねていく。これまで培ってきた強みに磨き

をかけ、さらなる信頼の蓄積・収益力の強化・規模の拡

大などを、スピードを持って実現していくことで、日本

を代表する企業へと成長していく。

国内民間航空機代理店

No.1
 

穀物トレード

最大級
（ASEAN 穀物専用港）

メタノール

１００万トン
（年間取扱量）

ベトナム

１９８６年
（日本企業初の駐在員事務所開設）

高度化成肥料

シェアトップクラス
（タイ、ベトナム、フィリピン）

●強い事業・地域

LNG事業

パイオニア
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市場からも、期待されて場からも、期待されて
いる。しかし、次なる一歩いる。しかし、次なる一歩

こそ、真価が問われる。こそ、真価が問われる。
相対的に高い利益成長を図れるかに注目
　10年間ほど商社の担当をしていますが、私にとっては、双日というと、セクターを
担当して間もないころに3,000億円のMSCB（転換社債型新株予約権付社債）を発行
したことが思い出されます。このMSCBの発行で優先株式の買戻しを実行し、財務体
質が劇的に改善したことが、現行の中期経営計画2017 ～Challenge for Growth～
で利益成長を目指す姿につながっていると思います。
　2016年3月期、各商社が過去の資源分野などへの投資案件で巨額の減損に見舞
われる中、双日もエネルギー・資源案件での減損処理を実施しましたが、相対的には
悪影響は軽微なものとなりました。これまで財務体質の改善に軸足を置いていたこと
もあり、新規投資の積み上げが遅れていたことが、今回の資源価格の下落や新興国
の景気鈍化の悪影響を受けにくくした面はあると思います。総合商社業界では事業環
境の悪化や減損処理に伴う財務体質の劣化で新規投資の抑制に動いている商社が増
えており、利益成長期待が低下している印象を持っています。同業他社の新規投資が
必ずしもうまくいっていない中で、強みを持つ分野での資産の積み上げで相対的に高
い利益成長を図れるかに、期待するとともに注目しています。

成田 康浩 氏
野村證券株式会社
エクイティ・リサーチ部
エグゼクティブ・ディレクター
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2015年5月に中期経営計画2017を発表。その時期

から当社の株価は上昇局面に転じ、資源価格の低迷、

日本経済の株安などを背景にその後は低下したもの

の、3年前と比べれば明らかに機運は上がっている

（2016年6月末現在）。「成長軌道への挑戦」という

メッセージが着実に期待を集めており、この期待に応

えていくことは責務である。一方、私たちが目指す先

はもっと高い頂にある。新興国の発展に不可欠な存在

となる、環境問題を解決するビジネスを創出する、世

界中のさまざまなステークホルダーのニーズを満た

すネットワークを築く……これまで発揮してきた価値

に磨きをかけ、従来以上のプレゼンスを獲得していく

ために、他社にはない双日の強みを活かし、豊かな

未来の創造に貢献していく。

「双日らしさ」の確立に期待
　私が双日に最も期待することは、双日がまさに中期経営計画2017で掲げている
「双日らしさ」です。しかも、すでにある独自性をより高めて、確立していけばよいと
思います。総合商社業界では、過去数年間の資源分野などへの過剰投資に対する
反省から、「事業投資から事業経営へのシフト」や、事業投資先に関する「Hands-on」
経営がキーワードとなっています。より事業投資先企業の経営に主体的にかかわる
ことで、グループ全体で機能提供力を高め、事業会社の収益力・企業価値を向上さ
せる。この点では、双日のような小回りが利く規模の会社はむしろ有利でしょう。ま
た、中期経営計画2017において、双日の経営は、基盤確立ステージから成長路線
へとシフトしたと理解しています。外部環境が悪化する中での利益成長は簡単では
ありませんが、上位総合商社が投資抑制に動く中での投資積極化ですから、タイ
ミングを得た逆張り戦略となる可能性があります。もちろん、投資規律が肝要なこ
とはいうまでもありません。反対に、最もして欲しくないことは、上位総合商社への
単なる対抗や後追いです。独自性のある中期成長モデルを示すことが株価評価向
上にもつながると考えます。

五百旗頭 治郎 氏
大和証券株式会社
企業調査部 担当部長
チーフアナリスト




