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At a Glance（2016年3月期）

PL

売上総利益 251 263 177 24

営業活動に係る利益 47 56 37 △84

持分法による投資損益 46 3 6 39

当期純利益（親会社の株主に帰属） 59 31 22 △69

BS

総資産 1,320 1,642 1,645 1,400

非流動資産 497 678 750 1,102

財務指標

ROA 4.4% 1.9% 1.4% △4.5%

従業員数

単体従業員 72名 70名 156名 77名

連結従業員 1,693名 1,732名 937名 201名
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＊ 「会社合計」はその他・調整を含みます。
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91 407 181 189 185 1,807

△41 130 65 47 35 292

82 13 7 8 29 232

47 90 50 31 34 365

3,905 2,617 1,321 2,147 1,359 20,567

3,164 706 573 324 546 9,103

1.1% 3.3% 3.4% 1.4% 2.3% 1.7%

170名 246名 103名 127名 87名 2,207名

512名 1,663名 1,845名 1,420名 2,486名 14,330名

 連結従業員数
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自動車本部

Taking the Opportunity to

Lead the Industry
本部の概要と目指す姿

　世界でますます進展するモビリティ社会において、自動
車という巨大な産業は、今後も世界の産業・雇用・生活に
大きな価値をもたらします。
　こうした中、自動車本部では、経済成長が著しく、今後
も自動車需要の拡大が見込まれるASEANや、ロシア
NIS、中南米などで事業を展開しています。当本部は、自
動車メーカーのパートナーとして、販売ネットワークの創
出や生産拠点のグローバル化、効率化に応える部品供給
体制の提供など、さまざまなビジネスモデルを構築してき
ました。中核事業である組立・卸売事業では、当本部の知
見を最大限に活用して自動車メーカーや世界各地のロー
カルパートナーと役割を分担し、安定的な収益確保に取り
組んでいます。また部品事業では、多様化する顧客の
ニーズ・市場の特性に対応した最適なソリューションを提
供しています。さらに、米国やブラジルで展開している
ディーラー事業やアフターマーケット事業においても、地
域の特性を踏まえたビジネスを積極的に展開。各国の社
会インフラ整備、地域雇用創出にも貢献しています。

自動車メーカーのグローバル展開を
支える高機能な事業体制

【機会】
▶ アジアの中間所得層増加に伴う組立・卸売事業での
 販売台数の増加
▶ 社会インフラ整備が進む新興国における新規卸売
 事業の確立
▶ ニーズの多様化、グローバル化を見据えた小売
 事業、部品事業の展開

【リスク】
▶  各国での政治・経済情勢に起因するカントリーリスク
の変化

▶  環境規制強化など、社会環境の変化に伴う自動車
需要への影響

▶  メーカーの海外展開など、事業環境、機能、収益性
の変化への対応
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA

当期の振り返り
▶  フィリピンの合弁製造事業をはじめ、プエルトリコ
での輸入販売事業や、米国のBMWディーラー事
業などが堅調に推移

▶  米国サンフランシスコ湾岸地域およびブラジルに
おいて新たなBMWディーラーを買収

▶  ロシアでは商用車合弁事業への出資比率を引き
上げ
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自動車本部長

村井 宏人

「3つの柱」を掲げ
中長期的な発展を遂げ、
世界の自動車産業に貢献します。

価値創造を可能にする強み

　当本部は、成長が見込まれる新興国をはじめ、世界に
30社の事業会社を擁し、約3,000人の社員（持分法適用
会社を含む）が事業にあたっています。各社では、組立・卸
売事業やディーラー事業の専門的ノウハウや、市場に対す
る知見を有していますが、最大の強みは蓄積された経営
人材だと捉えています。
　各地で一定の規模を有する事業会社を運営し、現地で
社員を雇用・育成し共に成長することで、地域に根付いた
発展を図る。こういった経営を若手時代から担ってきた人
材は、強固な経営力を身に付けていきますし、その経営人
材を世界で多く輩出し、組織経営をできる力こそが、事業
発展の源泉です。
　例えば、2009年にM＆Aを通じて着手した、プエルト
リコにおける現代自動車の卸売事業。当初は2～3％の
シェアでスタートしましたが、現在では11％のシェアで2
位のポジションを確立しています。2015年8月のプエル
トリコ自治領政府のデフォルト以降、プエルトリコの自動
車市場全体としては低迷が続いていますが、当社の事業
は当期、過去最高益を更新するなど、厳しいマクロ環境下
でも確実な経営力で業績を伸ばすことができています。

　こうした経営力は、パートナーである自動車メーカーか
らも高く評価されており、今後のさらなる成長を支える強
固な基盤となっています。

環境認識と価値創造戦略

　2016年3月期の業績は、堅調に推移し増益となりました
が、大きく変化するグローバル環境の中、当本部では、従
来型のビジネスモデルだけで価値創造していくのは不十分
であると考えており、中期経営計画2017は次なるステッ
プへの転換期と捉えて、事業の革新に取り組んでいます。
　こうした中、当本部では、価値創造のモデルとして「3つ
の柱」を明確に打ち出しています。1つ目は、長年築いてき
た事業会社経営という資産を有し、収益の柱である組立・
卸売事業です。この事業は、基盤収益を稼ぐことに加えて、
当本部の優位性である経営人材の輩出機能をも担ってお
り、今後も強みを磨きながら強化・拡大を図っていきます。
2つ目はディーラー事業です。中期経営計画2017では収
益を大きく拡大していくために、M&Aも含めたディーラー
事業への積極的な投資により規模と収益の拡大に取り組ん
でいます。3つ目は、次期中期経営計画も見据えた将来戦
略です。新たな事業モデルを構築すべく、さまざまなチャ

専門的ノウハウ・知見に加え、
世界各地の経営人材が価値の源泉

「3つの柱」の下、
新たな価値創造のモデルへと転換
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の販売台数は年間8,000台で、特に差別化を図った中古
車販売・アフターサービスには特徴があり、高収益を上げ
る経営モデルを確立しています。当該地域の継続強化はも
とより、こうした高付加価値ビジネスを活かし、他地域での
展開を進めます。潜在的に大きな自動車需要がある一方
で、直近の資源安の影響を受けているブラジルにおいても
同国の富裕層が集中するサンタカタリーナ州全域をカバー
するBMW、MINIディーラーを2015年に買収。米国で
培ったビジネスモデルを活かし、業績拡大を図っています。

今後の取り組み

　世界の自動車産業は今後も拡大基調を続けるものと想
定されます。ビジネスチャンスは多大である一方、競争も
激しく、いかに市場の成長を取り込んでいくかが課題です。
こうした中、「3つの柱」の推進にあたり、本部の最優先課題と
してこれまで実績を上げてきた人材育成に継続的に取り組
み、より多くの人材を輩出し続けることが、当本部の価値創
造の鍵と捉えています。人材育成については、5年後、10
年後を俯瞰して、本部の業容拡大を見据え、独自のプログ
ラムを実施し、国境を越えた登用、配置も積極的に行い、育
成スピードの迅速化に努めています。特に、中期経営計画
2017では将来の成長に向けたチャレンジ、「Challenge for 
Growth」がテーマであり、その実行のため、戦略的思考を
重視した育成を行っており、幹部による若手とのコミュニ
ケーションの活性化や世代別のさまざまなワークショップな
どを実施し、本部戦略の実行力強化を図ります。
　当本部では、こうした経営人材力のさらなる強化を図
り、新たなビジネスモデルを確立することにより、双日の
収益を牽引する本部、世界の自動車産業に貢献する本部
を目指します。

レンジに取り組むために相応の経営リソースを投下してい
きます。例えば、長年にわたり組立・卸売事業を展開し事業
基盤・経験を有するフィリピンにおいて、より消費者に近い
ビジネスとしてオートローン事業を立ち上げ、付加価値の
高いサービスを提供していきます。

注力事業：組立・卸売事業

　当本部では、先に述べたプエルトリコで順調に業績を伸ば
すほか、ロシアやフィリピンなどで確固たる市場プレゼンス
を発揮しており、引き続きこれらの既存地域の強化に取り組
むとともに、新規市場・新規事業への展開も進めています。
　ロシアでは、富士重工業株式会社との事業を展開して
いますが、同国は景気停滞により耐久消費財需要も低迷
しており、同社と協力しながら、足元の市況下に耐えうる
体制を構築することで採算性を確保していく方針です。市
場拡大が著しいフィリピンでは、販売網を45店体制から
70店以上へと強化するほか、フィリピン政府が推進する
包括的自動車産業振興戦略「CARSプログラム」の適用事
業として認可を受け現地生産拡大のための大幅な設備投
資を進めるなど、事業の拡大を加速していきます。
　新規市場としては、ミャンマーにて中国メーカーの自動
車販売に着手するなど新たな展開に取り組んでおり、今後
も成長性の高い地域での積極的な展開を目指します。

注力事業：ディーラー事業

　ディーラー事業では、米国カリフォルニアで20年以上の
実績を残しており、2014年のM&Aを含め、現在では
BMW、MINIディーラーを3店経営しています。3店合計

強いビジネスモデルをさらに強化し
地域的にも拡大を図る

米国で確立した高付加価値ビジネスの
展開を他地域にも拡大

成長の鍵を握る経営人材力を
さらに強化し、産業に貢献

ブラジルで新たに自動車・二輪車販売事業に参入 フィリピンMMPC本社・工場
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自動車本部の地域戦略

中南米やロシアNISなどでの
取り組み

　中南米では、ブランドバリューが着実に向上している現
代自動車の輸入ディストリビューターとして、2007年にア
ルゼンチンの既存ディストリビューターに資本参加、続け
て2009年にプエルトリコで新規ディストリビューターを設
立するなど、販売活動を担ってきています。
　アルゼンチンでは、2011年に輸入規制が開始され、さ
らに2014年にはテクニカルデフォルトに伴う送金規制も
始まるという環境の中でも、徹底した発注管理により事故
を防ぎつつ収益を上げており、また市場低迷が進行するプ
エルトリコでも、シェアを拡大してきています。
　一次産品輸出経済が主要な中南米市場において、輸送
機器としての自動車販売を長年にわたり継続しており、地
域経済に貢献しています。中南米では、輸入完成車による
熾烈な競争市場、自動車産業があり国産車が保護されて
いる市場、FTA など、さまざまな性格の市場があります
が、市場特性に合わせた参画方法により、さらなる市場参
入の機会を追求していきます。
　ロシアでは、世界的なブランドバリューと販売台数の増
加が顕著なスバル車を取り扱い、2000年にディストリ
ビューターを設立しマーケティング、販売活動を行ってい
ます。ロシアが経済急成長を果たし、自動車市場が大きく
伸長した際に販売台数を伸ばすことに成功しましたが、地

道に現地ディーラーの開拓、販売・サービス網の整備に努
めてきたことが実を結んだ案件だといえます。また、ロシ
アでの成功を機に、2006年にはウクライナでもディストリ
ビューターを設立しています。
　昨今は、ウクライナの政変やその後の紛争、ロシアはウ
クライナ問題にかかわる経済制裁や油価の下落に伴う通貨
下落により、自動車市場は大きく減少しました。苦戦を余
儀なくされている状況ですが、将来の市場回復に向けて
ユーザーとの絆をテーマに、ディーラーとともにブランド
構築を中心に活動をしていきます。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日オートモーティブエンジニアリング株式会社（四輪・二輪部品事業、タイヤ販売／子会社） 100.0%
● Subaru Motor LLC（ロシアにおけるスバル車輸入総代理店／子会社） 65.6%
● Mitsubishi Motors Philippines Corporation（三菱自動車の輸入・組立・販売／持分法適用会社） 49.0%
連結子会社  16社　　持分法適用会社  6社

プエルトリコでの現代自動車販売会社
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航空産業・情報本部

双日株式会社    統合報告書201666

Growth Strategy Based on

Our Unique Strengths

執行役員
航空産業・情報本部長

山口 幸一

独自の強みを活かし、
新たな価値創出に向けて
深化を図ります。

当期の振り返り
▶  航空分野では、ボーイング社やボンバルディア社
関連取引、パーツアウト事業などが順調に推移。
新興国での空港開発に関連する事業への取り組み
も推進

▶  船舶事業は船舶市況の低迷の影響を受けたが、船
舶の環境対策機器・エンジニアリング事業の取り組
みを推進

▶  情報産業分野では、データセンター事業や通信事
業者向けネットワーク構築事業の強化に着手
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本部の概要と目指す姿

　航空産業・情報本部は、航空、船舶、ITといった社会
インフラを整備することで、価値創出を果たしています。
ヒト・モノの移動、情報の行き交う場所には、必ずビジネス
チャンスが生まれてくることから、それらを有機的に結び
付けることで、より高付加価値な事業体として発展してい
くことを目指しています。
　各事業の概要としては、航空事業は、民間航空機代理
店および防衛関連機器代理店として実績を積み重ね、国
内では圧倒的なトップポジションを確立するとともに、ビ
ジネス・ジェット事業やパーツアウト事業など、航空関連の
幅広いビジネスを展開しています。船舶事業は、長年に及
ぶバルクキャリアを中心とした新造船、中古船などに加
え、国内外の主要造船所向け舶用機器への取扱実績を通
じて、業界でも有数のポジションを堅持しています。IT事
業は国内の主要通信事業会社向けネットワークインフラ

構築事業やデータセンター事業などを特徴として展開し
ています。

価値創造を可能にする強み

　課題やニーズ、ビジネスチャンスは常に生まれ続けます
が、それらを解決または成功させていくためには、多様な
知見が必要になります。当本部は、航空・船舶・ITの知見
を積み重ねると同時に、顧客・パートナーとの強固な関係
性を築いています。
　例えば、航空事業においては、ボーイング社、ボンバル
ディア社などの機体メーカーをはじめ、世界有数のエアラ
イン、さらには部品取扱企業、整備会社など、業界の主要
プレイヤーと常に協業しており、こうしたネットワークは他
社が模倣不可能な強みです。加えて、近年取り組みを開
始した空港事業は、アジア各地の空港需要や機体・整備の
知見はもとより、商業施設やホテル、交通インフラなど、
総合商社ならではのノウハウ・ネットワークを総動員するこ
とで、各地の経済・観光などに寄与できる事業であり、ま
さに双日独自の価値となります。

環境認識と価値創造戦略

　ヒト・モノの流動は、これからもアジアを中心に全体的に
は伸長するとみられますが、航空需要は災害をはじめとす
るイベントリスクにさらされるほか、近年の船舶市況は軟
調に推移しています。安定的な収益基盤の構築に向けて
は、市況に左右されにくい事業を拡充するだけでなく、航
空市況と船舶市況サイクルが異なることや、景気によって
新造機と中古機のニーズが相反傾向にあることなどを踏
まえ、需要変動への耐性を持った事業ポートフォリオを構
築する考えです。
　こうした中、中期経営計画2017では、①民間航空機代
理店事業、②ビジネス･ジェット事業、③航空機リース事業、
④中古機・パーツアウト事業、⑤防衛事業、⑥空港事業、⑦
サイバー･セキュリティ事業の7つのセグメントに注力して
いくこととしています。これらの事業に当本部あるいは他本
部の持つ機能を組み合わせていくことで、より強力なビジ
ネスの塊を作っていきます。その代表例が、中古機・パーツ
アウト事業や空港事業ですが、IT分野においても単にICT

ヒト・モノ・情報の往来の手段となる
社会インフラを整備し価値を創出

長年にわたる実績で培った優位性が
さらなる価値を生み出す

航空機関連の強固なポートフォリオの
構築により、安定的な収益を創出する

【機会】
▶ 世界的な航空需要の増加、および2020年東京
  オリンピックへ向けたインバウンド・ツーリズム需要
の増加

▶  省エネルギー船・LNG専用船などの需要増に伴う
船舶・関連機器取扱量の増加

▶ IoT市場の急速な拡大

【リスク】
▶ 国内人口減少に伴う航空機需要の減少
▶ 国内造船産業の業績悪化に伴う取扱量減少
▶ IT技術革新加速に伴う競争力低下（商品・サービス
 寿命の短期化）
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今後の取り組み

　中期経営計画2017の初年度である2016年3月期は、
本部として保有船舶の減損を計上したものの、航空事業
は堅調に推移し、計画に対しては超過達成を果たすことが
できました。今後、より力強い収益基盤の確立を目指す上
では、前述の7つのセグメントでの事業を加速させるとと
もに、積極的な新規投融資を行っていきます。
　投資については、投資回収期間の比較的短い中古機・
パーツアウト事業などと、中期間程度での回収となるリース
事業や空港事業などの長期にわたってリターンが期待でき
る事業とでポートフォリオを構築していきます。当本部で
は、中期経営計画2017において約200億円の投融資を計
画しており、主に中古機・パーツアウト事業、リース事業、ビ
ジネス・ジェット事業および空港事業へ配分することを現時
点では想定しています。
　当社の航空事業は、長年、業界No.1の地位を確保し続
け、いわゆる金看板を背負ってきた事業ですが、船舶事業
もIT事業も同様に、長い歴史を有し「強い事業」といわれ
た事業です。今般、再編した本部体制の下、今後は個々
の事業部が他本部とのシナジーにより、新たな価値を創
出し続ける事業体へと進化を図ります。
　当本部の人材は、その実現を可能にする知見・能力を有
していますが、より積極的な人材育成に力を注ぎ、ゆるぎ
ない「強さ」を持った集団となることで、双日を代表する本
部として、顧客、そして社会に多様な価値を創造していき
たいと考えています。

ソリューションを提供するだけでなく、防衛事業やサイバー・
セキュリティ事業のように、既存のビジネスにITの付加価
値を付けることで強い事業へと成長させていきます。

注力事業：パーツアウト事業

　パーツアウト事業は、退役機・経年機を購入し、外部パー
トナーと協働し解体した部品を販売、有効活用する事業で
す。機体発注から資金調達、リース組成、維持管理、リ
マーケティングに続く出口戦略として、航空機事業のバ
リューチェーンを完成させるビジネスモデルであり、高い
収益率が期待されます。展開に際しては、部品販売パート
ナーとのタイアップが重要なカギを握っていますが、当本
部は退役機の情報収集から販売に至る、すべての段階に
おける豊富な知見、ネットワークを背景に、優良パート
ナーとの提携を実現しています。
　2013年に欧州で当事業を本格的に開始しましたが、欧
州では順次取扱機数を拡大しており、将来的には欧州で
の事業会社設立を検討しています。2015年には、米州で
も同事業を開始。アジアにおいても本格的な取り組みの
先駆けとして、2016年6月に、シンガポールの中古機販
売会社に出資をしました。当該事業を通じて、リース事
業、中古機販売事業、パーツアウト事業などをさらに拡大
していきます。

注力事業：空港事業

　空港事業は、重点分野の一つとして、空港運営参画・事
業組成に向けて具体案件に取り組んでおり、中期経営計
画2017期間中の事業基盤確立を図っています。市場と
しては、人口やマーケットが大きく、民営化の動きが加速
することが見込まれるアジア地域での事業化を検討して
います。
　事業構造としては、核となる空港運営事業の採算性は
もとより、当社の総合力を活かした周辺・派生分野への拡
張が狙いです。具体的には、空港内での商業スペースな
どの非航空収入の拡充や、ICTを活用した各種モニタリン
グ・管理システムの構築、免税店経営、周辺不動産開発や
ホテル観光事業展開など、さまざまな新規事業領域の展
開を進め、新たな「ビジネスの塊」の創出を図ります。

航空機ビジネスのバリューチェーンを
完成させるビジネスモデル

空港関連ビジネスのノウハウ・リソースを
集約し、新たな事業領域へ進出

ゆるぎない「強さ」を確立し、
多様な価値を創造する

世界の地域別航空旅客需要予測結果

2015実績 2016-2035増加分
出典：一般財団法人 日本航空機開発協会

アジア／太平洋 

（中国）
（東南アジア）
（南アジア）
（オセアニア）
（北東アジア）

（日本）
欧州 

（西欧）
（東欧）
北米 

中東 

中南米 

CIS 
アフリカ 
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有償旅客キロメートル（1兆人キロメートル）
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双日を牽引する航空事業の歴史

民間航空機販売総数900機以上
国内シェア1位
日本の航空旅客輸送の発展に寄与

　双日の民間航空機事業は、1956年にボーイング社の国
内総販売代理店となって以来、60年もの長きにわたって、
発展し続けている事業です。
　1960年代、日本は高度成長時代に入り、エアライン各
社は航空輸送需要の飛躍的な増加に対応をする必要があ
りました。
　双日は、1963年に初めてボーイング727型機の受注に
成功、以降、現在まで続いているボーイング旅客機ファミ
リーの、日本への導入の幕開けとなりました。
　その後も、日本の旅客需要は衰えずに増え続け、エアラ
イン各社はさらなる保有機材の増強が必要となり、1969
年には727型機の大量受注を獲得しました。
　1970年代初頭のオイルショックまでは、日本の経済成
長に支えられ、航空機が国民の足として定着し、国内の航
空旅客需要は増加の一途をたどりました。それによる国内
幹線の過密化が深刻となり、エアライン各社が使用機材の
大型化を図る中、国内線用大型旅客機として 747SR

（ショートレンジ）型機の受注に成功、ジャンボ旅客機時代
到来の一翼を担いました。
　また、1970年代後半から1980年代前半にかけて、旧
式化が進んだ727型機やDC8型機の後継機として、767
型機の大量受注を獲得。こうした数々の激しい商戦に勝ち

続けたことで、ボーイング社製旅客機は日本のマーケット
シェアの90%以上を占めることになり、双日は総代理店と
して揺るぎない地位を固めました。
　1990年代に入り、中型機としてボーイング社が新規開
発していた777型機の大型受注にも成功し、2000年代に
は、エアラインの機材の近代化に対応した737NG（ネクス
トジェネレーション）型機の大型受注に成功したのみなら
ず、最新鋭機の787型機の大量受注契約を獲得するなど、
引き続きボーイング社の日本での高いシェアの維持につ
なげています。
　一方、離島向け生活路線ならびに地方路線向けの需要
に対応した小型機については、カナダ・ボンバルディア社の
国内総販売代理店を1978年から務め、現在までに80機
以上の受注を獲得しています。ボーイング旅客機と合わせ
て900機以上の受注実績を誇り、双日の知名度は名実と
もに不動のものとなっています。
　商社として、航空機の販売代理店として、航空ビジネス
に寄与できるために求められる役割や機能は、日々刻々と
変化しています。脈々と受け継がれている経験と知見を
活かしつつも、明日の航空業界の発展に必要な商社機能
とは何なのか、常に自問自答を繰り返しながら今日も挑戦
を続けています。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日エアロスペース株式会社（航空・防衛産業関連機器の輸出入・販売／子会社） 100.0%
● 双日マリンアンドエンジニアリング株式会社（船舶の売買、傭船および仲介、船舶関連機器・材料の輸出入・国内販売など／子会社） 100.0%
● 日商エレクトロニクス株式会社（ITシステム・ネットワークサービス事業／子会社）  100.0%
● さくらインターネット株式会社（インターネットデータセンター事業／子会社） 40.3%
● 双日システムズ株式会社（情報通信システムの受託開発および保守運用／子会社） 100.0%
連結子会社  54社　　持分法適用会社  6社
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環境・産業インフラ本部

Building a

Foundation for the Future
本部の概要と目指す姿

　世界的に高まるエネルギー需要への対応をはじめ、各種
プラントなどの社会インフラ整備など、世界各国の発展に
寄与する礎を作ることが、環境・産業インフラ本部の提供価
値です。再生可能エネルギー分野では、国内太陽光発電の
豊富な経験を基に、日本、米州、欧州、中東、アジアなどで
太陽光から風力、地熱発電など電源の幅出しに注力。優良
なパートナーとの連携を通して複数のIPP事業に取り組む
ほか、交通インフラでは、インド向け貨物専用鉄道プロジェ
クトに加え、米州・アジア大洋州での鉄道事業への参画を目
指した活動に努めています。社会インフラ事業では、病院な
どのPPP（PFI）案件を注力事業と位置付け、案件開発・融資
組成・運営管理サービスの提供も含むプロジェクト組成を
行っています。プラント事業では肥料、石油ガス化学、製
鉄、電力など大型プラントビジネスに取り組んでいます。軸
受事業では中国などで軸受製品・部品の製造メーカーに出
資し、在庫機能を発揮してグローバルサプライチェーンを
構築しています。また、産業機械事業では中国、アジア、南
米において、実装機分野の販売会社を展開しています。

再生可能エネルギーや交通、
社会インフラ、プラント事業などを通じて
地域・社会の発展を支える

【機会】
▶ 国内外の再生可能エネルギーへの高いニーズ
▶新興国での交通･社会インフラ強化へのニーズの
 高まり
▶各メーカーの製造拠点のグローバル化に伴う新規
 トレーディング・投資機会の増加

【リスク】
▶新興国におけるカントリーリスク
▶ 他社との競争激化
▶ エネルギー価格下落の長期化に伴う産油国での
 インフラ需要低下と事業機会の減少
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当期の振り返り
▶  海外電力事業や国内および海外での再生可能エネ
ルギー事業（太陽光発電）への取り組みが順調に拡大

▶  鉄道関連事業では、2013年3月期より取り組む
インドでの貨物専用鉄道プロジェクトにおいて新た
に軌道敷設工事などを受注。さらに、北米では鉄
道車両の総合メンテナンス事業へ進出



双日株式会社    統合報告書2016 71

価値創造を可能にする強み

　当本部は、専門性と国内外の独自のネットワーク、さら
には総合商社ならではの多様な機能を活用し、バリュー
チェーンを構築できることを強みとしています。こうした強
みをベースに、双日ならではの付加価値として、単にプ
ラントを完成させるだけではなく、新しい技術や運営サー
ビスのノウハウの紹介・導入など、きめ細かな対応を徹底し
ています。これらは、例えばロシアNIS地域を中心とした
新興国における大型プラントビジネスや、世界各地で事業
運営に携わる火力IPP・再生可能エネルギーIPP事業など
で蓄積してきた知見・ネットワークに基づくものです。「双日
はプロジェクト提案だけでなく、技術面に詳しく、完成後の
運営に至るサポートまで一緒に取り組んでくれる」という顧
客からの評価も、私たちの活動の支えとなっています。当
本部はこのような、常にプラスアルファの付加価値を提供
し続けることで、差別化を図っていく考えです。

環境認識と価値創造戦略
注力事業：火力・再生可能エネルギーIPP事業

　前述のとおり、世界的にエネルギー需要はますます高
まっており、IPP事業はその中心にあります。長期にわたっ
て安定収益を計上しうる事業であり、スピードを持って良
質な資産を積み上げる考えです。IPP事業においては、新

規だけでなく、既存事業案件にも注力しており、2016年
2月、スリランカにおける火力IPP事業の権益を米国の大
手電力事業会社から取得しました。同事業では運営面に
も本格的に関与し、発電プラントの運転管理・保守点検な
どの経営ノウハウの吸収・蓄積を図り、優位性を高めてい
く考えです。また、再生可能エネルギーでは、国内で複数
の太陽光発電所を稼働・建設中。太陽光にとどまらず、風
力・地熱発電などの案件について、国内のみならず海外を
含めて推進しています。

注力事業：交通インフラ事業

　インドにおける鉄道事業においては、同国の国家プロ
ジェクトである「デリー～ムンバイ間産業大動脈構想」の一
環として、2013年の貨物専用鉄道軌道敷設工事の受注を
皮切りに、引き続きインド最大のエンジニアリング会社で
あるLarsen&Toubro社との協働を進めています。2016
年3月期には新たに別区間の軌道敷設工事、電化工事な
どを受注しています。今後も本案件での追加受注が期待
されるため、着実に取り組み、収益の拡大を図ります。さ
らに、北米で鉄道車両総合メンテナンス事業を運営する会
社へ出資しました。これらの取り組みで得られたノウハウ
を活かし、インド以外のアジア諸国を中心とした展開も検
討しています。

専門性と独自の知見・ネットワークを
強みに高付加価値なサービスを提供

専務執行役員
環境･産業インフラ本部長

吉村 利治

新興国をはじめ、世界各国の
発展の礎を築き上げることが
私たちの使命です。

スピードを持って
良質な資産を積み上げる

ノウハウを蓄積し、
鉄道バリューチェーンを開拓
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通・社会インフラ事業部を新設。これまでの交通案件に加え
て、病院PPP事業などの社会インフラ事業に注力し、新規
事業獲得に向けて、積極的に取り組む体制を整備しました。
　当社は4部門から9本部制となり、より事業単位の収益
性が問われる緊張感のある経営体制になっています。当本
部の由来するニチメン・日商岩井の機械部門は、かつては
収益基盤の柱の一つでした。私たちは収益力の格段の強
化を実現し、双日の中核事業としての復権を目指していく
決意です。

人材育成

　当本部の事業の多くはパートナーとの協業です。顧客
からの声を聞き、柔軟に対応していくためにもパートナー
との信頼構築を重視しています。そして、こうしたパート
ナーから選ばれる存在であり続けるためにも、人材育成に
注力しています。経験を大切にしつつ、自己研鑽に加え
て、自ら得た知見・経験を自身や組織に還元できるような
取り組みを進めています。プラントやIPP、社会インフラ
などの事業は、時には商売の種がないところに果敢に飛
び込み、自らニーズを掘り起こすことも必要です。積極的
に現場に人材を送り込み、育成を活性化させることで、全
社で活躍できる人材を育みたいと考えています。

今後の取り組み

　2016年3月期は、大型EPC案件の遅延などにより計画
に対して未達となりました。業績のアップダウンがあること
は課題であり、今後取り組むべきは、収益の安定化と捉えて
います。このためにIPP、社会インフラなどの事業比率を高
め、良質な資産を積み上げることで、安定基盤を作ることを
最優先に取り組みます。将来に向けて、世界的に拡大する
交通、インフラ整備への需要を機動的に取り込むべく、交

安定した収益基盤の再構築により、
双日の中核事業として復興する

パートナーから選ばれる存在として、
信頼獲得を目指す

スリランカ 複合火力発電所

双日：インフラ・プラント受注実績一覧

双日：IPP事業 持分総発電容量

プロジェクト名 国名 持分容量
（MW）

運転
開始年

Riyadh PP11 サウジアラビア 260 2013

Sojitz Kelanitissa スリランカ 147 2003

Merida-3 メキシコ 121 2000

Barka 3／
Sohar 2 オマーン 106 2013

Phu My 3 ベトナム 49 2004

Carib Power トリニダード・トバゴ 41 1999

Shajiao-C 中国 40 1996

Asia Power スリランカ 24 1998

Mixdorf＊ ドイツ 24 2011

マヘス／レパルティシオン＊ ペルー 22 2012

佐和田 日本 14
① 2000
② 2005

未来創電知多美浜＊ 日本 13 2015

未来創電上三緒＊ 日本 10 2016

Tianshi 中国 6 2002

未来創電球磨錦町＊ 日本 6 2014

未来創電斜里小清水＊ 日本 5 2014

合計 888

＊ 太陽光発電事業

地域 案件名

ロシア

アンモニア・メタノール・尿素製造プラント
アンモニア製造プラント
アクリル酸製造プラント
ガスタービン発電設備
貨車製造設備

トルクメニスタン
アンモニア・尿素製造プラント
硫酸製造プラント
ガソリン製造プラント

イタリア 製鉄会社向け製鉄プラント
ガーナ 海水淡水化事業
アンゴラ セメントプラント
ナイジェリア 原油生産設備
サウジアラビア 超高圧送変電設備
アラブ首長国連邦 アルミ精錬工場向け整流器・超高圧変電機器
バーレーン アルミ精錬工場向け超高圧変電機器

中国
製鉄会社向け製鉄プラント
合繊プラント

韓国 製鉄会社向け製鉄プラント
台湾 製鉄会社向け製鉄プラント
ベトナム 大型火力発電用設備・水力発電用設備
タイ 製鉄会社向け製鉄プラント
マレーシア 製鉄会社向け製鉄プラント

インドネシア
製鉄会社向け製鉄プラント
ジャカルタ都市鉄道車両基地設備

インド
デリー～ムンバイ間貨物鉄道軌道敷設工事
デリー～ムンバイ間貨物鉄道軌道電化工事
製鉄会社向け製鉄プラント

パキスタン
アンモニア・尿素製造プラント
大型火力発電用設備

米国 鉄道車両
ブラジル ポリエステル合繊プラント
ミャンマー セメントプラント



双日株式会社    統合報告書2016 73

カナダMRO事業

持続的な収益基盤となる
ポートフォリオの形成へ

　当社は、北米で鉄道車両の総合メンテナンス事業
（MRO）を運営するキャドレイルウェイ社（Cad Railway 
Industries Limited）の株式約41％を2015年11月に取
得し、日本企業では初となる北米での鉄道車両の総合メン
テナンス事業へ参入しました。キャドレイルウェイ社は、カ
ナダ・モントリオールを拠点に、北米の大手貨物鉄道事業
者やカナダ政府･州政府の交通当局などに向け、旅客車・
機関車・貨車の保守から修理、改造、改装までの幅広い
サービスの提供を強みとしています。同社への出資によ
り、当社にその機能やノウハウを取り込みます。
　鉄道は輸送単位当たりの二酸化炭素排出量が自動車の
約8分の1と地球環境にやさしく、大量一括輸送による効
率性の高さから、世界各国で鉄道インフラの需要拡大が見
込まれています。また、鉄道輸送量および鉄道車両数の伸
びに伴って、安全性や利便性を確保・向上させつつ、鉄道
車両を長期使用するためのメンテナンス需要の持続的な
拡大も予想されます。

　北米は､ 世界最大の運行路線長および鉄道輸送量を誇
り､ 長期的な人口増加と経済成長を背景とする鉄道輸送の
有望市場であることから、キャドレイルウェイ社と協力し同
社の事業を拡大します。今後は、双日グループが培った世
界各国での鉄道インフラ事業での経験を活かし、鉄道イン
フラ整備が見込めるアジアやその他各国でも鉄道車両
メンテナンス事業に進出し、さらには鉄道運営事業への展
開も視野に入れ、持続的な収益基盤となるポートフォリオ
の形成を目指します。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日マシナリー株式会社（一般産業機械類の輸出入・販売／子会社） 100.0%
● 未来創電上北六ヶ所株式会社（太陽光発電事業／子会社） 100.0%
● Blue Horizon Power International Ltd.（発電事業への投資／子会社） 100.0%
● First Technology China Ltd.（表面実装機・半導体関連機械の販売・サービス／子会社） 100.0%
連結子会社  34社　　持分法適用会社  21社
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エネルギー本部

Pursuing

Energy Security
本部の概要と目指す姿

　日本をはじめエネルギー資源が乏しい国にとって、経済・産
業に不可欠なエネルギーをインプットするには、他国からの供
給に頼ることしかありません。石油・ガス、LNG、原子力などの
第一次エネルギー資源の確保および多元的なエネルギー
ポートフォリオの実現に努めることは、エネルギー本部の重要
な責任だと捉えています。石油・ガス事業では、米国・英国領
北海・中東・アフリカなどの地域で、バランスの取れた権益資
産ポートフォリオを形成しているほか、LNG事業ではインドネ
シアLNGのパイオニアとして同国からのトレーディングを
担っています。また、原子力事業では、世界最大の原子力産
業複合企業である仏・アレバグループの対日総代理店として、
日本の原子燃料サイクルビジネス全般に関与しています。

価値創造を可能にする強み

　当社は、1973年のインドネシアとの日本最大のLNG
導入プロジェクト締結を契機に、現在、年間約600万トン

エネルギー資源の確保および多元的な
エネルギーポートフォリオの実現

【機会】
▶ 新興国でのエネルギー需要増加
▶ 国内におけるエネルギー多元化ニーズの増加
▶ LNG需要・供給の増加に伴うLNG周辺事業の拡大
▶ 環境問題への注目拡大によるLNGなどのクリーン
 エネルギーへのシフト

【リスク】
▶ 市況・価格変動および減損発生リスク

LNG分野のパイオニアとして、
強固なポジションを確立

エネルギー本部長

川原 博司

視点を切り替え、
あらゆる可能性を見出しながら
エネルギーの確保という
使命を遂げます。

エ

川

視
あ
エ
使
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA
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を取り扱うなど、LNG分野のトップポジションの座を確実
なものとしてきました。その後も多くの権益を獲得、開発
から輸送・供給に至るビジネスモデルを構築。幅広い経験
やネットワークを強みとして安定的なエネルギー供給に努
めています。
　総合商社としての多様なネットワークと事業ポートフォ
リオを有することや、エネルギービジネスの上流から下流
に至るビジネスフローについて熟知していることから、需
要地・供給地、双方の発展に寄与する存在として厚い信頼
を得ています。

環境認識と価値創造戦略
　当期の外部環境は非常に不透明な状況が続きました。
足元の急激な市況下落に伴い、中期経営計画2017の
1年目の本部利益計画は未達となりました。今後も石油・
ガスの供給過剰状態が長期化すると予想される中、引き
続き市況変動を受けにくい事業構造への転換を図ってい
きます。そのためにも、LNG事業で培った強みを最大限
活かした、安定収益事業の創出を重点課題としています。

　LNG市場において、市況の急回復は見込んでいません。
しかし、供給側から見ると環境は悪化していますが、消費
側から捉えると燃料コストが低下し、逆にチャンスであると
考えることもできます。加えて、インドネシアなどの新興国
は経済発展に伴い、エネルギー供給という役割だけでな
く、消費国という側面も持ち、両方の特徴を持つこととなり
ます。こうした国に対しては、バリューチェーンを構築して
きた当社の強みが活かされます。例えば、LNG受け入れ
基地から発電所への供給体制や効率性の追求といったノウ
ハウを新興国へ提供し、ビジネスネットワークを複線化して
いくことで、新たな付加価値を築くことができるのです。ま
た、石油だけに頼る単元的なエネルギー利用国には、LNG
というポートフォリオを加え、エネルギーセキュリティとい
う概念を根付かせることも新たな価値です。そして、当本
部だけでなく、双日全体のネットワークを駆使していけば、
同じようなエネルギーポートフォリオの構築に課題を持って
いる国々と取引を増やしていくことも可能です。視点を切
り替えれば、まだまだエネルギー市場にはチャンスが転
がっており、積極的に取り込んでいく考えです。

視点を切り替え、供給地・消費地、
2つのビジネスネットワークを確立

当期の振り返り
▶  世界的な需要低迷と供給過剰状態に伴う原油価格
下落の影響を受け、当社が出資する石油ガス権益
の事業採算が大きく悪化

▶  操業コストの改善や中流や下流事業へのエネル
ギー・バリューチェーン展開など、市況の影響を受
けにくい安定した収益基盤の確立に取り組む
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　また、LNGバリューチェーンそのものにも開拓の余地
があると考えています。当本部では、供給源の一つであ
る北米と、新興需要地であるアジアを結び、バリュー
チェーンを構築することで、ビジネスチャンスを追求して
いきます。同様に、日本と需要期が逆転する南米地域、
ガスに流動性がある欧州市場とのネットワークを整備し、
アジア地域の需要に対応可能な供給体制を目指していき
ます。
　さらに、LNG生産工程の随伴ガスから抽出できるヘリ
ウムについても取り扱っているからこその知見を有してお
り、その希少性も認識しています。エネルギー史において
は、代替品の登場によって業界構造や市況は変化してきて
おり、例えばLNGも当初石油の代替品として登場しまし
た。一方、ヘリウムは世の中に存在する2番目に小さい分
子であり、代替不可能な存在としてニッチな市場の中で確
かなプレゼンスを発揮しています。当本部では、すでに北
米においてヘリウム製造プロジェクトに取り組んでおり、
今後は新規事業の創出にも取り組んでいきます。

今後の取り組み

　エネルギー資源の事業環境は今後も変化していきます
が、経済発展に伴いエネルギー需要が途絶えることはな
く、そのためのエネルギー供給を果たしていくという当本
部の責務も変わることはありません。需要地におけるエネ
ルギーの受入、供給にあたってはエネルギーインフラの

下流ビジネスへと広げ、
バリューチェーンの進化を図る

エネルギーの可能性は無限大。
視点を変えて問題解決につなげる本部へ

エルエヌジージャパン株式会社一部保有のLNG船　Vesta号

カタール国沖合　カルカラ油田

構築を伴い、一連のサービスを最終エネルギー需要家に
提供することで、今後も一定の収益を確保することは可能
です。私たちは、これら上流関連と、安定した収益を確保
できる中・下流領域における事業創出を通じた強固な事業
ポートフォリオを構築していかなければなりません。
　加えて、総合商社のエネルギー本部として、一つのやり
方を追求していくことは正解ではありません。視点を変え
ればチャンスは広がっています。エネルギーそのものだけ
でなく、それを扱うために培われた技術には目を見張るも
のがあります。例えば、原子力部で展開している被膜除去
技術は、被膜の上から磁力線を流すIH方式によるもので、
大型橋梁などのメンテナンスなどに活用でき、コスト面・
安全面ともに優位性があり、今後市場の拡大が見込める
新たな領域です。
　また、このような環境において、資源開発で培った高い
管理能力だけでなく、人的なネットワークをうまく構築し、
さまざまなコミュニケーションを取れる能力を高めていく
人材育成も重要です。視点を変え、新たな環境をビジネ
スモデルの転換機会として捉えることで、世の中のあらゆ
る問題に対してソリューションを提供していくような本部と
していきたいと考えます。世界の天然ガス需要見通し
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安全性と環境に配慮した取り組み

従来の技術の応用で、
新たな事業分野を開拓

　エネルギー市況の下落により、厳しい事業環境が続いて
いますが、このような事業環境であるからこそ視点を変え
ればさまざまなビジネスチャンスがあると考えています。
当本部には石油・ガス事業、LNG事業のほかに、原子力事
業が含まれており、50年以上にわたり世界最大の原子力産
業複合企業であるフランスのアレバグループの対日総代理
店として原子燃料の供給や、関係会社を通じて原子力関係
の機器・燃料・材料の販売など、原子力関連事業を幅広く取
り扱ってきました。
　この中でも、足元で取り組んでいる事業の一つとして、当
社の子会社であるイーエナジー株式会社で展開している誘
導加熱式被膜除去事業があります。これは、電磁誘導加熱
原理という技術を使い、安全に、効率良く、低コストにてイン
フラメンテナンスが可能になる技術です。橋梁や石油備蓄
基地などのタンク、鉄鋼で作られた大型のインフラ施設は防
錆、防食、美観などの観点から外面・内面に塗装が施されて
いますが、施設が経年劣化する中で、安全性の確保のため
にも定期的な塗り替えが必要です。塗装やコーティングの
除去は従来、作業員にとって有害であり、中毒の危険がある
可燃性の溶剤系剥離剤や、作業員の体に接触すると大事故
になるほどの高圧で研掃材を吹き付けることによって被膜を
剥がすブラストという方法が使用されています。
　このような作業員の安全性が危ぶまれ、かつ、自然環境

に有害である恐れがある方法での被膜剥離に代わる手法と
して、一般家庭にあるクッキングヒーターにも使用されて
いるIH（誘導加熱）技術を応用した商品を紹介しています。
これは、石油掘削FPSO（浮体式生産貯蔵積出設備）の防火
被膜剥離に使用される技術として当初開発された商品で、
鋼材と被膜の間に効率的に熱を発生させ、界面結合を破壊
することで即時に被膜が剥がれるものです。最小限のエネ
ルギーで、騒音や粉塵などの環境への影響も少なく、作業
員の安全性および作業環境が飛躍的に改善される方法で、
鉄鋼から塗装や錆、ゴムなどを除去し、インフラ設備のメン
テナンスが容易になります。また、将来的には、当本部の
主力事業である原子力事業向けにも、今後のプラント廃炉
作業の中で、各種鋼材廃棄物の除染作業への運用も期待
されています。
　エネルギー市況が低迷し、原子力発電所も多くが稼動停
止となるなど、当本部に
とっては厳しい事業環境で
はありますが、そのような
状況であればこそ、安全で
環境に優しい工法の提案を
含めた、当社の新しいビジ
ネスモデルや、機能の提供
に注力しています。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 東京油槽株式会社（石油化学製品等保管、倉庫、運送業務／子会社） 100.0%
● Sojitz Energy Venture, Inc.（石油・ガス開発／子会社） 100.0%
● Sojitz Energy Project Ltd.（石油・ガス開発／子会社） 100.0%
● エルエヌジージャパン株式会社（LNG事業および関連投融資／持分法適用会社） 50.0%
連結子会社  11社　　持分法適用会社  6社
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石炭・金属本部

双日株式会社    統合報告書201678

Now is the

Turning Point

石炭・金属本部長

尾藤 雅彰

顧客やパートナー・取引先に
支えられ、ともに成長し、
価値を創出していきます。

当期の振り返り
▶  中国や新興国経済の成長鈍化の影響を受け、金属
資源全般の市況価格が下落し、石炭権益や鉄鉱石
事業において減損を計上

▶  石炭事業および金属資源事業で引き続き操業コス
トの改善に取り組む



双日株式会社    統合報告書2016 79

本部の概要と提供価値

　世界各国の発展・成長においてエネルギー・金属資源の
存在は必要不可欠です。特に新興国においては産業の発
展に伴い、需要はますます高まっています。石炭・金属本
部では、資源の乏しい日本や成長著しい新興国へエネル
ギー・金属資源を供給していくことが、私たちの責務・使
命だと考えています。
　石炭・金属本部の特徴として、石炭事業では豪州やイン
ドネシアの権益に投資を行うとともに、トレーディングで
はロシアからの日本向け輸入炭の取扱量でNo.1を誇る
など、強固な販売先・供給元のネットワークを有し、業界
内において確固たるプレゼンスを確立しています。また、
レアメタル（ニオブやニッケル）やベースメタルなどへの
権益投資を行っているほか、鉄鋼総合商社である株式会
社メタルワンを持分法適用会社として保有。さらには、高
品位鉄鉱石やフェロニッケル、蛍石、蛭

ひる

石
いし

などにおいても
日本向けに高いシェアを有するなど、当社独自の特徴の
あるエネルギー・金属資源の供給を行っています。

環境認識

　近年の急激な市況変化の中、2016年3月期には、資
源価格は軒並み下落し、業界全体に大きな影響を与えま
したが、当社においても石炭権益および鉄鉱石事業の減
損を計上しました。一部の石炭事業の保有意義変更に伴
い評価益を計上したことにより、前期と比べ増益は果た

せたものの、この1～2年で市況が好転するとは考えにく
く、2017年3月期には減益を見込んでいます。
　かつてのエネルギー・金属資源分野における商社のビジ
ネスモデルは、トレーディングによる安定供給でしたが、
その後、徐々にプレイヤーが増え、ユーザーも直接エネ
ルギー・金属資源の調達に着手。従来型のトレーディング
だけでは機能・価値が認められなくなり、ビジネスモデル
が成り立たなくなりました。そこで近年、各社は上流権益
への投資を加速し、トレーディングだけでなく権益投資に
より供給元を確保し、資源バリューチェーンを構築するこ
とに総合商社としての価値を見出しました。
　そして今、中国の成長鈍化を契機とする新興国の需要
減退という変化を迎え、私たちも再度変わらなければい
けない局面に立っていると考えています。総合商社は、
ビジネスモデルを創造し続ける業種です。今こそ、ピン
チをチャンスに変え、さらに新しい機能・価値を創出する
転換期であると捉えています。

強みによる価値創造戦略

　私たちがエネルギー・金属資源の供給責任を果たしてい
くことについては、これまでと変わりありません。その使
命を全うしながら、価値を再度創出していくために、安定
収益基盤の確保や収益構造の変革に着手していきます。
60年以上にわたり事業を行っている石炭事業において
は、まず、独自の強みを活かした収益性の向上を図りま
す。双日は、豪州・ミネルバ炭鉱で総合商社として唯一、
オペレーションも含めた炭鉱経営を行っています。操業ま
で手掛けることによって多くの事業ノウハウを蓄積してお

トレーディングと優良権益確保を通じて、
エネルギー・金属資源の供給責務を果たす

低迷する市況下、
改めて総合商社としての価値を見出す

強みのある石炭事業を基盤に
収益を向上させる

【機会】
▶ 新興国の中長期的な経済発展に伴う資源ニーズ
▶ 環境対応(リサイクル)事業などの新たなニーズ

【リスク】
▶ 市況価格変動および減損発生リスク
▶ 技術革新や環境規制強化に起因する市場構造および
 顧客ニーズの変化
▶ 顧客、サプライヤー、出資パートナー企業の財務
 状況の悪化
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA
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地面が広く、よりユーザーに近いことによる顧客との関係
性は、当社にとって最大の価値であると考えています。こ
のように顧客との結びつきを、これまで以上に深め、顧客
のニーズに耳を傾け、社会要請・変化に応じることで、商材
の幅出しや新たな事業モデルの創出を追求します。

今後の取り組み

　数年前、当本部を含め、資源関連の事業は双日の収益
ドライバーとして全社を牽引する、代表的な存在でした。
今でも、社員たちは当時の想いを強く持っています。現在
の市況環境を言い訳にせず、どのように収益を上げられる
のかを真剣に考えていきます。幸いにも、他社に比べて
傷は浅く、改革のための体力はあります。3～5年先の環
境を見据え、強固な事業ポートフォリオを作り上げていく
決意です。
　また、私たちは決して自分たちだけで価値を提供できる
と思っていません。顧客やパートナー・取引先に支えられ、
ともに成長し、価値を生み出してきました。
　最近の厳しい環境下において、お客様からご相談を受
けたり、改めてご評価いただいているという話をよく耳に
します。それは、お客様と誠実に向き合ってきた結果、信
頼関係を築けてきたからこそだと自負しています。何か新
しいことをしたいときにまず双日に声をかけたい。こうし
た期待に、機能と価値をもって必ず応え、エネルギー・金
属資源の供給責務を果たしつつ、当社を代表する本部とし
て再び双日を牽引していく所存です。

り、優秀な技術者も有しています。実際、インドネシアの権
益炭鉱に豪州・ミネルバ炭鉱の技術者を送り込むことでノ
ウハウ・人材の交流を行い、シナジーを生み出しており、特
に2016年3月期はコストの削減や技術継承などに大きく
貢献したといえます。また、自らが炭鉱経営をしているから
こそ情報収集力・分析力が高められ、経営判断が迅速化・高
度化しており、厳しい事業環境下でも損失をミニマイズで
きているのも、こうしたスピードが活きているからです。

　そして、2017年3月期、当本部が注力するのがバリュー
チェーンの改革です。前述のとおり、市況の回復は大きく
見込めず、先行きの不透明感は続くと想定されるため、市
況に左右されない収益基盤を確立することは急務です。
　石炭や合金鉄事業では上流権益を保有し、トレーディン
グによってエンドユーザーまで届ける全体のバリュー
チェーンは構築できていますが、当社が持っているファイ
ナンスやロジスティックなどの機能を積極的に活用してい
けば、さらなる発展が可能です。具体的には物流を自らが
担うことによる新たな機能提供や、原材料の取り扱いに
とどまらず、在庫・加工といった、より下流へ進出し、付加
価値を向上させるような事業展開を目指します。こうした
事業は市況による収益のボラティリティが低い上、従来の
バリューチェーンとは一線を画すものとなります。
　また、当社は、鉱産品（蛍石、ジルコンなど）、鉄鋼副資材
（耐火物など）、炭素材・炭素製品の取り扱いで強みを有し
ており、蛍石や蛭石は、商社No.1の取り扱いを誇っていま
す。鉄鋼、非鉄、自動車、化学産業という基幹産業はもち
ろん、新エネルギー、環境・リサイクル関連業界などの専門
性の高い分野で、その機能強化に努めてきました。産業接

市況に左右されない
安定収益基盤の確立へ

収益ドライバーとして復権し、
全社を牽引する存在へ

豪州・ミネルバ炭鉱

オーストラリア

インドネシア

操業ノウハウ
　人材資源
操業ノウハウ
　人材資源

豪州・ミネルバ炭鉱のノウハウを活かす
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環境負荷低減に向けた取り組み

従来の原材料・燃料供給ビジネスに
とどまらない新たな機能や価値を提案

　私たちを取り巻く地球環境は、大気汚染、水質汚濁、廃
棄物増加、森林の減少など、あらゆる側面で急速に変化
しています。経済成長は便利さや豊かさをもたらすと同
時に、地球環境問題を引き起こし、私たちの生活にも少し
ずつマイナスの影響が現れ始めています。
　特に、地球温暖化は異常気象の発生、都市部でのヒー
トアイランド現象など、私たちの周囲にも大きな影響を与
えています。二酸化炭素排出削減への取り組みは、総合
商社である当社、とりわけ地球環境に深いかかわりのある
金属・エネルギー資源を取り扱う当本部が、強く社会から
期待されるものであると同時に、大きなビジネスチャンス
であるとも考えています。
　当社の石炭事業は60年以上の歴史を持ち、多様なサプ
ライヤーとのネットワークを持つことで、需要先に近い場
所から石炭などの商品を輸送することにより、輸送にかか
る二酸化炭素排出の削減に取り組んでいます。例えば、ア
ジアの需要家には豪州やインドネシアから、中国北部の需
要家にはモンゴルやロシアから石炭を提供することなどに
より、輸送にかかる環境負荷の削減を実現しています。

　そのほか、粗鋼生産の際に発生する製鉄スラグ（鉱
こう

滓
さい

、
カス）を廃棄せずセメントや土木用資材として活用するこ
とや、石炭の燃焼後に発生する石炭灰をセメントの原料と
して利用するなど、廃棄物の利活用を進め、処理量の削
減に貢献していきます。
　また、土壌固化剤の原料供給にも取り組んでいます。
トンネルや道路などの土木現場から発生する土壌を固め
るもので、土壌中に含まれる重金属の溶出を抑制する機
能があります。土木工事で環境に配慮した工法の選択を
可能にし、ヒートアイランド現象の抑制などの効果が期待
できます。
　足元では新たな取り組みとして、リチウムイオン電池に
用いられる炭素材の改良を通じて、電気自動車の走行距
離の伸長に寄与するとともに、電子基板のスクラップから
銅や貴金属、レアメタルを回収するなどの取り組みも進め
ています。
　時代の流れやニーズに応じて、従来の原材料・燃料供給
ビジネスにとどまらない新たな機能や価値を提案してい
ます。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日ジェクト株式会社（コークス・炭素製品・各種鉱産品のトレーディング／子会社） 100.0%
● Sojitz Coal Resources Pty. Ltd.（石炭鉱山への投資／子会社） 100.0%
● Sojitz Resources（Australia）Pty. Ltd.（アルミナの製造／子会社） 100.0%
● Sojitz Moolarben Resources Pty. Limited（石炭鉱山への投資／子会社） 100.0%
● 株式会社メタルワン（鉄鋼関連商品の輸出入、外国間および国内販売など／持分法適用会社） 40.0%
● Coral Bay Nickel Corporation（ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・販売／持分法適用会社） 18.0%
● Japan Alumina Associates（Australia）Pty. Ltd.（アルミナの製造／持分法適用会社） 50.0%
● Cariboo Copper Corp.（銅鉱山への投資／持分法適用会社） 50.0%
連結子会社  28社　　持分法適用会社  15社
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化学本部

Developing Clusters
of Revenue-generating Businesses

本部の概要と目指す姿

　化学産業は産業界における血液ともいわれます。世界
の多様な産業を循環させていく存在であり、アジアを中心
とした新興国の成長とともに、その市場規模がますます伸
長していくことは間違いありません。
　こうした中、化学本部では、世界を結び、その循環を活
性化させていく役割を担っており、各バリューチェーンの
中で顧客企業の成長を実現すべく、市場に対して提案を
重ね、付加価値を生み出し続けることが使命だと捉えてい
ます。
　こうした考えを示す、これまでの取り組みの例としては、
「衣」の分野では機能性繊維素材の開発、「食」の分野では
食糧増産に向けた化学合成農薬や食品包装資材の提供、
「住」の分野では太陽光発電・部材の供給や車両部品を金
属から樹脂にすることによる軽量化・燃費改善などがあげ
られます。いずれも、顧客企業が新たな成長に向けて新
事業・新製品の開発を進める中、その課題解決に対してと
もに歩んできた成果といえます。

顧客企業の成長に向けた価値を提供し、
産業を循環させ発展に寄与する

【機会】
▶ 産業の構造変化・新興国の経済成長に基づく世界
 的な化学品の需要増加
▶ 各国の社会・環境問題の深刻化に対応する、収量増
 大や効率化につながる化学合成農薬や非可食資源
 の取扱量の増加

【リスク】
▶ 各国の安全・環境規制強化に伴う一部取扱商品の競
 争力低下・取扱量の減少
▶ シェールガス産業失速の長期化に伴う各種化学品
 取扱量の伸び悩み
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA

当期の振り返り
▶  化学品、合成樹脂全般で原油安に伴う市況下落の
影響を受けたが、アジア・中国を中心とする合成樹
脂トレードや北米での石油樹脂事業が堅調に推移

▶  パプアニューギニアの国営石油公社と同国におい
て産出される天然ガスを利用したメタノール製造
事業の開発のための合弁会社を設立
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価値創造を可能にする強み

　当本部は、競合他商社と比較しても引けを取らない事
業規模を誇っていますが、これはひとえにこれまでのバ
リューチェーン強化を通じて構築してきた、充実した顧客
基盤の賜物です。従来の顧客企業は日系企業が多くを占
めていましたが、現在はまさに全世界の顧客と取引してい
ます。また、こうした顧客基盤を背景に、幅広い商材を扱
い、上流から下流までのバリューチェーンを構築している
ことも当本部の特徴となっています。
　具体的な事業面における主な優位性は、インドネシアに
製造拠点を持つメタノール事業で業界屈指の規模を誇る
ほか、合成樹脂事業ではグローバルな販売・調達ネット
ワークを背景に取扱量は年間約100万トンにも及びます。
また、マリンケミカル（工業塩）事業はアジア各地へのリー
ドタイムの短さと価格優位性を強みとしており、対日輸入
シェア20%を確保するほか、米国の石油樹脂事業は生産
から販売までのバリューチェーン確立により市場への確た
るプレゼンスを有しています。

環境認識と価値創造戦略

　米国のシェール革命、世界情勢の激動など、世界の産
業構造・流通構造は今後大きく変わり、主たる需要地や供
給地図も変化していくことが想定されます。こうした中、
当本部では、環境変化をいち早く捉え、事業投資を積極
的に行いながら、グローバルトレードの拡大を図り価値創
造を実現していく方針です。
　これまで進めてきた、安定収益基盤確立への取り組み
により、2016年3月期の業績は、厳しい環境変化の中、
好調な収益を上げることができました。一定の成果と評価
するものの、「筋肉質にはなったが身長は伸びていない」と
も捉えており、一刻も早く当期純利益100億円以上を計
上できる本部となるとともに、さらにその先の世界的なプ
レゼンス確立を目指します。
　地域についても、従来中心となっていたアジア・日本だ
けでなく、インド・メキシコといった自動車産業集積地での
需要拡大の取り込みをはじめ、中国や北米などでの拡大
を図ります。

バリューチェーン強化を通じて培った、
業界屈指の顧客基盤

常務執行役員
化学本部長

田中 勤

常務執行役員

トレーディングと
事業投資の両輪で、
収益の塊を
大きくしていきます。

環境変化を捉えて早期に
当期純利益100億円以上を確保する
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療分野に着目し、病院経営ノウハウを持つ企業と提携し、
日本式医療サービス・病院運営システムの輸出などにも取
り組んでいます。

企業価値向上に向けて

　当本部が環境変化に対応したトレーディングを積み上
げ、価値創造を進めるためには、顧客企業の成長戦略把
握や事業パートナーとの共同事業化などが求められます。
また、化学分野においては、マーケット起点で地域と地
域、企業と企業を結ぶことで、新しい商材・市場が出来上
がるという特徴があり、まさに人材力こそ成長の鍵と捉え
ています。こうした考えの下、当本部では人材育成をとり
わけ重視しており、異業種交流研修を通じた次期幹部候
補の育成、本部長への投融資提案カリキュラム、経営・会
計をテーマとした若手基礎研修など、さまざまな施策を充
実させています。中でも、世界各地の顧客企業・パート
ナーとの直接的な接点を担う、400名近い海外現地ス
タッフの育成に注力しており、こうした取り組みは事業創
出などの具体的成果につながっています。
　当本部では、各社員がリーダーシップを発揮しながら、
顧客企業の成長に向けて新たな挑戦を続け、その結果、事
業が育ち、拡大していく。そうした本部となることにより、
双日の企業価値向上を実現していきたいと考えています。

　具体的な戦略としては、「事業の塊」がキーワードです。
当本部は、双日らしい事業として、メタノール事業、石油
樹脂事業、合成樹脂事業、マリンケミカル事業、希少資源
事業という5つの事業の塊を有しています。これらの強い
事業を、事業投資を絡めてバリューチェーンを強化し、さら
に強く、大きな収益の塊にしていく構えです。
　これまでの事業投資案件については、いずれも順調に進
捗し成果が顕在化してきています。インドで進めたマリン
ケミカル事業では、拡張投資も奏功し工業塩の取扱量は順
調に増加、年間350万トンまで拡大したほか、臭素および
硫酸カリでは製造面においての一部課題はあるものの、製
造・販売を開始しています。メキシコのバライト製造・販売
事業では、年間10万トンの生産体制を確立しており、生産
は堅調に推移しています。原油価格の下落によりバライト
需要にも影響はあるものの、需要地である米国に近いとい
う地理的優位性を活かして販売戦略の強化を図ります。
　新たな取り組みとしては、メタノール事業において、
2015年10月、パプアニューギニアの国営石油公社と合
弁会社設立の基本合意を取り交わしました。同国産出の天
然ガスを利用したメタノール事業の開発を推進し、2017
年の最終投資決定を目指します。また、合成樹脂事業で
は、今後の成長が見込めるメキシコでの新規支店の設立
や駐在員派遣を行うほか、中国の武漢における自動車用樹
脂部品合弁工場の第2工場を設立し工場生産能力の5割
増強を図るなど、需要が伸長する地域での施策を展開して
います。さらに、石油樹脂事業では、北米におけるバ
リューチェーン強化に向け事業投資の検討を進めていま
す。これに加え、将来への布石として、アジアにおける医

人材育成を梃にバリューチェーンを
太くし、価値創造を実現する

世界とアジアのメタノールの需要量 世界の塩の需要量
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トレーディング拡大につながる事業投資
を積極展開し、「事業の塊」を拡充
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海外現地スタッフによる新規ビジネス構築

グローバルトレードの拡大に向け、
現地スタッフによる稼ぐ力を強化

　トレードを主な収益源とする化学本部の海外事業展開に
おいて、海外現地スタッフの活躍は必要不可欠です。以前
は日本語対応ができる現地スタッフを採用し、通訳を中心
とした業務遂行を行っていましたが、近年は取扱商品の知
識や事業感覚を有し、トレードを主体的に実行できる人材
を採用しています。
　化学本部の約 400名の海外現地スタッフのうち、約
75%が中国を含むアジアに配置され、化学本部のアジア
事業を支えています。また、他本部に先駆け、海外現地ス
タッフの部長職への起用を積極的に進めており、2016年
度に新たに1名が登用され、5名の海外現地スタッフが部
長職に就いています。さらに、例えば、韓国やインドのス
タッフがシンガポールへ、中国のスタッフがアメリカへと
いった海外現地スタッフ自身の海外駐在も実施し、これに
より、海外現地スタッフのモチベーションアップと海外での
経験の蓄積によるさらなる成長を進めています。
　2014年からはアジアと中国の海外現地スタッフでタス
クフォースチームを組み、液体ケミカルや包装資材といっ
た商品群ごとに、地域をまたがった案件構築を展開。半年
でその効果が出始めました。具体的には、中国製樹脂の中
国域内での取扱量増加、中国製メタノールの取扱開始、中
国製液体ケミカルや中国製樹脂のアジア向け取扱開始な
どです。特に、中国では現地スタッフの活躍により顧客と
の距離が縮まり、原料から製品まで幅広くバリューチェーン
として取り組んでいることが背景となり、昨今の景気後退

局面下であっても、中国地域での収益を拡大しています。
　このように、双日の海外現地スタッフの力が強まること
で、各現場における稼ぐ力の強化と、海外現地スタッフな
らではの発想による地場取引の拡大を目指しています。

双日アジア会社
化学部・部長
Su Kui Sheng 氏

　1998年から、 海外現地スタッフとして化学関連の商品を
幅広く担当してきました。3年前から部長職に就き、シンガ
ポールで13名のチームを束ねています。アジア・中国タスク
フォースでは包装資材チームのアジア地域リーダーとしても
実績を上げてきました。私たちのチームでは、ミャンマーお
よびインドネシアの顧客に対する中国製樹脂1万5千トンの
取引をゼロから開拓し、現在さらなる拡販を目指して取り
組んでいます。中国ではメーカーを抑え、ミャンマーでは顧
客を開拓、シンガポールではファイナンス機能の提供と、そ
れぞれの地域で当社の機能を発揮しながら、タスクフォース
として取り組んだことで効率的に面展開ができたのが成果を
出せた要因です。これからの双日グループの成長のために
は海外の非日系企業との取引を積極的に広げていく必要が
あり、そのためには海外現地スタッフの力が必要不可欠で
す。今後もより強いチームを作り、勝ち抜いていきます。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日プラネット株式会社（合成樹脂原料・製品等の貿易・販売／子会社） 100.0%
● プラマテルズ株式会社（合成樹脂原料・製品等の貿易・販売／子会社） 46.6%
● 双日コスメティックス株式会社（化粧品の開発企画・販売／子会社） 100.0%
● PT. Kaltim Methanol Industri（メタノールの製造・販売／子会社） 85.0%
連結子会社  30社　　持分法適用会社  15社



食料・アグリビジネス本部

双日株式会社    統合報告書201686

Enriching Life 
with Quality Food

執行役員
食料・アグリビジネス本部長

市村 由昭

執行役員

アジアを中心に築いてきた
ネットワークを活かし、

安心・安全な食品・食料提供に
貢献していきます。

当期の振り返り
▶  肥料事業では、干ばつなどの天候不順の影響を受け
ながらも、マーケットシェアを維持し安定的な収益
に貢献

▶  安全・安心な食料資源の安定供給に向けて、野菜
の栽培事業やマグロの加工・養殖事業を拡張
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本部の概要と目指す姿

　食料・アグリビジネス本部の最重要使命は、安心・安全
な食品・食料をお届けすることにつきます。特に、食糧需
要が拡大し、食の多様化が進むアジアにおいては、食料
供給の一翼を担うとともに、農業生産拡大や生産技術の
移転、食文化の向上などへの貢献を通じ、生活水準の向
上を目指しています。
　当本部の特徴としては、食料バリューチェーンの川上
（肥料製造、農業、飼料製造、養殖事業など）から川中・川
下（穀物集荷、食品原料、食品製造事業など）に至るまで、
要所で優良な事業資産を保有しており、アジアで有する
事業会社数は24社に上ります。主たる事業としては、
ASEAN諸国では高度化成肥料の製造・販売事業を展開、
ブラジルにおいては農業・穀物集荷ターミナル事業に参
画し、中国向けに加え、ベトナムに保有する港湾を活用し
た穀物販売も展開しています。

価値創造を可能にする強み

　当本部では、地域に根差した東南アジアの事業会社
が、強固なネットワークを構築しています。
　中でも、高度化成肥料の製造・販売事業は、タイ、ベト
ナム、フィリピン各国でトップシェアを確立。グループ全
体の生産能力が合計180万トンとASEANでも有数の規
模を有しています。各社のブランド力は圧倒的で、こうし
たポジションを確立できたのは、品質の高さはもとより、

農村部の方々に対して、対象品種・時期・使用量などの教
育プログラムを導入し、生産・収入拡大に貢献してきたこ
とも奏功していると捉えています。また、ベトナムでは、
当社が出資するIFV社がASEAN域内最大規模の穀物専
用港を保有、食料・飼料の輸入事業や製粉事業を展開し
ています。同事業は、港湾インフラの整備・拡張、穀物サ
イロ・倉庫の建設をも手掛けたもので、ベトナムの貿易・
物流をも支える事業として高く評価されています。

環境認識と価値創造戦略
　東南アジアでは、食料市場が拡大するとともに、食の
安心・安全に対する意識が高まるほか、高品質な食品へ
のニーズが増大しており、当社のビジネスチャンスはさら
に拡大しています。一方で、食料にかかわる事業は、天候
リスクや各国政府の規制リスクにもさらされています。
　当本部では、より安定的な収益基盤を確立し、収益の
塊を拡大していくことを目指し、既存事業の拡充と新規
事業の創出に向けて、積極的な投資を行っていく計画で
す。2016年3月期業績は、前期比大幅増となる50億円
の当期純利益を計上しましたが、将来的には100億円規
模の当期純利益を上げる本部としていきたいと考えてい
ます。そのためには、主力の肥料事業で周辺地域への横
展開を図り中長期的な収益強化を狙うとともに、穀物・小
麦事業にて新たな資産を獲得し、地域の拡充やバリュー
チェーンの強化を図ります。さらに、水産事業について
も、既存のマグロ養殖・加工などの事業を活用しつつ、健
康志向の高まりを背景に需要が拡大する先進国向けに、
加工・販売事業の新規創出に取り組みます。

安心・安全な食品・食料の提供を通じ、
生活水準の向上に貢献

アジア諸国の事業会社が織りなす
強固なネットワーク

【機会】
▶  農業生産拡大に伴う資材(肥料など）、農産物（穀物
など）の取扱量の増加

▶ アジアでの食の多様化に伴う食糧ニーズの増加
▶ 食の安心・安全意識の高まり

【リスク】
▶ 気候変動や供給過多など、需給バランスが崩れた
 際の価格変動リスク・輸送コスト負担リスク
▶ 政策変更・規制強化などによるマージン圧迫など
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　一方、ブラジルで展開する穀物集荷ターミナル事業、
穀物三国間トレード事業は、同国の経済情勢などの影響で
厳しい環境となっていますが、ブラジルから中国を含めた
アジア、ASEANに穀物を供給していくビジネスモデル
は、非常に魅力ある事業です。早期の事業の安定化に向
け取り組んでいきます。

今後の取り組み

　当本部の強みは、最終的には人材であると考えていま
す。ASEAN諸国をはじめ、現地の文化を十分に理解し、
事業会社をマネジメントし成長させていく。そういった人
材を多く輩出することは、私たちの価値創造に直結するは
ずです。そして、当本部は、多くの事業会社を抱えており、
人材育成に恵まれた環境だと捉えています。各地で現場
を理解し、地域に根付いた事業をマネジメントすることで
得られる力は、計り知れません。今後は、新たな事業展開
も視野に入れながら、若手、中堅を含めて、より効果的な
ジョブローテーションを構築。さまざまな地域・ステージで
の経営の経験をさせ、人材育成を加速することで、ステー
クホルダーから信頼される本部を目指します。

注力事業：肥料事業

　肥料事業では、既存事業の拡充と新規地域への展開に
取り組んでいます。既存事業については、マーケティング
活動の強化と生産能力の増強を進めており、今後も設備
投資や工場改修の投資を行い、供給力の向上と周辺国へ
の輸出強化を図ります。
　新規地域としては、ミャンマー、インドネシアなどを含
めた東南アジアへの展開を狙います。ミャンマーには、現
在、タイから肥料を輸出していますが、同市場の需要拡大
をにらみ、高度化成肥料の製造事業を展開する計画です。
同様に、大きな市場であるインドネシアでも肥料の需要拡
大が予想され、市場調査を進めており、販売・製造事業の
展開につなげていく考えです。

注力事業：穀物事業

　穀物事業の中核を形成するベトナムにおいては、IFV社
の港湾施設機能を広げ、新たにベトナム北部の港湾・倉庫
事業への参画を計画しています。これにより、ASEAN域
内におけるきめ細かい物流ニーズに応えると同時に、小
麦・飼料に加え、大豆、大豆粕、コーンなどの販売機会の
拡大を目指します。さらに、製粉事業では、東南アジアに
進出し、製粉工場設立に取り組むほか、下流への展開とし
て、日本の品質技術を活用し、二次加工品事業や製パン
事業などに事業投資を行う考えです。

新たな地域としてミャンマー、
インドネシアでの展開を推進

アジア地域における事業の進化と
中南米を結ぶバリューチェーンの構築

事業会社をマネージする機会を拡大し、
人材育成を加速

東南アジアの肥料の需要の推移

92 95 98 01 1304 07 10

（千トン） N＋P2O5＋K2O

ベトナム タイ フィリピン ミャンマー
マレーシア インドネシア

出典：International Fertilizer Industry Association
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（アトラス・ファーティライザー社）
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安全・安心な食料の確保へ

独自の養殖・栽培技術による
安定供給への取り組み

マグロ養殖事業（双日ツナファーム鷹島株式会社）
　当本部は、食の安心・安全を本部運営の中心においてお
り、自社での製造・販売により直接的にこれを実現する取り
組みを行っています。その一例としては、長崎県鷹島にお
ける本マグロの養殖事業があります。当社は輸入冷凍マ
グロを取り扱っている中で、クロマグロの資源量減少によ
る漁獲規制と供給の減少に危機感を持ったことに加え、マ
グロに関しての知見の蓄積があったことが大きなきっかけ
となり、2008年9月に双日ツナファーム鷹島を設立し養殖
産業に参入しました。ここでは、ヨコワといわれる稚魚を
生簀に入れ、3年以上掛けて50キロ以上に育てて出荷し
ています。
　近年、世界的なマグロ需要の増大と、それに伴う乱獲の
懸念を受けて、天然資源保護の観点から漁獲量が制限さ

れていますが、今後はマグロ養
殖事業の拡大とともに、天然稚
魚に加え、近畿大学との協同研
究による人口孵化稚魚の肥育に
も積極的に取り組んでいくこと
で、天然資源を守りながら、安
心・安全でおいしいマグロを安定
的に供給していきます。

生鮮野菜栽培・販売事業（株式会社マイベジタブル）
　このほかの取り組
みとしては、千葉県千
葉市で生鮮野菜の栽
培・販売を行っていま
す。現在、2つの農場

（合計 1 ヘクタール）
でラディッシュ、パク

チーなどを栽培していますが、最大の特徴は、「高床式砂
栽培農法」を採用している点です。この農法は、ベッドの
ようなテーブル状の農床に、土ではなく「クリーンな砂」を
敷いて、水や肥料を極力抑えて作物を育てる農法であり、
これによって、日持ちのいい強い野菜が育つだけでなく、
肥料の垂れ流しの減少、農薬の大幅削減など、環境に優
しい農業を実現しました。また、第2農場を増設する際に
栽培農法を改良したことにより、例えば、パクチーの出荷
までの日数を約10日短縮するなど、栽培効率が大幅に改
善されました。今後はマニュアル化された低負荷作業に
よる生産性向上を図り、全国の都市近郊に合計 20ヘク
タールまで農場を拡大・増設し、旬の生鮮野菜の生産時期
を順番につなぐことで、同一品質の生鮮野菜を通年で安
定的に供給する体制を構築していきます。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● Atlas Fertilizer Corporation（化成肥料の製造・販売、輸入肥料製品の販売／子会社） 100.0%
● Japan Vietnam Fertilizer Company（化成肥料の製造・販売／子会社） 75.0%
● 双日ツナファーム鷹島株式会社（マグロ養殖／子会社） 100.0%
● 株式会社マイベジタブル（生鮮青果物の栽培および販売／子会社） 100.0%
● Interflour Vietnam Ltd.（製粉事業、港湾サイロ事業／持分法適用会社） 20.0%
連結子会社  15社　　持分法適用会社  10社

マイベジタブル
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Proposing New Value for

Changing Lifestyles

本部の概要と目指す姿

　生活資材本部は、衣食住の「衣」と「住」の分野において、
林産資源、繊維、物資・ライフスタイルという幅広い領域
で事業を展開し、ライフスタイルの多様化に対応した消費
財および産業材の供給基盤を構築しています。
　木材事業では、合板・木材・建材の取り扱いを中心に、日
本国内の合板販売では業界最大手として建材市場におけ
る確固たる顧客基盤を築いてきました。林産など木材関
連事業では、環境への配慮を重視し、明快な調達方針を

「衣」と「住」の分野でライフスタイルの
多様化に対応した多様な事業を展開

【機会】
▶  ASEAN地域・中国で、経済成長に伴う中間所得層
形成の進展による、包装材・製紙原料・繊維製品市
場の拡大

▶  ASEAN地域・中国で、労働力不足や人件費増加が
課題となっている工場での生産性向上に寄与する
日本の技術への需要増

▶ 環境意識の高まりに応える製品の取扱量増加およ
 び製品の高付加価値化を狙った新規投資機会の増
  加。特に、植林木を使用した木材製品の取扱増や
効率的な林産資源活用の取り組みや、CO2排出量
削減に寄与するバイオマス燃料製造事業などは新
たなビジネス創出の機会

【リスク】
▶ 新興国などでの政策・法制度変更・賃金上昇などに
 よる収益性圧迫の懸念
▶ 急激な為替変動によるトレード収益の圧迫懸念
▶ 各生産国での社会(人権・環境)リスクの増加

当期の振り返り
▶  テキスタイル販売および衣料品OEM事業は伸長
▶  消費財事業が計画どおりの収益を確保
▶  チップ事業および輸入合板事業は、他産地製品の
台頭に伴う競争の激化や円安によるコスト増など
の影響を受けた
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生活資材本部
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生活資材本部長

木ノ下 忠宏

「衣」と「住」に密着した
ビジネスを通じ、
地球環境や国際社会の発展に
寄与していきます。

発信するとともに取引先への調査を実施するなど、先進
的な環境配慮型ビジネスの創出に取り組んでいます。ま
た、繊維事業分野では、衣料品OEM事業にて国内大手
SPAの生産支援を行うほか、インドネシアをはじめとした
ASEANへの生産拠点・調達ソース拡大に貢献していま
す。物資・ライフスタイル事業分野では、1972年のNike
社発足以来のビジネスパートナーとして、トレードファイ
ナンスサービスや物流決済機能を提供することで、同社
の新興国を中心とした世界展開をサポートしています。

　当本部では、ビジネスチャンスは、世界にあふれる課題
の解決にこそあると捉えています。そして生活を豊かに
し、環境負荷を低減する分野に注力することで、中長期的
な成長を目指すとともに、地球環境、国際社会の貢献度
を高めていきたいと考えています。
　具体的には、当社が強みを持つベトナムにおいて、長く
取り組んでいる植林・製紙原料チップ製造事業がその一例
です。現地の植林活動を支援するとともに、少数民族も含
めた農家の方々に雇用を創出することで、生活水準の向
上にも寄与しています。

価値創造を可能にする強み

　当本部は、長年に及ぶ取引を通じて、顧客・事業基盤、
商品、業界に対する高い知見を有しています。特に、木材
製品、輸入合板、製紙原料チップ、縫製OEMの生産管理
およびテキスタイル販売事業では、国内市場でトップクラ
スのポジションを獲得し、安定した収益基盤を構築してい
ます。
　また、前述のベトナムにおける植林・製紙原料チップ製
造事業をはじめ、地域に貢献する事業展開を通じて各地か
らは高い信頼を得ており、アジアを中心に地域的優位性
を確立しています。

環境認識と価値創造戦略

　2016年3月期の業績は、繊維事業などが順調に伸長
し、前期比で増益となりましたが、市況の影響を受けやす
い事業もあり、今後、力強い成長を果たすためには、一定
の規模感のある、スピードを持った拡大を図る構えです。
そのため、安定収益を生み出す繊維事業や物資・ライフス

生活の豊かさや地球環境に貢献する
事業を通じて、中長期的な成長を実現

国内トップクラスのシェアを誇る
木材関連、テキスタイル事業

さらなる成長性確保に向けた
事業ポートフォリオの革新
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人材戦略

　新たなビジネスモデルを構築していく発想力、その発想
を形にできる実行力、そして創出した事業会社における管
理統括力。これらの能力を持った人材を育成していくこと
で、当本部が目指す課題解決型ビジネスを発展させ、規模
とスピードを持った成長を実現していく方針です。
　そのため、社員に対しては、国内外の事業会社で経営
経験を積極的に積ませるほか、社内外での案件組成のた
めの研修プログラムの実施などの施策を継続していきま
す。また、当本部は業界への愛着やこだわりが案件成功
の原動力となるケースが多いことから、商材への強いこだ
わりを持ちながら、市場全体を俯瞰して分析できる人材を
育成していきます。本部の風土としても、積極的に議論が
できるフラットな組織とし、社員が夢を持って明るく仕事
ができる本部とすることで、人材力を生かした、持続的な
収益成長を実現できるものと考えています。

タイル事業の維持・強化を図るとともに、市場拡大が望め
る分野においての積極的な事業投資を検討し、より強固
な事業ポートフォリオへの革新を図ります。
　具体的には、まず、成長が見込めるASEAN地域を中心
に、段ボール原紙製造・加工・製袋などの包材事業を検討
しています。市場環境の厳しい製紙産業の中でも、ASEAN
域内などでの流通活性化を背景に梱包需要は拡大してお
り、当本部では林産事業での知見を活かしながら、こうし
た成長を取り込んでいきます。また、フットウェア・ラゲッジ
分野での製造・小売を結びつけたファブレスメーカーの
立ち上げや、成長市場であるペットやベビー・キッズ関連
事業への取り組みを検討しています。その一方で、規模
拡大が望みにくい分野は、関連分野・周辺分野での新規
トレード・事業創出に取り組みつつ成長性を見極め、困難
な場合は規模縮小・効率化を進める方針です。

　当本部が事業に取り組む中で、一つのキーワードと捉え
ているのが「環境配慮」です。当社が手掛けるベトナムで
の林産事業での基盤を活かし、今後は、CO2削減に寄与
するバイオマス関連事業へと領域を拡大することや、例え
ば、植林木を使用した木材製品などといった、環境意識の
高まりに応える製品の取扱量を増加することなどにより、
新たな事業機会の獲得に力を注いでいきます。
　また、繊維事業においても、中国などの縫製工場にお
ける人権保護、労働力確保に向け、これまでにない生産ラ
インの開発やロボットの導入に着手。他商社とは一線を画
した、生産効率の向上や労働環境の整備を進めています。

中長期的な視点に立ち、
自然環境や社会環境に配慮した
事業の構築

双日建材株式会社が取り扱う間柱

発想力、実行力、管理統括力を有する人材
を育て、規模とスピードのある成長を実現

熊本県荒尾市の紡績工場（第一紡績株式会社）
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環境対応・社会貢献型ビジネスへの展開

持続可能な木材資源の
調達力を生かして

これまでの取り組み：
持続可能な木材資源の調達力を構築
　「植林と雇用創出に協力してもらいたい」。1987年に開
催された双日（旧日商岩井）との合同会議でのベトナム政
府の一言をきっかけに、VIJACHIP事業（ベトナムチップ植
林事業）が始まりました。ベトナムの森林面積は、戦争と伝
統的な焼畑農業の影響から、1990年には国土面積の
29%にまで落ち込んでおり（1943年43%）、政府からの
要請の背景には、森林面積の回復という国家としての課題
がありました。同事業では、農家に対し「植林経営者の自
立」を促すビジネスモデルの構築に取り組みました。農家
に無償で苗木を提供し、成長した植林木の市場価格での買
い取り保証。従来は焼畑農業の燃料でしかなかった木材を

「安定収益が見込める農作物」へと変えました。2015年末
までに無償配布した苗木の本数は約 4,500万本に上りま
す。20年を超える、現地政府、林業会社、植林農家、従業
員などの幅広いステークホルダーとの取り組みを通じて、
2015年末までに累計約46,000ヘクタールの植林と、年
間約50万人の雇用を創出してきました。同事業を通じて、
環境性（アカシア種植樹による地力回復と地滑り防止）、経
済性（雇用創出）、社会性（少数民族の生活向上）と、多面的
な貢献に取り組めたと考えています。
　また、中核事業会社の双日建材株式会社および双日与
志本林業株式会社も含めた林産資源部の事業の多くは、

木材流通の川上に位置し、相応の取扱量があるため、その
社会的責任の重さと影響の大きさを考慮し、2015年には
木材調達方針を策定し、合法性のみならず、環境・社会に
も配慮した木材の調達を行い、CSRの面からも社会に貢献
できるよう最善を尽しています。

今後の取り組み：
環境対応・社会貢献型ビジネスへの展開
　環境・社会へも配慮した木材資源の調達活動や植林活
動を通じて、当本部は、持続可能な木材資源の調達力を
構築してきました。この強みを活かして新たなビジネスを
創出していきたいと考えています。その一つが、バイオマ
ス発電事業と発電周辺事業への展開です。日本の将来の
電源構成ミックス政策において、火力発電の維持が有力
視される中で、木質バイオマス燃料に期待と関心が高まっ
ています。当社が木材資源調達機能を発揮することで、
その社会の期待に応えるために、国内外の木材資源をカ
スケード利用したバイオマス火力発電向け燃料製販事業
とバイオマス専焼およびバイオマス混焼の火力発電事業
への参画を検討していきます。
　また、双日建材株式会社では、2013年より開始してい
る太陽光発電資材販売の拡大を継続して推進するととも
に、太陽光利用の農業生産事業など、次の事業展開への
可能性も検討していきます。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日建材株式会社（総合建材販売／子会社） 100.0%
● 第一紡績株式会社（繊維製品製造・販売、倉庫業、ショッピングセンター経営／子会社） 100.0%
● 双日ファッション株式会社（綿・化合繊織物等のプリント、無地・先染などの企画加工卸売販売／子会社） 100.0%
● 株式会社JALUX（航空・空港関連、生活関連、顧客サービス事業における流通・サービス業／持分法適用会社） 22.3%
連結子会社  17社　　持分法適用会社  9社
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リテール事業本部

Strive to Create

Function-Oriented Businesses
本部の概要と目指す姿

　リテール事業本部は、アジア・日本を中心に小売・流通
事業を展開し、各地の生活基盤・地域基盤の発展を目指し
ています。食品・消費財、工業団地、不動産、商業施設、
ファッションブランドなど、取り扱う領域は多岐にわたりま
すが、いずれにおいても、変わり続ける消費者のニーズを
すばやく把握し、「商材特化型」ではなく「機能提供型」の事
業を創出し続けることに努めています。
　アジアにおいては、生活水準の急速な向上、消費および
産業の構造変化を背景に、食品・消費財流通網の整備拡大
や、工業団地および周辺インフラの開発などを通じた産業
発展・雇用創出に寄与しています。中でも当社は、衛生管理・
物流管理に代表される安全・安心に関する技術・ノウハウや
日本の食文化など、日本のコンテンツとアジアを結ぶことに
より、アジアのリテール・プラットフォーム構築に注力してい
ます。これはアジアの流通基盤確立と日本国内の地方創生
に貢献しており、ヒト・モノの流動促進をも実現しています。
　また、日本においては、新規不動産開発や中古不動産の
流動化により、充実した住環境の提供に取り組むほか、商業
施設の運営などを通じた地域活性化の一助となっています。

世界各地でリテール・プラットフォームを
構築し、生活水準の向上に寄与する

【機 会】
▶ アジアにおける消費財の内需拡大・趣向の多様化
▶ インバウンドの増加による日本のコンテンツ発信
 機会の増加
▶ 日系メーカーのアジア製造拠点の新設に伴う工業
 団地開発・操業サポート機会の増加
▶ 東京オリンピック特需、国内不動産市況の上向きに
 よる事業機会の増加

【リスク】
▶ アジア各国の法律・制度変更、景気・為替変動リスク
▶ アジアでの食の安全意識向上に伴う品質管理の
 厳格化によるコスト増加
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当期の振り返り
▶  インドネシアやベトナムで展開する海外工業団地
事業の引き渡しが順調に推移

▶  国内では機能提供を主体とする商業施設事業や不
動産関連事業が貢献

▶  アジアでの顧客満足度の高いリテール関連事業の
拡張に向けて、ベトナムではコンビニエンスストア
事業を、ミャンマーではコールドチェーン事業を立
ち上げ、シンガポールではジャパンフードタウン事
業の展開を推進
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価値創造を可能にする強み

　日本とアジアを結び、リテール・プラットフォームを築く
上では、当社が長年の歴史で確立した、アジア各地におけ
るネットワークや顧客基盤が強みとなります。1986年の
ドイモイ政策の時代から取引を続けるベトナムに代表され
るように、過去の取り組みを通じて信頼関係を積み重ねて
きた、各国の政財界との人的コネクションやパートナー網
は絶大な優位性となっており、これにより情報入手の質と
量、事業推進のスピードは格段に向上します。また、各国
の内需、産業・流通企業の情勢、労働力事情などにも精通
しているため、アジアにおけるバリューチェーン構築やア
ジアに進出する日本企業へのソリューション提供という面
でも重要な役割を担っています。

環境認識と価値創造戦略

　中国の景気減速や米国の利上げなどを背景に、足元で
はASEANを中心とするアジアの成長鈍化が懸念されて
いるものの、ASEAN全体の人口は15歳以上の生産年齢
を中心に堅調な伸びが想定されます。すなわち、アジア
は人口の増加以上の消費の活発化や経済の高成長が期待
されることから、「消費市場」と「生産拠点」の2つの側面で
魅力的な地域と捉えられます。

　こうした中、当本部では、リテール･プラットフォームの
確立に向け、アジア各地のニーズの変化をいち早く汲み
取り、優良なパートナーとの協業を通じて、広範囲にわた
る強力なバリューチェーンを構築していくことを価値創造
の基本方針としています。

　中期経営計画2017においても、この考えの下、象徴
的な取り組みを進めています。「消費市場」としては、食品
の需要拡大に着目し、アジア各国の発展段階に応じた食
品・リテール関連の展開を加速しています。業界屈指の地
域的優位性を誇るベトナムでは、子会社である食品卸企
業のフン・トゥイ社において、ベトナムNo.1の地位確立を
目指し、市場成長に対応できる物流インフラの確立や
マーチャンダイジング力の強化などを推進。2015年に
は、ミニストップ株式会社と共同でコンビニエンスストア
事業を展開し、店舗網拡大を図るほか、2016年には川上
分野の食品製造事業の取り組みとして、惣菜工場の建設・
運営を開始しました。ミャンマーにおいては、同国最大の
小売り流通グループであるCITYMARTグループと3温
度帯物流システムを活用した、卸売・物流事業に取り組ん
でいます。さらに、カンボジアでは、同国全土を網羅する
卸売ネットワークを有するGoodhillグループと業務提携
契約を締結。今後需要が増加する冷凍、冷蔵および業務
用食品の卸売事業を共同で展開し、コールドチェーンの
強化、業務用食品卸売事業のオペレーション確立を目指
します。

歴史的にも優位なアジア各地の
コネクション・ネットワークが価値を高める

執行役員
リテール事業本部長

西村 康

「機能提供型」の事業を創出し、
人々の生活水準の向上に
貢献していきます。

アジアにおけるニーズの変化を
いち早く汲み取り、広範囲にわたる
バリューチェーンを構築

「消費市場」としての
アジアにおける価値創造

インドネシア・デルタマス総合都市インフラ開発 完成予想図
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掲げるのは、中期経営計画 2017の最終年度である
2018年3月期に、一過性の要因を除いた実力値ベース
で安定して50億円の純利益を創出できる収益基盤を構
築することです。
　現在、工業団地や小売フランチャイズなどの安定収益
源が確立されつつあり、チャレンジできる資金源も増大し
てきたことから、新規事業の創出に力を注ぎ、安定性と成
長性の高い本部全体の事業ポートフォリオを構築していく
考えです。特に、新規事業を展開する上では、リスク管理
と同時に、一気呵成に市場を獲得するようなスピード感も
重要になることから、本部をあげて情報共有やコミュニ
ケーションを重視し、迅速な取り組みを行っていきます。
　当本部が価値創造を進める上での強みは、アジア各地
のネットワークですが、これはひとえに社員のチャレンジ
精神をはぐくむ当社ならではの人材力の賜物と捉えてい
ます。また、生活者に一番近いところに存在する当本部
は、ニーズ・需要をつかみ取りやすく、当本部を基点に本
部間の連携を強化し、協業して相乗効果を生むような事業
を作り出すことで、双日の企業価値向上に大きく貢献する
という役割も担っています。今後も、こうした強み・特徴を
維持・拡大していくべく、「高い志と誠意を持った高機能事
業集団」となることをキーワードに人材育成に努め、価値
創造を加速していきます。

　また、ダイレクトマーケティングの分野での事業展開も
進めており、2016年4月には株式会社トライステージと
資本業務提携契約を締結し、ASEANでのテレビ通販チャ
ネル事業を通じた機能強化に取り組むとともに、実店舗・
仮想空間店舗を融合したオムニチャネル化を図ります。

　「生産拠点」としての取り組みについては、日本企業や台
湾企業などによるASEAN地域への進出は引き続き旺盛
な需要があることから、ベトナムやインドネシアでの工業
団地事業に注力しています。工業団地事業は、工業団地
を開発・販売・運営するだけでなく、電気・上下水道・物流な
どのインフラやレンタル工場を提供するほか、会社設立サ
ポートなどのサービスも行っており、安定的かつ長期的な
収益確保につなげています。今後も、燃料・原材料の供
給、製品の取り扱いまでを含め、現地における海外進出企
業との多様な取引の基点となる事業として、事業の幅出し
や地域的な拡大に取り組みます。

今後の取り組み

　当本部の2016年3月期の業績は、工業団地事業の順
調な進捗などによって前年実績を上回ることができまし
たが、新事業創出のスピードの面では、まだまだ加速の
余地があると捉えています。当本部が当面の目標として

安定収益源の確立が奏功する中、
新規事業創出に注力し、価値創造を加速

「生産拠点」としての
アジアにおける価値創造

ASEAN各国のGDP成長率の推移（国際通貨ベース）

10 12 14 16 2018

ミャンマー ラオス カンボジア フィリピン ベトナム
インドネシア マレーシア シンガポール タイ ブルネイ

出典：IMF
※2010年のGDPを100として数値化しています。
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ミャンマー卸売・物流事業（プレミアム・双日・ロジスティクス社）
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商業施設事業

開発から運営へ、国内からアジアへ、
そして、リアルからバーチャルへ

事業形態の変遷
　商業施設事業は、1997年から開始した比較的新しい事
業で、当初は、主に首都圏郊外で土地を自社取得・開発し、
施設を建設しつつテナントを募集・選定、開業後は早期に
売却するという不動産開発事業の形態でした。その後、商
業施設業界の飽和による競争激化・二極化現象により、商
業施設の価値の源泉は、開発力ではなく、きめ細かな事業
運営力、すなわち、量から質へと変化し、当社も2010年
後半から、当社ブランドの “モラージュ”シリーズのバリュー
アップを推進してきました。バリューアップ後、所有施設の
多くを売却しましたが、売却後も買主から当社の施設運
営・バリューアップ機能を高く評価され、現在も継続して施
設運営を任せていただいている案件が大半です。
　2013年から、施設のバリューアップを追求する過程で
蓄積した商業施設経営にかかわるさまざまな機能を、商
業施設のオーナーやテナント企業に「プラットホーム」とし
て一気通貫で提供する「Advisory ＆ Operation 事業」
をスタートしました。地域密着型の商業施設の運営を受託
し、さまざまな施策を展開することで、「施設再生を通じた
地域の活性化」に貢献していきます。

　もう一つの事例としては、シンガポールでのジャパン
フードタウン事業があります。この事業は、クールジャ
パン機構などと当社を含む民間企業からなるサポーター
企業が、シンガポール伊勢丹ウィスマ・アトリア店にて多
数の日系中小外食企業の事業展開を支援するものです。
当社は、本物の味を世界に伝える日本食フードコート

「Japan Food Town」の施設開業までのプロジェクトマ
ネジメントの支援、および開業後の施設運営事業を担い、
2016年7月に開業しました。

今後の展望
　今後は、単に物を買う、飲食を楽しむ場所としての施設
ではなく、人々が集い、憩い、学び、体験し、楽しんでい
ただける空間を提供する「モノからコトへ」のコンセプトの
下、当社独自の機能にますます磨きをかけ、顧客目線に
基づく商業開発事業で継続的な成長を図っていきます。
また、実店舗のみならず、テレビ通販やネット通販など
バーチャル店舗とも連携したオムニチャネルを視野に入れ
た事業展開も図っていきます。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日食料株式会社（砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工商品・その他各種食料品の販売／子会社） 100.0%
● 双日インフィニティ株式会社（紳士・婦人・子供衣料製品の企画・製造・販売／子会社） 100.0%
● 双日ジーエムシー株式会社（物資製品などの輸出入・販売／子会社） 100.0%
● 双日新都市開発株式会社（マンションの開発・分譲、不動産仲介、賃貸マンションの開発・保有、住宅用品販売業／子会社） 100.0%
● 双日リートアドバイザーズ株式会社（投資運用業／子会社） 67.0%
● PT. Puradelta Lestari Tbk（インドネシアにおける工業団地開発を含む総合都市インフラ開発／持分法適用会社） 22.5%
連結子会社  18社　　持分法適用会社  7社


