
2017年3月期 調達木材のサプライヤー調査結果

レベルA・Bに属する木材 59%
レベルDに属する木材 21%

CSR 重点取り組みテーマに沿った価値創造事例

持続可能なサプライチェーン構築への取り組み：林産資源事業

案件概要
　双日グループでは、林産資源の持続可能な調達と有効
利用の両輪により、地球環境保全と地域社会の発展とを
両立するビジネスの構築に努めています。
　調達においては「木材調達方針＊1」を策定し、調達木材
の評価基準＊2を定め、各サプライヤーへの調査を通じて、
伐採時の合法性のみならず原産地の生態系や地域住民
の生活環境にも配慮した木材調達を促進しています。
　一方、有効活用においては、用材部分は建材や製紙原
料へ、端材部分は繊維版やバイオマス原料等へ活用する
など、「林産資源のカスケード利用」を掲げ、貴重な木材を
社会のニーズに応じ段階的に余すことなく使いきる「林産
バリューチェーン」の構築に取り組んでいます。

価値創造プロセス
ニーズの把握

「2つの価値」創造

(環境)	•		原産地における生態系への影響配慮

(社会)	•		先住民族など、原産地周辺の地域住民の生活環境へ
の影響配慮

	 •		資源利用の効率化への関心の高まり

機能の発揮

限りある林産資源を持続的に有効活用し、かつ、変化す
る社会の多様なニーズに応えることで、「2つの価値」創
造を果たしていきたいと考えています。
その実現のため、木材調達方針を確
実に実行し、カスケード利用による林
産バリューチェーン構築を早期推進
することで、当部の成長を加速させ
ていきます。

人 権 環 境 資 源 地域社会

調達

サプライヤー調査
・合法性
・環境/社会配慮

有効利用

大型丸太 住宅用建材

小径丸太 製紙原料

木くず バイオマス原料

調達
木材

社会に還元する価値 双日が得る価値

•  原産地の林産資源の枯渇防止、 
および生態性の保全促進

•  地域住民の人権尊重、生活環境保護

• カスケード利用による林産バリューアップ
• 多様なニーズに対応した木材安定供給
• 供給による安定収益の確保
• レピュテーションリスクの低減

共通価値

持続可能な木材
サプライチェーンの構築

今後の目標

将来、レベルA・Bの取扱いを 100%
2020年までにレベルDを 0%

＊1 木材調達方針（条文のみ）
1．	合法性	 違法伐採された木材の取扱いは行いません。	
2．		環境への配慮	 	保護価値の高い森林を毀損する方法で伐採された木材

の取扱いは行いません。
3．	社会への配慮	 	森林伐採が及ぼす人権への負の影響を考慮し、調達に関

する負の影響の軽減に努めます。	

＊2 木材の評価基準
双日グループでは「原産地までのトレーサビリティ」と「森林管理の適切性」を
確保するため、以下4つの基準で木材を評価しています。
レベルA：認証材（FSC、PEFCなど）、または認証材相当の高度な管理が確	
	 認できている木材
レベルB：	トレーサビリティに加え、認証以外で環境・社会に配慮した森林管

理の適切性が検証済の木材	
レベルC：トレーサビリティが確保されている木材	
レベルD：トレーサビリティの確保が不十分な木材

※		木材調達方針に基づく取り組みの詳細は、当社ウェブサイトでもご紹介しています。	
(https://www.sojitz.com/jp/csr/supply/lumber/)

林産資源部 部長
桐山 孝次
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2015年3月期 期末時点 
再生可能エネルギー総発電容量

90.2MW
18,400世帯相当＊3

次世代エネルギーの供給体制構築への取り組み：再生可能エネルギー事業

案件概要
　双日グループでは、環境に配慮した持続可能な社会の
実現に向け、太陽エネルギー、風力、地熱、バイオマス等の
再生可能エネルギー事業の構築に取り組んでいます。
　法制度やサプライチェーンの整備により、この10年で
再生可能エネルギーの発電コストは劇的に低下していま
す。また、中東、中南米など一部エリアの再生可能エネル
ギーでは、化石燃料より
低廉な発電コストを実
現しており、事業領域と
して加速度的な拡がりを
みせています。

▶社会貢献活動の基本的な考え方
　双日グループでは、社会貢献活動をより双日グループの企業理念・CSRポリ
シーに基づく活動へとさらに進化させていくため、CSR重点取り組みテーマの
決定に伴い、社会貢献活動の基本的考えを改定しました。
　今後は、従来の活動内容の見直しや、より基本的な考え方に適う新たな活動
に取り組んでいく予定です。

価値創造プロセス
ニーズの把握

「2つの価値」創造

(環境)	•		地球温暖化要因であるCO2削減に向けた再生可能	
エネルギー需要の増加

(社会)	•		開発に伴う地域住民の生活環境への影響配慮

機能の発揮

当部は「環境への貢献を通じた付加価値の持続的創
造」をビジョンとして掲げており、「攻めのCSR」をより強
く意識し、実践していきたいと考えています。
今後も国内外のネットワーク、オーガ
ナイズ機能をフルに活用して、再生
可能エネルギー事業を通じて持続可
能な社会の実現に貢献します。

環 境 資 源 地域社会

社会に還元する価値 双日が得る価値

•  地域の強みを活かした再生可能エネル
ギー事業の構築

• 環境負荷の少ない安定電源の確保

• 発電事業からの安定収益
• 安定運営者としてのブランド向上
• レピュテーションリスクの低減

共通価値

持続可能な再生可能
エネルギー供給体制構築

社会貢献活動の基本的な考え方

双日グループは、企業理念とCSRポリシー
に基づく持続的社会の実現に向け、一人ひ
とりが社会の一員として、CSR重点取り組
みテーマに沿った活動を通じ、社会課題の
解決に貢献していきます。

開発主体者としてのオーガナイズ機能発揮
(立地、許認可取得、電源に適した技術パートナーの起用、資金調達)

建設・運転の各ステージに応じて安定した事業運営

2018年3月期 期末時点 
総発電容量目標

190.7MW
38,800世帯相当＊3

＊3	太陽光発電協会	表示ガイドライン（平成28年）「一般家庭の平均年間電力消費量」を用いて算出した目安

環境インフラ事業部 部長
湯浅 裕司
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前中期経営計画期間 
(2013年3月期〜2015年3月期)中の 
調達・解体機数 累計

 5機

資源の有効利用に向けた取り組み：パーツアウト事業

案件概要
　双日グループでは退役機・経年機を購入し、各パートナー
とともに解体・メンテナンスした部品を航空業界関係企業に
販売するパーツアウト事業に取り組んでいます。これまでの
新造機販売、ファイナンス、リース組成、運航機管理、リマー
ケティング事業に続く出口戦略として開始し、現在、米州と
欧州の二大民間航空機市場にて展開しています。
　役目を終えた機体の
再生・再利用により、航
空業界における資源の
有効利用に貢献してい
きます。

▶環境問題を学ぶ：森林保全活動
　双日グループでは、地球環境問題に対する課題意識を身近な活動から高め
ていくことを目的に、森林保全活動に取り組んでいます。
　参加者からは、「普段、ビジネスで取り扱う森林資源が生産者の見えない努力に
よって維持されていることを身を持って理解できた」といった感想がありました。

価値創造プロセス
ニーズの把握

「2つの価値」創造

(環境)	•		資源採掘による環境破壊や生態系への影響

(社会)	•		資源の枯渇リスクなど、世界的な資源利用の効率化
への関心増加

機能の発揮

当社航空機バリューチェーンの一角として、役目を終えた
航空機に新たな使命を与えて空に帰す事業に日々やりが

いと誇りを持って取り組んでいます。
退役機の機体価値の見極めには当社
の強みである知見・ノウハウが試さ
れ、部品の再利用を通じて環境保全
に努めていきます。

環 境 資 源

社会に還元する価値 双日が得る価値

航空機部品の再利用促進による 
資源の有効利用、および省資源化の促進

•  航空機事業のバリューチェーンを完成させ
る新たな機能の獲得

•  世界的な航空機需要拡大に伴う機体整備
にかかわる事業機会増加

共通価値

航空機事業における
省資源化システムの確立

現中期経営計画期間 
（2016年3月期〜2018年3月期）中の 
調達・解体機数 累計目標

 20〜25機

（航空会社・リース会社）退役機・経年機の販売

（双日）機体価値評価、および部品販売規模・事業エリア拡大

（各国パートナー）部品の修理・メンテナンス・販売

民間航空機部  
中古機・パーツアウト事業課

後藤 祐介
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各工業団地入居社数（2017年5月現在）

（ベトナム） ロンドゥック工業団地 45社
	 　　ロテコ工業団地	 53社

（インドネシア）  デルタマス・シティ 198社 
  (GIIC工業団地)

CSR重点取り組みテーマに沿った価値創造事例

地域社会とともに発展・成長する取り組み：海外工業団地事業

案件概要
　日系企業の海外進出をサポートすべく、双日グループ
ではアジアを中心に工業団地開発事業に注力しています。
工業団地を開発・販売するだけでなく、電気・上下水道など
の基幹インフラの安定供給や物流・ITサポートなどの進出
企業への各種サービスを拡充し、安定操業を支援するとと
もに、当該国の雇用創出や技術移転を通して、経済発展を
下支えしています。今後
も本事業の拡大を通じ、
各国の産業の成長に寄
与していきます。

▶社会問題を学ぶ：NPOカタリバ コラボ・スクール支援
　ＮＰＯカタリバが行う放課後教育支援プロジェクトです。東日本大震災で被災
した子どもたちに放課後の学習指導と心のケアを行っています。
　双日グループでは社員を現地に派遣し、直接交流することで、子供たちが将
来像を描けるようサポートするなど、社員自身も社会問題にどのように向き合
うべきかを考えるよい機会としています。

価値創造プロセス
ニーズの把握

「2つの価値」創造

（環境)	•		新規工場進出に伴う環境汚染への懸念

（社会)	•		社会インフラの不足、およびそれに起因する	
経済成長の鈍化

機能の発揮

当部はアジアの経済成長を背景に、活発化する企業の
海外進出をインフラ整備の側面より支援し、主にインド
ネシア、ベトナムでの雇用創出と生産技
術の向上に貢献しています。
インフラ開発に求められる総合力をさ
らに磨き上げ、安定した事業環境を提
供していきます。

環 境 地域社会

社会に還元する価値 双日が得る価値

•  日系インフラ技術による環境負荷低減
•  日系企業の進出促進による雇用創出と 

産業技術の向上
•  進出企業の安定操業支援

• デベロッパーとしてのブランド向上
• 入居企業からの安定収益確保
• 入居企業との新たな事業機会の創出

共通価値

ソフト・ハード面からの
インフラ整備による

持続可能な産業化促進

今後の目標
• 既存の工業団地内のさらなる開発、サービス拡充
• ノウハウを活かした他国での新たな工業団地の 
 開発促進

（双日） 開発主体者としてのオーガナイズ機能
	 (開発地の確保、インフラ整備・各種サービス提供など)

（各メーカー）工場建設・雇用創出・生産技術移転

人 権

組み合わせ

※	各工業団地事業の詳細は、当社ウェブサイトでもご紹介しています。	
（ベトナム	https://www.sojitz.com/jp/special/project/post-8.php）（インドネシア	https://www.sojitz.com/jp/special/project/post-29.php）

産業・都市基盤開発部 部長
長崎 潤一郎
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