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At a Glance＊1（2017年3月期）

PL

売上総利益 248 311 180 19

営業活動に係る利益 52 156 35 △ 5

持分法による投資損益 15 6 25 17

当期純利益（親会社の株主に帰属） 36 99 42 △ 6

BS

総資産 1,426 1,622 1,971 1,373

非流動資産 521 583 871 1,009

財務指標

ROA 2.6% 6.1% 2.3% △0.4%

従業員数

単体従業員 91名 81名 204名 74名

連結従業員 1,852名 1,344名 1,034名 200名

非流動資産
(%)

7.1
6.3

10.5

12.2

5.6

4.9
7.4

9.5

36.5

総資産
(%)

8.7
7.7

10.6

7.4

21.4

17.8

3.7

7.0

15.7

本部別構成比

エネルギー
本部

環境・産業
インフラ本部

航空産業・
情報本部

自動車本部

自動車本部
航空産業・情報本部
環境・産業インフラ本部
エネルギー本部
石炭・金属本部
化学本部
食料・アグリビジネス本部
リテール・生活産業本部
産業基盤・都市開発本部

※ 上記本部別構成比は「その他」を除いています。
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195 374 220 355 71 2,007

66 124 30 100 13 516

86 12 △ 53 4 14 127

100 83 △ 69 73 13 408

3,987 2,926 1,305 3,318 694 21,385

3,018 785 462 610 409 9,087

2.5% 3.0% △ 5.3% 2.4% 2.0% 1.9%

162名 259名 109名 174名 57名 2,318名

512名 1,633名 1,909名 3,126名 737名 14,241名

連結従業員数
( 名 )

1,852

1,344

1,034

200
5121,633

1,909

3,126

737

リスクアセット
(%)

8.4

9.4

5.8

16.4

4.4
7.3

4.0

11.6

32.7

（単位：億円）

リテール・
生活産業本部

産業基盤・
都市開発本部

会社合計＊2

食料・アグリ
ビジネス本部

化学本部石炭・金属
本部

＊1 2017年3月期の本部別実績数値については、2017年4月1日付の組織再編に伴い、公表数値より一部変更になっています。
＊2 会社合計はその他・調整を含みます。
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2017年3月期トピックス

2016
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

株式会社トライステージとの
資本業務提携を通じて
ASEANにおけるリテール
事業を拡大
2016/4/19
リテール・生活産業

双日ロジスティクスと
丸全昭和運輸株式会社、
メキシコで物流合弁会社を設立
2016/6/1

フィリピンの自動車生産・販売会社、
同国の自動車産業育成政策
「CARS Program」の承認を取得
2016/6/16
自動車

パプアニューギニア政府より
海水淡水化設備を受注
2016/8/1
化学

双日グループ、ミャンマーにおける
高度化成肥料の輸入販売事業に参入
2016/10/31
食料・アグリビジネス

▶詳しくはP.8～9へ

デリー～ムンバイ間貨物専用
鉄道の信号・通信工事を受注
2016/5/19
環境・産業インフラ

双日ジーエムシー、
「ペンドルトン（PENDLETON®）」
ブランドの独占輸入販売権および
マスターライセンス権を取得
2016/6/23
リテール・生活産業

福岡県飯塚市にて
太陽光発電所を竣工、
商業運転を開始
2016/10/3
環境・産業インフラ

インドネシア タングーLNG
拡張プロジェクトの最終投資決定
2016/7/1
エネルギー

インドネシアのIoTベンチャーと
資本業務提携
～テレマティクスによる
ビッグデータを活用した物流改善、
新保険サービスの創出～
2016/10/31
航空産業・情報

工、工

用
注

、

デリー～ムンバイ間貨物専用
鉄道の軌道・電化・信号・
通信工事を受注
2016/10/17
環境・産業インフラ

※ 当社ニュースリリースに関する詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
　 URL：https://www.sojitz.com/jp/news/
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2017
12月

1月 2月 3月

国分グループ本社株式会社と
ベトナムで4温度帯物流事業に参入
2016/12/14
リテール・生活産業

双日グループ、日東ベスト株式会社と
ベトナムで日配惣菜製造および
畜肉加工事業に参入
2017/2/28
リテール・生活産業

日本リート投資法人への 
スポンサーサポート
2017/3/29
産業基盤・都市開発

双日グループ、
保育所運営事業へ参入
2016/12/15
産業基盤・都市開発

インドネシア・ジャワ1ガス焚き
火力発電プロジェクトの
売電契約締結
2017/1/31
環境・産業インフラ

ハバロフスク国際空港
新旅客ターミナルの建設・
運営共同事業に関する覚書の
締結
2016/12/16
航空産業・情報

ミャンマーでシティ・マート・
グループと外食事業に進出
2017/1/31
リテール・生活産業

西北プライウッド株式会社
とともに宮城県石巻市で
合板の表面塗装加工
会社を設立
2017/3/8
リテール・生活産業

ドイツの大手化学品
商社を買収
2017/2/20
化学

▶詳しくはP.12～１３へ

双日グループ、インドネシアの
デルタマス・シティ（KOTA DELTAMAS）の
工業団地を拡張
2017/3/16
産業基盤・都市開発

「なでしこ銘柄2017」に選定
2017/3/24

フィリピンの自動車生産・
販売会社、「ミラージュG4」
の生産を開始
2017/2/27
自動車

のの
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当期の振り返り
●	 	米国でのBMWディーラー事業や、プエルトリコ・タイで
の輸入販売事業などが堅調に推移

●	 	米国で培ったビジネスモデルを活かし、ブラジルでの
BMWディーラー事業など、地域を広げたディーラー事
業の拡大を推進

●	 	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、新興国での新たな事業を展開

●	 	フィリピンでの三菱自動車購入者向けオートローン事業
など、確固たる市場プレゼンスを有する市場で事業基盤
を拡充

自動車本部
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本部の概要と目指す姿

世界の自動車産業バリューチェーンにおいて、		
高度な機能と付加価値の創出を目指す
●	 	米国をはじめとする先進国、また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、	 	
中南米などで各種事業を展開

●	 	中核事業の一つである組立・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パートナーと	 	
役割を分担し、安定的な収益確保を図る

●	 	米国、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は、	 	
地域特性を踏まえたビジネスを積極的に展開、さらなる投資と事業の拡大を目指す

●	 	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の提供

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

価値創造を可能にする強み
▶		成長が見込まれる新興国をはじめ、世界に有する30社の
事業会社・約3,000人の社員（持分法適用会社を含む）を
通じて蓄積した事業会社経営実績と経営人材

▶		組立・卸売事業やディーラー事業の専門的ノウハウおよび
市場に対する知見

▶		「世界各地で一定以上の規模を有する事業会社を経営し、	
	 	現地で雇用・育成した社員とともに成長することで、地域
に根付いた発展を図る」というモデルを通じて、経験と経
営力を身に付けた経営人材を持続的に輩出し続けうるシ
ステム

自動車本部
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戦略と取り組み
　大きく変化するグローバル環境において、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。同事業は、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、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、さまざまな新規ビジネス
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。
　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 Import	Motors,	Inc.（BMW／MINIディーラー）

注力事業：組立・卸売事業
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
　当本部では、プエルトリコ、タイなどで順調に業績を伸
ばしているほか、ロシアやフィリピンなどでも確固たる市
場プレゼンスを発揮、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。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
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
　米国カリフォルニアで約30年以上の実績を有し、現在
BMW、MINIディーラーを4店経営。中古車販売・アフ
ターサービスに特徴があり、高収益を上げる経営モデル
を確立しています。潜在的に大きな自動車需要があるブ
ラジルにおいては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年に買収しました。米国で培ったビジネスモデルを
活かし、先進国に限らず地域を広げて優良案件の発掘、
事業拡大を図っていきます。

自動車本部長

村井	宏人

成長戦略「３つの柱」を掲げ、
持続的な発展により
世界の自動車産業に貢献します。

く、いかに市場の成長を取り込んでいくかが課題です。
　「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カギと
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、国境を超えた登用・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と、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。
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当期の振り返り
●	 	航空分野では、ボーイング社関連取引、中古機・パーツ
アウト事業などが順調に推移。ビジネスジェット運航会
社への出資、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

●	 	船舶事業は市況低迷の影響を受けたが、今後期待され
る回復局面へ向けた布石を着実に実行

●	 	情報産業分野では、情報産業子会社の一部売却による
関連会社化の影響により増益。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を引き続き
推進
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価値創造を可能にする強み
▶		民間航空機代理店事業において、国内では圧倒的なトップ
ポジションを確立

▶		航空事業において、機体メーカー、エアラインの部品取扱
企業、整備会社、金融機関・投資家を含めたリース会社な
どの業界主要プレイヤーとのネットワークを駆使した協業

▶		アジア各地の空港需要や機体・整備の知見はもとより、商
業施設や交通インフラなど、総合商社ならではのノウハウ
とネットワーク

航空産業・情報本部

本部の概要と目指す姿

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
●	 	航空事業では、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蓄積。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

●	 	船舶事業では、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

●	 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

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・パラリンピックに向けたインバウンド需要の増加

▶		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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戦略と取り組み
　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、航空需要は災害を起因とするイ
ベントリスクにさらされるほか、近年の船舶市況も軟調に推
移しています。安定的な収益基盤の構築に向けて、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航空機リース事業、③中古機・パーツアウト事
業、④ビジネスジェット事業、⑤防衛関連事業、⑥空港運営
事業の6つのセグメントに注力していきます。これらの事業
に当本部また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。またIT分
野においても、単にICTソリューションを提供するだけでな
く、テレマティクス事業・高度道路交通システム事業のよう
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。
　今後、より力強い収益基盤の確立を目指す上では、前述
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・

注力事業：パーツアウト事業
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
　パーツアウト事業は、退役機・経年機を購入し、外部パー
トナーと協働して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となります。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。

注力事業：空港運営事業
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
　空港運営事業は、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。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
「収益の塊」の創出を図ります。

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。

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
事業や空港運営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
やIT事業も同様に、長い歴史を有する「強い事業」といわれ
てきました。今後は個々の事業部が他本部・他事業部との
シナジーにより、新たな価値を創出し続ける事業体へと深
化を図ります。
　当本部の人材は、それらを具現化する知見・能力を有して
いますが、さらなる向上を目指した人材育成を継続し、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、多様な価値を創造し、顧客、そして社会に提供し
ていきたいと考えています。
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環境・産業インフラ本部

当期の振り返り
●  火力発電事業では、新たにインドネシアおよび米国市場
へ参入

●  国内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で新たに軌道敷設、電
化、信号・通信工事を受注

●  スペインの軸受部品事業へ参画し、これまで中国市場で
培ったノウハウを欧州市場へ展開
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価値創造を可能にする強み
▶  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
可能

▶  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

▶  新興国市場における大型プラント事業や、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

本部の概要と目指す姿

あらゆる社会インフラを通じて地域・社会の発展を支える
●  再生可能エネルギー事業では、日本・米州・欧州を中心に、太陽光から風力、地熱、バイオマス発電など電源の幅出しに注力
●  電力プロジェクト事業では、優良なパートナーと連携して複数の大型海外火力IPP事業に取り組み中
●  交通・社会インフラ事業では、鉄道プロジェクトおよび関連サービスに加え、港湾・水処理などのインフラ運営へビジネス領域の
幅を広げる

●  医療インフラ事業では、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・運営管理サービスを提供
●  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を実施。さらに、プラント事業の知見を活かした
新しい事業投資機会を創出

●  軸受事業では、中国・欧州で軸受製品・部品製造メーカーに出資。物流拡販、経営支援、在庫機能を発揮した国際供給網を構築
●  産業機械事業では、アジア・南米で表面実装機の販売会社を展開。成長するスマートフォン・自動車電装品需要を取り込む

機 会
▶  国内外の再生可能エネルギーおよびクリーンエネルギーへ
の関心の高まり

▶   新興国での電力需要伸長に伴う大型安定電源を供給する 
火力IPP事業への高いニーズ

▶   新興国での交通・社会・医療インフラ、環境対策強化への
需要の増加

▶   各メーカー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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戦略と取り組み
　アジア新興国をはじめとして世界的に電力需要はますま
す高まっており、火力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もたらしうる事業であり、スピードを
持って良質な資産を積み上げる考えで、新規開発だけでな
く、既存事業の買収にも注力しています。2016年1月に、
スリランカの火力IPP事業を米国の大手電力事業会社から
買収しました。同事業では運営面にも本格的にかかわり、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・蓄積を図ることで、優位性を高めていく考えです。
2017年1月には、インドネシア国営石油会社プルタミナ
社、丸紅株式会社（以下、丸紅）と協同で、インドネシア・ジャ
ワ島にガス焚き火力発電所および洋上LNG貯蔵・再ガス化
設備の建設・運営を行うIPPプロジェクトに関する長期売電
契約をインドネシア国営電力会社PT PLN（Persero）社と
締結しました。今後、プルタミナ・丸紅・双日は融資組成、そ
して2021年までを予定する建設期間を経て、その後25年
間にわたりPLNに対して安定的に大型電源供給を行い、
インドネシアの伸長する電力需要に応えていきます。さら
に、2017年4月には、当社として初めてとなる米国の発電
事業（バーズボロー発電所）に参画。米国では石炭火力発電
所や原子力発電所の退役に伴って新設の電力供給源への
期待が高まっており、同事業においては高いエネルギー効
率を持つ最新鋭の機器を採用しています。環境負荷を抑え
た電力を安定的に供給することで、米国の電力インフラの
安定化に貢献していきます。
　再生可能エネルギーでは、国内で複数の太陽光発電所を

注力事業：収益基盤の再構築
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
　IPPや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、安定収益基盤の構築を最優先に取
り組みます。また、多様化する社会ニーズや技術革新、民
活（PPP）事業の拡大に呼応し、急増するインフラ整備への
機会を機動的に取り込み、新規事業獲得に向けて、積極的

に取り組む体制を整備。医療インフラ推進室を新設し、化
学本部のメディカルヘルスケア事業推進室を統合するこ
とで、日本政府の戦略でもある高効率の日本式医療を幅
広く世界に展開できるようなプラットフォームの確立に注
力していきます。当本部の由来するニチメン・日商岩井の
機械部門は、かつては会社の重要な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。

執行役員
環境･産業インフラ本部長

橋本 政和

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。

操業・建設中。太陽光にとどまらず、風力・地熱・バイオマス
発電などの案件開発を国内外で推進しています。
　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。当社の
受注額合計は、円借款案件として過去最大規模の3,500億
円超となっています。また、北米では、鉄道車両総合メンテ
ナンス事業を運営するCad Railway Industries社へ出資
しており、これらの取り組みで得られたノウハウを活かし、
北米以外の地域展開も検討しています。
　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。積極的に現場に人材を送り込み、忍耐
力と柔軟性、オーナーシップを身につけることで、全社で
活躍できる人材を
育みたいと考えて
います。

各国の
ことが

肥料プラント（ロシア・タタルスタン共和国）
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エネルギー本部

当期の振り返り
●  開発費や操業費の継続的な改善、および一部の石油ガ
ス権益売却による資産ポートフォリオの適時見直しを行
い、資産価値の維持・向上に注力

●  地球環境に配慮したエネルギー資源の新規導入を検討
する国内外の顧客に対して、各社のニーズに応じた持続
的な安定供給スキームの提案を行い、将来の事業化に
向けた共同調査を推進
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価値創造を可能にする強み
▶  LNG／石油ガス生産事業への参画、LNG／石油製品の
トレード、また原子燃料サイクルにおける総合的なサービ
ス提供など、エネルギー資源分野において、顧客、ならび
に事業パートナーとともに、上流から中下流のバリュー
チェーンを事業環境の変化に即して深化させてきた事業
知見

▶  エネルギー資源に関係するさまざまな領域において、長年
にわたって築き上げた顧客との強固な信頼基盤

機 会
▶   新興国および途上国の経済成長による、エネルギー需要
の中長期的な増加

▶   世界的な環境意識の高まりに伴う、クリーンなエネルギー
資源に対する社会的ニーズの増加

リスク
▶    世界経済の成長鈍化
▶    規制緩和や民営化など、新たな取り組みの前提となる各種
制度の設計変更・導入遅延

▶    石油・ガス価格の変動

本部の概要と目指す姿

エネルギー資源の持続的な安定供給を使命とし、
多様なニーズに応えられる、エネルギー・バリューチェーンを展開
● LNG／石油ガス、原子力などのエネルギー資源を日本に安定供給する仕組みを顧客とともに整備・発展
●  新興国が牽引する世界のエネルギー需要増加に対し、ガスを中心とするバリューチェーンの構築や 
バイオマス燃料への新規取り組みを通じて、低炭素社会の実現を推進する役割を担う
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戦略と取り組み
　世界のエネルギー消費は、中国やインド、その他アジア、
アフリカの新興国を中心とした経済成長に伴い、今後も堅
調な伸びが見込まれています。一方、エネルギー消費の増
加を支えるエネルギー資源（一次エネルギー源）は、地球温
暖化対策の新たな国際的枠組みである「パリ協定」の発効を
受けて、世界が低炭素社会へ向けて大きく動き出すことに
より、エネルギーミックスに占める天然ガスや再生可能エネ
ルギーの割合がこれまで以上に増加していくと予想されま
す。
　エネルギーミックスの大きな変化が予測される中、長き
にわたり築き上げてきた顧客との強固な信頼関係と、事業
にかかわる幅広い事業知見を活かして、地球環境の保全と
経済成長の両立という社会的な課題への適切なソリュー
ションを提供することが、エネルギー資源を取り扱うわれわ
れの使命といえます。
　以上の事業環境を踏まえ、当本部では、世界各国の発展
段階ごとに異なる多種多様なニーズを満たすエネルギーの
バリューチェーン展開を図り、低炭素社会の実現に向けた
取り組みを進めていきます。
　まず、石油ガス分野については、既存の上流権益事業に
おける操業コストの改善を引き続き進めることで、市況低
迷時の耐性強化を図りつつ、並行して、事業環境の変化に
よって競争力が相対的に低下している資産の見極めを行
い、ガスを中心とする中下流事業や再生可能エネルギーの
燃料供給事業などへの入れ替えを進めていきます。
　例えば、インドネシア産LNGのパイオニアとして長年
培ってきたトレーディングのノウハウや顧客基盤をベース
に、LNG受入基地の運営事業、ガス火力発電所へのガス供
給事業、工業団地でのコージェネレーション（熱電併給）事
業、LNG燃料車両への燃料供給事業、といった複数の中下
流事業をパッケージ化し、特にガス需要が高まっているアジ
ア新興国での事業展開を進めていきます。また、木質バイ
オマスなど、再生可能エネルギー分野におけるクリーンな

執行役員 
エネルギー本部長

高濱 悟

顧客との強固な信頼関係を基盤に、 
エネルギー分野における 
社会的課題の解決に取り組みます。

燃料の長期安定供給体制の構築も目指していきます。
　次に、原子力分野ですが、世界最大の原子力産業企業で
あるフランス・アレバ社の日本総代理店として、日本の電力
会社各社に原子力燃料の調達・再処理に関する総合的な
サービスを50年近くにわたって提供しています。また、関
係会社を通じた原子力関連の機器・材料などの販売も行っ
ており、日本の原子燃料サイクル全般に引き続き広く関与
していきます。さらに、今後は安全な廃炉プロセスに資する
新たな技術の発掘・導入に一層注力していく考えです。一例
をあげると、100%子会社のイーエナジー株式会社で展開
している「IH式被膜除去」があります。これは大型橋梁や石
油備蓄基地のタンクなどに施されている防錆・防食塗装の
除去作業に現在使用されている技術ですが、将来的には、
廃炉作業中に発生する各種廃棄物の除染作業への転用も
期待されています。
　エネルギー分野におけるさまざまな社会的課題の解決に
資するビジネスを当本部の事業ポートフォリオに積み重ね
ていくことで、商品市況や原子力発電所の再稼動状況の影
響を受けにくい、長期安定的な収益基盤の確立と企業価値
向上の実現も可能になると考えます。

インドネシア産LNGの出航風景
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石炭・金属本部

当期の振り返り
●  金属資源全般の市況が上昇し、中でも主力の石炭事業
が堅調に推移

●  鋼材市況の回復傾向を受け、持分法適用会社である株式
会社メタルワンが堅調に推移

●  上流資産における継続的なコスト改善への取り組みを
実施

●  一般炭の一部権益売却により資産ポートフォリオが改善
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価値創造を可能にする強み
▶  顧客、サプライヤー、パートナーとの長年にわたる取引を
通じた信頼関係

▶  強固な販売・供給網を基に、日本向けに高いシェアを有す
るロシア炭、高品位鉄鉱石、蛍石、蛭石などの強みのある
商品群

▶  総合商社で唯一、操業も含めて炭鉱を経営（豪州・ミネル
バ炭鉱）。得られたノウハウ・ネットワークを多方面に活用

本部の概要と目指す姿

エネルギー・金属資源の供給を通じて、多様な産業ニーズに応えていく
● 日本をはじめ、その他成長著しい新興国等へエネルギー・金属資源を供給
● 高品位鉄鉱石やロシア炭、フェロニッケル、蛍石、蛭石、貴金属リサイクル等、特徴のあるトレーディング事業
● 豪州やインドネシアにおける石炭を中心に、その他レアメタル（ニオブやニッケル）やベースメタルなどの上流権益事業
● 持分法適用会社である鉄鋼総合商社の株式会社メタルワンを通じた鉄鋼流通事業

機 会
▶   新興国の中長期的な経済発展に伴う堅調な資源・鋼材需要
▶  法規制変更・環境対応などの変化に伴うリサイクル・回収等
の新たな事業領域

▶   技術革新・新素材需要の高まりによる新たな原材料供給機会

リスク
▶  地政学リスクの顕在化
▶   中国をはじめとする新興国需要の需要減退に伴う市況低迷
▶  代替商品の台頭、環境規制強化による一部商品の競争力低
下に伴う取扱量の減少
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戦略と取り組み
　世界各国の発展・成長においてエネルギー・金属資源は
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。当本部は、資源の乏し
い日本や成長著しい新興国への、安定的かつ競争力あるエ
ネルギー・金属資源の供給責務を、引き続き果たしていきま
す。加えて、産業の発展・高度化に伴い、複雑・多様化する
顧客やパートナーのニーズに応えるべく、商社としてリスク
をコントロールしながら、当社ならではの新たな機能や付
加価値を提案していきます。
　2017年3月期は、目標を上回る業績をあげることができ
ましたが、この増益の大半が、世界的なインフラ投資拡大
期待に伴う金属資源全般の市況上昇に大きく依存している
ことを重く受け止めています。従前から継続的に進めてい
る上流権益事業における徹底的なコスト削減や、伝統的に
強みのあるトレーディング事業の再強化が、着実に実を結
びつつあるものの、安定収益基盤の確立に向けては、収益
構造の転換が急務であることを強く認識しており、当本部
では、3つの事業領域ごとに、以下の戦略を進めています。
　まず、トレーディング事業では、伝統的な日本向けの商権
の維持拡大を進めるとともに、需要増が見込まれる新興国
向けの取引の拡大を進めています。従来型のトレーディン
グだけでは、ビジネスモデルが成り立たなくなっていること
から、これまで以上にサプライヤーおよび顧客との結びつ
きを強め、事業環境の変化に伴う多種多様なニーズに応え
ていくことが重要と考えています。
　次に、上流権益事業については、低市況下でも収益を生
むポートフォリオの構築を目指します。そのための方策とし
て、①既存プロジェクトにおける徹底的なコスト削減の取り
組みを継続、②非効率かつ戦略的意義を失った事業からの
早期撤退、③新たな優良資産の獲得、を同時に進めていき
ます。当社は、総合商社として唯一、操業も含めた炭鉱経営
（豪州・ミネルバ炭鉱）を行っており、多くの事業ノウハウを

石炭・金属本部長

尾藤 雅彰

新たな事業領域創出を通じて、
収益構造の転換を図り、
安定収益基盤の構築を目指します。

豪州・ミネルバ炭鉱

じて、

指します。

蓄積しています。自らが炭鉱経営をしているからこそ得られ
る情報収集力・分析力をさらに磨き、経営判断の迅速化・高
度化を通じて、収益性の向上を目指します。
　そして最後は、当社の次期中期経営計画を見据えた新た
な事業領域の創出です。ここでのキーワードは、「サプライ
チェーンの見直し」「環境対応」です。まずは、既存取扱商品
のサプライチェーンを今一度見直し、単なるトレードのみな
らず、ファイナンスやロジスティクスなどの当社が保有する
機能を活用することによって、集荷、在庫、加工などの下流
域への進出を図っていきます。また、昨今の法規制変更や、
環境意識の高まりなどの事業環境変化を商機と捉え、従来
の原材料・燃料供給ビジネスにとどまらない新たな事業モ
デルの創出にも挑戦します。例えば、資源循環型社会の到
来を見据えた資源リサイクル・回収事業への参画、土壌環
境規制への対応に向けた土壌改良材の取扱い、また電気自
動車需要の高まりに対応した原材料の取扱いなどを進めて
いきます。かかる新事業領域の創出にあたっては、いわゆる
「新技術」「新素材」の利用・活用が鍵になると考えており、そ
ういったテクノロジーの育成も商社の使命と捉えています。
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化学本部

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、中国を中心とするトレーディング
や北米での石油樹脂事業が堅調に推移

●	 	機能化学品ならびにメタノール事業拡大のため、ドイツの
大手化学品商社ソルバディス・ホールディングを買収
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価値創造を可能にする強み
▶		競合他商社と比較しても引けを取らない事業規模
▶		全世界の充実した顧客基盤と、これを背景にした幅広い商
材と上流から下流までのバリューチェーン

▶		インドネシアに製造拠点を持つメタノール事業は業界屈指
の規模

▶		合成樹脂事業はグローバルな販売・調達ネットワークを構
築し、取扱量は年間約100万トンに及ぶ

▶		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が強み

▶		米国石油樹脂事業は、生産から販売までのバリュチェーン
を確立

本部の概要と目指す姿

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
●	 	化学本部は、産業界における血液として、世界の多様な産業を循環・活性化させていく役割を担う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である

●	 	「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・燃費改善などに取り組む

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

▶			急激な市況・為替変動による事業収益の圧迫

双日株式会社    統合報告書201778



戦略と取り組み
　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。地域としては、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。　
　具体的な戦略としては、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
当本部の強い事業を、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400万トン規模まで拡大していま
す。合成樹脂事業においては、全世界で年間100万トン規
模の樹脂販売を行っていますが、「量の拡大」に取り組み、
150万トン規模への拡大を目指します。新たな事業展開と
しては、2017年3月にドイツの大手化学品商社ソルバディ
ス・ホールディング（以下、ソルバディス）を買収しました。当
本部では、アジア地域において年間100万トン規模でメタ

ノールを生産・販売してきましたが、今回の買収により200
万トン規模の取扱量となります。また、機能化学品におい
ても、ソルバディスが有する強固な販売基盤を通じ、グ
ローバル規模でのシナジー創出を図っていきます。
　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・市場が生まれるという
特徴があり、まさに人材力こそ成長のカギと捉えています。
こうした考えの下、当本部では特に人材育成を重視してお
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。
　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。

注力事業：環境関連ビジネス
多岐にわたる環境関連ビジネスの 
成長分野の拡大に注力
　当社の合成樹脂事業会社である双日プラネット株式
会社は、双日環境方針に沿い、自然生態系や地域環境に
配慮し、事業活動を通じた環境保全および汚染の予防に
取り組んでいます。再生可能エネルギー関連では、米国
小形風車製造企業であるXzeres社の小形風車を日本
国内で販売する小形風力発電事業を展開しています。
小形風力発電は出力規模が20kW未満と一般定義され
ており、大型風力と比べた導入の手軽さも相まって普及
が進んでいます。また、双日プラネット株式会社では、

完全植物由来の樹脂で、主にポリ袋やプラスチック容器
の原料となるグリーンポリエチレンの取扱いも行ってい
ます。そのほかにも、化学本部として、車両軽量化につ
ながる素材の取扱いや、電気自動車向けリチウムイオン
バッテリーの部
材など、多岐に
わたる環境関連
ビジネスに取り
組んでいます。

常務執行役員 
化学本部長

田中	勤

産業と生活を支える素材を取り扱う
本部として、世界の環境変化に
向き合っていきます。
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食料・アグリビジネス本部

本部の概要と目指す姿

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
●  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、食文化の向上への貢献を通じ、生活水準の向上に寄与
●  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、食品原料製造、 
食品製造事業など）まで、国内および東南アジアを中心に優良な事業資産の積み増し

●  既存の優良事業をベースとした周辺国への横展開や、収益の拡張の立案・実行

当期の振り返り
●  肥料事業では、タイ、フィリピン、ベトナムにおいて販売
量が順調に推移したことに加え、原料調達オペレー
ションが奏功したことで利益率が改善し、収益拡大に貢
献。周辺国への横展開では、ミャンマーでの拡販に向け
て販社を設立

●  マグロの加工・養殖事業では、規模拡大に向けて中国で
冷凍倉庫・加工設備を強化。また、稚魚の安定確保のた
めに和歌山県・串本で稚魚養殖事業を取得

●  製粉事業への参画検討など、食料バリューチェーンの中
流・下流事業への事業展開や、収益構造の多角化に向け
た取り組み
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA

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

▶  アジア地域での食の多様化に伴う食料ニーズの増加
▶   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利益率の低下

価値創造を可能にする強み
▶  東南アジアを中心に、地域に根差した強固なネットワーク
を構築

▶  高度化成肥料の製造・販売事業は、タイ、ベトナム、フィリ
ピンでトップシェアを確立。生産拡大に向けた教育プログ
ラムを導入し、農家の方々の収入増加に貢献

▶  ベトナムでは出資するIFV社がASEAN最大規模の穀物
専用港を保有。食料・飼料の輸入や製粉事業を展開

※  2017年3月期決算において、穀物集荷事業で減損処理を実施しています。
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戦略と取り組み
　東南アジアでの食料市場の拡大に伴い、高品質な食品
へのニーズが増大するほか、食の安心・安全に対する意識
も高まる中で、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、天候リスクや規
制リスクにもさらされています。
　当本部では、さらなる飛躍に向け、優良資産の積み増し
や、既存事業の拡充、中長期的な視野での新たな事業投
資を通じて、日本およびアジアの「安心・安全」な食料供給
の一翼を担うバリューチェーンの構築を目指しています。
その実現のため、収益の柱として安定的に推移している肥
料事業に加え、他事業領域にも積極的に取り組むことで、
収益構造の多角化を図り、安定的な収益の塊を構築してい
きます。肥料事業では、ミャンマーをはじめとする周辺地
域への横展開による中長期的な収益強化を図ります。飼料
畜産・小麦事業では、需要増が見込まれる地域に注力。新
たな資産を獲得し、川上から川下まで事業を行うことで、
事業機会・収益を幅広く取り込んでいきます。さらに、水産
事業についても、食の多様化や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、既存のマグロ養殖・加工事
業を拡張し、加工・販売事業の新規創出に取り組みます。
　こうした取り組みに並行して、各事業の推進力向上、収益
力の強化に向けて、人材育成にも注力しています。当本部

注力事業：肥料事業
新たな地域としてミャンマーでの 
展開・拡販を推進
　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。トップシェアを確立する、タイ、ベト
ナム、フィリピンでは、引き続きマーケティング活動の強
化と生産能力の増強を進め、さらなる需要取り込みと周
辺国への輸出強化を図ります。
　新規地域としては、需要拡大を見据え、ミャンマーで
の拡販に向けた販社を設立。その他の周辺国でもテスト
マーケティング・分析を進めており、販売・製造事業の展
開に取り組んでいきます。

注力事業：食品事業（食料原料を含む）
アジア地域における事業の進化と 
バリューチェーンの構築
　製粉事業では、長年のトレード・事業運営で培った業
界の知見やパートナーシップという基盤を活かし、東南
アジアで製粉工場・販社の設立に参画していきます。ま
た、この地域で進展している食の西洋化をチャンスと捉
え、日本の技術を活用した製パン事業の拡張に取り組
み、バリューチェーンの構築・強化を図っていきます。
川上から川下まで一貫した事業を行うことで、事業機会
を幅広く取り込み、大きな収益の塊の創出に貢献して
いきます。

執行役員
食料・アグリビジネス本部長

市村 由昭

食の「安心・安全・安定供給」を使命とし、 
人々の生活水準向上に
貢献していきます。

ベトナムで展開する高度化成肥料製造・販売事業 
（Japan Vietnam Fertilizer社）

では多くの事業会社を保有しており、人を育てるには恵ま
れた環境にあると捉えています。さまざまな地域・ステージ
において、事業会社を運営する機会を創出・拡大していくこ
とにより、現場を理解し、地域に根付いた事業をマネジメン
トできる人材の育成を推進します。
　今後は、新たな事業展開も視野に入れており、年次、所
属組織にとらわれず、総合的な経験値の向上につながる、
より効果的なジョブローテーションを構築します。そして、
これまで以上に人材の育成を加速することで、実行体制を
強化し、ステークホルダーから信頼される本部を目指して
いきます。
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リテール・生活産業本部

当期の振り返り
●  ベトナムでの日配惣菜製造および畜肉加工事業や4温
度帯物流事業の開始など、ASEAN各国の発展段階に応
じた食品・リテール事業の展開を加速

●  国内大手SPA向け衣料品OEM事業、子会社における
繊維製品の製造販売、卸売事業が順調

●  木材関連事業では、住宅着工数も高水準であったことや
低金利と住宅減税の継続に伴う消費者の底堅い購買意
欲により、堅調に推移

●  商業施設事業は、バリューアップ後の所有施設の売却に
加え、施設運営事業が堅調に推移
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA

機 会
▶   ASEAN域内の経済成長による内需拡大に伴う趣向の多様化
▶   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
▶   生産性向上に寄与する日本の技術への需要
▶   環境意識の高まりに応える製品の取扱量の増加

リスク
▶  ASEAN各国の法律・制度変更
▶  ASEANでの食に関する品質管理の厳格化によるコスト増加
▶  各生産国での社会（人権・環境）リスクの増加

価値創造を可能にする強み
▶  長年の歴史を経て確立した、ASEAN各地におけるネット
ワークや顧客基盤

▶  輸入合板およびテキスタイル販売事業において、国内市場
でトップクラスのポジションを獲得

▶  モノ（物販）からコト（体験型）への消費トレンドの変化に
伴い、商業施設の再生事業等において全体コーディネート
型のプロジェクトマネジメント力を発揮

▶  食品・リテール事業におけるASEANでのバリューチェーン
の構築

本部の概要と目指す姿

各地の生活基盤・地域基盤の発展に向けて「機能提供型」の事業を創出
●  国内および成長著しいASEANを中心とした消費者のニーズにこたえる食品リテール関連ビジネス、ライフスタイルに 
関連した物資・サービスを提供するビジネスに経営資源を集中

●  商業施設運営事業では、テナント管理・物流管理のノウハウや食文化など、日本のコンテンツとASEANを結ぶ 
リテール・プラットフォームを構築

●  繊維事業では、衣料品OEM事業にて国内大手SPAの生産を支援
●  林産資源事業では、合板・木材・建材の取扱いが中心。国内の合板販売では業界最大手
●  国内で培った成功モデルを、ASEANを中心とした海外へ輸出展開し、国内外双方でビジネス基盤を構築

※ 2016年3月期実績については、旧組織を簡易的に新組織に組み替えた
 ものです。
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戦略と取り組み
　当本部は、林産事業、物資・ライフスタイル事業、繊維事
業からなる旧生活資材本部に、食品・リテール事業と投資マ
ネジメント事業を統合させた本部です。「消費者」をキーワー
ドに、長い歴史と確たる収益基盤、顧客基盤を活かす組織
と、新しい事業領域開拓のために事業投資を主たる戦術と
して、よりリテールに近い領域のプラットフォームをつくって
いく取り組みを進めてきた事業を統合することで、その行
動と事業領域の拡大を加速化させるのがその目的です。
　私自身は当本部を「機能提供型組織」としていきたいと強
く考えています。その意味するところは、ただ物販を行うと
いうのではなく、時間を消費する、あるいはコトを体験する
といった空間を、当社の総合力を駆使して創り上げていく、
それをスピーディに、着実に、そして当然のことながら収益
性を伴うような形でマネジメントしていくという考えに基づ
いているものです。
　OEM事業を中心とした繊維事業、木材関連事業、物資
関連、商業施設など、日本国内の事業、あるいは海外から
輸入した商材の国内販売といった事業については一定の基
盤ができています。従って、今後はその基盤にASEANへ
の展開を加えていきたいと考えています。これは、単に日
本のモノを輸出するということではなく、国内で培った商業
施設や食肉事業などの事業モデルや成功事例を、ASEAN
をはじめとする海外に展開していくということです。その展
開の中では、雇用を生み出し、楽しい場を作り、地域活性化
に貢献するといった価値を提供できると捉えています。
　今後の成長に向けた新規投融資については、「収益の塊」
に直結するような事業への投資を手掛けていきます。その
中では、商業施設の再生投資事業のような、投資したその
日から収益貢献が可能な案件や、中長期的に2～3年かけ
て収益化する案件など、バランス良く取り組んでいきます。
　今後、本部として収益を拡大していくにあたり、軸となる
考え方は、収益とリスクの取り方のポートフォリオバランス
を最適化するということです。収益パターンにはトレード、
事業投資、リスクマネーを投下しないフィービジネスの3通
りがありますが、これを最適な割合でミックスして収益の 双日ジーエムシー株式会社が取り扱う「ペンドルトン」ブランド商品

執行役員
リテール・生活産業本部長

横山 直樹

高い志、シャープな技術力、
スピードある行動力の3本柱で
価値を創出します。

ポートフォリオを作っていく考えです。リテール・生活産業と
いう裾野の広い事業領域においては、特にどのようなリス
クの取り方、どのような収益の取り方を最適配合していくか
が、本部経営の一番重要な部分だと考えます。
　事業投資を進めていくにあたっては人材が重要な鍵とな
りますが、事業投資は机上だけで学べるものではなく、ライ
ブディールを通じた徹底的なOJTの中でしか育ちません。
従って、新しい投資案件の場をどんどん作り、若手社員に厳
しいことや苦しいことを経験させながら育成していきます。
そのためにも、新規投資案件を積極的に発掘していかなけ
ればならないと考えています。
　私たちの事業は、ASEAN・国内の地域発展や雇用創出、
環境問題などの社会的課題の解決に直結しており、そこで
本当に価値を創出しているかどうかは、事業が2～3年で
終わってしまうのではなく、中長期的に継続できるかにか
かっています。社会的意義と収益性を両立させるため、高
い志とシャープな技術力を持ち、スピードある行動力を発
揮することで、社内、あるいは社外のステークホルダーの
方々に誠意誠実を持ってソリューションを提供していく、そ
のような本部にしていきます。そして、徹底的なOJTに
よって人材の力を高め、中長期的に収益を生み出す「収益
の塊」を拡大し、社会に対しても大きな価値創出を果たして
いく所存です。
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産業基盤・都市開発本部

当期の振り返り
●  アジアで展開する海外工業団地事業では、計画どおり引
渡しを完了。インドネシアのデルタマス・シティ工業団地
は拡張を決定

●  国内不動産事業も順調に推移
●  保育所運営事業を開始
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA

機 会
▶   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・パラリンピック特需、インバウンド旅行客
の増加などに伴う事業機会の増加

リスク
▶  アジア各国の法律・制度変更、景気・為替変動リスク

価値創造を可能にする強み
▶  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

▶  工業団地の開発・分譲のみならず、アジアに進出する日系
企業へのソリューション提供を可能とした、各国における
さまざまな産業分野での経験・実績

▶  住宅開発における長い歴史と実績および製販管一貫体
制を通じた、マーケット密着型の商品開発・サービス提供

▶  日本リート投資法人保有資産の価値向上に資するアセット
マネジメント・プロパティマネジメント・ビルマネジメント・
総合生活サポートなどの各関連サービス機能

本部の概要と目指す姿

都市機能の高度化と産業発展に資するインフラを整え、
人々の生活水準の向上に貢献する機能提供型本部を目指す
●  アジア・日本を中心に、海外工業団地の開発運営、マンションなどの住宅開発をはじめとする社会・生活・都市インフラの開発・
運営事業、J-REITなどのアセットマネジメント事業および保育などの生活関連サービス事業に経営資源を集中し、相乗効果を発揮

●  変わり続ける社会や経済活動の中で生活者のニーズを把握し、機能提供型事業の展開・創出に取り組む

※  2016年3月期実績については、旧組織を簡易的に新組織に組み替えた
ものです。
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戦略と取り組み
　これまで双日は、工業団地や分譲マンションなどの
インフラ開発、そして各種管理事業などを展開してきま
したが、リスクマネジメントの高度化に加え、安定収益化
が進んできたことから、こうしたインフラの開発・運営・管
理などを一連の事業として展開すべく、2017年4月に
当本部が設立されました。土地や建物を開発して販売す
るだけでなく、さまざまな周辺施設・サービスによる機能
を付加して、人々の生活水準の向上に資する新しいビジ
ネスを創出することが当本部の役割と捉えています。
　例えば、インドネシアで取り組んでいるデルタマス・シ
ティ総合都市インフラ開発事業。都市機能の拡張という
社会的課題に対し、マスタープランに基づき行政、教育、
商業、住宅、工業団地などを一体・複合開発しています。
従前より工業団地の開発・分譲、周辺インフラ整備や進出
サポートなどは行ってきましたが、総合的な都市開発まで
手掛けられるようになってきました。まさに、総合商社と
してより大きな絵を描いて実現していく取り組みです。
　一方、規模が大きく市況変動の影響を受ける事業であ
るため、高度なリスクマネジメントと的確なポートフォリ
オ構築が重要です。リスクマネジメントでは、一定のシー
リングの中で事業推進するとともに、予兆管理で先を見
て、かつスピードを持って対処していきます。ポートフォ
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高度なリスクマネジメントと 
的確なポートフォリオ構築を通じ、 
安定的な収益向上を実現していきます。

リオについては、開発事業とアセットマネジメントなどの
周辺サービス事業とのバランスの取れた収益モデルや
カントリーリスクを踏まえた資産分散などに注力し、安定
的な収益向上を実現していく考えです。
　特に、アセットマネジメントや総合生活サポート事業と
いった周辺サービス事業の拡充は、当本部の成長戦略の
柱の一つであり、収益安定化に直結する重点事項です。
新たに始めた保育所運営事業はこうした戦略に基づくも
のです。保育所運営事業は、女性活躍推進および働き方
改革という国をあげてのテーマへの解決事業であり、双
日が標榜する「2つの価値」を象徴する事業ともいえます。
　私は、ビジネスを進めていく上で、創造性を持って徹底
して「やりきる」ことが極めて重要だと考えています。時間
軸を常に意識して事業に取り組むとともに、プロフェッ
ショナリティを磨いて競争優位を見出し、ミッションを完遂
していくことにより、創
造性が発揮されます。当
本部を創造性を強みと
する組織に作り上げ、収
益の塊をさらに強力に拡
大していく考えです。

保育所運営事業

注力事業：アセットマネジメント事業
3,000億円規模の運用受託資産への成長
とともに、周辺サービス事業も含めた 
事業の高度化を図っていきます。
　当本部では継続的にアセットに絡む収益モデルの確
立を目指しています。リート事業にて双日リートアドバ
イザーズ株式会社が運用受託する資産規模は約
2,000億円ですが、2020年を目処に3,000億円へ
の拡大を目指しており、当本部は新規開発やブリッジ
機能、管理サービス提供によるバリューアップなどを
通じてサポートしていくことで、これら周辺事業により
収益の厚みを増していく考えです。

注力事業：デルタマス・シティ総合都市インフラ開発
新たに開発用地を取得。総合都市インフラ
としての機能をさらに高めていきます。
　工業団地では、すでに自動車・バイク、生活資材、日
用品などに関連する企業が約200社進出しています。
2017年に新たに開発用地を取得し、総面積では日系
資本の総合都市インフラ開発として世界最大規模、工
業団地エリアはインドネシア最大規模を誇っていま
す。工業団地に加え、住宅・商業エリアの開発も進め、
総合都市インフラとしての機能を高め、さらなる事業
発展を図っていきます。
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