Corporate

Profile

着実な成長を重ね、将来の飛 躍へ
過去から学び、新たな目標に挑戦し続けてきた双日。
これからも、現場起点でのスピード経営の実践と
「収益の塊」
の創出・拡大を追求し続けてまいります。

双日は創設以来、過去から学び、常に新しい挑戦と成長
を追い求めてきました。
その一環として、近年は安定収益事業、すなわち「収益
の塊」を創出するために、商社の課題である市況に左右
されにくい収益基盤の構築とともに、2015年4月より、
スピード感を持って価値創造を実現するために9本部制を
導入しました。
現場の近くで判断するスピード経営を実行し、収益性の
改善に努めた結果、前中期経営計画期間においては強固な
収益基盤を確立することができました。
この「収益の塊」をさらに積み上げるべく、2018年5月、
当社は｢中期経営計画2020 〜Commitment to Growth〜｣
を発表しました。これまでの収益力強化に向けた取り組み
を確実に成長に結びつけ、将来の飛躍に挑戦する決意を
「Commitment to Growth」という副題に込め、「着実
な成長の実現」というテーマに取り組んでいきます。
当社に脈々と流れる「挑戦し続ける精神」を再認識しな
がら、「双日が得る価値」と「社会に還元する価値」の
「2つの価値」の最大化を追求し、持続的な成長と豊かな
社会の創造を実現してまいります。

代表取締役社長 CEO

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。
双日グループスローガン

行動指針

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

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。
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双日のあゆみ
双日グループは、ニチメン株式会社と日商岩井株式会社が2004年4月に合併して誕生しました。
両社は、開国、明治・大正期の産業革命、戦後復興、高度成長といった近代日本の発展の過程で
大きな役割を果たしてきた日本綿花、岩井商店・鈴木商店を源流とする歴史ある商社です。
1862年

1896年

岩井文助商店創業

1943年

岩井商店創業

1874年

岩井産業に商号変更
1968年

1928年

鈴木商店創業

日商設立
1892年

日商岩井発足
1943年

日本綿花設立

2004年

双日株式会社発足

日綿實業に商号変更
1982年

ニチメンに商号変更

双日の価値創造モデル
双日は、事業基盤の拡充や持続的な成長といった「双日が得る価値」と、地域経済の発展や環境保全などの
「社会に還元する価値」という「２つの価値」の実現を目指しています。
世界各地のニーズを把握し、多彩な機能を発揮してスピーディな経営判断を実践しながら
「２つの価値」が重なる事業価値の最大化に挑戦していきます。
すべてのステークホルダーの「豊かな未来」を創造し続けていくこと。それが双日の存在意義です。

豊かな未来

2つの価値
共通価値の創造

双日が得る価値

社会に還元する価値

・事業基盤の拡充

・地域経済の発展

・持続的な成長

・事業活動に関わる
環境保全／人権の尊重

世界
ニーズの
把握

人財

機能の発揮

新しい発想
スピードの追求

戦略

ビジネス
ノウハウ

国内外
拠点

ガバナンス
顧客との
つながり

財務基盤

人材基盤

ブランド

事業基盤
信頼
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自動車本部

完成車輸出・現地組立製造販売、
自動車卸売といった中核ビジ
ネスを 、経 済 成 長 著しく自 動 車 需 要 の 拡 大 が 見 込 まれる
ASEAN、
ロシアNIS等で展開中。
また米州、
日本、
ロシア等での
ディーラー事業の拡大に加え、新たな事業領域として品質検査
事業や販売金融事業等に取り組んでいます。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.（現代自動車の輸入・販売）
〈70.0%〉
● Subaru Motor LLC
（ロシアにおけるスバル車輸入総代理店）
〈65.6%〉
● Sojitz de Puerto Rico Corporation
（現代自動車の輸入・販売）
〈100.0%〉
● Weatherford Motors Inc.
（米国におけるBMWディーラー事業）
〈100.0%〉
● Stratosphere Quality LLC
（品質検査関連サービス事業）
〈65.0%〉
● 双日オートランス株式会社
（四輪・二輪部品の輸出入取引、建設機械等の海外ディストリビューション）
〈100.0%〉
●

機械・医療
インフラ本部

PPP型病院運営事業の拡大と周辺に広がるヘルスケア・ビジ
ネスの創出、
プラントEPCビジネスや環境対応を始めとする
新規事業創出に取り組んでいます。
また、各産業の下支えと
なる産業機械・ベアリングなども取り扱っています。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
双日マシナリー株式会社（一般産業機械類の輸出入・販売）
〈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）
〈100.0%〉
● FUJI Machine Asia Pte. Ltd.
（表面実装機および関連装置の販売・サービス）
〈86.0%〉
● LLC“ Kawasaki Gas Turbine Service RUS”
（川崎重工業株式会社製ガスタービンのメンテナンス事業）
〈49.0%〉
● Sojitz Hospital PPP Investment B.V.
（トルコ病院施設運営事業への投融資）
〈100.0%〉
●
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民間航空機・防衛関連の代理店やリース、
パーツアウト、
ビジ
航空産業・
ネスジェットなどの航空事業のほか、空港運営や鉄道などの
交通プロジェクト 交通インフラ事業に取り組んでいます。また、新造船や中古船
などの各種船舶および舶用機器を取り扱う船舶事業も手掛
本部
けています。
主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
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）
〈100.0%〉
● Phenix Jet International, LLC
（ビジネスジェット運航管理支援、
チャーター販売等）
〈75.0%〉
● Phenix Jet Hong Kong, Ltd
（ビジネスジェット運航管理支援、
チャーター販売等)〈56.3%〉
● 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）
〈100.0%〉
● Cad Railway Industries Limited
（鉄道車両総合メンテナンス事業）
〈40.9%〉
●

Sojitz Corporation Corporate Profile

4

エネルギー・
社会インフラ
本部

LNG調達から受入基地・ガス火力発電までの一貫事業を
中心とするガス・LNGバリューチェーンの構築および太陽
光・風力発電を主体とした再生可能エネルギー事業を手掛
けています。
また、AI・IoTの進化を背景とした高度な社会
インフラ整備にも取り組んでいます。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
未来創電上北六ヶ所株式会社（太陽光発電事業）
〈100.0%〉
● Alten RE Developments America B.V.
（太陽光発電事業への投資)〈66.7%〉
● S4 Chile SpA(太陽光発電事業への投資)
〈67.4%〉
● Mirai Power Europe Limited
（風力発電事業への投資)〈100.0%〉
● Blue Horizon Power International Ltd.
（ガス火力発電事業への投資）
〈100.0%〉
● Blue Horizon Power America, Inc.
（ガス火力発電事業への投資）
〈100.0%〉
● Sojitz Kleen LLC
（ガス火力発電事業への投資）
〈100.0%〉
● Sojitz Generation DMCC
（発電事業の開発）
〈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）
〈100.0%〉
● さくらインターネット株式会社
（クラウドサービス・データセンター事業）
〈28.1%〉
● 東京油槽株式会社
（石油化学製品等保管、倉庫、運送業務）
〈100.0%〉
● Sojitz Energy Development Ltd.
（石油・ガス開発）
〈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）
〈50.0%〉
● イーエナジー株式会社
（原子力機器類、研究炉向け原子燃料の販売）
〈100.0%〉
●
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金属・資源本部

石炭・鉄鉱石・ベースメタル・レアメタルなどの金
属資源や鉄鋼分野において、上流権益投資およ
びトレーディング事業に取り組んでいます。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
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）
〈100.0%〉
● Sojitz Coal Resources Pty. Ltd.
（石炭鉱山への投資）
〈100.0%〉
● Sojitz Resources
（Australia）Pty. Ltd.（アルミナ生産会社への投資）
〈100.0%〉
● Sojitz Moolarben Resources Pty. Ltd.
（石炭鉱山への投資）
〈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）
〈40.0%〉
● Coral Bay Nickel Corporation
（ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・販売）
〈18.0%〉
● Japan Alumina Associates
（Australia）Pty. Ltd.（アルミナ生産会社への投資）
〈50.0%〉
● Cariboo Copper Corp.
（銅鉱山への投資）
〈50.0%〉
● 日本積層造形株式会社
（金属3Dプリンタ用金属粉製造販売、受託造形サービス）
〈66.0%〉
●

化学本部

メタノールを中心とする液体ケミカルや、合成樹脂などの石
油化学製品、工業塩・レアアースといった無機化学・鉱産系
商品のトレーディング・事業投資を展開しています。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
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）
〈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）
〈46.6%〉
● PT. Kaltim Methanol Industri
（メタノールの製造・販売）
〈85.0%〉
● solvadis holding S.à r.l.
（化学品の貿易・販売）
〈100.0%〉
●
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食料・
アグリビジネス本部

食の
「安心・安全」
を提供する事業として、
アグリビジネス事業、飼料畜産事業、養殖
や加工などの水産事業、食料事業（原料・
食品）
などを推進しています。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
Atlas Fertilizer Corporation
（肥料製造販売、輸入肥料販売）
〈100.0%〉
● Japan Vietnam Fertilizer Company
（肥料製造販売）
〈75.0%〉
● 双日ツナファーム鷹島株式会社
（マグロ養殖）
〈100.0%〉
● Dalian Global Food Corp.
（大連翔祥食品）
（マグロ加工）
〈51.0%〉
● Interﬂour Vietnam Ltd.
（製粉事業、港湾事業）
〈20.0%〉
● ヤマザキビスケット株式会社
（菓子の製造、販売）
〈20.0%〉
●

産業基盤・
都市開発本部

海外工業団地開発・運営事業、社会・生活・都市インフラ
関連事業、
マンション
（分譲・賃貸）開発事業、J-REIT運
用事業、不動産総合管理事業、総合生活サポート事業な
どの多種多様な事業に国内外で取り組んでいます。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
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）
〈100.0%〉
● 株式会社アンジェリカ
（保育所運営事業）
〈100.0%〉
● 双日リートアドバイザーズ株式会社
（投資運用業）
〈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）
〈25.0%〉
●
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リテール・
生活産業本部

食品流通事業、商業施設運営事業、
ブランド事業、消費財流通事業、
繊維事業、林産資源事業など、消費者のニーズに応える多種多様な
事業に国内外で取り組んでいます。

主要関係会社および事業内容〈出資比率〉
双日食料株式会社（砂糖・糖化製品・乳製品・農畜水産物・加工食品・その他各種食料品の販売）
〈100.0%〉
● 双日建材株式会社
（総合建材販売）
〈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）
〈100.0%〉
● 双日商業開発株式会社
（ショッピングセンターの保有、賃貸、運営）
〈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）
〈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）
〈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）
〈100.0%〉
● 株式会社トライステージ
（ダイレクトマーケティング支援事業）
〈19.9%〉
● 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）
〈22.3%〉
● Saigon Paper Corporation
（家庭紙・産業用紙の製造・販売）
〈95.24%〉
●

Sojitz Corporation Corporate Profile

8

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）
双日は、企業理念に掲げる「新たな価値と豊かな未来」を創造し続けるため、中長期的に取り組むべき6つのサステナビリティ重要課題を
定め、それぞれに目標を設定し、サステナビリティの向上に取り組んでいます。

事業に関わる
人権の尊重

人権

事業を通じた
地球環境への貢献

環境

企業理念
持続可能な資源の
開発・供給・利用

資源

多様な人材の活躍･
ダイバーシティの推進

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。

人材

地域社会とともに
発展・成長を実現

地域社会

ガバナンス

有効性と
透明性を重視

2050年を見据えた長期ビジョン
「サステナビリティ チャレンジ」
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。
サステナビリティ重要課題の内、「環境」と「人権」については、

事業への影響を踏まえ、長期ビジョンを設定しています。その達

パリ協定や持続可能な開発目標（SDGs）など国際社会が持続可

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、

能な社会の実現に向け取り組みを加速する動きや、将来の双日の

恒常的に人権尊重の取り組みを拡大していきます。

サプライチェーンCSR
双日グループの事業活動は、多様な国・地域の取引先とのかか

ステークホルダーの人権尊重、地球環境保全を行うべく、サプラ

わりによって成り立っており、それぞれの業界の特性を踏まえな

イヤーに対して、以下に掲げる項目の理解と実践を求め、取引先

がら、サプライチェーンにおいてもCSRの取り組みを進める必要

とともに、企業活動と社会・環境の共存共栄を目指します。

があります。双日グループは、適切な事業活動と、事業に関わる
1

双日グループ
サプライチェーン
CSR行動指針

従業員の人権を尊重し、非人道的な扱いを行わない。

2

従業員に対する強制労働・児童労働を防止し、適切な労働時間を守り、最低賃金を確保する。

3

雇用における差別を行わない。

4

労使間の円滑な協議を図るため、従業員の結社の自由、団体交渉権を尊重する。

5

従業員に対して安全、衛生的でかつ健康的な労働環境の提供に努める。

6

内外の関係法令を遵守し、公正な取引および腐敗防止を徹底する。

7

製品やサービスの品質・安全性を確保する。

8

事業活動において、自然生態系、地域環境および地球環境の保全に配慮するとともに、
環境汚染の予防に努める。

9

上記に関する情報の適時・適切な開示を行う。

※サステナビリティ重要課題「事業に関わる人権の尊重」の実践に向け、双日グループ サプライチェーンCSR行動指針に加え、2017年7月に双日グループ
人権方針を制定しています。人権方針は、当社ウェブサイトをご覧ください。
https://www.sojitz.com/jp/csr/humanrights/
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会社概要（2018年6月30日現在）
会社名

双日株式会社

英文名

Sojitz Corporation

設立

2003年4月1日

資本金

160,339百万円

代表者

代表取締役社長

本社所在地

〒100-8691 東京都千代田区内幸町2-1-1

国内：1支社、4支店

拠点数

海外：83（現地法人、駐在員事務所等）
連結対象会社数

国内：117社
海外：320社

藤本 昌義（ふじもと まさよし）

単体：2,343名

従業員数

連結：17,917名

TEL：03-6871-5000

2768

証券コード

FAX：03-6871-2430
現地法人
支店
■ 事務所・営業所
■
■

業績サマリー
売上高（日本基準）

当期純利益（当社株主帰属）/
ROE

（億円）

40,066

42,091

（億円）

総資産 / 自己資本比率

（億円）

23,504

568

37,455

10.0%

20,567

21,385

408

365

25.7%
25.3%

7.6%

25.0%

6.8%
16/3

17/3

18/3

16/3

17/3

18/3

当期純利益（当社株主帰属）

16/3

ROE

17/3

総資産

18/3

自己資本比率
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