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双日の価値創造モデル

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）

世界

戦略

ガバナンス

事業基盤

信頼信頼

人財

ビジネス
ノウハウ

財務基盤

国内外
拠点

人材基盤
ブランド顧客との

つながり

新しい発想

ニーズの
把握

機能の発揮

スピードの追求

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
岩井文助商店創業

1874年
鈴木商店創業

1892年
日本綿花設立

1943年
日綿實業に商号変更

1982年
ニチメンに商号変更

2004年
双日株式会社発足

1928年
日商設立

1968年
日商岩井発足

1896年
岩井商店創業

1943年
岩井産業に商号変更

双日では、将来にわたり「2つの価値」を創造し続けるため、事業を通じて中長期的に取り組む6つのサステナビリティ重要課題
（マテリアリティ）を定め、グローバルな環境・社会課題の解決と企業活動との融合促進、及びその体制の構築に取り組んでいます。

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。

人 権 環 境

地域社会資 源

人 材 ガバナンス

事業を通じた
地球環境への貢献

有効性と
透明性を重視

持続可能な資源の
開発・供給・利用

事業に関わる
人権の尊重

多様な人材の活躍･
ダイバーシティの推進

地域社会とともに
発展・成長を実現

双日グループは事業を通じ、事業基盤の拡充
や持続的な成長などの「双日が得る価値」と、
地域経済の発展や環境保全などの「社会が得る
価値」といった『2つの価値』の創造を図って
います。
双日と社会それぞれの視点を認識し、双方に
とっての価値を最大化していくことが、企業
理念にある「新たな価値と豊かな未来」の創造
につながると考えています。
右記の「双日グループの価値創造モデル」は、
企業活動を通じ、継続的に2つの価値を最大化
していくための価値創造プロセスを表してい
ます。

　双日グループは、「中期経営計画2020～Commitment to Growth～」
のもと、保有資産の価値拡大とともに、規律ある投融資の実行を継続
することにより、着実な成長の実現を図ってまいりました。その2年目に
あたる2020年3月期は、米中貿易摩擦や中国経済成長の鈍化、Brexit
の迷走、中東情勢などにより世界経済が減速し、極めて厳しい1年と
なりました。

　最終年度である本年は、引き続き外部環境の激しい変化が続くことが
予想されます。今回の新型コロナウイルス感染症の流行においては、
デジタルの威力が発揮された一方で、人同士の交わりや、対面でコミュ
ニケーションすることの大切さも見直されました。このような状況だから
こそ、ビジネスのあり方そのものが変化する可能性を秘めており、多様な
機能、ノウハウ、人的ネットワークを活かしてさまざまな価値を社会に
提供していく総合商社の存在価値を発揮する時だと考えております。
今後も、優良資産の積み上げ、ビジネス環境の変化・変革を見据えた
新たなビジネスへのチャレンジ、それを実現する発想力と対応力を持っ
た人材の育成に取り組んでまいります。

　双日グループはこれまでも、目まぐるしい変化に対応しながら、独自の
機能や強みを培い、「双日が得る価値」と「社会が得る価値」の「2つの
価値」の最大化を追求してまいりました。今後も変化をチャンスととらえ、
新たな発想で挑戦を続けることで、あらゆるステークホルダーの皆様と
ともに「ビジネスを永続させる」という価値を追求し、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。

2020年6月

代表取締役社長 CEO
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状況だからこそ、ビジネスのあり方そのものが変化する可能性を秘めて
おり、多様な機能、ノウハウ、人的ネットワークを活かしてさまざまな価値
を社会に提供していく総合商社の存在価値を発揮する時だと考えて
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航空産業・交通プロジェクト本部
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
などの各種船舶及び舶用機器を取り扱う船舶事業も手掛けています。

機械・医療インフラ本部
産業機械やベアリングの取り扱いに加え、PPP（官民連携事業）型病院運営事業の拡大、その
周辺に広がるヘルスケア・ビジネスの創出、プライマリヘルスケア領域、デジタルヘルスケア事業
の発掘・投資実行、さらにはプラントEPCビジネスや環境対応をはじめとする新規事業創出に
取り組んでいます。また、スタートアップ投資や先端産業の領域に進出していきます。

自動車本部
自動車の卸売・組立事業と小売事業が中核事業であり、成長市場であるアジア・
ロシアNIS・ラテンアメリカ、成熟市場である日本・米国などで展開しています。
また、販売金融事業、自動車部品関連事業、自動車関連サービス事業、インター
ネット・デジタル事業に積極的に取り組んでいます。

● Sojitz de Puerto Rico Corporation（現代自動車の輸入・販売） 〈100.0%〉
● Sojitz Automotive Group, Inc.（米国におけるBMW/MINI、Audi車の小売販売） 〈100.0%〉
● 双日オートランス株式会社（自動車・二輪車部品の輸出入・販売）〈100.0%〉
● Socafi, S.A. de C.V.（メキシコにおける自動車のセルフファイナンス） 〈90.0%〉
● Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.（現代自動車の輸入・販売） 〈80.0%〉
● Sojitz G Auto Philippines Corporation（吉利汽車の輸入・販売） 〈80.0％〉
● Subaru Motor LLC（ロシアにおけるスバル車の輸入・販売） 〈65.6%〉

● 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%〉 
● Sojitz Hospital PPP Investment B.V. （トルコ病院施設運営事業への投資） 〈100.0%〉
● 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%〉

主要関係会社及び事業内容 〈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、傭船及び仲介、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） 〈100.0%※〉
　※株式会社海外交通・都市開発支援機構(JOIN)との共同出資

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

※主要関係会社：2020年3月31日現在

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉
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などの各種船舶及び舶用機器を取り扱う船舶事業も手掛けています。

機械・医療インフラ本部
産業機械やベアリングの取り扱いに加え、PPP（官民連携事業）型病院運営事業の拡大、その
周辺に広がるヘルスケア・ビジネスの創出、プライマリヘルスケア領域、デジタルヘルスケア事業
の発掘・投資実行、さらにはプラントEPCビジネスや環境対応をはじめとする新規事業創出に
取り組んでいます。また、スタートアップ投資や先端産業の領域に進出していきます。

自動車本部
自動車の卸売・組立事業と小売事業が中核事業であり、成長市場であるアジア・
ロシアNIS・ラテンアメリカ、成熟市場である日本・米国などで展開しています。
また、販売金融事業、自動車部品関連事業、自動車関連サービス事業、インター
ネット・デジタル事業に積極的に取り組んでいます。

● Sojitz de Puerto Rico Corporation（現代自動車の輸入・販売） 〈100.0%〉
● Sojitz Automotive Group, Inc.（米国におけるBMW/MINI、Audi車の小売販売） 〈100.0%〉
● 双日オートランス株式会社（自動車・二輪車部品の輸出入・販売）〈100.0%〉
● Socafi, S.A. de C.V.（メキシコにおける自動車のセルフファイナンス） 〈90.0%〉
● Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd.（現代自動車の輸入・販売） 〈80.0%〉
● Sojitz G Auto Philippines Corporation（吉利汽車の輸入・販売） 〈80.0％〉
● Subaru Motor LLC（ロシアにおけるスバル車の輸入・販売） 〈65.6%〉

● 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%〉 
● Sojitz Hospital PPP Investment B.V. （トルコ病院施設運営事業への投資） 〈100.0%〉
● 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%〉

主要関係会社及び事業内容 〈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、傭船及び仲介、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） 〈100.0%※〉
　※株式会社海外交通・都市開発支援機構(JOIN)との共同出資

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

※主要関係会社：2020年3月31日現在

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉
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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。

化学本部

● 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 deutschland gmbh（化学品の貿易・販売） 〈100.0%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

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及び太陽光・風力・バイオマス発電を
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、世界中
で増大するデータ通信・処理需要に応える高度な社会インフラ整備にも
取り組んでいます。

● Alten RE Developments America B.V. (太陽光発電事業への投資） 〈40.0%〉
● 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%〉
● 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） 〈29.0%〉
● 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事業及び関連投融資） 〈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%〉
● Sojitz Osaka Gas Energy Company Ltd.（天然ガス供給事業） 〈51.0%〉
● edotco Myanmar Limited（通信タワー事業） 〈12.5%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

金属・資源本部

● 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 Development Pty. Ltd.※（石炭鉱山への投資） 〈100.0%〉
　※2020年7月1日付でSojitz Coal Resources Pty. Ltd.から社名変更

● Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd. （アルミナ生産会社への投資） 〈100.0%〉
● 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） 〈56.0%〉
● 株式会社メタルワン（鉄鋼関連商品の輸出入、外国間及び国内販売など） 〈40.0%〉
● Cariboo Copper Corp. （銅鉱山への投資） 〈50.0%〉
●  Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd. （アルミナ生産会社への投資） 〈50.0%〉
● Coral Bay Nickel Corporation（ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・販売） 〈18.0%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

石炭・鉄鉱石・ベースメタル・レアメタル・インダストリアルミネラルなどの
金属資源や鉄鋼分野において、上流権益投資及びトレーディング事業に
加え、市況に左右されにくい新規の安定収益事業の創出・推進に取り組ん
でいます。

※主要関係会社：2020年3月31日現在
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主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

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及び太陽光・風力・バイオマス発電を
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、世界中
で増大するデータ通信・処理需要に応える高度な社会インフラ整備にも
取り組んでいます。

● Alten RE Developments America B.V. (太陽光発電事業への投資） 〈40.0%〉
● 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%〉
● 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） 〈29.0%〉
● 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事業及び関連投融資） 〈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%〉
● Sojitz Osaka Gas Energy Company Ltd.（天然ガス供給事業） 〈51.0%〉
● edotco Myanmar Limited（通信タワー事業） 〈12.5%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

金属・資源本部

● 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 Development Pty. Ltd.※（石炭鉱山への投資） 〈100.0%〉
　※2020年7月1日付でSojitz Coal Resources Pty. Ltd.から社名変更

● Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd. （アルミナ生産会社への投資） 〈100.0%〉
● 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） 〈56.0%〉
● 株式会社メタルワン（鉄鋼関連商品の輸出入、外国間及び国内販売など） 〈40.0%〉
● Cariboo Copper Corp. （銅鉱山への投資） 〈50.0%〉
●  Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd. （アルミナ生産会社への投資） 〈50.0%〉
● Coral Bay Nickel Corporation（ニッケル・コバルト混合硫化物の製造・販売） 〈18.0%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

石炭・鉄鉱石・ベースメタル・レアメタル・インダストリアルミネラルなどの
金属資源や鉄鋼分野において、上流権益投資及びトレーディング事業に
加え、市況に左右されにくい新規の安定収益事業の創出・推進に取り組ん
でいます。

※主要関係会社：2020年3月31日現在
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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
事業、水産事業、食料事業（原料・食品）などを推進しています。

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。

● Atlas Fertilizer Corporation（肥料の製造・販売、輸入肥料販売） 〈100.0%〉
● Japan Vietnam Fertilizer Company（肥料の製造・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） 〈90.0%〉
● 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%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

● 双日食料株式会社（農畜水産物・砂糖・糖化製品・乳製品・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（建材・木材他建築資材等の販売、各種建設工事の企画・調査・設計・管理・請負等） 〈100.0%〉
● 双日ファッション株式会社（綿・化合繊織物生地、ニット生地等の企画・製造・販売） 〈100.0%〉
● 双日商業開発株式会社（商業施設の保有、賃貸、運営管理） 〈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%〉
● 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%〉
● Saigon Paper Corporation（家庭紙及び産業用紙などの製紙製品の製造・販売） 〈95.8%〉
● 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） 〈21.2%〉
● 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） 〈22.2%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉

※主要関係会社：2020年3月31日現在

産業基盤・都市開発本部
海外工業団地事業、海外都市インフラ開発事業、国内不動産事業、J-REIT運用事業、総合
生活サポート事業など、産業と都市生活の基礎となる事業を国内外で展開しています。

● 双日新都市開発株式会社（住宅の開発・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%〉
● 双日総合管理株式会社（マンション及びビル管理、オフィスレジデンスPM業務、総合生活サポート事業） 〈100.0%〉
● 株式会社アンジェリカ（保育所・学童保育所運営事業） 〈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%〉
● Long Duc Investment Co., Ltd. （ベトナムにおける工業団地の開発、販売、運営、賃貸工場リース） 〈44.2%〉

主要関係会社及び事業内容 〈出資比率〉
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組織図（2020年4月1日現在）

　環境・社会・ガバナンス等の非財務情報を考慮し、長期的な視点で企業の持続的成長（サステナビリティ）を促す

ESG投資が拡大しています。当社が外部から得ているESG評価のうち、代表的なものは以下の通りです。

外部からの評価

FTSE Russell社が提供する
「FTSE4Good Index Series」並びに
「FTSE Blossom Japan Index」の
構成銘柄に2年連続で選定

「MSCI 日本株女性活躍指数」の
構成銘柄に４年連続で選定

双日株式会社のMSCI指数への組み入れ、及び本ページにおける
MSCIのロゴ、商標、サービスマークまたは指数名称の使用は、
MSCIまたはその関連会社による双日株式会社への後援、保証、販
促には該当しません。MSCI指数はMSCIの独占的財産です。MSCI
指数の名称及びロゴはMSCIまたはその関係会社の商標または
サービスマークです。

世界的に認知度の高い社会的責任投資の
グローバル株価指数「Dow Jones 
Sustainability Index（DJSI）」の「World」、
及び「Asia Pacific」の構成銘柄に2年連続
で選定

2019年にCDPより気候変動において
「リーダーシップ」レベルの「A-」と認定

女性活躍推進の取り組みが評価され、
４年連続で「なでしこ銘柄」に選定

S&Pグローバル社による「企業のサステナ
ビリティ格付け」において、2年連続で
「シルバークラス」に選定

営業経理部

業績サマリー
収益  （億円） 当期純利益（当社株主帰属） / ROE  （億円）
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Corporate Profile
会社案内

会社概要（2020年3月31日現在）

会社名
英文名
設立
資本金
代表者
本社所在地

拠点数　

連結対象会社数

従業員数

証券コード

国内 ： 6（本社、支社、支店）
海外 ： 81（現地法人、駐在員事務所等）
国内 ： 125社
海外 ： 305社
単体 ： 2,460名
連結 ： 18,839名
2768（東京証券取引所市場第一部）

双日株式会社
Sojitz Corporation
2003年4月1日
160,339百万円
代表取締役社長 CEO　藤本 昌義（ふじもと まさよし）
〒100-8691 東京都千代田区内幸町2-1-1
TEL ： 03-6871-5000
FAX ： 03-6871-2430

■ 現地法人
■ 支店
■ 事務所・支社
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双日の価値創造モデル

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）

世界

戦略

ガバナンス

事業基盤

信頼信頼

人財

ビジネス
ノウハウ

財務基盤

国内外
拠点

人材基盤
ブランド顧客との

つながり

新しい発想

ニーズの
把握

機能の発揮

スピードの追求

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
岩井文助商店創業

1874年
鈴木商店創業

1892年
日本綿花設立

1943年
日綿實業に商号変更

1982年
ニチメンに商号変更

2004年
双日株式会社発足

1928年
日商設立

1968年
日商岩井発足

1896年
岩井商店創業

1943年
岩井産業に商号変更

双日では、将来にわたり「2つの価値」を創造し続けるため、事業を通じて中長期的に取り組む6つのサステナビリティ重要課題
（マテリアリティ）を定め、グローバルな環境・社会課題の解決と企業活動との融合促進、及びその体制の構築に取り組んでいます。

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。

人 権 環 境

地域社会資 源

人 材 ガバナンス

事業を通じた
地球環境への貢献

有効性と
透明性を重視

持続可能な資源の
開発・供給・利用

事業に関わる
人権の尊重

多様な人材の活躍･
ダイバーシティの推進

地域社会とともに
発展・成長を実現

双日グループは事業を通じ、事業基盤の拡充
や持続的な成長などの「双日が得る価値」と、
地域経済の発展や環境保全などの「社会が得る
価値」といった『2つの価値』の創造を図って
います。
双日と社会それぞれの視点を認識し、双方に
とっての価値を最大化していくことが、企業
理念にある「新たな価値と豊かな未来」の創造
につながると考えています。
右記の「双日グループの価値創造モデル」は、
企業活動を通じ、継続的に2つの価値を最大化
していくための価値創造プロセスを表してい
ます。

　双日グループは、「中期経営計画2020～Commitment to Growth～」
のもと、保有資産の価値拡大とともに、規律ある投融資の実行を継続
することにより、着実な成長の実現を図ってまいりました。その2年目に
あたる2020年3月期は、米中貿易摩擦や中国経済成長の鈍化、Brexit
の迷走、中東情勢などにより世界経済が減速し、極めて厳しい1年と
なりました。

　最終年度である本年は、引き続き外部環境の激しい変化が続くことが
予想されます。今回の新型コロナウイルス感染症の流行においては、
デジタルの威力が発揮された一方で、人同士の交わりや、対面でコミュ
ニケーションすることの大切さも見直されました。このような状況だから
こそ、ビジネスのあり方そのものが変化する可能性を秘めており、多様な
機能、ノウハウ、人的ネットワークを活かしてさまざまな価値を社会に
提供していく総合商社の存在価値を発揮する時だと考えております。
今後も、優良資産の積み上げ、ビジネス環境の変化・変革を見据えた
新たなビジネスへのチャレンジ、それを実現する発想力と対応力を持っ
た人材の育成に取り組んでまいります。

　双日グループはこれまでも、目まぐるしい変化に対応しながら、独自の
機能や強みを培い、「双日が得る価値」と「社会が得る価値」の「2つの
価値」の最大化を追求してまいりました。今後も変化をチャンスととらえ、
新たな発想で挑戦を続けることで、あらゆるステークホルダーの皆様と
ともに「ビジネスを永続させる」という価値を追求し、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。

2020年6月

代表取締役社長 CEO


