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双日株式会社会社説明会

2022年9月17日将来情報に関するご注意
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、業績を確約するものではありません。実際の業績等は、新型コロナウイルス感染症の
収束時期や、内外主要市場の経済環境、為替相場の変動など様々な要因により、大きく変動する可能性があります。
重要な変更事象等が発生した場合は、適時開示等にてお知らせします。

(証券コード 2768)



登壇者紹介
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挑戦とスピードを強く意識した明るい本部運営

京都府出身

♢ 1989年 入社

♢ 2010~2012年 自動車第二部部長

♢ 2012~2014年 経営企画部部長

♢ 2016~2020年 自動車本部長

♢ 2018年 執行役員 自動車本部長

♢ 2020~2021年 リテール・生活産業本部長

♢ 2021年~            リテール・コンシューマーサービス本部長

♢ 2022年~ 常務執行役員 リテール・コンシューマーサービス本部長(現)

If life gives you lemons, make lemonade.
東京都出身

♢ 1991年 入社

♢ 2013~2017年 IR室IR課長

♢ 2017~2019年 人事総務部グローバル・ダイバーシティ推進課長

♢ 2019年~ IR室長

♢ 2021年~ 執行役員 IR室長

♢ 2022年~ 執行役員 IR担当本部長
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私は91年に旧日商岩井に入社し、30年以上、当社で働いてきました。
最初の配属先は広報、その後IRに配属になりました。途中で人事の仕事をしたり
アメリカに勉強しに行ったりしましたが、自分のライフワークとしてIRの仕事に
携わっています。
「If life gives you lemons, make lemonade.」が私の信条です。
人生でレモンを与えられたらレモネードを作れという訳になりますが、逆境に遭っても
逃げずに克服せよという、アメリカで出会った言葉です。勤務していた旧日商岩井
には厳しい時代がありましたが、そこから業績を積み上げて、昨年、最高益を出す
ほどの成長を実現してきました。アメリカでこの言葉に出会った時に、自分のキャリア
と同じだと感じ、この言葉を大事にしています。厳しい時代を乗り越えたことが、私に
とって自信になっています。何があっても、間違えなく乗り越えることができるのだと
いう貴重な経験をさせていただいたと思い、これを私の信条としています。
私からは会社概要、業績・株主還元・北海道における取組みについて説明し、
会社にとって最も重要な注力領域、成長戦略の要になっている
リテール・コンシューマーサービス本部については、村井から説明します。
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1.会社概要
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数字で見る双日

設立： 2003年

事業所数： 83拠点

連結決算対象関係会社数： 430社

連結従業員数： 20,673名

連結純利益： 823億円
(2021年度通期実績)

時価総額： 5,424 億円

配当利回り： 4.8%

(8/31終値ベース)

(8/31終値ベース)

2021年度の通期連結純利益は823億円と過去最高益を達成しました。
時価総額は8月末時点で5,500億円弱、配当利回りは4.8%です。
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沿革

1918年
日本で初めてビルマ産
綿花を輸入

1928年
東アフリカへの綿花栽培投資
日本第一号

1963年
日綿實業は米マックレガー・ドニガー社と
ブランドのライセンス契約を締結。
マックレガーが日本に上陸

日本の船舶業界をリード

1956年
米・ボーイング社と
代理店契約を締結

1918年
日本曹逹工業設立〔現・トクヤマ〕

1971年
ナイキ社の前身であるBRS社と取引を開
始 (日商岩井)
写真は2011年、ナイキ社から
双日に贈られた「銀の靴」

1973年
ジャカルタで行われた日本最大の
LNG導入プロジェクト調印式

1968年

日商岩井
発足

1943年
岩井産業
に商号変更

1896年
岩井商店
創業

1874年
鈴木商店
創業

1928年
日商
設立

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

1862年
岩井文助商店
創業

1917年
当期純利益で日本一の
総合商社に。
神戸製鋼、帝人等80もの
事業会社を設立

神戸を拠点とし、
貿易だけでなく

製造事業にも進出

日本最大産業である紡績業への貢献

2004年

双日株式会社
発足

当社は設立して20年弱の若い企業ですが、前身の、旧日商岩井と旧ニチメンは
100年以上脈々と紡いできた歴史があります。
アメリカのボーイング社とは60年以上の付き合いがあります。
また、ナイキを日本・アジアに送り出したのも旧日商岩井でした。
一方、旧ニチメンは綿、線維に強みをもつ会社で、ファッションブランドの
マックレガーを日本に紹介したという実績があります。
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豊かな未来の実現に向けたサステナビリティ経営

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

2020年

目指すべき姿・方向性

■ 自社目線による機能提供・ プロダクトアウト志向

競争優位性・成長性の追求
◼ マーケットインの徹底
◼ 共創・共有の実践
◼ スピードの追求
◼ 組織・人材のトランスフォーメーション

目指す姿に向けて

双日の目指す姿

事業や人材を創造し続ける総合商社

マーケットニーズや社会課題に応える
価値(事業・人材)創造を通じ、

企業価値を向上

双日が得る価値 社会が得る価値

総合商社としての使命
必要なモノ・サービスを必要なところに提供する

■ 不確実性の高まり、価値観多様化

2030年
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今年度、2年目を迎える「中期経営計画2023」では2030年に当社が目指す姿
として「事業や人材を創造し続ける総合商社」を掲げています。
双日のDNAは100年以上前に創業された鈴木商店までさかのぼります。その後、
関西ペイント、神戸製鋼所、ダイセル等、多くの事業会社を生み出してきました。
それが当社の原型です。
そのように、社会課題を解決しながら、100年以上続く企業を生み出していく、また、
そういう企業を生み出す人材を輩出し続けたいという思いをもって
「事業や人材を創造し続ける総合商社」を目指す姿として掲げています。



中期経営計画2023

定量計画

基礎的営業CF 800億円程度
*1

当期利益 650億円程度

ROE 10%超

配当性向 30%程度
下限配当設定

ROA 3%超
（最終年度）

投資 3,300億円
（内、300億円は非財務関連）

基礎的CF 黒字
（中計2020・中計2023累計）*2

NET DER 1倍程度

*1 基礎的営業CF＝会計上の営業CFから運転資金増減を控除したもの

*2 基礎的CF=基礎的営業CF+調整後投資CF－支払配当金－自己株式取得

株主価値の創出（3ヵ年平均） 成長と財務規律

PBR 1倍超
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「中期経営計画2023」では「PBR1倍超」という目標を掲げていますが、
これは株価を意識した経営を行うことをコミットしたものです。
「PBR1倍超」の目標に対し、足元の株価は0.7倍程度に留まっております。
現状に満足することなく、目標の達成に向けて、全社一丸となって
取り組んでいきます。
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本部紹介

自動車

当期純利益

60億円
※23/3期見通し

航空産業・
交通プロジェクト

当期純利益

45億円
※23/3期見通し

インフラ・ヘルスケア

当期純利益

90億円
※23/3期見通し

金属・資源・
リサイクル

当期純利益

510億円
※23/3期見通し

化学

当期純利益

125億円
※23/3期見通し

リテール・
コンシューマーサービス

当期純利益

50億円
※23/3期見通し

当期純利益

30億円
※23/3期見通し

生活産業・
アグリビジネス
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2021年度は金属・資源・リサイクル本部の純利益が510億円と最も好調に
推移していますが、株主市場の皆様に安定的に配当をお支払いするためには、
それだけでなく、他にも強い事業をつくっていく必要があるとして、インフラ・ヘルスケア
本部（太陽光発電事業等、自然資本を利用した発電事業等を展開）と、
リテール・コンシューマーサービス本部の事業にも注力しています。
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主要事業
ボーイング代理店
航空機取り扱い実績

970機以上

（国内シェアNo.1）

高度化成肥料
東南アジア3か国で

トップクラス

成長力
発電資産 7倍

持分容量
2022年3月期実績2013年3月期比

化学品トレード
顧客基盤

約5,000社

自動車販売の実績

40年超

地域密着型の
セールス・マーケティング力

総合商社唯一の

炭鉱操業

北米産冷凍牛肉輸入等

国内トップシェア

世界最大規模の

鉄鋼総合商社メタルワン
等からの安定収益

東南アジアに

強い事業基盤

10



投資配分

インフラ・ヘルスケア

成長市場×マーケットイン志向

素材・
サーキュラーエコノミー

足元の着実な成長

成長マーケットと共に成長

従来型ビジネスからの変革

Essentialインフラ
ヘルスケア

東南アジア・インド市場
リテール領域
肥料（農業含む）

リサイクル
新素材

3,000
億円

1,200～1,500億円

1,000～1,200億円

300～500億円

#途上国の成長 #環境問題・食料問題 #デジタル化

◼ メガトレンドを基にした成長分野を踏まえて、注力領域を3つに設定し、リソース（人材・資金）を集中

中期経営計画2023 

注力領域・投資配分

#途上国の成長 #環境問題 #人口増加・高齢化

#環境問題 #資源循環 #デジタルも含めたテクノロジー
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「中期経営計画2023」では3ヵ年で3,300億円（内、非財務関連への投資
300億円）の投資を実行し、成長へ繋げていきたいと考えています。
既に、初年度にあたる2021年度には、注力領域であるインフラ・ヘルスケア本部
での再生可能エネルギー事業等発電系案件や、ロイヤルHDとの資本業務提携、
マリンフーズへの投資等、リテール関連案件等、1,500億円の新規投資を実行。
これらの新規投資を通じ、新しい利益を積み上げ、皆様のより豊かな生活に
資するよう、課題解決をしていきます。



中計2017＋
中計2020 中計2023 POST中計

投資計画額

3,000億円
Capex含む

中期経営計画2023 

投資からの収益貢献

2021年 2022年 2023年

投資実行額

5,750億円
Capex含む

中計2017+中計2020 中計2023

中計2017からの収益貢献

約90億円
(中計2020発表時計画値120億円)

2020年度実績

中計2020からの収益貢献

約20億円
(中計2020発表時計画値100億円)

2020年度実績

2023年度想定

中計2020からの収益貢献

約140億円

中計2023からの収益貢献

約150億円

2023年度想定

主な事業
・海外自動車ディーラー
・再生可能エネルギー
・海外病院PPP
・豪州原料炭
・ベトナム製紙

ROI 7.0%程度

ROI 7.0%程度

ROI 4.0%程度

ROI 0.9%程度

ROI 6.7%程度

成長市場×マーケットイン志向

インフラ・ヘルスケア

素材・サーキュラーエコノミー

中計2017からの収益貢献

約80億円

2023年度想定

中計2023
3ヵ年平均

中計2023
3ヵ年平均

中計2023
3ヵ年平均
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3,300億円(内、非財務関連300億円)の投資から、中計3年間で150億円
の利益を回収したいと考えています。
3,300億円(内、非財務関連300億円)の投資からの収益貢献をしっかりと
目標に掲げ、実績として示すことは、当社の経営も非常に重視していることであり、
この、総合商社で唯一と言っても良いほど高い透明性を有する開示については、
証券アナリスト等からも評価いただいているポイントでもあります。
3,000億円の投資から、3年間で150億円の利益を回収したいと考えています。



2. 業績・株主還元
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FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

134

273 331

365 408

568

704
608

270

823

業績推移

コロナ影響

米中貿易摩擦
による影響等

当期純利益
（当社株主帰属）：億円

850

FY2022
見通し

FY2022
第1四半期

進捗率 53％
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2021年度の当期純利益は823億円と過去最高益を達成しました。
今年度の見通しは、それを更に更新する850億円を掲げています。
8月初旬に発表した第1四半期決算時点での進捗率は53％と高い進捗を
示しています。
第2四半期決算は11月初旬にご報告予定です。



2023年3月期 第1四半期決算 サマリー

15

◼ 当期純利益実績は、石炭市況の上昇および非資源事業での収益貢献により、452億円となり
通期見通し850億円に対し、進捗率は53％

◼ 基礎的営業CFは堅調に推移し、キャッシュを伴う利益を創出

◼ 昨年度に引き続き、中計2023で掲げる注力領域を中心とした
新規投資1,500億円を予定しており、22/6期より順調に新規投資を実行

進捗率

53%

ネットDER 1.06倍 1.00倍 ▲0.06倍 1.1倍

基礎的営業CF 266 610 +344 1,100

当期純利益
(当社株主帰属)

21年6月期
実績

169 452

22年6月期
実績

前年同期比
差異

+283

23/3期
見通し

850

(億円)

22年3月期
実績

22年6月期
実績

23/3期
見通し

ROE

ROA

11.4%

3.2%

配当
中間：56円
期末：56円

23/3期
見通し

★年間112円を予定

* 基礎的営業CF＝会計上の営業CFから運転資金増減を控除したもの
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2023年3月期通期見通し
（セグメント別当期純利益）

16

足元の状況

（億円）

■自動車

■航空産業・交通プロジェクト

■インフラ・ヘルスケア

■金属・資源・リサイクル

■化学

■生活産業・アグリビジネス

■リテール・コンシューマーサービス

■その他

合計

23/3期
見通し

60

45

90

510

125

30

50

▲60

850

22/6期
実績

20

8

62

247

56

32

5

22

452

■ 自動車

■ 航空産業・交通プロジェクト

■ インフラ・ヘルスケア

■ 金属・資源・リサイクル

■ 化学

■ 生活産業・アグリビジネス

■ リテール・コンシューマーサービス

■ その他　

ロシア関連や半導体不足による事業影響を見込み、

概ね見通し通り

概ね見通し通り

国内外発電事業やLNG事業からの収益貢献に加え、

新規投資からの収益積み上げを見込む

足元の石炭市況及び事業環境を踏まえ、

見通しを据え置く

メタノール事業や合成樹脂事業の堅調な推移を見込む

肥料事業における収益進捗を注視するも、

足元は見通しを上回り堅調に推移

食品関連事業での収益貢献を見込む



中期経営計画2020
配当性向30％程度

中期経営計画2023

配当に関する基本方針
◼ 安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって株主価値
を向上

◼ 連結配当性向30％程度を基本
◼ 下限配当：中期経営計画2023より、PBR1倍に至るまでは時価DOE4%、PBR1倍
到達後は簿価DOE4%を設定

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期

配当政策

￥85
(￥17)

￥85
(￥17)

￥50
(￥10)

￥106
(￥21)

823億円270億円704億円 608億円 850億円

30.2% 34.8% 44.4% 30.1% 30%程度

（注1）2021年10月1日を効力発生日とする株式5株につき1株の株式併合を実施いたしました。19/3期～22/3期配当については、
株式併合の影響を遡及した金額を記載しております。
なお、グラフ内（）の金額は株式併合の影響を考慮しない金額を参考値として記載しています。

（注2）21年度の1株あたり年間配当106円は、時価ベースDOEは6.1％であり、下限である時価DOE4％を超過した結果となりました。

当期純利益
（当社株主帰属）

配当性向

実績 見通し

￥112

17

配当政策について、連結配当性向30％程度を基本としていますが、これは、
年間で出た純利益の約30％を株主の皆様に配当としてお支払いすることを
意味しています。
今年度は当期純利益850億円の見通しなので、その30％として、
1株あたり112円の配当を計画しています。
配当利回りは8月末時点で約4.8%です。
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2021/6/30 2021/9/30 2021/12/31 2022/3/31 2022/6/30

TOPIX(左軸) 双日(右軸)

1,500

2,500
2,800

1,800

主な
ニュース
リリース

（双日株価 (円)）

当社株価・PBR推移

（21年6月末)

双日 TOPIX

株価

PBR

1,675

0.61

1,943.6

1.26

（22年8月末)

双日 TOPIX

株価

PBR 0.68

1,963.2

1.18

2,350

*クリックで上記ニュースリリースの詳細を閲覧できます

年初来

3月末比

+37.5%

+15.6%

（22年8月末)
対TOPIX比

（TOPIX (pt)）

⚫ 豪州における日系企業が手掛ける中で最大
規模の太陽光発電所建設開始

① ➁

⚫ インドネシア タングーLNGプロジェクト イン
ドネシア政府機関によるCCUS事業を含む
開発計画の承認

①22年3月期

⚫ 株式会社ＪＡＬＵＸ株式（証券コード
2729）に対する公開買付けの開始予定
に関するお知らせ

⚫ ベトナムにおける屋根置き太陽光発電事業
への参画

⚫ 米国で省エネルギーサービス事業に参入

②23年3月期

⚫ フジ日本精糖と植物肉事業会社「Tastable」に出資

⚫ 国内農業会社を設立

⚫ 「第4回 プラチナキャリア・アワード」にて最優秀賞受賞

アウトパフォーム

⚫ 急速な成長が見込まれるフィリピン通信タワー
市場へ参画

⚫ 日本ハム子会社である水産食品加工会社の
全株式を取得

⚫ 次世代リチウムイオン電池の商業化に向
けた共同開発契約締結

⚫ "カルティベイト ライフスタイル＆カルチュア"をコンセプトにした
「蔦屋書店」がASEAN加盟国に初出店「ブキット・ジャリル
蔦屋書店」2022年7月7日（木）OPEN

⚫ 本邦ビジネスジェット運航整備会社ジャプコングループの
全株式を取得

22年度第1四半期
決算発表

18
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「中期経営計画2023」は順調なスタートを切っており、株式市場においても高く
評価いただいています。
3月末時点からのTOPIX比パフォーマンスは約16％超のアウトパフォーム。
ただし、PBRはまだ1倍超という目標には届かず、0.7倍程度に留まっています。
株価を上げる努力をし、PBR 1倍超達成に向けて、全社一丸となって
取り組んでいきます。



3. 北海道における双日の取り組み
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釧路丸水

双日
北海道支店

太陽光発電

バイオマス専焼発電事業
日本製紙とともに苫小牧にて

国内最大級の
バイオマス専焼発電設備を建設

北海道における
双日の取り組み

2014年より
斜里郡小清水町で

太陽光発電事業を展開

20

北海道における当社の取り組みを3つ紹介します。
1つ目は「中期経営計画2023」における注力領域の1つでもある発電事業。
現在、世界中で電力が重要視されています。当社では国内外で太陽光発電を
中心に約2,000メガワットの発電量を誇る発電事業を展開していますが、ここ、
北海道でも行っています。
特にバイオマス発電については国内最大級のバイオマス専焼発電設備を建設中
で、来年1月から操業開始予定です。
また、釧路には先般投資したマリンフーズの子会社、釧路丸水という水産加工
会社があり、水産物を加工して皆さまの食卓にお届けしています。



4. リテール・コンシューマーサービス本部について

21

21



自己紹介
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♢ 1989年 入社

♢ 2010~2012年 自動車第二部部長

♢ 2012~2014年 経営企画部部長

♢ 2016~2020年 自動車本部長

♢ 2018年 執行役員 自動車本部長

♢ 2020~2021年 リテール・生活産業本部長

♢ 2021年~            リテール・コンシューマーサービス本部長

♢ 2022年~ 常務執行役員

リテール・コンシューマーサービス本部長(現)

常務執行役員
リテール・コンシューマーサービス本部長
村井 宏人
（むらい ひろと）

“挑戦とスピードを強く意識した明るい本部運営”

1989年に入社し、自動車領域で仕事をしてまいりました。様々な国や地域で
国内・海外問わずあらゆる自動車を取り扱い、多くの事業に取り組んできました。
その中で、多くの取引先との関係を構築し、ビジネスを学んできました。
また、お客様との接点を確実につなぐことで、ビジネスを積み上げることの重要性を
学びました。その後、経営企画部で事業会社や会社の経営を学んだ後、自動
車本部長に就任しました。その後、成長市場において、マーケットイン、お客様や
市場の声に耳を傾けて、そこにある需要に対して応えていく、消費者や需要家か
らのニーズを起点としたビジネスを展開、このようなビジネスを行う限り、取り扱うも
のが自動車であろうが消費財、あるいは、食べ物であろうが、ビジネスの本質は同
じではないかということで、社長より指示があり、2020年4月よりリテール・コン
シューマーサービス本部長を務めています。
多くの本部はその本部の名前から、どのようなことを行っているかが分かりやすくなっ
ていますが、リテール・コンシューマーサービス本部が手掛けるビジネスは
アパレルから食品、不動産に至るまで様々な領域にわたります。ただ、その本質は、
当社が現在掲げている成長戦略にもある、成長市場においてマーケットインを徹
底することで、ビジネス機会を追求し、収益を上げていくことです。お客様は時には
不動産を購入し、特には食品を購入し、アパレルも購入することがあろうかと思い
ます。お客様、需要家から見たとき、生活の中で生まれる各ニーズは、それぞれが
独立するものではなく、時期、時代、市場によって全てが繋がっています。お客様
のニーズに耳を傾けてビジネスを展開していくという点で、これらのビジネスには相
関関係があり、その中で我々が開発する商材やビジネスモデルをお客様に提供し、
我々にとって成長の機会とすることも出来るのではないかと考えています。

22
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数字で見る
リテール・コンシューマーサービス本部

グローバル
ネットワーク

10カ国

連結
従業員数

10,328人

事業会社
ネットワーク

51社

連結純利益

50億円

総資産
4,300億円

※23/3期見通し

物資・繊維事業部
消費財輸入販売事業、

維製品製造販売事業

ライフプラット

フォーム事業部

商業施設運営事業、

不動産事業、J-リート事業

リテール事業第一部
ASEAN・インドにおける

リテール関連事業

リテール事業第二部
国内外におけるリテール関連事業、

マグロ養殖、加工、販売事業

双日食料
農畜水産原料、基礎原料、加工食品、

その食品の輸出入、販売事業

双日ファッション
繊維製品(生地）の企画、加工、

販売事業

双日新都市開発 賃貸マンションの開発、販売事業

マリンフーズ
水産加工品の製造販売事業、

水産原料輸入販売事業

23

リテール・コンシューマーサービス本部は、国内外において51の事業会社を有し、
総資産は4,300億円、連結従業員数は1万人を超えます。
全社の連結従業員数は約2万人なので、約半分がリテール事業領域に
関わっていることになります。
この本部が今後の双日全体の成長を牽引していくという自負を持って、
現在の事業運営を推進しています。



リテール事業領域における成長に向けた戦略

24

✓ マーケットインの徹底

✓ 需要家・消費者起点

✓ 機能強化

✓ digital anywhere

✓ ビジネスモデルのトランスフォーメー
ションによる収益拡大

✓ 共創、共有によるシナジー創出・
拡大

✓ 集中的な、規模感のある投融資

✓ 更なる成長に向けた事業領域の
開拓

”強み”を強化した
既存事業の拡張

新規事業領域への展開 本部の目指す有り姿

・ アセアンリテール

・ 消費財トレード

・ 食料トレード

・ 商業施設運営

・ 国内不動産・REIT

・ ロイヤルHD

・ 双日インフライトケータリング

・ JALUX

・ マリンフーズ

・ ゴールドマン・サックス(GS)

との賃貸住宅運用会社

・多様化するニーズ

消費トレンドへの呼応

・新興国における

「生活の豊かさ・利便性」

への貢献

我々は歴史の中でさまざまな強みを積み上げてきました。
それを改めて再定義し、それらの強みを既存事業の拡張に向けて推進していきたい
と思っています。特に、双日の歴史の中で60年、70年と積み上げてきた
不動産ビジネスも、トランスフォーメーション、新たな形に変えていきます。
具体的には単純に我々の資産をバランスシートに積み上げるのではなく、
機能を収益に変えるモデルへと変革します。
また、食品トレードについても海外から調達しお客様へ届けるモデルから、
お客様が求めている商材をお届けするための販路を確保した上で
双日のグローバルネットワークを使って調達し販売するモデルに変えて、
ビジネスを展開しています。
新しい事業領域の展開として、日本航空株式会社と共同し、日本航空系の商社
である株式会社JALUXを買収しました。JALUXは長年空港の売店や空港での
免税店ビジネスを展開してきました。従前の単純な物販から、eコマースの強化、
JALマイレージ会員と合わせてサービスを提供することでサービスを拡充する等、
ビジネスモデルの変革や新たな事業領域への展開を進めていきます。
本部として、日本もさることながら、アジア、欧米等、世界中で、時代とともに
多様化するニーズに応え、「生活の豊かさ・利便性」を提供するのが我々の仕事
だと考えています。当社社長の藤本は「必要なモノ・サービスを、必要なところに提供
する」ことが総合商社の使命であると定義しています。
リテール・コンシューマーサービス本部は、まさにコンシューマー、消費者の皆さまに
とって必要なサービスを届けることを、生業としていきたいと考えています。

24
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既存 既存
既存

新規

ライフスタイルの変化
消費者ニーズの多様化

デジタル化
アジア新興国の成長
食料資源の枯渇

戦略的パートナー
アジア消費財Value Chain
機能型プラットフォーム
先進国市場開拓

- 消費財トレード
- 食料トレード
- 商業施設運営
- 国内不動産・REIT

- 投資先事業会社とのシナジー
最大化による、収益の伸長

- 規模感なるスピーディーな投資
による優良資産の積上げ

起点

-供給
-商品

起点

-需要家
-機能

アセアン

アジア

過去 現在 将来

本部成長戦略 ー 未来図

競争優位性のある機能獲得・
発揮による収益規模の拡大を
通じた、持続的成長

GSとの新会社

ビジネスは順調に成長してきています。従来のビジネスに加え、ASEANでの取引
や、ここ数年積極的に買収を重ねてきた事業、ロイヤルホールディングスやJALUX、
マリンフーズ 等との事業からの収益の取り込みがあります。そして、今後は様々な
パートナーと新しい事業価値を提供することを通じて、双日グループの成長を
リテール・コンシューマーサービス本部が牽引していきたいと考えています。
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本部の成長戦略/事業例

①マリンフーズとの取り組み
■ 2022年3月日本ハム子会社であるマリンフーズの全株式取得

■マリンフーズの関係会社、釧路丸水(株)（北海道白糠郡）が水産物・農畜産物の調達、

加工・販売を展開中

マリンフーズ・釧路丸水の
顧客基盤・商品開発・加工機能

×
双日の

ネットワーク・リソース・新規事業開発力

• 水産含む食品全体の海外展開強化・拡大
• マーケットニーズを起点とした新商品の開発、

EC・通販事業の強化による新たな顧客基盤構築
• 双日の既存マグロ養殖・加工卸事業の拡充

【生産・調達拠点（国内）】
• 三重工場

• 釧路丸水
• 鮪課（静岡）
• 鮮魚課（愛媛）

26

取り組みの一部を具体的な事例をもって紹介します。
マリンフーズは元々日本ハムグループの一員として水産加工品のビジネスを行っていた、
40年の歴史を持つ水産加工品会社です。昔は、日本における安くておいしいタンパク
質の最大の供給元は水産加工品でした。それに対して、比較的高価で手に入りづらい
タンパク質が肉でした。今や市場の流れが変わり、双日もそのドライバーですが、米国か
らの安くておいしい牛肉の輸入が増え、一方で世界中で水産加工品のニーズが高まる
ことで価格が高止まりし、日本国内において2020年に牛肉のニーズが水産加工品の
ニーズを超えるという大きな市場の変化が起きました。
一方、双日にとっての市場は日本だけではありません。
マリンフーズという国内に非常に強い販売ネットワークを持つ会社を買収した上で、日本
のお客様が必要としている世界からの調達を確保することで、更にビジネスを拡大します。
加えて、マリンフーズの強みである水産加工品の加工技術は、世界においても唯一無
二の技術だと思っています。マリンフーズの技術や商材を双日のネットワークを
通じて世界で販売することで、益々大きな成長が期待できると考えています。
後ほど述べるロイヤルHDについてもそうですが、我々は2つの目線で事業の展開を考え
たいと思っています。ある事業会社と組むことで、双日のネットワークを活用して調達した
もの、双日が持っているコンテンツをパートナー様のネットワークで販売する一方で、パー
トナー様や買収した会社が持っている優良なコンテンツを双日が持っているネットワーク
を通じて世界で販売していきます。「コンテンツ×ネットワーク」というキーワードで、世界へ
展開していきたいと考えています。
我々は双日のグローバルネットワークを活用し、マリンフーズの調達力を強化し、それを
日本の市場に届けること、またマリンフーズの高い水産加工の技術を活用し、
そのコンテンツを世界の市場に販売していくことを通じて、われわれの水産事業の拡大と
成長を図っていきたいと考えています。
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本部の成長戦略/事業例

②ベトナムでの取り組み

27

1 2

3 4

コンビニ・スーパー向け
おにぎり・サンドウィッチ等

食品製造・加工

食品・日用品をベトナム
内外から調達・卸売

卸

定温・常温・冷蔵・冷凍

四温度帯物流
コンビニ

小売

NEXT
ベトナムにおける一気通貫の食品のバリューチェーンの機能強化による重層化・充実化
インドへの横展開を含む「新興国市場のリテール領域強化」推進

(現在建設中の四温度帯物流倉庫)

27

ベトナムはここ15年ほどで、ASEANの中でも極めて高い成長率を誇っています。
中でも、当社はベトナムにおけるリテール事業として、単品のビジネスを行うのではなく、
チェーンでビジネスを展開しています。きっかけとなるのはベトナムの食品の製造・加工
工場です。ここでは、コンビニやスーパー向けのおにぎり、サンドイッチ等を販売しています。
既にベトナム市場では近代化が進んでおり、従来のいわゆるパパママストアに加え、各
コンビニが進出し、競争が始まっています。その中で、当社はコンビニのメイン商材である
おにぎりやサンドイッチを加工する会社があり、ベトナム南部の唯一無二のサプライヤーと
して、ホーチミンにある全てのコンビニの店頭に並ぶ商材を作っています。日本では様々
な系列のコンビニがありますが、ベトナムにおいては高い品質の食材を高い衛生管理下
で様々なお客様のニーズに合わせて開発できる技術を持っているのは、当社特有の
強みです。既に全てのお客様に向けて提供しており、1日4万食の惣菜・サンドイッチを
作るまでに成長しました。そのような商材を含めて、我々はベトナムにおいて卸会社を
有しています。資本提携、出資し、既に子会社化してから10年が経過しました。南北
に長いベトナムにおいて、北から南まで10万店の商店、パパママストア、近代ストア、
スーパーマーケットに日用雑貨、生活食品などを日配できる体制を整えています。
市場が成長し、お客様のニーズが多様化する中で、単純に常温の物流だけでは
不十分になってきています。チルドや冷凍など四温度帯の物流体制を整え、倉庫も
持っています。これが当社の強みであると考えています。イオングループとの提携によりミ
ニストップを展開し、ベトナムホーチミンでは最大規模を誇る130店舗の店舗展開をし
ています。コロナ禍でロックダウンの影響を受ける場面が何度かありましたが、極めて厳し
い環境下においても、感染症管理、衛生管理がベトナム政府とホーチミン市政府から
高く評価され、ロックダウン中も営業し続けることができました。このような機会を通じ、
消費者の皆さまからコンビニエンスストアが生活のインフラとして認識されるに至っていま
す。まだまだ市場は黎明期にあり、コンビニのビジネスはこれからも成長するでしょう。
これまでの実績を踏まえて、成長を図っていきたいと考えています。
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本部の成長戦略/事業例

③ロイヤルホールディングス（ロイヤルHD）との取り組み
■ 2021年3月ロイヤルHDへの出資を実行

■ 2021年4月機内食事業会社を連結子会社化

■ 航空産業・交通プロジェクト本部とリテール・コンシューマーサービス本部による共同案件

航空産業・
交通プロジェクト

リテール・
コンシューマーサービス

双日のネットワーク
×

ロイヤルHDのコンテンツ

28

機内食事業

SRIC
(双日インフライトケータリング)

外食事業
（ロイヤルホスト・天丼てんや等）

食品事業
（ロイヤルデリ等）

コントラクト事業
（SA・PA）

機内食事業

ホテル事業
（リッチモンドホテル等）

28

ロイヤルHDとの取り組みについて。
北海道でもロイヤルホストやリッチモンドホテル等の事業を展開しています。
ロイヤルHDもコロナ禍で厳しい経営が続いていたところに、当社として資本業務提携
を締結する機会を得ました。当社としては、ロイヤルHDへの出資を通じ、厳しい事業
環境下にあったロイヤルHDのバランスシート、資金面を支え、また、双日の
ネットワークを使って必要なものを調達することで競争力を維持することが一つの大き
なテーマになっています。
足元、食材、資材、電気に至るまで様々な物の価格が上昇している中で、双日の
ネットワークを活用し、世界中から、品質を落とさずに、競争力のある商材を探して
調達し、それをロイヤルHDの高い加工技術を通じて、皆さまのお手元に届けることで
更なる成長を図ります。
ロイヤルHDは「天丼てんや」等をアジアの市場に展開し始めています。双日のネット
ワークを通じて、ロイヤルの競争力あるコンテンツの世界展開をますます加速させたい
と考えています。繰り返しになりますが、キーワードは「ネットワーク×コンテンツ」です。
双日の持つネットワークを使い、世界中から調達し、それを日本の既存のお客様に
届ける。また、ロイヤルHDが持つ素晴らしいコンテンツを双日のネットワークを使って、
日本国内のみならず世界のお客様に届ける。これらを通じて、成長を図ることが
戦略の要となっています。
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エキソアレ西神中央【旧そごう西神店】・西神中央駅前賃貸住宅PJ
～地域で愛された商業施設のリニューアルオープン～

本部の成長戦略/事業例

④地域社会活性化の取り組み

◼ 双日は神戸市営地下鉄西神中央駅前で長年愛され2020年に閉館した「そごう西神店」

をリニューアルし、新しく商業施設「エキソアレ西神中央」をオープン
◼ また、同駅前の神戸市所有地を購入し、賃貸住宅を建築。

(2025年3月竣工予定）

◼ 双日の豊富な商業施設事業の経験と住宅建設の経験を生かし、住機能強化と
住宅供給による人口誘因により西神中央駅周辺および神戸市全体の地域社会活性化
へ貢献していく。

引用：神戸市

エキソアレ西神中央

西神中央
賃貸住宅
建設地

エキソアレ西神中央 西神中央駅前賃貸住宅
（完成イメージ）
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地域社会活性化の観点からもビジネスに取り組んでいます。当社は長年、様々な
商業施設を運営してきました。単純に商業施設を運営するわけではありません。
業績不振に至った商業施設を買収し、手入れをし、運営することで、街（まち）の
活性化を含め、実績を上げてきました。その実績が評価され、双日グループの源流
である鈴木商店発祥の地である神戸で、神戸市が推進する西神中央を再活性化
するプロジェクトにおいて、駅前の旧そごうの運営を委託され、再開発しています。
当社は同施設をエキソアレという名称に変更し、百貨店スタイルのビジネスモデルで
はなく、当社の経験をいかし、今の時代に合った商品ラインナップ、テナントを整備
することで、多くのお客様に訪れていただき、街の活性化に貢献しています。街の発
展には駅前の一番よい立地にある商業施設がどれほど魅力的か、そしてそこが
人の集う場所になっていくかが非常に大切だと考えています。そごうが2020年に
閉館して以来、エキソアレの再開発を進めています。
他にも、様々なニーズが増える中で、新しい住宅が不足していた、神戸の駅前の
一等地に大型の賃貸住宅の建設プロジェクトを推進しています。2025年3月に
完成予定です。
このように商業施設やマンションの開発を通じて、当社にとっては大きなビジネス機会
を得ることができ、同時に、そのビジネスを成長させることにより地域の再活性化、
地方創生の取り組みにつながれば、当社と地域にとって、ウィンウィンの関係になると
考えています。
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本部の成長戦略/事業例

⑤不動産事業 × トランスフォーメーション(変革)
世界最大級の金融グループであるゴールドマン・サックスと
賃貸住宅のバリューアップ事業の運用会社を共同で設立
～居住者のニーズを捉えた魅力の高い賃貸住宅を提供～

◼ 築年数を経た住宅を取り壊すのではなく経験豊富なプロフェッショナルの手で改修、
物件価値を向上させる賃貸住宅バリューアップ事業において豊富な資金力を持つ
ゴールドマン・サックスをパートナーとする取組みに転換。

◼ 賃貸住宅市場において居住者のニーズに応え、より良い住空間を提供すると共に、投資家へ

幅広い投資機会を創出、不動産投資運用事業におけるトランスフォーメーション(変革)

を実現する。
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双日の歴史の中で過去50年程、不動産事業にも様々な形で取り組んできました。
具体的には分譲マンションの開発、都市開発、商業施設の開発等、様々なノウハウ
を抱えています。ステークホルダーの皆さま、株主の皆さまから見られた時に、今後の
経営の効率は大きな課題になることは認識しています。当社は不動産専業会社で
はないため、自社のバランスシートの資産の部をやみくもに積み上げて、その中で収益
を出していくことでは効率化には繋がりません。
この度、当社のマンションの開発、価値の向上、更には収益の向上といった経験を
評価いただき、世界最大の金融機関グループであるゴールドマン・サックス社と合弁
事業を立ち上げました。日本国内にある賃貸マンションは海外の投資家にとって非常
に収益性が高く、安定した優良物件だと見られています。良い物件を個別に見つけ、
整備し、収益を上げることは、金融機関では手が回りません。そのため、当社が長年
の経験値をいかして、賃貸住宅の価値の向上に努めます。一方、当社のバランス
シートだけでは追い付かない部分があるので、ゴールドマン・サックス社の海外からの資
金調達力をいかして、規模の拡大を目指します。
年初にこのプロジェクトを公表しましたが、年間約400億円規模の資産を積み上げ、
5年間で2,000億円の資産を積み上げることを目標としています。そして、ゴールドマ
ン・サックス社と当社で、日本国内における賃貸マンション運営会社として最大規模
のプレーヤーになることを目指しています。このプロジェクトを推進するに当たり、当社の
過去の経験値が生きること、そして世界最大の金融機関であるゴールドマン・サックス
社の資金調達力が生きること、これらを通じて新たな時代の不動産に関わる能力・
機能を収益に変えていくことを目指したパートナーシップとなります。

我々の取り組み事例を5つ紹介しましたが、成長市場におけるマーケットイン、つまり
消費者の皆さま、需要家の皆さまの声に耳を傾け、それを起点に事業を展開する
リテール・コンシューマーサービス本部の成長をもって、双日のますますの成長を牽引
していきたいと考えています。



Appendix 補足資料
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用語解説

■ＲＯＡ

■ＲＯＥ

■キャッシュ・フロー（CF）

Return On Assetsの略。
総資産利益率ともいわれ、事業の効率性と収益性
を測ります。資産がどのくらい利益を上げているのかを
示す指標です。

ROA (%)  ＝ 当期純利益 ÷ 総資産 ×100

Return On Equityの略。
株主資本利益率ともいわれ、収益性を測ります。株
主が投資した金額で企業がどのくらい利益を上げて
いるかを示す指標です。

ROE (%) ＝ 当期純利益 ÷ 自己資本 ×100

お金の流れのこと。
一定期間に流入するお金をキャッシュ・インフロー、流
出するお金をキャッシュ・アウトフローといい、両者を総
称して「キャッシュ・フロー」といいます。

あ

か

さ

■サステナビリティ経営

環境・社会・経済の観点から経営資源配分を行い、
長期的に持続可能な経営を実現すること。

た

な

■中計2023

中期経営計画2023。双日では2021年4月より3
カ年計画である「中期経営計画2023 ～ Start of 
the Next Decade ～」に取り組んでいます。

■ネットDER

有利子負債の総額から手元現預金を差し引いたネッ
ト有利子負債が自己資本の何倍にあたるかを

示し、企業財務の健全性・安全性を測る指標。

ネットDER（倍）= ネット有利子負債 ÷ 自己資本

Take-Over Bidの略。株式公開買付ともいわれ、
株式発行体以外の者が行う公開買付のこと。

■T O B（てぃー おー びー）

■サーキュラーエコノミー

脱炭素化や省資源化等の潮流を踏まえた、金属リ
サイクルやプラスチック等廃棄物の再資源化を含む、
循環型社会の実現への取り組みのこと。

■TOPIX （と ぴ っ く す）

Tokyo Stock Price Indexの略。

東京証券取引所に上場する銘柄を対象として算
出・公表されている株価指数です。

1968年1月4日の時価総額を100として、そ
の後の時価総額を指数化したもの。

■ＰＢＲ

Price Book-value Ratioの略。株価純資産倍率
ともいわれ、株価が割安かどうかを判断する指標です。

PBR（倍） ＝ 株価 ÷ １株あたり純資産

■四温度帯物流

四温度帯（常温・低温・冷蔵・冷凍）での物流
サービス（商品保管・仕分・配送等）のこと。

■バリューチェーン

原材料の調達から、商品・サービスが顧客に届くまで
の一連の企業活動を、価値（Value）の連鎖
（Chain）としてとらえる考え方。

■ポートフォリオ

Portfolio（ポートフォリオ）は、もともとは書類入れ
や折かばんを意味し、金融商品の組み合わせを指す
ようになりました。資産などの組み合わせや構成の意
味で使われることがあります。

■D O E

株主資本配当率。企業が株主資本に対してどの程
度の配当を支払っているかを示す指標です。

ま
■マーケットイン

顧客ニーズや社会課題を起点として、ビジネスモデル
を創造すること。

双日が、企業価値向上を実現するために、不可欠
な要素の一つ。

既にあるモノ・サービスをいかに市場で売るかというプ
ロダクトアウトの思考と対比されることが多い。

■配当利回り

購入した株価に対し、1年間でどれだけの配当を受
けることができるかを示す数値。

配当利回り（％）＝1株当たりの年間配当金額
÷1株購入価額×100

は

■アウトパフォーム

投資成果を表す言葉で、個別株式やファンド等、

保有資産などの運用成績がベンチマークとする指標
を上回っていること。

■トレーディング

商社が伝統的に取り組んできた、モノの輸出入や売
買、物流といった事業のこと。
双日グループは、世界中のサプライヤーと顧客とを結
び、資源・原料から加工・製造、部品・最終製品ま
で、幅広いモノ・サービスを取り扱っています。

大豆等の植物由来の原材料で作る人工肉・代
替肉の一種である。

■植物肉

投資者から集めた資金で不動産への投資を行い、
そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益
を原資として投資者に配当する商品で、一般的
に「不動産投資信託」とよばれています。

■R E I T（りー と）

Return on Investmentの略。

投下資本利益率ともいわれ、投下した資本に対して
得られた利益の割合を示す財務指標です。

■R O I

や

ら
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