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　 自動車 　　 航空産業・情報 　　 環境・産業インフラ 　　 エネルギー 　　 石炭・金属 　　 化学 　　 食料・アグリビジネス
　 リテール・生活産業 　　 産業基盤・都市開発

※ 2018年3月期末までの旧本部体制における実績に基づいて記載しています。

50億円の「収益の塊」が、3年間で1本部から5本部へ

　中期経営計画2017（以下、中計2017）では、中期経営

計画2014（以下、中計2014）で実施した財務基盤の確立

を踏まえた“成長への挑戦”という旗印のもと、積極的な

投融資によって収益基盤を拡大してきました。スピード感

を持って安定的に収益を生む良質な資産を積み増すべ

く、3ヵ年の定量目標の一つに掲げていた新規投融資を

3,150億円実行しました。その大半が非資源分野で、期間

中のフリー・キャッシュ・フローを黒字でコントロールし

つつ、市況ボラティリティの高い資源分野から、比較的市

況変動に左右されにくい非資源分野への資産ポートフォ

リオ転換を進めることができました。その他5つの定量目

標については、ROA2％以上、ROE8％以上、ネットDER 

1.5倍以下、配当性向25％程度という4項目の目標を達成

しました。もう一つの目標である2018年3月期の純利益

600億円については未達となりましたが、568億円と目標

にかなり近づくことができました。本部別の収益について

は、純利益ベースで50億円から100億円の「収益の塊」を

しっかり創っていくということを目指しました。その結果、

中計2017の開始時点で50億円を超えていたのは化学本

部だけでしたが、2018年3月期はさらに自動車、環境・産

業インフラ、石炭・金属、リテール・生活産業の4本部が加

わり、稼ぐ力が着実についてきたことを実感しています。

前期に終了した「中期経営計画2017ーChallenge for Growthー」の評価を
聞かせてください。

皆様の業績期待に応える「収益の塊」を
着実に積み重ねることができました。

Q

A

代表取締役社長 CEO

「Commitment to Growth」と名づけた
新たな中期経営計画の実行に
邁進してまいります。
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中期経営計画2014
配当性向20％程度

中期経営計画2017
配当性向25％程度

中期経営計画
2020
配当性向
30％程度

最終年度までの収益の道筋

為替・金利
▲30億円

市況影響
▲30億円

既存事業の
伸長
+25億円

中計2017
投融資
追加貢献
+10億円

中計2020
投融資
収益貢献
+20億円

市況影響

18/3期 19/3期 21/3期

568億円

630億円
一過性
要因の反動
+70億円

既存事業の
伸長

中計2017
投融資
追加貢献

中計2020
投融資
収益貢献

750億円
以上

1株当たり配当金・配当性向

　米国の通商問題や先進国での利上げ、中国の経済政策

による世界経済への影響や新興国での地政学的リスクな

ど、経営環境は不確実性を増しているほか、国内では東京

オリンピック後の景気の反動も懸念されます。一方で、

ESG投資の増加や国連のSDGsの浸透などを背景にした

社会課題解決型の事業、AIやIoTなど新技術の活用によ

る第四次産業革命に関わる事業は中長期的な成長に不

可欠であり、大きな事業機会になり得ると考えています。

　こうしたなか、今回の中計策定にあたっては、「着実な

成長の実現」を見据えて、中計2014、中計2017からの継

続性を重視して「中計2017で実施した取り組みを確実に

収益化していく」こと、さらには成長機会と不確実性を見

据えつつ「リスクマネジメントや財務規律を保ちながら新

規投融資を引き続き実行し、収益へつなげる」ことに注力

します。そのために、赤字・低効率事業からの撤退・見直しと

同時に、一層の機能強化と既存事業のバリューアップに取

り組むことはいうまでもありません。さらに、ポスト中計

2020における当期純利益1,000億円達成を見据えて、純

利益50億円の達成に満足することなく、100億円以上を稼

ぐ本部を増やしていきます。

　各本部に対しては、将来のさらなる収益力強化を目指

した具体的な計画づくりを指示しており、その検証と実行

の状況を繰り返し確認しています。2020年までの中計

2020のサブタイトル「Commitment to Growth」に込め

たのは、成長に向けた規律ある投融資を継続してきた実

績をもとに、今後も持続的な成長に向けて邁進していくと

いう、我々経営陣の強い意思なのです。

　当社の配当政策については、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企業

競争力と株主価値を向上させることを基本方針とし、経

営の最重要課題の一つと位置づけています。

　この基本方針のもと、中計2017においては連結配当性

向25％程度としており、当期は年間11円の配当を実施

し、同中計期間中の当社株主に帰属する当期純利益に基

づく配当性向は平均25.4％と25％程度を維持しました。

この配当性向を中期経営計画2020（以下、中計2020）で

は30％程度に引き上げました。これは、配当性向を引き上

げても、当社の収益力が成長のための投資資金を確保で

きるレベルにまで十分に高まってきたという経営判断で

す。当社は今後も収益基盤を一層拡大していくことで、株

主・投資家の皆様の期待に応えてまいります。

　中計2017において実行した案件に関する収益貢献額

は、最終的に約80億円となりました。また、投融資総額の

3,150億円の半分近くを2018年3月期に実行したことか

ら、今後も引き続き収益が増加する見込みで、2021年3月

期での収益貢献額は約120億円を見込んでいます。これ

は、すでに本部ごとに案件と収益計上のタイミングが計画

された数値です。さらに、中計2020での実行を予定して

いる3,000億円の投融資全体からの収益貢献額について

は、2021年3月期に100億円以上、また、中計2020での

投融資元本の回収は1,500億円程度と想定しています。

新たな投融資計画には、すでに社内承認を終えた着手済

みの案件も含まれています。この部分で100億円のうちの

約6割は確実に収益化できると考えており、2021年3月

期の当期純利益750億円も十分実現できる目標と考えて

います。

　こうした利益成長を実現していく一方で、バランスシー

トのマネジメントも重視する必要があります。ROAについ

ては中計2017で２％をクリアしましたが、引き続き優良

資産の積み上げと資産の入れ替え、バリューアップを進

め、３％超を目指していきます。ROEについても、中計2017

では9.99％とおおむね10％のレベルまで達しており、中

計2020では10％を確実に超えながら自己資本の拡大と

の両立を目指していきます。

配当性向を25％程度から30%程度に引き上げた
理由を聞かせてください。

収益基盤の強化に伴い、成長投資を継続しながら
株主還元を増やしていきます。

Q

A

新しい中期経営計画の考え方、
基本方針について教えてください。

「着実な成長の実現」をテーマに
投融資を継続していきます。

Q

A

「2021年3月期、当期純利益目標750億円以上」の達成に向けた
見通しを教えてください。

投融資による収益貢献を確実に実現することで、
当期純利益750億円は十分達成できる見込みです。

Q

A

社長メッセージ Where We’re Going
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9本部で保有する
強みの発揮・強化 組織の枠組みに捉われない取り組みの促進

より大きな戦略に基づいた事業構築機能・人材

機会

総合力
の発揮

環境変化
パラダイムシフト パートナー目線 地域・市場目線

良質な
機会の創出

さらなる
機能強化etc.

POST中計2020におけるさらなる成長を見据えた取り組み

将来のさらなる成長につながる持続的な成長サイクルの構築

　双日は、事業活動を通じて、利益や人材・ノウハウなど

企業基盤の強化につながる「双日が得る価値」と、国・地域

の経済・産業・生活文化の健全な発展や環境保全を阻害

する社会課題を解決する「社会に還元する価値」の創造を

目指しています。この「２つの価値」が重なる事業を強化し

てサステナブルな社会を実現することが、当社のステーク

ホルダーや国際社会の期待や要請に応えることとなり、双

日グループの企業理念を実践していくことにつながると

確信しています。

　こうした取り組みをより着実なものとしていくために、

当社は重要な投融資案件を審議・決裁する投融資審議会

においてサステナビリティの観点を採り入れています。ま

た、2018年4月には6つのサステナビリティ重要課題（マ

テリアリティ）に加えて、2050年を視野に「脱炭素社会の

実現に向けた挑戦」「人権尊重」を柱とする長期ビジョン  

「サステナビリティ チャレンジ」を策定しました。中計2020

をその準備期間と位置づけ、今後10年で低炭素社会の実

現に貢献するビジネスの拡大を図っていくとともに、事業

本部ごとにアクションプランを実践していきます。なお、こ

れら取り組みに関しては従来のCSR委員会を「サステナビ

リティ委員会」と改め、私がその委員長となり、経営と一体

となって推進していきます。

　これまで投融資実績のある「自動車」「航空産業・交通プ

ロジェクト」「海外都市インフラ」「エネルギー・社会インフ

ラ」領域で継続的に優良資産を積み上げていくとともに、

アジアの発展を見据えて「化学」「食料・アグリビジネス」

「リテール・生活産業」の領域にも注力していきます。事業

買収にあたっては、着実に早期に成果につなげるために

本部を横断する「M&Aマネジメント室」を新設し、買収後

のPMIを円滑に進め統合効果を追求していくことで、着実

に今期の成果としてつなげていきます。

　これらの事業を一層強くすることに加え、本部や組織に

捉われることなく9本部が持つそれぞれの強みを融合して

「総合力」を発揮し、収益を拡大することが、ポスト中計

2020で純利益1,000億円レベルを目指すための重要な

取り組みであると認識しています。その一例として、産業基

盤・都市開発本部の都市インフラ事業が挙げられます。同

事業では、工業団地の開発・運営で培った企画・開発・

マーケティング力に、リテール事業が持つサービス提供力

や商業施設運営で培ったバリューアップを実現させる力、

機械・医療インフラ本部がトルコ病院PPP事業で培った

他事業との連携力やビジネススキームの組成力を掛け合

わせることで、より付加価値の高い都市インフラを生み出

し、持続的な成長を伴う地域開発に貢献できます。またリ

テール・生活産業本部のミートワンプロジェクトも、多く

のパートナーと協働することで国内での輸入牛肉流通網

の確立に貢献するものです。

　さらに、AIやIoTの活用を中心としたデジタル革命や新

技術によるビジネスモデルの変化への対応にも、我々経営

陣が主体的に取り組んでいきます。そのために2018年4月

には専任組織として「ビジネスイノベーション推進室」を設

置。各本部の情報や取り組みを集約し、スタートアップ企

業など外部ネットワークとの連携を図ることで、イノベー

ションの取り込みや新領域での事業化のスピードアップ

を図っていきます。同時に、一部の業務に取り入れている

RPA（Robotic Process Automation）も導入範囲を拡大

し、定型業務の削減、業務の効率化を通じた人材の配置転

換など、生産性向上のサイクルを生み出していきます。

　商社にとって何よりも重要な経営資源は人材です。そこ

で私は社長就任以来、従業員に対して「現場力・スピード・

イノベーション」という言葉を発信し、そのための環境づく

りに注力しています。年齢、性別、国籍等に拘わらず、やる

気と能力のある従業員に仕事を任せ、経験値を蓄積して

現場力を高めること。風通しの良い企業風土のなかで挑

戦とスピード感ある決断を促しながら、従業員に経営者と

しての知見や責任感を持ってもらうこと。そして一人ひと

りが自由な発想でアイディアを持ち寄り、新たなイノベー

ションを創出できるような場をつくること。こうした環境

づくりは経営者としての責務であると考えています。その

務めを果たしながら、双日グループが目指す「２つの価値」

の創造を通じて、すべてのステークホルダーの皆様のご期

待に応えてまいります。

持続的な成長とサステナビリティを実現していくうえで
重視していく経営課題は何でしょうか。

「現場力・スピード・イノベーション」をキーワードに
人材育成に注力します。

Q

A

持続的な成長を通じて「２つの価値」を実現するというビジョンを掲げています。
その考え方やアプローチ方法について教えてください。

2050年を視野に入れたサステナビリティに関する
長期ビジョンを策定しました。

Q

A

ポスト中計2020を見据えた成長ドライバーとなる事業について
教えてください。

強い事業をより強くしつつ、本部間のシナジーを
追求し、純利益1,000億円を目指します。

Q

A

P.29
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9本部で保有する
強みの発揮・強化 組織の枠組みに捉われない取り組みの促進

より大きな戦略に基づいた事業構築機能・人材

機会

総合力
の発揮

環境変化
パラダイムシフト パートナー目線 地域・市場目線

良質な
機会の創出

さらなる
機能強化etc.

POST中計2020におけるさらなる成長を見据えた取り組み

将来のさらなる成長につながる持続的な成長サイクルの構築

　双日は、事業活動を通じて、利益や人材・ノウハウなど

企業基盤の強化につながる「双日が得る価値」と、国・地域

の経済・産業・生活文化の健全な発展や環境保全を阻害

する社会課題を解決する「社会に還元する価値」の創造を

目指しています。この「２つの価値」が重なる事業を強化し

てサステナブルな社会を実現することが、当社のステーク

ホルダーや国際社会の期待や要請に応えることとなり、双

日グループの企業理念を実践していくことにつながると

確信しています。

　こうした取り組みをより着実なものとしていくために、

当社は重要な投融資案件を審議・決裁する投融資審議会

においてサステナビリティの観点を採り入れています。ま

た、2018年4月には6つのサステナビリティ重要課題（マ

テリアリティ）に加えて、2050年を視野に「脱炭素社会の

実現に向けた挑戦」「人権尊重」を柱とする長期ビジョン  

「サステナビリティ チャレンジ」を策定しました。中計2020

をその準備期間と位置づけ、今後10年で低炭素社会の実

現に貢献するビジネスの拡大を図っていくとともに、事業

本部ごとにアクションプランを実践していきます。なお、こ

れら取り組みに関しては従来のCSR委員会を「サステナビ

リティ委員会」と改め、私がその委員長となり、経営と一体

となって推進していきます。

　これまで投融資実績のある「自動車」「航空産業・交通プ

ロジェクト」「海外都市インフラ」「エネルギー・社会インフ

ラ」領域で継続的に優良資産を積み上げていくとともに、

アジアの発展を見据えて「化学」「食料・アグリビジネス」

「リテール・生活産業」の領域にも注力していきます。事業

買収にあたっては、着実に早期に成果につなげるために

本部を横断する「M&Aマネジメント室」を新設し、買収後

のPMIを円滑に進め統合効果を追求していくことで、着実

に今期の成果としてつなげていきます。

　これらの事業を一層強くすることに加え、本部や組織に

捉われることなく9本部が持つそれぞれの強みを融合して

「総合力」を発揮し、収益を拡大することが、ポスト中計

2020で純利益1,000億円レベルを目指すための重要な

取り組みであると認識しています。その一例として、産業基

盤・都市開発本部の都市インフラ事業が挙げられます。同

事業では、工業団地の開発・運営で培った企画・開発・

マーケティング力に、リテール事業が持つサービス提供力

や商業施設運営で培ったバリューアップを実現させる力、

機械・医療インフラ本部がトルコ病院PPP事業で培った

他事業との連携力やビジネススキームの組成力を掛け合

わせることで、より付加価値の高い都市インフラを生み出

し、持続的な成長を伴う地域開発に貢献できます。またリ

テール・生活産業本部のミートワンプロジェクトも、多く

のパートナーと協働することで国内での輸入牛肉流通網

の確立に貢献するものです。

　さらに、AIやIoTの活用を中心としたデジタル革命や新

技術によるビジネスモデルの変化への対応にも、我々経営

陣が主体的に取り組んでいきます。そのために2018年4月

には専任組織として「ビジネスイノベーション推進室」を設

置。各本部の情報や取り組みを集約し、スタートアップ企

業など外部ネットワークとの連携を図ることで、イノベー

ションの取り込みや新領域での事業化のスピードアップ

を図っていきます。同時に、一部の業務に取り入れている

RPA（Robotic Process Automation）も導入範囲を拡大

し、定型業務の削減、業務の効率化を通じた人材の配置転

換など、生産性向上のサイクルを生み出していきます。

　商社にとって何よりも重要な経営資源は人材です。そこ

で私は社長就任以来、従業員に対して「現場力・スピード・

イノベーション」という言葉を発信し、そのための環境づく

りに注力しています。年齢、性別、国籍等に拘わらず、やる

気と能力のある従業員に仕事を任せ、経験値を蓄積して

現場力を高めること。風通しの良い企業風土のなかで挑

戦とスピード感ある決断を促しながら、従業員に経営者と

しての知見や責任感を持ってもらうこと。そして一人ひと

りが自由な発想でアイディアを持ち寄り、新たなイノベー

ションを創出できるような場をつくること。こうした環境

づくりは経営者としての責務であると考えています。その

務めを果たしながら、双日グループが目指す「２つの価値」

の創造を通じて、すべてのステークホルダーの皆様のご期

待に応えてまいります。

持続的な成長とサステナビリティを実現していくうえで
重視していく経営課題は何でしょうか。

「現場力・スピード・イノベーション」をキーワードに
人材育成に注力します。

Q

A

持続的な成長を通じて「２つの価値」を実現するというビジョンを掲げています。
その考え方やアプローチ方法について教えてください。

2050年を視野に入れたサステナビリティに関する
長期ビジョンを策定しました。

Q

A

ポスト中計2020を見据えた成長ドライバーとなる事業について
教えてください。

強い事業をより強くしつつ、本部間のシナジーを
追求し、純利益1,000億円を目指します。

Q

A
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