
社長インタビュー

業績や戦略の質問に先立ち、東日本大震
災の影響や、今後の復興に向けた取り組
みについてお聞かせください。

   
被災地と日本経済の一日も早い復興に向
けて、私たちの果たすべき役割は少なくあ
りません。

　2011年3月11日に日本列島を襲った東日本大震災

は、まさに未曾有の大災害であり、その被害は想像を

絶するものでした。当社においても、誠に痛ましいこ

とですが、グループ会社の社員やその親族の方々が

犠牲となりました。

　この場をお借りして、亡くなられた方々のご冥福を

お祈りするとともに、被災された皆様に心よりお見舞

い申し上げます。

　震災直後から、当社においても被災地支援のため

の寄付、避難所向けの機材の提供や輸送支援などを

行ってきましたが、これらを迅速に進められたことに

より、当社の責任を一つ果たすことができたものと捉

えています。

　そして今後、より重要となる責務は、復興への継続

的な支援です。これまで、世界各国で国家レベルの発

展に寄与してきた当社にとって、被災地および日本経

済の復興に向けて果たすべき役割は少なくないと認

識しています。原材料の確保・供給といった商社として

の機能を発揮することはもちろん、被災により就学が

困難な大学生を対象とした教育基金の設立や、役職

員のボランティア活動支援制度の整備も実施しまし

た。さらに、各経済団体とともに復興支援事業を検討

しているほか、当社単独の取り組みとしても中期的な

復興支援計画を立案中です。特に重点的に進めてい

るのが震災復興ファンドの組成で、海外との連携を強

化しながら、新しい地域産業モデルの創造と社会貢献

スキームを作り上げたいと考えています。

　次に、当社の業績に対する影響をお話ししますと、

2011年3月期における直接的な損失はもちろんのこ

と、国内企業の生産活動や消費の回復には時間が

かかることが想定され、今後の当社の事業活動に少

なからず影響を与えることが見込まれます。しかし、

これまで幾多の環境変化を乗り越えてきた当社には、

この難局も必ずや克服していけると信じています。

　震災後、世界中の政府関係者やパートナーの方々か

ら、さまざまなお見舞い、激励のお言葉を頂戴しました。

当社が培ってきた信頼関係の強さを改めて認識するとと

もに、厳しい環境下でも当社が力強く成長していく姿を

示していくことで、未曾有の困難に打ち勝っていく「日本

企業の強さ」を表していきたいと強く思っています。
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次に、見通しを上回る業績を上げた
2011年3月期についておうかがいします。
中期経営計画「Shine 2011」の2年目を
振り返り、社長ご自身の評価をお聞かせく
ださい。

   
全営業部門黒字化という目標を1年前倒し
で達成するなど、当社の収益基盤は確実に
回復・強化されつつあると認識しています。

　2011年3月期は計画以上の業績を上げましたが、

これは、これまでの取り組みの効果が出始めてきて

いる証左と捉えています。

　現在推進している中期経営計画「Shine 2011」で

は、2012年3月期を最終年度とし、持続的成長に向け

た「強固な収益基盤の確立」を最大のテーマとしてい

ます。初年度である2010年3月期（前期）は、業績の立

て直しには至らなかったものの、足場固めに注力し、

在庫の圧縮やリスクコントロール体制の構築などの

面で一定の成果を収めることができました。

　これを踏まえ、2011年3月期は成長に向けて舵を

切り、収益基盤の強化を目指して帆を上げ、全速力で

進みました。

　その結果、新興国に牽引され回復基調にある世界

経済を背景に、石炭や合金鉄などが好調に推移した
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■ 中期経営計画「Shine 2011」骨子

「収益の質」の向上により、持続的成長を担保する強い収益基盤を確立

「Shine 2011」のテーマ

■良質な事業・資産の積み上げ：中・長期的な収益基盤の獲得（良質資産の絶対量の積み上げ）
■新規事業への取り組み：持続的成長に向けての新規育成分野への取り組み（将来への布石）
■資産の流動性の確保：外部環境変化に対応できる資産の追求
■グローバル人材の育成：持続的成長を担う人材の育成

達成すべき目標

◆ 変化に強い収益基盤の構築　　　　◉ ネットDER　　　　　2倍程度
◆ 資産ポートフォリオの最適化　　　　◉ リスクアセット倍率　1倍以内

持続的成長へ
連結ROA   3%
連結ROE 15%
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エネルギー・金属部門や、拡大するアジアの需要を

着実に取り込んだ化学品・機能素材部門で大幅増

益を果たしたほか、自動車事業が改善傾向にある機

械部門や、肥料事業が好業績を上げた生活産業部門

においても大幅な収益改善を果たしました。

　経常利益は、当初計画の260億円に対し453億円

と大幅に計画を上回り、前期比316億円（231%）の

増益を達成しました。当期純利益も当初計画110億

円に対し160億円となり、前期比72億円（82%）の増

益を果たすとともに、配当についても前期から0.5円

増配の1株当たり年間3円とすることができました。

　「Shine 2011」での重点的な取り組みにより、当社

の収益基盤は確実に回復・強化されつつあります。そ

して何より、「Shine 2011」最終年度の目標としてい

た、経常利益ベースで「全営業部門黒字化」という命

題を1年前倒しで達成したことで、これまでの取り組

みの成果をステークホルダーの皆様にお示しするこ

とができたのではないかと考えています。

将来の成長に向けて、2011年3月期は
積極的な新規投融資を行ってきました
が、その進捗をお聞かせください。 
   多くの分野で狙いどおりの投融資が実行
でき、収益基盤の強化に向けて着実な前
進を果たしました。

　「Shine 2011」では、2011年3月期からの2年間で

1,500億円程度の新規投融資を行う計画としていま

す。2011年3月期は、総額730億円の新規投融資を実

行し、収益基盤の強化に向けて着実な前進を遂げる

ことができました。

　中心となるエネルギー・金属分野では、石炭事業

で豪州の権益を大幅に買い増ししたほか、強みを持

つレアメタル事業でも、ブラジルのニオブ生産会社

への出資やカナダのモリブデンの権益拡張を果たし

ました。

　さらに、エネルギー・金属以外の分野でも、中東で

3件のIPP（独立系発電事業）案件を受注するなど、

複数の新規投融資が結実しました。中でも、これま

で物流中心で事業展開してきた化学品・機能素材分

野で、当社が強みを持つレアアース事業において豪

州ライナス社への出融資を決定し、また、インドのマ

リンケミカルプロジェクト（工業塩および硫酸カリ肥

料生産事業）へ投融資を実行した点は、高く評価でき

るものです。このほか、アグリビジネスでは、アルゼン

チンに農業事業会社を設立し新規事業を開始してお

り、将来の布石という意味で今後大きく期待ができる

取り組みとなりました。

　当社は、新規投融資を行う上での方針として、資産

の入替えを基本とし、バランスシートを肥大化させ

ず財務健全性を維持しながら、バランスの取れた事

業・収益ポートフォリオを構築していくこととしていま

す。2011年3月期の財務体質についても、引き続き健

全性を堅持しており、自己資本比率は15.6%、ネット

DERは2.1倍、リスクアセット倍率（対自己資本倍率）

についても0.9倍と、「Shine 2011」の財務目標値を維

持しています。なお、格付けについても引き続きBBB

格を維持しています。

売上総利益

経常利益

当期純利益

基礎的収益力

■ 中期経営計画「Shine 2011」の業績推移

2011年3月期
（実績）

2010年3月期
（実績）

2012年3月期
（見通し）

総資産

ネット有利子負債

自己資本＊

ネットDER

流動比率

長期調達比率

新規投融資

（単位：億円）

PL

BS

財務
目標

＊ 自己資本＝純資産合計－少数株主持分

142%153% 120%以上

72%74% 70%程度

2.1倍2.1倍

3,3003,524

7,0067,378

21,17021,609

419144

16088

453137

1,9271,782

730270

2.1倍

3,400

7,300

20,700

545

160

460

2,140

700～800
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2012年3月期は「Shine 2011」の最終年
度となりますが、どのような年としていくの
でしょうか。

   
利益計画の必達はもちろんですが、同時
に将来の成長を見据え、収益基盤の強化
に向けて、もう一段ギアを入れていきます。

　「Shine 2011」の最終年度であり、次期中期経営

計画を本格的な成長軌道に乗せていくための重要

な1年と位置付け、2012年3月期は「強固な収益基盤

の確立」に向けてもう一段ギアを入れて、その取り組

みを加速させていきます。

　定量計画については、震災の影響や為替動向な

どを踏まえますと、2010年4月に発表した経常利益

560億円、当期純利益250億円という計画を見直さざ

るを得ず、経常利益460億円、当期純利益160億円と、

2011年3月期並みの水準に据え置くこととしました。

想定外の外部要因があったとはいえ、計画を見直し

た以上、この数値は達成していくという強い信念を

持って経営にあたります。

　これとあわせて、私が特に重視しているのは、将来

の成長に向けた新規投融資を確実に遂行していく

ことです。2012年3月期の新規投融資は700～800億

円を計画しており、次期中期経営計画を見据えると、

ここで良質な資産を積み上げ、強固な収益基盤を確

立していくことが肝要です。

　なお、2012年3月期の年間配当金については、安

定的かつ継続的な配当を行うとともに、企業価値を

高めるための内部留保の拡充なども勘案し、2011年

3月期と同額の3円とさせていただく予定です。

収益基盤の強化に向けた取り組みをもう
一段進めていくための、具体的な戦略に
ついてご説明ください。

   
海外展開を加速させるとともに、「既存事
業の拡大」「資源事業の拡充」「将来の事
業基盤の育成」に注力していきます。

　新興国が牽引する世界経済の構図を踏まえます

と、海外展開を加速させ、新興国をはじめとする海外

エネルギー・金属資源の権益の拡充

・資源品目の拡充
・肥料事業の回復

既存事業の強化 ・自動車事業の回復
・海外事業基盤の強化

2013年3月期以降
持続的成長へ

既
存
事
業

の
拡
大

2011年3月期～2012年3月期
収益基盤の確立

2010年3月期
持続的成長に向けた基盤強化

「Shine 2011」

資源事業の拡充
・鉱産資源
・食料資源
・林産資源

エネルギー・金属資源の権益の拡充

・資源品目の拡充
・肥料事業の回復

既存事業の強化 ・自動車事業の回復
・海外事業基盤の強化

2011年3月期～2012年3月期
収益基盤の確立

2010年3月期
持続的成長に向けた基盤強化

「Shine 2011」

資源事業の拡充
・鉱産資源
・食料資源資源・食料資源
・林産資源

将来の事業基盤の育成
・環境・新エネルギー
・アグリビジネス

■ 「Shine 2011」収益基盤の確立に向けた取り組み
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での収益基盤を拡大させることが重要課題となるの

は間違いありません。その中で当社が推し進める重

点戦略は、「Shine 2011」で掲げる「既存事業の拡大」

「資源事業の拡充」「将来の事業基盤の育成」の3点

です。

　「既存事業の拡大」については、まず、長期安定収

益源であるエネルギー・金属資源の権益拡大に注力

していきます。既存権益の拡張に加え、当社に優位性

があり、今後も需要の伸長が想定される石炭やレア

メタル、さらには銅やアルミナなどの非鉄金属といっ

た分野での権益獲得を狙います。このうち石炭では、

今回の豪州における権益の追加取得により持分生

産量は大きく伸長し、2012年3月期には当社全体で

700万トン程度となることが見込まれます。今後も既

存権益の拡張を中心に持分生産量を増やしていき

ます。レアメタルでは、世界のトップシェアを誇るブラ

ジルのニオブ生産会社に出資したことで、長期にわ

たる安定供給体制が構築できており、当社の強みを

発揮しやすい分野として今後も権益拡張と品目拡大

に努めていきます。また、IPPプラント事業について

は、長年の経験を活かして需要が増加している東南

アジアや中東での案件獲得に注力するほか、自動車

事業についても、東南アジアや中南米での伸長を図

ります。化学品・機能素材分野においては、今回、レア

アースや工業塩などで、上流分野への投融資によっ

て収益基盤の強化を図ることができたように、事業

投資も含めて優良資産の積み上げを図りながら、バ

リューチェーンのさらなる強化に努めます。

　「資源事業の拡充」では、特に食料資源の確保に向

けた事業展開をさらに加速させていく方針です。東

南アジア最大の高度化成肥料生産規模を誇る肥料

事業では、インドネシアをはじめ事業展開地域の拡

大に取り組むほか、穀物事業では、ベトナムにASEAN

域内最大規模の穀物専用港を完成させており、港湾

インフラでの強みも活かし収益拡大を図ります。また

水産事業では、マグロやエビの養殖を手掛けており

ますが、今後は水産資源の確保に向けて、養殖事業

の本格的な拡大を目指していきます。

　中長期的な成長への布石である「将来の事業基盤

の育成」については、環境・新エネルギーとアグリビ

ジネスの2つが大きな柱となります。バイオエタノー

ルは、2010年2月の大型事業統合により、ブラジルの

バイオエタノール生産会社がサトウキビ由来では世

界最大級の事業会社となっており、今後は同社の事

業拡張に努めていきます。また、太陽光発電事業で

は、パネル原料となる金属シリコンから発電事業ま

でのバリューチェーン構築を目指し、積極的に取り

組んでいきます。さらには、昨年アルゼンチンで開始

した農業事業について、リスクを見極めながら強化

していく方針です。

「Shine 2011」の先に掲げている持続的
成長を見据え、今後、どのような経営を推
進していくのでしょうか。

得意分野や強みのある地域に経営資
源を集中的に投下し、収益の規模と質、
双方を追求していきます。

　今後の戦略については、現在、次期中期経営計

画を立案しているところで、具体的な内容はご紹介

できませんが、現時点で私が描いている構想をお話

しさせていただきます。
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　まず、収益の規模ですが、一刻も早く、リーマン

ショック前の水準――経常利益でいえば1,000億円

まで戻したいと考えています。ただし、その収益の中

身は、トレーディング（物流事業）中心に収益を上げ

ていたリーマンショック前の構造から転換し、権益投

資や事業投資などの良質な資産から生み出される

状態を作り上げていきます。

　その実現に向けて、当面は、収益ドライバーである

「資源事業」、すなわちエネルギー・金属部門に対し

て経営資源を重点的に配分し、盤石な収益基盤を築

いていきます。一方、機械、化学品・機能素材、生活産

業の3部門で取り組んでいる構造改革を加速し、「非資

源事業」の収益性を増強させるとともに、収益規模に

ついても拡大させていきます。そして、こうした取り組

みを進めることにより、将来的には、資産規模、収益規

模、いずれにおいても、資源・非資源が同比率となる

ポートフォリオを構築したいと考えています。

　ここで重要になるのは、得意分野や強みのある地

域に経営資源を集中的に投下し、優良資産を積み上

げていくことです。これらの分野では、投資効率・資産

効率が高く、リスク計量やパートナー構築も比較的容

易なため、収益基盤を強化していく上で非常に効果

的です。

　現在の当社には、「希少資源（レアメタル、レアアー

ス）の双日」や「アフリカの双日」と呼ばれるような

双日の旗印となる分野がいくつもありますが、こうし

た独自性を持った地域・事業を増やしていくことこそ、

優良資産を積み上げていくことに直結するのです。

当社は経営統合から8年と、まだ若い会社ともいえま

すから、こうした取り組みを通じて、双日の存在感を

増し、世界に双日ブランドを発信していきたいと思い

ます。
（これら強みのある分野を一層強化していくための取り組みについて
は、P19 ～27の「特集：双日の旗印」にて詳細を解説していますので、
ご参照ください。）

世界各国で多岐にわたる事業を展開して
いる双日が、今後、CSRにおいて注力して
いくことをお聞かせください。

引き続き、重点取り組みテーマに注力し
て社会からの期待に応えるとともに、CSR
の喫緊の課題として、震災からの復興支
援に全社をあげて取り組んでいきます。

　当社では、CSRとは経営課題そのものと捉えていま

す。資源・物資の安定確保・供給といった商社としての

役割を果たすとともに、さまざまな事業活動を通じて

世界各国の産業発展に貢献してきたこれまでの取り

組みは、まさに双日のCSRといえるでしょう。また、環境

や社会に配慮した企業活動を行っていくことが、当社

機械 エネルギー・金属
セグメント別経常利益 （単位：億円）

化学品・機能素材 生活産業 その他

453億円

2011年3月期 実績 2012年3月期 見通し 将来イメージ

287
68

53
25 20

460億円

295

45

60

75

資源分野を軸とした
収益基盤の拡大 
非資源分野の増強

＊その他
　△15億円

・

・

資源事業
非資源
事業

■ 収益ポートフォリオ将来イメージ
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と地域社会の持続的発展につながるものと考えてお

り、こうした考え方に一致するものとして、2009年4月

から国連グローバル・コンパクトに参加しています。

　2010年3月期には、今後のCSRの取り組みを一層

深化させるため、社会からの期待・関心とグループに

とっての重要度を考慮し、4つの「重点取り組みテー

マ」を定めました。2011年3月期も引き続き、これらを

中心に社会からの期待に応える活動に注力しました。

　当社では、事業を通じたCSRの取り組みに加え、

地域社会に根ざした社会貢献の面でも積極的な展

開を進めており、その代表例となるのが、アフリカ・

タンザニアにおける教育支援プロジェクトです。これ

は、当社が従来から深いかかわりを持つアフリカに

おいて、就学前教育施設を建設し、教材支給や衛生・

栄養状態の改善なども行う取り組みです。2012年3月

期には新たに2つ目となる村で教育施設の建設も計

画しており、地域社会との共存共栄に向けて、継続的

な活動を進めていきたいと考えています。

　そして何より、2012年3月期におけるCSRの最大か

つ喫緊の課題は、震災からの復興支援です。冒頭で

お話ししたように、商社として、また日本企業として、

当社が果たしていく役割は多大です。一日も早い復

興を実現すべく、社会の一員として、「人や地域社会

の未来への活力」をテーマに、全社をあげた支援活

動を実施していきます。

最後に、ステークホルダーの方々に対し
て、今後に向けた社長の決意や展望をお
聞かせください。

さまざまな困難にも打ち勝ち、持続的成
長に向けて走り続ける姿をお示しすること
で、ステークホルダーの皆様のご期待に
応えてまいります。

　21世紀は「新興国の世紀」といわれます。私たち商

社にとっては、これら新興国のパワーはときにライバ

ルとなり、ときに心強いパートナーとなり、そして大き

な市場となります。私たちが開拓・協力できる分野は

枚挙にいとまがなく、ビジネスチャンスは無限に広

がっています。私は、「新興国の世紀」とは、取りも直

さず「商社の世紀」でもあると確信しています。

　厳しさを増すグローバル競争の中で、当社がこう

したビジネスチャンスをつかみ、海外展開を加速し

ていく上では、いかなるパートナーと連携していくか

ということがカギを握ります。例えば、今回受注した

ロシア・タタルスタン共和国の肥料プラントについ

ては、日本、中国、ロシアの各パートナー企業と4社で

チームを組成したのですが、このように日本のパー

トナーのみならず、各国企業の競争優位性を組み合

わせた最適なメンバー構成が、競争力の最大化をも

たらすのです。当社には、財産ともいうべき優良パー

トナーが世界中にいるわけですから、このネットワー

クを最大限に活かして質の高い事業を創出していく

ことこそ、当社がグローバル競争に打ち勝ち、持続的

成長を遂げていく道にほかなりません。

　私はことあるごとに、こうした成長機会を積極的に

捉え、双日独自の事業を創造していくよう社内に指

示を出していますが、少しずつ、その取り組みは形を

なしてきており、当社の収益基盤も骨太なものに生

まれ変わりつつあります。これまでご説明申し上げ

た、収益基盤の強化に向けた取り組みにまい進する

ことで、「ROA3%、ROE15%」という、当社が目指す姿

も射程圏内に入ってくるはずです。

　震災の影響など、今後は厳しい事業環境も想像さ

れますが、私たちはさらなるスピードを持って、持続

的成長を目指した挑戦を続けていきます。

　「さまざまな困難にも打ち勝ち、持続的成長に向

けて走り続ける姿をお示しすることで、ステークホル

ダーの皆様のご期待に応えていく」̶ これを、私の

決意表明とさせていただきます。
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