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　当社は、総合商社として、物流・貿易

業をはじめ、国内外における各種製品

の製造・販売、各種プロジェクトの企画・

調整、各種事業分野への投資、ならびに

金融活動など、グローバルに多角的な

事業を展開し、世界の経済や文化の発

展に貢献しています。

常務執行役員

松村　博史
エネルギー・金属部門長補佐
兼 石炭・非鉄金属本部長

執行役員

吉村　剛史
機械部門長補佐
兼 インフラプロジェクト・
産機本部長

執行役員

篠原　昌司
エネルギー・金属部門長補佐
兼 エネルギー・原子力本部長

執行役員

田中　勤
化学品・機能素材部門長補佐
兼 双日プラネット（株）
代表取締役社長

g
 for Sustained Growth

常務執行役員

寺西　清一
生活産業部門長

専務執行役員

段谷　繁樹
エネルギー・金属部門長

執行役員

小川　勝
生活産業部門長補佐 
兼 林産資源・不動産本部長 

常務執行役員

鈴木　義久
機械部門長

常務執行役員

水井　聡
化学品・機能素材部門長

執行役員

大野　滋
エネルギー・金属部門長補佐 
兼 鉄鋼・製鉄原料本部長

執行役員

喜多　敏彦
機械部門長補佐 
兼 船舶・宇宙航空本部長

執行役員

加藤　英明
化学品・機能素材部門長補佐
兼 機能素材本部長



　中期経営計画「Shine  2011」の2年目である

2011年3月期は、それまで注力してきた足場固め、

基盤整備で一定の成果が上がってきたことから、

成長に向けて舵を切り、収益基盤の強化に取り

組んできました。

　新興国を中心とする世界的な需要回復を背景

に、業績としては全営業部門で黒字化を達成した

ほか、今後の収益を生み出していく、石炭、ニオブ

といったエネルギー・金属分野での大型案件への

新規投融資をはじめ、レアアースやマリンケミカル

（工業塩および硫酸カリ肥料）、IPPなどの既存事業

をより強化していく投融資を実行したことに加え、

アルゼンチンでの農業事業など新規事業への参入

も果たしました。

　2012年3月期については、「Shine 2011」最終年

度として、収益基盤の強化に向けた取り組みをもう

一段強力に推し進めていきます。優良資産を積み

上げていく上では、既存案件の拡大や強みのある

地域・事業の拡充など、効率性とスピードを重視し

た取り組みに尽力していきます。事業分野では、短

期的にはエネルギー・金属資源における権益投資

に重点的に経営資源を投下していきますが、今後

については食料資源、林産資源、環境・新エネル

ギーといった、成長性が高く、当社の強みを発揮し

やすい分野にも軸足を置き、強力な収益基盤を構

築していく考えです。

　世界は刻一刻と変化していますが、だからこそ、

商社である当社にとってのビジネスチャンスは

無限です。全社員で事業の機会や課題を共有しな

がら、持続的成長に向け、前向きに、かつ果敢に

チャレンジしていきたいと思います。

寺岡副社長メッセージ

収益基盤の強化に向け、
効率性とスピードを重視した
取り組みに果敢にチャレンジし、
持続的成長を実現していきます。

代表取締役
副社長執行役員
営業管掌

寺岡　一憲
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● エネルギー・原子力本部
● 石炭・非鉄金属本部
● 鉄鋼・製鉄原料本部

● 化学品本部
● 機能素材本部 

● 食料資源本部
● コンシューマーサービス本部 
● 林産資源・不動産本部

エネルギー・金属部門

化学品・機能素材部門 

生活産業部門 

業績ハイライト

●  石炭の取扱数量増加のほか、
合金鉄などの市況が回復し取
扱数量も増加

●   鉄鋼関連会社など持分法によ
る投資利益の増加

●  これらの結果、当部門の経常利
益は2010年3月期より127.8%
増の287億円

●  中国・アジアなどでの需要が回
復し全般的に取扱数量が増加

●  メタノール事業において、価格
上昇に伴い収益が増加

●  これらの結果、当部門の経常利
益は2010年3月期より134.5%
増の68億円

●  肥料事業において、東南アジア
で大きく収益を拡大

●  煙草事業や木材事業において
取扱数量が増加

●  これらの結果、当部門の経常利
益は53億円（2010年3月期は
41億円の損失）

●   自動車事業において、ロシア
NISや中南米での業績が改善、
新興国での収益が伸長

●   インフラ事業において、プラン
ト関連の取引が増加

●   これらの結果、当部門の経常利
益は20億円（2010年3月期は
41億円の損失）

主要事業 主要関係会社分布図

● 自動車本部
● インフラプロジェクト・産機本部
● 産業情報本部
● 船舶・宇宙航空本部

機械部門

双日 at a Glance
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（単位：億円） （単位：億円）

（注） 1. 海外現地法人およびその他事業については、上記に含めていません。
         2. 2010年3月期より事業区分の変更を行っており、2009年3月期以降のセグメント情報につきましては、変更後の事業区分で、2008年3月期
            以前につきましては、旧事業区分で表示しています。
        3. 2011年3月期より一部事業の組み替えを行っており、2010年3月期の数値については遡及修正しています。

売上総利益 経常利益 （単位：億円）資産合計
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2011年3月期の総括
　2011年3月期は、当初計画よりも1年前倒しで黒

字化を達成し、業績面での回復をお示しすること

ができました。これは、ひとえに前期に大きな損

失を計上した自動車事業の構造改革が進んだこと

が要因です。前期に低迷したロシアNISでの事業で

は在庫圧縮と資産の有効活用に努めたほか、エク

スポージャーを網羅的に把握・管理する仕組みを

確立し、為替変動などのリスクをマネージできる体

制を構築しました。また、成長著しいアジア、中南

米に注力したことにより、収益の拡大を図ることが

できました。労務問題の影響を受けたベネズエラ

の事業については、労使協定が完結し安定生産を

始めています。

　一方、大きく攻めに転じ、成果を上げられたのは

インフラ事業です。サウジアラビアとオマーンにお

いて、大型IPP事業案件を3件受注したほか、ロシア・

タタルスタン共和国向けの大型肥料プラントも成約

しています。2011年3月期の受注残も着実に積み上

がっており、今後の安定した収益が期待されます。

　産業情報事業では、持分法適用会社のさくらイン

ターネット株式会社のTOBを実施・完了し、ICT（産業

情報技術）事業の強化に向けたグループ体制を

整備することができました。

　船舶事業では、ドライバルク（ばら積み船）事業

において豪州の洪水による荷動き急減などがあり

ましたが、年間を通じてみれば比較的堅調に推移

しました。航空事業では、国内No.1の民間航空機

代理店事業が依然として順調な成績を収めた

ほか、今後の伸長が期待されるビジネス機事業に

おいても、フィリピンに拠点を新設し合計6機の

運航を行っています。

今後の戦略
　当部門では、技術革新に伴う新たなビジネスを

主導し、社会・生産インフラの整備・運営を通じて、
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機械部門

2011年3月期は自動車事業の収益改
善を図ることができ、部門全体としても
回復基調に転じることができました。
今後は、引き続き収益基盤の改善に
努めるとともに、ストック型ビジネス
モデルへの転換を図り、持続的成長に
向けて前進を続けていきます。
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新しい価値を生み出すというミッションを新たに掲

げました。今後は、このミッションに基づき、持続的

成長に向けた取り組みを前進させていきます。

引き続き収益基盤の改善に努めるとともに、次期

中期経営計画での力強い成長を見据え、事業投資

案件の拡充を図り、ストック型ビジネスモデルへの

転換を目指していきます。2011年4月に設置した事

業改革検証チームを中心に資産効率を徹底して検

証し、重点領域の大胆な絞り込みと成長分野の抜

本的な強化に着手し、資産の入替えを積極的に進

めていきます。

　具体的には、自動車事業では、引き続きエクス

ポージャー管理を徹底しながら、収益の最大化を

目指します。ロシアNISおよびベネズエラでの事業

は本格的な収益改善を見込むとともに、今後も

旺盛な需要が期待できる東南アジア、中南米で

伸長を果たしていきます。

　インフラ事業では、中長期的に収益貢献が期待

できるプラント事業への積極投資を加速させます。

IPP事業や肥料プラントは当社が強みを持つ分野

であり、ストック型ビジネスの構築という観点でも

重要な領域であることから、積極的な受注の積み

上げを図ります。

　産業情報事業は、前期に子会社化した日商エレ

クトロニクス株式会社を中心にグループ会社の連

携を強化し、今後有望な分野であるICT事業の本格

的な成長に努めます。クラウドプラットフォーム

サービスやITアウトソーシングサービスなど、各種

サービス型ビジネスでの収益拡大を図り、双日の

得意領域に育てていきたいと考えています。

　船舶事業では、引き続き、安定的な収益基盤であ

る自社船事業や新造船・中古船売買事業での収益

確保に努めるとともに、環境・省エネ分野の新規商

品開拓のほか、中南米などの市場開拓にも注力し

ていきます。航空事業では、代理店事業での取扱

いを伸ばしていくほか、成長領域として、ビジネス

機事業や部品事業の強化を図ります。

　このほか、2011年4月、部門直轄組織として環境・

都市インフラ推進室を設立しました。部門内および

他部門との連携を強化し、今後、大きな市場成長が

予測されるスマートシティ分野における多角的な

ビジネス構築を狙っていきます。

　機械部門は過去、双日の収益の大きな柱の一つ

でした。この2年、収益的には貢献できませんでし

たが、構造改革を進め、危機を乗り越えたことで社

内も活性化してきました。機械部門特有の「プロ

ジェクトをオーガナイズ」していく機能を最大限に

発揮することで、他部門との多様なシナジーを発揮

し、この伝統のある部門を双日の収益ドライバーの

一翼を担う部門に育てていく所存です。

機械部門長　 鈴木　義久 機械部門長 鈴木 義久
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　発展著しい東南アジアや中東諸国などでは電力需要の急増に対応する
ため、多くの海外資本参入型IPP事業が計画されています。当社は2011年
3月期に、サウジアラビア、オマーンにおいて3件のIPP案件における事業
権を獲得しました。長期安定収益基盤を強化するため、引き続き取り組
みを強化していきます。

機械部門：主要事業の紹介

自動車事業
成長する市場にコスト競争力のある商品で収益
基盤を拡大

インフラ事業
プラント事業で培った大型プロジェクトのノウハウ

現代プエルトリコ
本社外観

ファティマファーティライザー社
肥料プラント

事業環境
　主力市場の一つであるロシアNIS市場は回復傾向にあり
ます。東南アジア市場は堅調な需要が維持されているほ
か、中南米市場においても市場は順調に拡大しています。

強みと特長、取り組みなど
　当社は設備・エンジニアリングなど自動車製造にかかわ
る分野から、完成車輸出、現地組立製造、卸売、さらには自
動車小売販売からタイヤ・部品まで、自動車産業の川上分
野から川下分野に至るバリューチェーンを誇っています。成
長する新興国では、コスト競争力のある世界トップクラスの
自動車メーカーの輸入販売事業を運営し、収益基盤の拡
大を図っています。

今後の戦略
　2011年3月期に確立した、エクスポージャーを網羅的に
把握・管理する仕組みを活用し、資産の入替えを行いなが
ら、徹底したリスクマネジメントを実践していきます。同時
に、成長著しい新興国を中心に適切なポートフォリオの形
成を目指します。

事業環境
　リーマンショックからいち早く成長段階へ回復した新興
国・資源国を中心に、インフラ基盤の基礎となる製鉄・肥
料・エネルギーや電力プラントに対する需要は根強く、こ
れらの分野における事業投資や先進技術の販売などの事
業機会が拡大しています。

強みと特長、取り組みなど
　当社は業界のトップメーカーやデベロッパーとの連
携を深め、実績を積み重ねることで、大型プロジェクトのノ
ウハウを培ってきました。またアジア、中東、ロシアNIS、ア
フリカなどに経営資源を集中しており、そこで蓄積した知
見とネットワークが当社の強みです。こうした強みを活か
し、多様なニーズにきめ細かく対応しています。

今後の戦略
　電力IPP事業を重点分野と位置付け、長期安定収入源と
して、良質な資源の積み上げを目指します。また、プラント
事業においても受注の上積みを図り、確固たる収益基
盤を確立していきます。

自動車本部 インフラプロジェクト・産機本部

事業内容 
・   完成車輸出、現地組立製造販売、自動車卸・小売事業、部
品・タイヤ輸出、自動車関連設備・エンジニアリング事業

事業内容 
・   プラント（製鉄／肥料／化学／エネルギー）、インフラ（電力）
・   産業機械・生産設備（実装機、軸受、環境・新エネルギー
関連設備など）

2011年3月期のトピック

長期安定収益基盤の強化  ‒‒IPP事業‒‒

ベトナム フーミー工業区発電所
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　スマートシティ分野の事業展開を目
的に、環境・都市インフラ推進室を新設
しました。スマートシティはITを活用し
ながらサステナブルな低炭素社会を実
現するものです。現在、中国・唐山市曹妃甸での中日エコ工業
パーク構想に関してマスタープランづくりから参画しており、今
後、国内外で官民一体となって、当社の存在感を発揮した未来都
市づくりを実現していきたいと考えています。

産業情報事業
ITサービス事業の拡大とアジア市場への事業展開

船舶・宇宙航空事業
総合力を誇る船舶事業と国内シェアNo.1の民間
航空機代理店事業

Juniper製超高速インターネット・バックボーンルーター
Solar Africa
進水式

ボーイング社製B787
「ドリームライナー」

事業環境
　企業のIT投資への抑制が続く一方、国内クラウドサー
ビス市場は急速に拡大しています。企業のIT投資の流れ
や、事業モデルがハードからサービスへと転換する中
で、ITOやBPOなど、ITサービス事業への需要が高まりつ
つあります。

強みと特長、取り組みなど
　総合ITソリューション・プロバイダーである日商エレクト
ロニクス株式会社をICT事業の中核に据え、双日システム
ズ株式会社、さくらインターネット株式会社などICTのさま
ざまな分野に独自の強みを持つグループ会社との協業を
促進し、時代にマッチしたストック型のITサービスを強力
に推進しています。

今後の戦略
　日商エレクトロニクス株式会社のITサービス事業の
拡大および、アジア市場への事業展開を推進するとともに、
ソフト・サービス方面の事業強化のため、国内外のICT企
業との資本提携を推進しています。

事業環境
　当社の船舶事業の中心であるドライバルク船市況は、
豪州での洪水の影響などがありましたが、年間を通じて
みれば堅調に推移しました。航空業界では、防衛分野で
の環境変化はありますが、民間機代理店事業は安定して
推移しています。

強みと特長、取り組みなど
　船舶分野の強みは、舶用資機材、新造船、中古船、傭船、
不定期船、自社船までの海運・造船を網羅し、ワンストップ
サービスを提供できる総合力です。航空分野では、海外大
手メーカーの代理店事業に加え、ビジネス機事業にて米
国チャーター運航免許を持つACI社を傘下に、販売から運
航管理に至る包括サービスを提供しています。

今後の戦略
　船舶分野では、海外造船所や機器メーカーとの取引拡
大、水処理や風力発電関連などの新商品開拓や、中南米市
場の新規開拓を図るほか、自社船においては引き続き資産
の入替えを進めます。航空分野では、部品関連事業や、ビジ
ネス機事業におけるアジア展開を推進します。

産業情報本部 船舶・宇宙航空本部

事業内容 
・   通信機器、IT機器の販売、保守、システムインテグレーション事業
・    ソフトウェア開発、販売事業
・   データセンター事業、クラウドサービス、マネッジドサービス
・   BPO（Business Process Outsourcing）事業、ITO（Information 
Technology Outsourcing）事業

事業内容 
・    新造船、中古船、傭船、不定期船、舶用機器販売事業、
自社船保有事業
・    ボーイング社、ボンバルディア社などの民間機代理店事
業／防衛機器関連代理店および販売事業／ビジネス
ジェット事業

■ スマートシティの事業領域

統合情報センター

エネルギーマネジメントシステム

スマートモビリティ

スマートグリッド
スマートハウス

新都市交通
システム

再生可能
エネルギー

水循環
スマートウォーター

廃棄物
リサイクル

電気自動車コージェネレーション
曹妃甸の中日エコ工業
パーク構想

スマートシティの事業展開
‒‒環境・都市インフラ推進室‒‒
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2011年3月期の総括
　当部門では、現在進めている「Shine 2011」にお

いて、「上流権益投資と物流事業を両軸とする、バ

ランスの取れた事業展開」を重点テーマとしていま

す。このテーマに基づき、積極的な取り組みを進め

た2011年3月期は、業績、事業投資、いずれの面に

おいても、大きな成果を上げることができました。

　まず、2011年3月期の業績についてですが、石

炭、合金鉄などの取扱数量の増加や鉄鋼事業の好

調な推移などにより、大幅な増益を果たしました。

過去に積み上げた優良資産からの着実なリターン

を獲得するとともに、アジア・中国などをはじめと

する新興国での需要拡大を背景に、物流事業で順

調に収益を確保した結果です。

　権益投資においては、大型案件への注力という

方針の下、将来の躍進につながる複数の投資を実

行し、非常に意味のある1年とすることができまし

た。特筆すべきは、石炭での案件です。豪州のミネ

ルバ炭鉱の権益を96%まで買い増しし、持分生産量

の拡大に加え、炭鉱の経営に着手しています。この

ように炭鉱操業のノウハウを具備することにより、

事業領域を拡大させ、今後の飛躍的な発展を

狙っていきます。また、当社が国内トップクラスの実

績を持つレアメタルの分野では、ブラジルのニオブ

生産会社への出資を実行し、当社の歴史の中でも

最大級の大型投資案件を結実させました。ニオブ

は、高級鋼材に不可欠なレアメタルで、今後の需要

も伸長していくことが想定されています。世界の

マーケットのトップシェアを有する同社からは、安定

的な配当が見込まれるほか、今回締結した長期引

取契約により、物流分野での収益拡大も大きく期待

できます。このほか、豪州レイク・バーモント炭鉱拡

張の追加投資をはじめ、アルミナ、モリブデンなどに

おいても追加投資を行い、持分生産量の拡大を

図っています。エネルギー分野に関しては、カター

ル油田権益の買い増し、米国に保有するフェニック

エネルギー・金属部門
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2011年3月期は、将来の躍進につな
がる複数の投資を実行し、大きな成
果を上げることができました。今後も、
10年後、20年後の成長を牽引するよ
うな優良権益への投資を加速させて
いくとともに、物流事業の充実を図り、
持続的成長を実現する強固な収益基
盤を構築していきます。
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ス海上油田権益からの原油生産開始などにより、着

実に持分生産量を伸長させています。

今後の戦略
　「Shine 2011」最終年度となる2012年3月期に

ついては、今回拡大した権益ポートフォリオからの

収益を着実に獲得していくとともに、物流取引での

充実を図ります。特に、石炭を含めた金属資源にお

いては、対日取引だけでなく、中国をはじめとする

アジアや中南米などの旺盛な需要を的確に捉えた

供給を果たし、収益の拡大を目指します。

　そして、今後の持続的な成長に向けては、継続

的な優良権益の追求と、資産の入替えによる資産

効率の向上を重点課題としていきます。優良権

益を積み上げていく上では、当社が強みを持つ分

野や、市場規模が大きく今後の成長が期待できる

分野、すなわち真に競争力のある案件に集中的に

経営資源を投下していく構えです。例えば、当社が

強みを持つ石炭では、2011年3月期に実施した投

資により、当社の持分生産量は700万トン程度とな

ることが見込まれますが、今後は、さらなる権益投

資の加速を図りたいと考えています。鉄鉱石につ

いても、新興国の経済成長を背景に今後の需要拡

大が想定されており、当社としても新規鉱山開発に

向けた動きをさらに進めていきたいと考えていま

す。エネルギー分野では、米国非在来型シェールオ

イル・ガス開発など新規案件への対応を進めます。

また、全社の重点育成分野である環境・新エネル

ギー分野については、2014年には業界最大手とな

る予定のブラジルのバイオエタノール生産会社の

事業拡張に努めるほか、太陽光発電パネルに使わ

れる高純度金属シリコン事業への進出も見据え、

積極的なビジネス展開を行います。

　エネルギー・金属資源は、特に長期スパンでの

取り組みが重要な領域です。現在の収益の多くは、

10年前、20年前の権益投資が基盤となっています

し、数十年の取引実績を基に築いたサプライソー

スが当社の優位性に直結している事例も少なくあ

りません。こうした過去から積み上げてきた収益基

盤や顧客・サプライヤーとの関係を最大限に活用

し、将来の成長を牽引するような優良資産への投

資を加速させていくことが当部門の使命だと捉え

ています。そして、そのためには中長期的な視座に

立った人材育成が不可欠との考えから、部門内外

の人事ローテーションを活性化させ、さまざまな

職務を経験する機会を設けるなど、高い専門性と

幅広い視野を持った人材を育成することで、持続

的な成長を目指していきます。

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
（見通し）

371

480
417

600
（億円）

400

200

0 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
（見通し）

126

295287300
（億円）

200

100

0

売上総利益 経常利益
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エネルギー・金属部門長　 段谷　繁樹  
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　石炭事業は、豪州・インドネシアを中心とした石炭権益投資ビジネス、およびアジアマーケッ
トを中心とした石炭販売ビジネスを成長の両輪として事業展開をしています。2010年12月、豪州
ミネルバ炭鉱の権益をさらに51%追加取得し、本炭鉱の96%の権益を保有することにより、総合
商社としては他に例の少ない炭鉱経営に進出しました。良質な石炭権益の拡充だけではなく、炭
鉱のオペレーション機能を直接持つことにより、これらのノウハウを習得し、収益の強化を図ると
ともに、将来の良質な炭鉱開発の機会創出にもつなげることを目指しています。

エネルギー・金属部門：主要事業の紹介

エネルギー開発全般
エネルギー上流権益獲得と地域バランスの取れた
権益確保に注力

石炭および銅事業
トレーディングと権益投資の両輪によるシナジー
追求

カタール海上
カルカラ油田　　

豪州
レイク・バーモント炭鉱

事業環境
　北アフリカ・中東地域での政情不安をはじめ不安定要素
はあるものの、世界のエネルギー需要は、新興国を中心に
継続的な増加が見込まれます。一方、国内外における再生
可能エネルギー普及の促進、ならびに国内におけるエネル
ギー計画見直しの可能性など、中長期的なエネルギー関連
事業への影響も注目されます。

強みと特長、取り組みなど
　石油・ガス上流権益投資では、当社独自のネットワークを
通じ、分散投資を継続することで、優良権益資産の拡大を
目指しています。原子力事業においては、仏アレバ社の日
本における総代理店としての経験・ノウハウを活かし、日本
のエネルギー産業に貢献しています。

今後の戦略
　石油・ガス上流分野における資産効率を上げる一方、リ
スク・リターンを十分に見極め、地域分散を図りながら新規
権益の確保を進めていきます。また、非在来型石油・ガス資
源として注目されるシェールオイル・ガス、タイトサンドガス
事業からの着実な収益獲得を推進します。 

事業環境
　新興国において銅・アルミのほか、ベースメタル需要の
増加が見込まれます。埋蔵量が豊富で地域偏在性が少な
く、価格競争力のある石炭は、エネルギー供給において引
き続き重要な役割が期待されています。

強みと特長、取り組みなど
　石炭事業では、豪州とインドネシアに優良権益を複数保
有しているほか、豪州では炭鉱経営に進出しています。ま
た、トレーディングでは、ロシア炭やインドネシア炭の対日
輸入でトップシェアを誇ります。非鉄金属事業では、カナダ・
ジブラルタル銅鉱山の権益を12.5%（当社持分）取得し、世
界有数のボーキサイト・アルミナ一貫製造事業であるワー
スレー事業とともに、事業収益の柱としていきます。

今後の戦略
　石炭事業では、トレーディングおよび投資事業を成長の
両輪と位置付け、引き続き当社権益炭量の積み上げと既
存権益からの収益最大化を図り、石炭の安定供給に努め
ます。非鉄金属事業では、アルミナと銅の上流2権益を軸
に非鉄金属事業基盤の強化に努めます。

エネルギー・原子力本部 石炭・非鉄金属本部

主な取扱商品 
・   原油、天然ガス、LNG、ガソリン、軽油、重油、ジェット燃料
・   原子力燃料サイクルサービス、原子力関連機器など

主な取扱商品 
・    石炭（電力用一般炭、PCI炭、原料炭）、非鉄金属（アルミ
ナ、銅精鉱、銅地金ほか）など

炭鉱の買い増しにより経営・操業ノウハウを取得  ‒‒石炭事業‒‒

2011年3月期のトピック



石油・ガス・LNG 石炭 合金鉄

非鉄金属 その他
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製鉄原料事業
総合商社最大のレアメタル事業のほか、鉄鉱石、
鉱産品の安定供給に注力

環境・新エネルギー事業
バイオ燃料、太陽電池原料、再生可能エネルギー
事業開発などへの対応強化

ブラジルCBMM社
Araxá工場

ブラジルETH社
Alto Taquari工場

事業環境
　2010年の世界粗鋼生産数量は対前年2桁の増加を示し
ており、新興国を中心とした経済発展に伴い、中長期的に
も底堅い需要の伸長が見込まれます。

強みと特長、取り組みなど
　当社は、モリブデン、タングステン、ニッケルなどのレア
メタル権益を米州、欧州、アジアなどに保有するほか、ブラ
ジルにおけるニオブ権益も獲得しており、トレーディング
との相乗効果をさらに強化しています。鉄鉱石では、ブラ
ジル産鉄鉱石を中心に日本向け鉄鉱石輸入において業界
トップクラスの取扱いがあります。鉄鉱石権益投資では、
西豪州の保有鉄鉱石権益の開発に注力しています。

今後の戦略
　当社が強みを持つレアメタルについては、保有権益の
拡張などを通じて事業基盤を強化していきます。伝統的に
強みを発揮してきた鉄鉱石の対日輸入に続き、豪州に保
有する鉄鉱石鉱山開発を進め、鉄鉱石収益による収益基
盤の確立を目指していきます。

事業環境
　サトウキビ由来のバイオエタノールは、CO2削減効果の
高いバイオ燃料として主力生産国ブラジルを中心に需要
が拡大しています。また、太陽光・太陽熱・バイオマスなど
の再生可能エネルギーの需要拡大も期待されています。

強みと特長、取り組みなど
　引き続き、全社の環境・新エネルギービジネスの展開を
推進する視点で新規事業開発を進めています。既存エネ
ルギー事業との連携の下、バイオ燃料をはじめとする太陽
光・太陽熱などの再生可能エネルギー事業、低品位炭の
有効利用などに取り組み、早期の収益基盤の確立を目指
します。

今後の戦略
　対日輸入シェアNo.1を誇る高純度金属シリコン事業で
は、第三国への物流の増加に加え、シリコン製造事業への
海外進出を目指します。また、次世代環境素材・新エネル
ギー素材をはじめ、低品位炭の有効利用技術など、環境負
荷軽減に資するプロジェクトも推進していきます。

鉄鋼・製鉄原料本部 環境・新エネルギー事業部

主な取扱商品 
・    レアメタル（モリブデン・ニオブ・ニッケル・バナジウム・
タングステンなど）、鉄鉱石、鉄鉱石ペレット、還元鉄、
鉱産品（蛍石、ジルコンほか）、鉄鋼製品など

主な取扱商品 
・    バイオ燃料（バイオエタノール、バイオETBEなど）、太陽
電池製造用高純度金属シリコンなど

■ エネルギー・金属資源権益マップ
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2011年3月期の総括
　「Shine 2011」では、化学品で「工業塩」「C5＊」「リチ

ウム」「レアアース」「メタノール」の5つの事業、機能

素材で「エレクトロニクス」「環境・新エネルギー」

「ヘルスケア＆ライフサイエンス」の3つの事業を核

とすることを方針としています。

　2011年3月期の業績については、中国をはじめと

するアジアでの需要拡大を的確に捉え、順調に収

益を拡大しました。メタノール市況が好調に推移し

たほか、レアアースや工業塩、リチウムといった事

業が収益に貢献しました。

　こうした中、2011年3月期における成果として強

調したいのは、物流事業を中心に展開している当部

門において、3件の投融資を実現できたことです。

　1つ目は、インドにおけるマリンケミカル事業へ

の出資・参画です。これは、モンスーン期に大量の

海水が流れ込む低湿地帯のかん水からカリウム成

分を硫酸カリ肥料として生産する事業で、副産物と

して工業塩（当初200万トン、いずれは500万トン規

模）が生産され、当社はそれをアジア・中東市場に

向けて販売し、成長市場を取り込んでいく計画で

す。2つ目は、ブラジルでのブタジエン事業への参

画です。南米最大の石油化学会社であるブラス

ケン社との5年半にわたる長期売買契約の締結に

より、世界的な需要拡大が想定されるブタジエンを

安定供給していく体制が構築できたほか、今後はよ

り付加価値の高いブタジエン誘導品の事業化につ

いても進めていく予定です。そして3つ目は、レア

アース事業での豪州ライナス社への出融資です。こ

れにより、安定確保が課題となっているレアアース

について、日本市場への10年にわたる安定供給体

制を整えました。当社が強みを持つレアアース事

業をさらに強化する取り組みとして、また業界トッ

プとしての供給責任を果たすという意味でも大き

な成果と捉えています。
＊ 有機溶媒の一つであるペンタンなど、炭素数が5の化合物を指す。

化学品・機能素材部門
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豊富なネットワークと専門ノウハウを活
用し、バリューチェーンの強化に向けた
取り組みをもう一段強力に進め、持続
的成長の実現を目指します。上流分野
への事業投資も含め、当社が強みを持
つ分野をより強化し、グローバルに広げ
ることで、良質な資産を積み上げていき
ます。
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今後の戦略
　当部門は、多岐にわたる商品を扱っています

が、これらは幅広い用途に使われる中間製品が中

心で、その市場や環境は非常に速いスピードで変

化しています。こうした変化に的確に対応していく

ためには、産業全体を俯瞰し、当社が構築してい

る物流バリューチェーンからいち早く情報を吸い

上げていくことが重要となります。そして、長い時

間をかけて培ってきた顧客基盤が当社の大きな

資産ですから、収集した情報を最大限に活用し、

顧客とともに変化・進化していく、もしくはその

一歩先んじて変革を促していくことが私たちの役

割だと捉えています。

　こうした考えの下、持続的成長の実現に向け

て、今後はバリューチェーンの強化を目指した取

り組みをもう一段強力に進めていく構えです。上

流分野への事業投資も含め、当社が強みを持つ

分野をより強化してグローバルに広げることで、

良質な資産を積み上げていきます。

　当社が強みを持つ分野では、パートナーや顧客

との長年の強固な関係とネットワークがあり、設

備構築、運営、生産、販売などバリューチェーン全

体の高度なノウハウを有しています。こうした領

域では、やはり情報も集まりやすく、効率的かつス

ピーディーに事業基盤を構築していくことができ

ます。例えば、今回投融資を行った3つの案件につ

いても、投融資先は長年のパートナーですし、そ

れぞれの事業で培った専門ノウハウや取引実績

が投融資実現の大きな背景となっています。

　こうした取り組みを推進していく上での重点課

題は、真のグローバル視点を持つことだと考えて

います。海外展開を生業とする私たちですが、依然

として日本から海外の各国を見る傾向がありま

す。優良な資産を海外で積み上げていくには、

グローバルな立場から日本を含めた各国を見る

ことが重要です。当部門の専門ノウハウを有する

優秀な人材が、一層のグローバル視点を持って

事業を進めていけば、事業基盤はより良質に、強

固になっていくはずです。今後は、海外に向けて

これまで以上に多くの人材を送り出し、人材育成

に注力することで、持続的成長を実現していきた

いと考えています。
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化学品・機能素材部門長　 水井　聡 
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　レアアースはハイブリッドカーや省エネ家電など、低炭素社会
の実現に向けて普及が進むさまざまな製品に使用されてお
り、年々需要が増加しています。当社は、主要供給国である中国
からの安定調達を図る一方、新しい供給ソースを求めて、独立行
政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）と共同で、

レアアース資源開発を行う豪州ライナス社へ出融資することを
決定しました。この出融資を機に、当社はライナス社が生産する
レアアース製品を、日本の現在の需要量の約30%に相当する、年
間約8,500トン（±500トン）以上を、10年にわたって独占的に日
本市場に長期供給する契約を締結しました。

化学品・機能素材部門：主要事業の紹介

工業塩事業
裾野の広い用途がある基礎化学品の基幹原料

メタノール事業
燃料用途としても需要が拡大する化学品原料

出荷前のインド塩在庫
インドネシアにおける
メタノール製造工場

事業環境
　工業塩を用いて生産されるアルカリ製品と塩素誘導品
は、さまざまな産業に欠かすことができない基礎原料とし
て多様な用途があります。当社が工業塩を供給する主な市
場である、極東、中国、東南アジア、中東の各国では、中長期
的に旺盛な需要が見込まれます。

強みと特長、取り組みなど
　当社はインドならびに豪州で生産される工業塩を取り
扱っており、日本における市場シェアは商社トップクラスを
誇っています。塩の生産は、その年の天候によって左右され
ますが、複数の塩田からの供給ソースを持つ当社は、天候
リスクを分散した調達を確保しており、長年にわたり需要家
に対して安定供給を果たしています。

今後の戦略
　旺盛な需要に対応するため、安定的な調達を継続し、既
存供給ソースの一つであるインドにおける取り組みを一層
強化します。また、当社の長年にわたる生産、物流、マーケ
ティングの知見を活かし、新たな市場や供給ソースの開
拓を行い、取扱量の拡大を図ります。

事業環境
　メタノールは従来、接着剤・合成繊維・高機能プラスチッ
クなど、主として化学原料として用いられてきましたが、
近年LPG、バイオディーゼルなど燃料用途が拡大しつつあり
ます。特に中国において、ガソリン添加の需要が著しく伸長
しています。

強みと特長、取り組みなど
　当社は85%を出資するインドネシアのメタノール製造会
社PT. Kaltim Methanol Industri（KMI社）の製品を主体と
し、アジア市場を中心に100万トンを販売しています。KMI社
は、需要地であるアジア市場に近い利点を活かしたタイム
リーかつフレキシブルなデリバリーにより、顧客から高い評
価を受けています。

今後の戦略
　今後は、第二のKMI社となる事業の構築により、市場に
おけるプレゼンス強化を図るとともに、メタノールの販売・
物流機能を利用した他液体化学品への展開を推進してい
く方針です。

化学品本部

事業内容 
・   資源化学品分野：工業塩輸入・外国間販売、レアアース／リチウム輸入販売、水酸化アルミニウム販売
・  有機化学品分野：メタノール／高機能樹脂の製造販売、塗料原料輸出入・国内販売

顧客への安定供給体制構築を目指す  ‒‒レアアース事業‒‒

2011年3月期のトピック
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機能性樹脂モノマー事業
金属代替として需要が拡大する高機能樹脂原料

セルロース繊維「テンセル」事業
地球環境との共生を実現する植物由来原料

可溶性ポリイミド樹脂
「ソルピー6,6-PI」の溶液 「テンセル」を使用したバイオ樹脂コンパウンド材

事業環境
　多様な製品で軽量化・薄型化ニーズが高まる中、金属
の代替材として高機能樹脂が注目されています。アラミ
ド樹脂は、スチール代替としてタイヤの軽量化に、ポリイ
ミド樹脂は携帯電話・スマートフォンなどの薄型化目的
で使用されており、また太陽電池・リチウムイオン電池用
においても、機能性樹脂モノマーの需要拡大が期待され
ています。

強みと特長、取り組みなど
　当社は、インド・AARTI社の日本向け総代理店として
10年以上にわたり各種化学品の取扱いを行っています。
原料の中国調達依存が進む環境下、調達場所をインドへ
分散することで、安定供給を可能にしています。

今後の戦略
　ソルピー工業株式会社では、従来フィルムでしか流通で
きなかったポリイミド樹脂を溶剤に溶かした「可溶性ポリ
イミド」を開発しました。これにより、従来の領域外の用途
展開が可能となることから、原料から製品までの一貫した
取り組みを進め、高機能樹脂ビジネスの拡大を図る方針
です。

事業環境
　低炭素社会の実現に向けた取り組みがグローバル市場
で進む中、各産業分野において、植物由来素材へのニーズ
が高まっています。「テンセル」はユーカリを主原料とする
植物由来繊維であり、綿花代替として衣料分野で需要が伸
長しており、バイオ樹脂コンパウンド材としても注目度が高
まっています。

強みと特長、取り組みなど
　当社は、世界最大のセルロース繊維メーカーであるオー
ストリア・レンチング社の日本における販売代理店として、
10年以上にわたり同社の「テンセル」「レーヨン」を取り扱っ
ています。当社はセルロース繊維輸入量全体の約50%の
シェア（約7,500トン）を誇る業界最大手です。

今後の戦略
　引き続き既存の繊維分野でのシェア拡大に注力するとと
もに、バイオ樹脂コンパウンドなど、非繊維分野での市場開
拓に注力します。「テンセル」は、ガラス繊維と比べて比重が
軽いことから、繊維強化プラスチックとして市場開発を進め
ていく方針です。

機能素材本部

事業内容 
・  ファインケミカル分野：農薬原料・中間体・製品の輸出入、触媒輸出、機能性樹脂モノマー輸入、化粧品企画開発販売
・   機能素材分野：炭素繊維・セルロース輸出入、高機能不織布販売
・   高機能電材分野：FPD（フラットパネルディスプレイ）販売、プリント基板販売

■ レアアース事業のバリューチェーン（川上への投資で事業の収益基盤を強化）

川下川中川上

ライナス・マウントウェルド鉱山 電気自動車レアアースを使用した
ネオジム鉄ボロン合金
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2011年3月期の総括
　「作って・育てて・加工して売る」――。

　これは、衣食住すべてにかかわる当部門が、持続

的成長に向け「Shine 2011」で掲げた基本方針で、

国内から海外へ、そして従来のトレーディング主体

の事業から、より大きな付加価値を生む事業投資

型ビジネスに転換していくことを目指しています。

　この方針の下、2011年3月期は「足場固めから

攻めへのシフト」とテーマを定め、積極的な取り組

みを行ってきました。業績としては、アジアの肥料

事業が非常に好調であったことから、計画以上の

収益を上げることができましたが、収益構造の転

換を目指した取り組みとしても、着々とその歩みを

進めています。

　食料資源分野では、当社が100%出資する農業

生産事業会社をアルゼンチンに設立しました。

大豆をはじめとする穀物を生産し、初年度は無事、

収穫・出荷と実績を上げることができました。林産

資源分野では、チップ植林事業においてベトナム

および豪州に続き、アフリカ・モザンビークにチップ

製造会社を設立したほか、繊維分野では、アパレ

ル・ブランド事業において新ブランドを立ち上げ、

店舗展開を始めています。また不動産分野では国

内分譲マンション事業を再開しました。

今後の戦略
　「収益構造転換の加速化」――。

　「Shine 2011」の最終年度となる2012年3月期

は、「収益構造転換の加速化」をテーマに、成長戦

略を全員が一丸となって実行していきます。

「トレーディングから事業投資型ビジネスへ」「農林

水産分野における上流資源確保」「国内から海外

へ」という3つの柱を成長戦略として掲げ、成長す

る海外市場で積極的に事業を展開していきます。

　海外へのシフトにあたっては、人口の増加と、豊

富な資源を持つ新興国に多くのビジネスチャンス

が存在しており、中国・ベトナム・インドネシア・

生活産業部門
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生活産業部門では、衣食住という生活
に直結した分野を担う部門として、
安定的な事業基盤を確立していきた
いと考えています。「作って・育てて・
加工して売る」という、より大きな付加
価値を生む事業を多く手掛け、「収益
構造転換の加速化」をテーマに成長
戦略を実行していきます。
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インド・ブラジルなど、成長が期待される国々に

注力します。当部門では、「Shine 2011」のスタート

から2年間で、これらの国々およびカンボジア、ロシ

アを含めて約20名の駐在員を増員派遣しており、

さらにインドシナ地域やアフリカ地域への追加派

遣を計画しています。

　2012年3月期の「収益構造転換の加速化」に

おける具体的な例では、当社が20%出資するベト

ナム最大手の製粉会社インターフラワー・ベトナ

ム社の港湾施設を活用し、穀物全般の取扱拡大

に加え、配合飼料事業の展開を進めます。アル

ゼンチンで開始した農業事業については、ブラジ

ルなど中南米地域に農地を拡大し、経験とノウハ

ウを積み重ね、5年後には約100万トンの穀物生

産を目指します。

　2008年より取り組んできた双日ツナファーム

鷹島株式会社の養殖マグロ事業では、2010年

12月に初出荷を迎え、初年度となる2011年3月期

は約1,300尾の本マグロを出荷しました。近畿大

学との共同研究による完全養殖事業にも積極的

に取り組んでおり、天然資源を保持しつつ持続可

能な事業構築を掲げ、2015年3月期までには約

10倍の漁獲量を目指しています。またマグロ以外

の水産資源の養殖事業も海外で進めていきます。

　林産資源分野では、ベトナムでのチップ合弁事

業会社の拡張により、生産量を現在の約50万トン

から100万トン（BDT＊）へ倍増する計画を実行し、

対日向け以外に、チップの需要が高まる中国・アジ

アなどへの供給も積極的に進めます。また、北米・

南洋材などの原木事業では、植林木や森林認証材

など、自然環境保全に配慮した商品のニーズが高

まっており、チップ同様に木材需要の伸びが期待

できる中国・ベトナム・インドなどのアジア市場を

中心に海外取引を増やしていきます。

　不動産分野においても、海外展開に注力し、ベ

トナムやインドにおいて工業団地の開発・分譲を

行っており、現地の発展に寄与していきたいと考

えています。

　「収益構造転換の加速化」を進め、持続的に成

長していくために一番重要なのは「人材育成」で

す。さまざまな事業、戦略を実行しながら、成功体

験を一つずつ作ってしっかり根付かせ、これを繰

り返すことにより、仕事の経験を通して、強いオー

ナーシップ意識を持ち、どの分野・どの国におい

ても通用するグローバルな人材を育成していき

ます。「作って・育てて・加工して売る」という、より

大きな付加価値を生む海外事業を全員で実現

し、衣食住にかかわる事業を今後もグローバルに

展開していきます。
＊  BDT（bone dry ton）：絶乾重量。実際のチップ重量から水分の
重量を除いたもの。
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生活産業部門長　 寺西　清一 
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　マグロの世界的な消費量の拡大と漁獲規制が進む中、当社は
マグロの安定供給を目指し、2008年9月、長崎県鷹島においてマ
グロ養殖事業に参入。徹底した品質管理の下、安心・安全・美味し
さを追求した高品質の本マグロが、2010年12月、初出荷を迎えま
した。当社は地中海や豪州、メキシコからの輸入など日本のマグ
ロの年間総輸入量の約15%を取り扱うほか、中国では超低温マグ

ロの保管・加工販売会社を設立するなど、マグロ事業への取り組
みでは総合商社有数の実績を誇っています。今後はマグロ養殖事
業の拡大とともに、天然稚魚に加え近畿
大学との共同研究による人工孵

ふ か
化稚魚

の肥育にも積極的に取り組み、食料資
源の安定供給を目指します。

生活産業部門：主要事業の紹介

カジュアルシューズ
「Admiral」

海外での小麦・製粉事業
ベトナム第1位の製粉会社へ “インターフラワー・ベト
ナム社”

ブランド・リテール事業
多様化するライフスタイルと消費者心理・意識の変
化をブランド事業がリードしていく

IFV社の製粉工場、
サイロ、港湾設備

事業環境
　2010年の実質GDP成長率が6.8%と堅調な経済成長を遂
げているベトナムでは、2012年に人口が9,000万人を超える
といわれており、穀物・飼料原料は今後一層の需要増加が
見込まれています。

強みと特長、取り組みなど
　当社が出資するベトナム製粉大手のインターフラワー・
ベトナム社（IFV社）の穀物専用港湾施設が2010年に完成
し、パナマックス級本船が着岸可能な、ASEAN域内最大規
模の穀物専用港となりました。また、同社は新たな製粉ラ
インの設置により2012年3月期末までに製粉能力を倍増
させ、ベトナム第1位の製粉会社に成長することを目指し
ます。

今後の戦略
　IFV社の港湾設備を活用し、食料や飼料の輸入事業や製
粉事業の拡大に加え、ベトナムにおける配合飼料事業の展
開を進めています。食料資源の安定供給を実現し、ベトナム
およびアジア地域の食品産業の発展と成長を目指します。

事業環境
　経済・社会環境が急激に変化する中、消費財に求められ
るニーズも多様化しています。エコ・シンプル・人とのつな
がりなど、日常生活における異なる価値観を組み合わせ、
潜在的な消費欲求に応えていくことが必要となります。

強みと特長、取り組みなど
　自社ブランドMcGREGORでは、新規ブランドとして
「McGREGOR CLASSIC」を立ち上げ、“ファミリー”をテーマ
にショッピングセンターでの店舗展開を開始しました。カ
ジュアルシューズの「Admiral」、サーフブランド「REEF」のほ
か、アイテムの異なるブランド事業から新生ライフスタイ
ルを追求しています。

今後の戦略
　ブランド事業の国内での経験を活かし、急速な成長が
見込まれる新興国市場でリテール事業を展開します。多様
化する消費動向を的確に捉え、新しい市場で形成される
未来のライフスタイルを提案、実現していきます。

食料資源本部 コンシューマーサービス本部

主な取扱商品および事業内容 
・    穀物飼料分野：小麦・大豆・トウモロコシ・米・牧草および
配合飼料など
・    食料原料分野：砂糖・コーヒー・油脂・小麦粉および製粉事業など
・   水産分野：マグロ・エビ、水産加工品および養殖事業
・   アグリビジネス分野：化成肥料、農業事業

事業内容 
・   リテール分野：煙草、シューズなど生活雑貨輸入ブランド
事業、JALUXとの空港リテール事業、海外での卸・物流・
リテール事業
・    繊維分野：OEM事業、アパレルブランド事業

養殖本マグロ初出荷  ‒‒双日ツナファーム鷹島‒‒

孵化後22日、全長30.5mmの
本マグロ【写真提供：近畿大学】

2011年3月期のトピック
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チップ植林事業
アジア・豪州に加えアフリカでのチップ事業を展開

海外工業団地事業
成長著しいアジア地域での工業団地開発・分譲・
運営を推進中

チップ原料となる
植林木供給地
（南アフリカ） 操業中のロンビン工業団地（ベトナム）

事業環境
　先進国の紙需要は成熟化する一方、新興国では経済成
長に伴う需要の増加、多様化が予想され、将来に向けて複
数地域からのパルプ原料の安定的な確保と価格変動への
対応が課題となっています。また地球温暖化の観点より、今
後は再生可能エネルギーとしてバイオマス燃料への需要
も期待されます。

強みと特長、取り組みなど
　ベトナム・豪州で推進するチップ植林事業の経験とノウ
ハウを基に、アフリカでの展開を進めます。南アフリカ・スワ
ジランドの植林木を、モザンビークに設立したチップ製造
会社にて加工し、日本に輸出します。また、需要が高まる中
国・アジアなどへの供給も積極的に展開していきます。

今後の戦略
　アフリカでの新規取り組みやベトナムでのチップ取扱数
量倍増計画の実行により、安定した供給体制を築き、販
売を強化していきます。製紙用途に加え、先進国では需要
拡大が見込まれるバイオマス発電用途への供給など、多様
化する林産資源用途開発にも取り組んでいきます。

事業環境
　ベトナムやインドへの日系および中国・韓国企業の進出
意欲は依然旺盛で、好立地かつ給排水・電力・通信などの
工業団地機能の提供はもとより、進出企業ごとに生じるさ
まざまな課題に対応する経験豊富な工業団地運営能力が
求められています。

強みと特長、取り組みなど
　当社は、工業団地の開発から管理・運営までを一貫して
行うことで、進出企業ごとの要望にあわせた付加価値の高
い多様なサービスを提供することが可能です。一例として、
現地事務所設立支援から、物流機能の提供、原料供給、標
準工場の提供、工場の設計・施工の請負などに至るまでの
進出支援を行っています。

今後の戦略
　ベトナムでは、フル稼動中のロンビン工業団地に加え新
規のロンデュック工業団地を、またインドでは、SMIP工業団
地などの開発・分譲を進めるなど、新興国が発展していくた
めの産業基盤を開拓していきます。

林産資源・不動産本部

事業内容 
・    林産資源分野：原木・製材・合板・建材・チップ・パルプなどの輸入・三国間取引、国内販売、および海外での植林、
チップの生産事業
・   不動産分野：分譲マンション開発、海外工業団地開発など

■ 鷹島本マグロ　～美味しさと安心への3つのこだわり～

双
日
の
営
業
概
況

1.  養殖に最適な漁場環境
    （豊かな自然環境に設置された養殖設備）
2.  徹底した給餌管理
    （生産履歴の完備）
3.  品質追求への取り組み
    （水質、泥質、魚病などの徹底した検査管理）




