
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。



双
日
の
営
業
概
況

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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