
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・
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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～
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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）




