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02
Ten Declarations

　「中期経営計画2014」は、従来の中期経営計画

とは策定の手法と建てつけが異なります。これまで

の策定方法は、各部門の営業戦略からPL計画を立

案し、これらを達成するために詳細な取り組みを決

めるというものでした。

　しかし、今回の「中期経営計画2014」は、良質な

資産を保有すれば、おのずと収益も上がるという考

えの下、資産の質と効率をBS面から見直し、全社

最適の観点から計画を策定しました。半年以上にわ

たって各部門の資産、事業を改めて分析し、その分

析結果を基に立案したものであり、経営資源を重

点配分していく分野を集中事業領域と設定してい

ます。

　こうしたBS経営に立脚した事業展開は、一見簡

単に思えますが、着実に実践していくことは容易で

はありません。これまでとはパラダイムが大きく変わ

るため、日々、資産の質に立脚した営業活動を行え

るよう、この計画の意義を営業部門の全員に浸透さ

せていかなければなりません。

　そのために、私自身、営業部門の意識変革を促す

べく現場に出向き、各部門長・本部長とともに決

意を持ってこうしたマネジメントを先導していきます。

　さらに、資産の入れ替え、事業の撤退・縮小など、

事業展開をドラスティックに変革していくために、人員

体制やリスクマネジメント機能などの面も含め、部門

運営の高度化に向けて全力で取り組んでいきます。

代表取締役副社長 営業管掌 

段谷 繁樹からの宣言
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自らの変革に向けて、
前進あるのみ。
計画達成に全力を注ぐ。

“

”



　「中期経営計画2014」では、安定的収益の拡大

を図る事業領域、収益の拡充と構造転換を図る事業

領域、将来の成長に備える事業領域が明確になって

います。私たちが今後さらなる飛躍を遂げていくた

めには、この中期経営計画を本当に「やり切れるか」

どうかにかかっています。3年という期間は長くはあ

りません。スタートの年である2013年3月期で、ど

れだけの進捗、進展を図れるかが非常に重要となり

ます。

　自らの変革に向けて、前進あるのみ。私たちは、

計画達成に向け、全力を注ぎます。
代表取締役副社長執行役員
営業管掌
段谷 繁樹
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前中期経営計画「Shine 2011」の総括
　「Shine 2011」では、世界経済のリセッションを背
景とした厳しい環境下、収益基盤の回復に向けて構造
改革に注力した結果、最終年度には計画以上の業績
を達成することができました。
　特に、2010年3月期に大幅な損失を計上し、機械
部門始まって以来の赤字計上の主因となった自動車
事業では、在庫水準の適正化やグロスエクスポー
ジャー管理の徹底、為替変動のリス
クヘッジなど、リスクマネジメントの
高度化に傾注しました。こうした取
り組みが奏功し、2012年3月期に
は当部門の利益を押し上げるところ
まで収益基盤を回復させることがで
きています。
　積極投資を加速させた海外 IPP

事業は、サウジアラビアとオマーンにおいて3件の大
型案件を受注したほか、肥料プラントではトルクメニ
スタン、ロシア・タタルスタン共和国およびアンゴラ
（先行エンジニアリング）向けに受注し、また、中国・
インド向け大型製鉄プラントを受注しました。IPP事
業は、今後、長期にわたる安定収益が期待できます。
　船舶事業では、市況の低迷による影響を大きく受け

る中、自社船事業や新造船・中古船売買に引き続き力
を注ぐとともに、バラスト水処理装置メーカーへの資
本参加などにも取り組みました。航空事業では、代理
店事業での収益確保と、成長領域であるビジネス機
事業や部品事業の強化を図りました。
　産業情報事業は、2011年3月に持分法適用会社
であった、さくらインターネット株式会社のTOBを
行ったほか、2012年3月には日商エレクトロニクス株

式会社を完全子会社化するなど、
ICT事業の強化に向けたグループ
体制を整えました。2011年4月に部
門直轄組織として設立した環境・都
市インフラ推進室では、4つの事業
領域（スマートシティ、水、再生可能
エネルギー、交通）に取り組むこと
で、スマートな都市インフラづくりに

貢献していきます。

「中期経営計画2014

～Change for Challenge～」の戦略
　「中期経営計画2014」では、安定収益基盤の構築
に向け、さらなる構造改革に取り組みます。資産効率
を徹底して検証し、資産をドラスティックに入れ替え

機械部門
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■ 売上総利益 ■ 経常損益

タイにおける現代自動車販売事業

＊参考情報として、決算日の変更による影響を控除した12ヵ月間の実績を掲載しています。



ていくとともに、今後の成長に向けた新規投融資を
計画どおり、確実に実行していきます。新規投融資に
ついては、投資からのリターンだけでなく、当部門の
機能、ノウハウを最大限に活かすことで、事業投資後
のオペレーションやメンテナンスなどから継続的な収
益を確保できるような、新たなビジネスモデルの構築
に注力していきます。
　「中期経営計画2014」における集中事業領域とし
て、海外 IPP事業、再生可能エネル
ギー発電事業、インフラ整備事業
の3つを設定しました。海外 IPP事
業では、2014年3月期からはサウ
ジアラビアの案件、オマーンの案件
の両プロジェクトからそれぞれの収
益貢献が見込めます。これらの収益
を計画どおりに獲得していくととも
に、金融・IPPに関する知見やプロジェクトオーガナ
イズなどの高い専門性を持った人員を増強し、複数
の大型案件の受注を目指します。再生可能エネル
ギー発電事業では、流動性が高く、原料や部材供給
などのバリューチェーンにおける強みも発揮できる、
太陽光発電を中心に取り組んでいきます。インフラ
整備事業については、将来の成長に向けて、運送事

業とのシナジー発揮も期待できる交通システムなど
について取り組んでいく計画です。アフリカですでに
着手していますが、オペレーションやメンテナンスへ
の広がりも見込める水事業への進出も視野に入れて
いきます。
　一方、主力事業である自動車事業では、国内外の
長年のパートナーである自動車メーカーとの良好な
関係を基に、既存のロシアN I Sやアジアでシェア

の拡大を図るとともに、新興海外ブ
ランドの車両取り扱いにも取り組
み、本部収益の中核を成す事業会
社経営にチャレンジしていきます。
伝統のある船舶事業・航空機事業で
は、資産の入れ替えを速やかに実
行するとともに、バイオ燃料分野や
環境機器販売など、将来の収益基

盤の構築に向けた取り組みに着手していきます。こ
のほか、産業情報事業は、日商エレクトロニクス株式
会社を中核として、グループの双日システムズ株式
会社やさくらインターネット株式会社との連携を進
め、総合商社としての幅広いネットワークを活用した
ICT事業のバリューチェーン構築を図り、安定収益の
確保に努めます。
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主要事業
> 自動車本部
> インフラプロジェクト・産機本部
> 船舶・宇宙航空本部
> 環境・都市インフラ推進室／
　産業情報部
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主要関係会社分布図

■ 総資産および総資産当期純利益（ROA） ■ 「中期経営計画2014」目標値（売上総利益）

サウジアラビアにおけるIPP事業
（建設中プラント）
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自動車本部 インフラプロジェクト・産機本部

機械部門：本部別事業概況

自動車事業
　当社は、経済成長が
著しく、継続して自動車
需要の拡大が見込まれ
るA S E A Nやロシア 

NISをはじめとするエ
マージング・カントリー
や、中南米など新興国
での事業強化を図って
います。既存の取扱ブ
ランドに加え、戦略的
パートナーシップとして
新興海外ブランドメー
カーの車両も取り扱い、
本部収益の中核を成す
事業会社経営にチャ
レンジしていきます。
　全世界規模での自動車販売の増大を受け、当社が取り
扱う大部分の市場で販売は好調に推移しています。とりわ
け2011年に前期比39％増の265万台規模となったロシ
ア新車販売市場は2012年にもその増加傾向を継続し、
300万台に到達することが見込まれています。当社はその
成長に遅れることなく、順次新モデルを導入し、さらなる顧
客層の拡大に取り組むと同時に、ブランディング活動によ
る市場シェアの拡大を図っていきます。
　一方、当社のビジネスを取り巻く環境は欧州債務危機な
どをはじめとし、いまだ予断を許さない状況であることに変
わりはありません。このような状況下、当社としては従来導
入している独自のエクスポージャー管理をさらに深化・高
度化させ、安定した収益を確保するとともに最適なポート
フォリオを構築していきます。また、将来を通じて安定的に
収益を確保するため、海外関連中核事業会社の経営人材
の確保・育成をあわせて行っていきます。

電力事業
　当社では現在、ベトナム、メキシコ、スリランカなどで発電
事業に参入しています。2010年以降、サウジアラビア「リヤ
ドPP11」（1,720MW）、オマーン「バルカ3」（744MW）、同
「ソハール2」（744MW）の天然ガス火力発電の大型案件3

件を連続受注。世界各地で安定収入を着実に見込める発
電資産を形成しており、今後も東南アジアや中東地域な
どを中心に、新規案件への取り組みを積極的に進めていき
ます。また電力設備のEPC ・
機器供給についても最適
パートナーとタイアップし、
ファイナンスの組成といった
付加価値を提供しながらビジ
ネスを展開していきます。

プラントプロジェクト事業
　当社は製鉄、肥料・化学、エネルギー分野を中心に大型
プラントを扱っており、中国、アジア、ロシアNIS、アフリカな
どが主要市場となります。
　2012年3月期は、インド・タタスチール社をはじめ中国・
武漢鋼鉄社や台湾に大型製鉄案件を受注したほか、ロシ
アでの大型石化プラント案件向けに基本設計契約を受注
し、アンゴラおよびナイジェリアにおける大型肥料案件の
先行設計契約を締結しました。今後はこうしたアフリカで
の大型案件やトルクメニスタンのアシハバードに設立した
駐在員事務所を中心に、現在契約履行中のロシアならびに
トルクメニスタンでの資源有効活用案件を成約に結びつ
け、成長市場でのプラントビジネスの強化を図ります。

産業機械・軸受事業
　産業機械・軸受事業では、2つの柱を中心に収益拡大を
図ります。半導体・実装分野では、海外の販売・サービス拠
点を中心にグローバル展開を加速し、ベアリング分野では、
製品販売のディーラー網やベアリング部品供給のサプライ
チェーン基盤を基に、成長市場への展開を一層進めます。

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
● 電力（設備機器、事業）
● プラント（製鉄／肥料／化学／エネルギー）
●  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）

2013年4月の完工を目指して急
ピッチで工事が進む「バルカ3」
のサイト

現代プエルトリコ 本社外観

現代自動車タイ販売店



双日株式会社　アニュアルレポート2012 21

船舶・宇宙航空本部 環境・都市インフラ推進室／産業情報部

航空事業
　当社は、ボーイング社やボンバルディア社など大手航空
機メーカーの国内販売代理店を務めており、中でも民間航
空機の取扱いにおいては国内シェアNo.1を誇ります。また、
ビジネス機事業として、当社が出資するAviation Concepts

社と共同でアジア全域での運航サービスの提供やチャー
ターフライトの販売などを展開しています。
　2012年3月期は、国内大
手航空会社向けに、最新
鋭の機体として注目されて
いるB787「ドリームライ
ナー」を世界に先駆け導入
し、B777などと合わせ23

機納入しました。今後は、代
理店事業での取扱いをさら
に伸ばしていくとともに、ビ
ジネス機や部品関連など
の成長領域で一層の強
化を図っていきます。

船舶事業
　当社の船舶事業は、舶用機器・資材の販売から、新造
船、中古船、傭船、不定期船などの取引、自社船事業に至る
まで、海運・造船を網羅してワンストップサービスを提供で
きる総合力を強みとしています。
　2012年3月期は、自社船事業において3隻売船する一
方で新造船3隻の竣工を受け、機器事業においてはバラス
ト水処理装置メーカーに資本参加するなど、売買にとどま
ることなく主体的な事業を展開しました。今後も自社船（資
産）の入れ替えにより恒常的な収益体質を目指すととも
に、船舶や傭船仲介事業ではその幅を広げるほか、一方で
は「エコ」をキーワードとした各種関連機器販売の拡大を
図っていきます。

環境・都市インフラ推進室
　世界人口が70億人を超
え、持続可能な社会の実
現に向けて経済と環境の
両立が求められる中、
さまざまな課題解決に際し
て、環境配慮型インフラの
整備が注目を浴びつつあります。当社では、こうしたニーズに
複合的かつ多角的に対応すべく、新たな豊かさを実現するた
めの低炭素・循環型社会のインフラ整備・運営を目指し、
2011年4月に環境・都市インフラ推進室を新設しました。
　初年度となる2012年3月期は、ドイツでの大規模太陽光
発電事業への参画などの取り組みを積極的に進めました。
今後は、日本政府の推進するパッケージ型インフラ輸出戦
略にも呼応しつつ、社内外の関係先との積極的な連携を図
り、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー事業や
水事業、CO2排出抑制に資する鉄道インフラ構築・輸送事
業、スマートシティ事業などを展開していきます。

産業情報部
　企業や個人の生活においてITが欠かせないものとなった
現在、あらゆる企業がITによる新たな成長の芽を模索してい
ます。当社では、傘下の3子会社（日商エレクトロニクス株式
会社、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）の連携により、企業に対して「ITによる新たな成長」を
実現するためのソリューションを提案し、最適なITサービ
スを提供しています。
　2012年3月期は、さくらインターネットが国内最大規模の
環境配慮型データセンターを北海道・石狩にオープンし、日
商エレクトロニクスはベトナムに現地法人を設立しました。
今後はデータセンターを中心としたクラウド関連サービスや
アジアを中心とした海外展開、スマートグリッドなどの新規
事業領域の強化を進め、飛躍的な成長を目指します。

事業内容
●  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

●  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

事業内容
●  環境・都市インフラ推進室： 交通インフラ事業、再生可
能エネルギー事業、水事業、スマートシティ関連事業

●  産業情報部： ネットワークおよびシステム構築、ITア
ウトソース・BPOサービス、各種データセンターサー
ビス（クラウド、ホスティング、ハウジング）、スマート
グリッド関連事業

ボーイング社製B787
「ドリームライナー」

ドイツでの24MW太陽光発電所

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
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Ten Declarations

　機械部門では、リーマンショック以降、それ以前の

商況とは一変した環境に直面し、「Shine 2011」は

スタートから厳しい局面を迎えました。「S h i n e 

2011」の期間中は、まさに部門一丸となって懸命に

構造改革に取り組んできた3年間でしたが、リスクマ

ネジメント手法の高度化や在庫水準の適正化、収益

基盤の改善などを徹底した結果、成長に向けた礎を

築くことができました。構造改革の断行によって部門

設立以来の危機的状況を乗り越えた自信は、次なる

飛躍への最大の力になると思っています。

　一方、現在の当部門における最大の課題は、安定

収益源が少ない点だと捉えています。安定的な収益

基盤が構築できれば、環境変化への耐性も高まり、

計画に対する蓋然性も高めることができます。

　「中期経営計画2014」では、こうした課題を払

しょくすべく、資産の質を見極めて選択と集中を徹

底し、強靭な収益基盤を積み上げることに専心しま

す。資産というものは、何もしないでいれば当然に

劣化してしまいますし、展望なきビジネスモデルは

組織の活力を低下させてしまいます。短期的には収

益を上げている資産・事業であっても、中長期的な

視点を持って検証し、資産の入れ替えを強力に推し

進めます。

　そして、集中事業領域である海外 IPP事業、再生

可能エネルギー発電事業、インフラ整備事業はもち

ろんのこと、夢のある、展望のある事業に経営資

機械部門長 喜多 敏彦からの宣言

安定収益源の創出に向け
展望あるビジネスモデルに経営   
一歩一歩、着実に良質な資産   

“
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源を集約し、部門をあげて安定収益源の創出に邁進

していきます。明るい未来に向けて、私たちは絶え間

ない構造改革に挑戦し続ける所存です。

　「商社は人なり」とよくいわれますが、私はまさに

そのとおりだと思っています。不透明な経済状況の

中でグローバルに競争していく上では、変化に即応

できる体制、自らを変革していける組織が不可欠で

しょうし、強靭な収益基盤の創出に向けては、専門性

の高いチームや人材が成功の鍵を握るといっても過

言ではありません。グループ会社も含め、機械部門

全員の力を結集し、双日を牽引するドライバーとなれ

るよう、一歩一歩着実に良質な資産を積み上げてい

きます。

常務執行役員
機械部門長
喜多 敏彦

 資源を集約し
  を積み上げる。”
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前中期経営計画「Shine 2011」の総括
　「Shine 2011」では、新規投融資と資産の入れ替
えを積極的に進め、業績についても、資産ポートフォリ
オの構築においても着実な成果を上げることができま
した。
　業績の面では、過去に積み上げた優良資産から着
実なリターンを獲得するとともに、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、好調な
結果を収めています。「 S h i n e 

2011」開始直前に起きたリーマン
ショックの影響を受ける中でも、当
期純利益で年間200～300億円レ
ベルの収益を継続して計上してきた
ことは、当部門の安定的な収益基盤
が確立できている証左であると捉え
ています。
　権益投資については、石炭、石油・ガス、レアメタ
ルなどにおいて、ほぼ計画どおりに実行しました。当
該投融資の成果として、権益における生産開始や拡
張工事などが順調に行われています。中でも、豪州
のミネルバ炭鉱への権益投資は大きな意義を持ちま
す。本炭鉱の権益を96%まで買い増ししたことで、
持分生産量を飛躍的に拡大させたほか、総合商社で

は例の少ない炭鉱経営への進出を果たしました。炭
鉱操業のオペレーション機能を備え、そのノウハウを
蓄積することで、今後の優良炭鉱開発の機会創出に
つなげていくことができ、事業投資の新たな形態とし
ても期待できる案件となりました。また、レアメタルの
ニオブについては、世界でトップシェアを誇る生産会
社に対して、過去最大級の出資を行うと同時に長期
安定取引契約を締結し、収益拡大と市場ポジション

の構築という両面で意義の大きい
投資となりました。また、直近の
2012年3月期においては、豪州の
アルミナやモリブデンなど、過去か
ら実施している拡張が無事終了し
たほか、コドリラ炭鉱の権益獲得
や、石油・ガス、石炭の権益取得を
行いました。

　資産の入れ替えについては、2010年3月期におけ
る豪州の石炭会社の株式売却をはじめ、主要なものだ
けでも3年間で計10案件の株式や権益売却および、
事業撤退を行いました。環境変化を見据えて投資目的
や将来の収益性を逐次見直すことで、タイミングも含
め効果的な資産の入れ替えができており、部門の収益
ポートフォリオは着実に強化されています。

エネルギー・金属部門
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豪州 ミネルバ炭鉱
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■ 売上総利益 ■ 経常利益

＊参考情報として、決算日の変更による影響を控除した12ヵ月間の実績を掲載しています。



「中期経営計画2014

～Change for Challenge～」の戦略
　「中期経営計画2014」では、権益投資と物流・トレー
ディング事業を両輪として、資産効率を向上し収益基盤
の強化を図ります。これまでに拡充してきた権益ポート
フォリオからの着実な収益計上と、物流取引の充実を実現
するとともに、優良資産のさらなる積み上げを進めます。
　集中事業領域として設定している石炭事業では、当
社のコア事業として一層の飛躍を目
指します。2012年3月期の権益持分
生産量は700万トンまで拡大してき
ていますが、これまでの投融資を中
心に2015年3月期には1,000万トン
にまで伸長することが見込まれます。
今後も当社が培ってきたネットワーク
や事業ノウハウを総動員し、炭鉱イン
フラなども含め、さらなる優良資産を着実に積み増すこ
とにより、生産量、取引量の拡大を目指します。
　国内トップクラスの実績を持つレアメタルでは、
2013年3月期以降、「Shine 2011」期間中に行ったモ
リブデンやニオブなどの投融資から本格的な収益貢献
が始まります。これらからのリターンを着実に実現させ
るほか、引き続き、取扱商流の拡大を通じて収益規模

拡大を図ります。また、鉄鉱石事業については、伝統的
に強みを発揮してきた鉄鉱石の対日輸入に加え、新た
な事業収益基盤を構築すべく鉄鉱石鉱山開発に注力し
ます。まずは、現在豪州にて保有する鉄鉱石権益にお
ける鉱山開発案件に集中して取り組む構えです。
　エネルギー分野では、日本のエネルギー需要の転換
などを背景に、LNG事業を積極的に推進する領域とし
て取り組みを強化するとともに、米国非在来型シェー

ルオイル・ガス案件などへの対応を
図ります。
　環境・新エネルギー分野では、業
界最大手となるブラジルのバイオエ
タノール事業における操業の安定化
と収益力の拡大に努めます。
　また、こうした良質な資産づくりに
取り組む上では、リスクマネージ力の

強化と資産効率管理力の向上に注力し、BS管理を徹
底していきます。当部門では、他部門に先駆け2012年
4月にコントローラー室を設置しており、この組織ととも
に、新規案件のリスク分析はもちろんのこと、既存投融
資案件や物流・トレーディング事業についても、収益
性・資産効率とリスクを逐次モニタリングし、資産の質
の向上に取り組んでいきます。

主要事業
> エネルギー本部
> 石炭・原子力本部
> 鉄鋼・金属資源本部 
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社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
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ETH社 バイオエタノール製造工場

総資産（左軸）　　　ROA（右軸）
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■ 総資産および総資産当期純利益（ROA） ■ 「中期経営計画2014」目標値（売上総利益）

主要関係会社分布図
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エネルギー本部 石炭・原子力本部

エネルギー・金属部門：本部別事業概況

石油・天然ガス・LNG事業
　石油・天然ガス事業で
は、権益投資からトレー
ディング、リテールに至る
まで、上流・中流・下流の
すべての領域において事
業を展開しています。特に
上流分野においては、英
国領北海、米国・メキシコ湾、カタール、ガボン、エジプト、ブ
ラジルなど、多様な地域で権益を保有しており、地域バラン
スの取れた収益源の確保を図っています。また、既存の権
益に加え、米国における非在来型のシェールオイルやタイト
オイル、アフリカなどの新興地域における埋蔵量や開発リス
クを考慮した原油・ガス鉱区の獲得なども進めています。
今後も資産の入れ替えを行いながら、さらなる優良権益の
獲得を推進していきます。
　LNG事業では、LNGジャパン社を通じて、インドネシアの
タングーLNG事業およびカタールのラスラファンLNG事業
といった優等大規模LNG事業に参画しています。今後は国
内外の需要動向を捉えながら、低廉なガス調達価格によっ
てコスト競争力の見込める北米やアフリカなどにおける
LNGプロジェクトへの参画検討を進めていきます。

バイオ燃料事業
　当社はブラジルにおいて、農園運営から製造、販売に至
るまでを一貫して手掛けるサトウキビ由来バイオエタノー
ル・砂糖の製造事業を行っています。同事業はブラジル最
大級の規模を持ち、サトウキビ搾りかす（バガス）の発電へ
の利用や製造過程で発生する水の再利用など、環境に配慮
したオペレーションを行っています。2011年12月には最新
鋭の設備を持つ工場が新たに稼働をはじめ、現在は9工場
での生産体制が整っています。今後もさらなる事業拡大に
取り組み、2021年にはブラジル国内におけるサトウキビ圧
搾量の5～10%のシェア確保を目指します。

石炭事業
　石炭事業では、日本の鉄鋼・電力・一般産業向けの石炭
輸入ビジネスを基盤に、トレーディングと海外権益の投資事
業を展開しています。石炭販売においては、日本向け輸入取
扱シェアトップであるロシア炭やインドネシア炭を中心とした
国内向け販売の拡充を図っています。中国に設立した石炭販
売会社を通して石炭需要が旺盛な中国向け販売も行うなど、
海外の需要を捉える取り組みにも注力しています。
　また、上流権益投資では1980年代に日本商社として初
めてインドネシアの石炭権益に投資するなど先駆的な取り
組みを行っており、現在は豪州、インドネシアを中心に炭鉱
権益投資を展開しています。特に豪州ではミネルバ炭鉱の
96%を保有し、日本商社初となる炭鉱の独自操業を行うな
どオペレーターシップ機能も強化しており、権益収益の強
化を図るとともに、操業ノウハウを習得することで将来の良
質な炭鉱開発の機会創出にもつなげていきます。今後は、
希少性の高い原料炭の取
扱拡大を目指し、モンゴ
ル、アフリカ、ロシアなど
へのビジネス展開も視野
に入れていきます。

原子力事業
　当社は1970年代より世界最大の原子燃料メーカーであ
るフランスのアレバ・グループの日本総代理店として、総合
的なサービスを国内電力会社各社に提供しています。また、
使用済み原子燃料の海外再処理の支援や、関係会社を通
じた原子力関係の機器・燃料・材料販売なども行っており、
今後もアレバ・グループをパートナーとして原子力関連ビ
ジネスの幅を広げていきます。また、2013年3月期から原子
力事業と石炭事業を本部として再編しており、組織的なシ
ナジーの発揮と各電力会社へのさらなるサービス向上に努
めていきます。

事業内容
●  原油、天然ガス、LNG、軽油、重油、ジェット燃料
●  バイオ燃料（バイオエタノール、バイオETBEなど）

事業内容
●  石炭（電力用一般炭、PCI炭、原料炭）
●  原子力燃料サイクルサービス、原子力関連機器

米国・メキシコ湾フェニックス油
田浮遊式石油生産設備

豪州 ミネルバ炭鉱
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鉄鋼・金属資源本部

鉄鋼・製鉄原料事業
　基幹産業である鉄鋼産業への取り組みとして、当社は
製鉄原料と鉄鋼製品の両面から事業を展開しています。
　製鉄原料のうち、主原料となる鉄鉱石事業では、ブラジ
ル産鉄鉱石の対日輸入で業界トップクラスの取扱量がある
など、製鉄会社との強い関係を構築しています。また販売
以外にも、日本の製鉄会社と協力し、ブラジルでの鉄鉱石
ペレット製造事業への出資などを行っています。今後は、
日本国内はもとより、中国などの需要が拡大する第三国向
け販売を進めていきます。また、2007年に獲得した西豪州
の鉄鉱山権益が事業化調査の最終段階にあり、最終投資
決定に至った場合には2015年中にも生産が開始される
予定です。
　製鉄副原料への取り組みについては、主にレアメタルな
どの合金鉄と石灰などの鉱産物で事業を展開していま
す。合金鉄事業では、他社に先駆けて1990年代より権益
投資に取り組んできた実績があり、現在はモリブデンや
ニッケル、ニオブなど7鉱種の権益をカナダ、フィリピン、ブ
ラジルなどの幅広い地域に保有し、鉱種・地域両面からバ
ランスの取れた上流権益のポートフォリオを築いていま
す。鉱産物事業では、チ
タン原料、蛍石など各種
鉱産物において国内・ ア
ジア市場での高いシェ
アを維持していることに
加え、耐火物などの鉄鋼
副資材面の供給機能も
備えており、当社が強
みを持つ分野です。
　2012年3月期は合金
鉄事業においてカナダの
エンダコ・モリブデン鉱
山の拡張工事を完工し、

さらに鉱産物事業でも日本商社として初めて中国での石
灰生産事業に参画するなど、副原料の供給体制の拡充に
向けた取り組みを継続しました。今後も資産の入れ替えを
行いながら、さらなる優良権益の確保に努めます。
　鉄鋼製品の分野では、日本最大の鉄鋼総合商社であ
る株式会社メタルワン（当社40%、三菱商事株式会社
60%の出資）を通じて、国内外への販売を行っています。
今後もこのネットワークの維持・拡大を図るとともに、当
社にて行う各種事業との協業・連携強化を通じて、エネ
ルギー産業関連の鉄鋼製品取引、海外での鉄鋼製品取
引も一層強化し、グローバル・バリューチェーンを展開・
構築していきます。

非鉄金属事業
　非鉄金属事業では、
アルミナ、銅、亜鉛などの
非鉄金属のトレードと、
ボーキサイト・アルミナお
よび銅の上流権益投資
事業を行っています。特
に豪州において、世界最
大の資源会社であるBHP Bi l l i ton社と共同でワース
レー・ アルミナ精製事業に参画（当社9%保有）していま
す。拡大するアルミナの需要に応えるべく、同事業の精製
能力を460万トンまで拡張する工事を行いました。また、
2010年に古河機械金属株式会社、DOWAメタルマイン
株式会社と共同で25%の権益を取得したカナダ・ジブラ
ルタル銅鉱山の拡張工事も進行中で、銅の生産量は現在
の年産5万トンから、2013年年央には8万トンに増産する
計画です。銅鉱山事業では、このほかにもチリやラオスで
の探鉱事業など、将来の権益確保に向けた取り組みも進
めています。

事業内容
●  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、非鉄金属（アルミナ、銅精鉱、銅地金）

カナダ エンダコ・モリブデン鉱山

ブラジルCBMM社
Araxá工場

豪州 ワースレー・アルミナ精製工場

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション



04
Ten Declarations

　「中期経営計画2014」では、自己資本の着実な積

み上げを実現するには、まずは全ての事業で着実に

利益を出すことが重要だと考えており、その実現の

ために、トレーディングと投資の両輪で取り組んでい

きます。これまでに実行した事業への投融資から得

られる商品の物流・トレーディングと、事業そのもの

の収益効率化を図ると同時に、真に競争力のある案

件を厳選して、良質な資産への入れ替えを積極的に

行うことで、資産の質を高めていく計画です。

　当社は、石炭（一般炭）やレアメタルなど、各商品

分野で業界トップポジションを争う事業がいくつもあ

りますが、これは強みを持つ事業をさらに強化すべ

く、継続的に投資を行ってきた結果です。

　「中期経営計画2014」においては、集中事業領

域である石炭や鉄鉱石鉱山開発に優先して経営資

源を配分しますが、その他の分野についても、当社

の強みをさらに発揮すべく、資産の入れ替えを前提

に、厳選した優良資産への投融資を積極的に進めて

いきます。

　また、物流事業では、長年の歴史を通じて構築し

た強力なパートナーと顧客基盤の下、的確に需要を

捉えながら着実に収益を上げていきます。特に、石

炭、ニオブ、モリブデンなど、「Shine 2011」期間中

に実行した権益投資から生産される商品を確実に販

売していくとともに、市況や為替に左右されにくい基

礎的収益力を強化していく考えです。

エネルギー・金属部門長 

込山 雅弘からの宣言

資源を確保し、着実に供給して   ̶̶
この社会的価値を意識し続ける   
収益力の強化に邁進する。

“

”
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　資源を確保し、着実に供給する――。

　この社会的意義は、非常に大きいと思いますし、

私は、こうした分野で事業展開ができることを光栄

に思っています。私たちが成長を遂げていくには、

サプライヤーにも需要家にもさらなる価値を提供し

ていくことが必要であり、他の商品、他の部門との

シナジーを発揮することで、その価値はグローバル

に広がっていくはずです。

　私は部門長として、それぞれのビジネスの意義、

目的を明確化し、これを邁進していくための力に変

えていける集団を作っていきたいと思います。そうす

ることで、「中期経営計画2014」の目標、そして当

社の持続的成長を必ず達成させていきます。

 いく̶̶̶̶。
  集団を作り、

常務執行役員常務執行役員
エネルギー・金属部門長エネルギー・金属部門長
込山 雅弘込山 雅弘
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前中期経営計画「Shine 2011」の総括
　「Shine 2011」では、収益基盤の確立に向けて、
豊富なネットワークと専門ノウハウを最大限に活用
し、バリューチェーンの強化に向けた取り組みを進め
ました。
　その結果、メタノールやレアアース、工業塩、合成
樹脂などが順調に推移し、外部環境が激変する中で
も着実な収益を上げることができました。中国をはじ
めとするアジアでの需要拡大を的
確に捉えた結果であり、収益構造に
ついても変化してきており、海外の
サプライヤーと海外の需要家とを結
ぶ、三国間トレードが増加してきて
います。
　これに加え、物流事業を中心に
展開している当部門において、次な
る成長に向けた3件の事業投資を実行したことは、
「Shine 2011」における大きな成果となりました。
特筆すべきものとして、まずは、インドにおけるマリン
ケミカル事業（工業塩および硫酸カリ肥料生産事業）
への出資・参画があげられます。生産された工業塩
は成長市場であるアジア・中東市場へ販売していく
計画です。石油化学品分野では、ブラジルにおいて

ブタジエン事業への参画を果たしました。南米最大の
石油化学会社であるブラスケム社との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
築できています。当社が業界トップポジションを確立
しているレアアース事業については、豪州ライナス社
への出融資により、日本市場への10年にわたる安定
供給体制を整えました。これらの事業投資により、供

給ソースの拡大なども図られてお
り、海外トレードの増加に向けた事
業基盤構築という観点でも大きな
意義のある取り組みとなりました。

「中期経営計画2014

～Change for Challenge～」
の戦略

　「中期経営計画2014」では、市場や顧客企業の
変化に対応すべく、事業のグローバル化を加速して
いきます。そして、上流分野への事業投資も含め、当
社が優位性を持つ分野をより強めていくことで、バ
リューチェーンのさらなる強化を果たし、強靭な収益
基盤を構築していきます。
　優先的に取り組むのは、これまでの事業投資から

化学部門
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インドにおける工業塩事業
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＊参考情報として、決算日の変更による影響を控除した12ヵ月間の実績を掲載しています。



の収益を、着実かつスピードを持って獲得していくこ
とです。工業塩については、生産量200万トンという
当初の計画から現在増強に取り掛かっており、2014

年3月期の上期には300万トンの出荷を行っていく計
画です。また、この出荷を踏まえ、早急に500万トン
までの増強を予定しており、当社の強みを発揮した
強力なバリューチェーンを構築していきます。豪州で
のレアアースについては、現在、3,000トン規模とな
る第1期工事が完了しており、第2

期工事に着手しています。2013年
後半に予定している第2期工事が
終了した時点では、9,000トンのレ
アアースを販売していく体制が整
います。これに加え、今回の事業投
資を足掛かりに、レアアースの加工
や合金製造分野、さらには重稀土
のレアアースの生産事業などへの進出も検討してい
きます。
　また、「中期経営計画2014」では集中事業領域
として、メタノール事業、リチウム事業、汎用石油化
学品事業を設定しています。当社の主力商品の一
つのメタノール事業については、現在、インドネシア
でアジア最大のメタノールプラントを保有していま

すが、これと同様な大規模プラントを新たに構築し
ていきたいと考えています。リチウム事業は、リチウ
ムバッテリー市場が今後も大きく伸長していくと想
定されており、非常に期待できる分野です。現在、
米国大手メーカーの代理店を務めていますが、今後
はこうしたパートナーと協働でリチウム製造事業へ
の進出などに取り組んでいく方針です。汎用石油化
学品事業では、今回、事業投資を行ったブタジエン

事業などにおいて、パートナーのブ
ラスケム社と協働で、高機能樹脂
や合成ゴムなど、より付加価値の
高いブタジエン誘導品の事業化を
進めていきます。
　こうした取り組みを効果的に進め
るため、2012年4月には、従来、商
品別に分類されていた当部門内の

組織を、商流や市場を踏まえて再編しました。あわせ
て、新規事業の開拓機能としてライフサイエンス事
業開発室を新設しており、当該組織にて、環境性の
高いマテリアルを使ったグリーンケミカル事業をはじ
め、アジアの肥料事業の強みを活かした農薬事業、
新興国におけるライフケア事業など、将来の布石と
なる事業の芽を育成していきます。

主要事業
> 化学品本部
> 環境資材本部
> ライフサイエンス事業開発室
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双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション

インドネシア メタノール製造工場

総資産（左軸）　　　ROA（右軸）
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■ 総資産および総資産当期純利益（ROA） ■ 「中期経営計画2014」目標値（売上総利益）

主要関係会社分布図
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化学品本部 環境資材本部

化学部門：本部別事業概況

メタノール事業
　メタノールは、接着剤 ・
合成繊維・高機能プラス
チックなどの化学原料
や、LPG、バイオディーゼ
ルをはじめとする燃料用
途など広範な分野にて使
用されています。燃料用
途の拡大は著しく、特に
中国においては、ガソリン
添加の需要が伸長してい
ます。また、メタノールから
基礎化学原料であるオレ
フィンを製造する手法も
注目を集めており、需要が拡大しています。
　当社はインドネシアのメタノール製造会社PT. Kaltim 

Methanol Industri（KMI社）に85％出資しています。事業
会社からのオフテイクに加え、市場から調達を行い、アジア
の顧客を中心に販売しています。現在では、KMI社は成長
市場であるアジア諸国に近く、短期間でのデリバリー、フレ
キシブルなロットサイズなどの機動力は、顧客から高い評
価を受けています。KMI社製品と外部調達品のコンビネー
ションにより、アジア市場におけるプレゼンス強化を図るほ
か、メタノールの販売・物流機能を利用した他液体化学品
の拡大にも注力しています。
　今後は、伸びゆく市場に対応するため、競争力のある原
料が確保できる地域における、第2のKMI社の立ち上げを
目指していきます。

レアアース事業
　レアアースはハイブリッドカーや省エネ家電などに用いら
れる高性能モーターや、自動車排ガス浄化用助触媒など、
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
使用されています。また、ミラーレス一眼カメラや蛍光体な
どの高機能製品にも使用され、日本産業にとっては欠か
すことのできない原料となっており、その需要は年々増加し
ています。しかしながら、レアアース生産は、97％以上を
中国に依存しており、2010年に起こった「レアアース
パニック」に代表されるように、近年、その供給は世界的な
問題となっています。
　当社は、40年以上にわたる中国レアアースサプライヤー
との関係を維持し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・金属資源機構と
共同で、レアアース資源開発を行う豪州ライナス社への出
融資を実行しました。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を年間約8,500トン（±500トン）以上
（日本の現在の需要量の
約30%に相当）を、10年間
にわたり独占的に日本市
場に長期供給する契約を
締結しました。また、レア
アース・リサイクル事業を
展開する企業に対し出資
するなど、レアアース原料
のリサイクルにも力を入れ
ています。中国内外からの
安定調達、資源の再利用
などによりレアアース原
料を確保し、レアアース産
業の発展に寄与していき
ます。

事業内容
●  メタノール、溶剤、液体ケミカル、機能性樹脂モノ
マー、ブタジエン、フェノール、樹脂・合繊原料

事業内容
● レアアース／リチウム、水酸化アルミニウム、工業塩、
 黒鉛、セルロース素材、高機能不織布、塗料原料、液晶、
 ディスプレイ関連素材、炭素繊維、LED関連素材

インドネシア メタノール製造工場

豪州ライナス社レアアース選鉱
プラント（上）とマウントウェルド
鉱山（下）
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ライフサイエンス事業開発室

工業塩事業
　工業塩を用いて生産さ
れる苛性ソーダと塩素は、
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。苛性ソーダは主に
紙・パルプや化学繊維、
アルミナ精製など幅広い
産業で使用され、塩素は
水道水殺菌に使用される
次亜塩素酸ソーダ、塩化
ビニル樹脂原料、ウレタン
原料など、各種塩素誘導
品で使用されています。当社が工業塩を供給する主な市場
は、日本を中心とした極東、中国、東南アジア、中東の各国
であり、中長期的に旺盛な需要が見込まれています。
　当社はインドならびに豪州で生産される工業塩（天日
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。天日塩の生産はその年の天候によっ
て左右されますが、複数の供給ソースを持つ当社は、天候リ
スクを分散した調達が可能で、需要家に対する安定供給を
果たしています。
　さらなる安定的な調達を継続し需要の旺盛な市場へ対応
するため、2011年にはインドにおける新塩田開発への投
資を実行しました。これにより取扱量の倍増を実現するとと
もに、長年の当社塩事業展開において培った生産、物流、
マーケティングの知見を活かし、引き続き成長が見込まれる
市場に向けて供給量の拡大を図ります。

ライフサイエンス事業
　2012年４月より、ライフサイエンス分野においてグリーン
ケミカル、農薬事業、医療関連・化粧品事業を重点分野と
位置付け、新規事業創出を担うライフサイエンス事業開発
室を新設しました。

グリーンケミカル： 人口増大に伴い資源枯渇・環境問題が
大きく取り上げられる中、再生可能資源である植物からの化
学品・樹脂製造が注目されています。当社では植物から製造さ
れる化学品（グリーンケミカル）で、従来の化学品需要を置換
えることにより、新しいグリーン社会の到来を目指します。

農薬事業： 世界的に食糧需要の飛躍的な伸長が想定され
る環境下、人口増加の著しいアジア地域において、農薬事業
の拡大・創出を目指します。

医療関連事業： 従来の医薬品ビジネスに加え、病院事業か
らのアウトソースの受け皿となるさまざまな周辺産業に取り組
むことで、より良い医療環境と地域社会の実現を支援します。

化粧品事業： 化粧品業界は参入障壁が低いため、化学品・
薬品メーカーをはじめ続々と異業種からの参入が続いていま
す。一方で顧客ニーズの多様化が急速に進み、生き残りをか
けた競争が激化しています。
　双日コスメティックス株式会社では、お客様に満足いただけ
る化粧品の開発と誠意あるサービスをご提供することにより
社会に貢献していくことを目指しています。
　特に研究施設、工場を保有するメーカーとしてではなく、企
画力･提案力を武器に差別化を実現し、双日グループの原料調
達ノウハウを活かすとともに、さまざまな原料サプライヤー、
化粧品メーカーをはじめとした多数の取引先とのシナジーを
発揮できることが強みとなっ
ています。
　2010年からはインターネッ
トを中心とした通信販売や海
外市場への展開など、事業
領域の拡大を進めています。

事業内容
●  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

●  医薬品原料・中間体・製品の輸出入、化粧品企画開
発販売

出荷前のインド塩在庫

双日コスメティックス株式会社の
新商品（クロノレスト）

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション



05
Ten Declarations

　「中期経営計画2014」においても、安定収益を計

上し続け、当社の収益を支えていくという当部門の

役割は不変です。

　私は、安定性、着実性が求められるからこそ、当部

門では内なる改革が必須であると思っています。

自己資本を積み上げ、着実に成長を遂げていくため

には、資産効率を上げ続けなければなりませんし、

変化のスピードが速い市場や顧客に先んじて変革・

進化を遂げ、バリューチェーンの継続的な強化を図っ

ていく必要があります。

　そのため、「中期経営計画2014」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や

これまでの事業を通じて培ってきた高度なノウハウ

など、当社が誇る優位性を最大限に発揮し、強みの

ある分野をさらに強化していく取り組みに邁進しま

す。現在、上流分野の事業投資も積極的に行ってい

ますが、これもバリューチェーンの強化に向けた施策

の一環です。

　こうした展開を進める上で、私が重要だと考える

ことは、日本から海外を見るのではなく、グローバル

な視点でグローバルな市場を捉える―― すなわち

真のグローバル化を果たすことです。

　日本の大手顧客企業はグローバル化を進めてい

ますし、アジアをはじめ新興国の需要は今後も拡大

することは議論の余地がありません。私たちが成長

していくためには、グローバルな顧客・パートナーの

化学部門長 水井 聡からの宣言

双日株式会社　アニュアルレポート201234

着実な成長を目指すからこそ、
海外へのシフトを大胆に進め
内なる改革に取り組み続ける。

“

”



常務執行役員
化学部門長
水井 聡

ネットワークとバリューチェーンを持ち、グローバル

レベルで競争力のある商品を取り扱っていくことが

ポイントとなります。

　「Shine 2011」期間中に実施した工業塩、レア

アース、ブタジエンなどの上流事業投資により、その

道筋はつけられています。「中期経営計画2014」で

は、こうした取り組みに引き続き注力するとともに、

人材の海外シフトについても大胆に進めます。海外

で事業展開する人材が増えれば、グローバルな

バリューチェーンも一層強化され、さらに人材の海外
シフトの余地が生まれます。当部門は、こうしたサイ

クルを速めていくことで、グローバルに広がる収益

基盤を強化し続けていきます。
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前中期経営計画「Shine 2011」の総括
　「Shine 2011」では、足場固めとして資産内容
の徹底的な分析や在庫の適正化を図るとともに、
「作って・育てて・加工して売る」を基本方針とし
て、より大きな付加価値を生む収益構造への転換を
進めました。「国内から海外へ」「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」という3つの柱を成長戦略として掲
げ、積極的な取り組みを進めた結
果、強固な収益基盤が形成されつ
つあります。
　新たに取り組んだ事業投資案件
として、飼料製造事業（ベトナム、
カンボジア）、水産養殖事業（長崎
県鷹島での本マグロ養殖、インドネ
シアでのエビ養殖）、穀物類の農
業生産事業（アルゼンチン）、アフリカにおけるチッ
プ製造事業（モザンビーク）、アジア地域における
工業団地開発事業（ベトナム、インド、インドネシ
ア）があげられます。これらは収益構造の転換のた
めに新たなビジネスモデルの創出を目指して、当社
の有力なパートナーとの連携によって推進してきま
した。

　また、海外での事業展開にあたっては人員の海外
シフトも進め、新興国を中心に案件開発などを担う
戦略要員を含め約20名の駐在員を増員派遣し、海
外事業の強化を行いました。さらに、アフリカ・イン
ドシナ・ブラジル・インドをターゲットとした部門横断
的なタスクフォースを編成し、ビジネスチャンスを掘
り起こすことによって、今後の優良資産構築への足
掛かりを作りました。

「中期経営計画2014

～Change for Challenge～」
の戦略
　「中期経営計画2014」において
も、「Shine 2011」で明確化した
「国内から海外へ」「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」という当部門の3

つの方向性は変わりません。
　集中事業領域に設定した事業について、中長期で
の収益力強化を目指して新たなビジネスモデルに着
手していくとともに、既存の重要案件やこれまでに
事業投資を行った案件を計画通りに実行し、収益基
盤の確立に注力していきます。一方、選択と集中の
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「アルゼンチンにて当社がリースしている
農場（大豆）」

生活産業部門

465
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506＊517
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■ 売上総利益 ■ 経常損益

＊参考情報として、決算日の変更による影響を控除した12ヵ月間の実績を掲載しています。



強化を通じて、選択分野の撤退・売却も推し進め、
資産の圧縮、流動性の強化を図ります。
　食料資源分野では、当社が2 0 %出資するイン
ターフラワー・ベトナム社（ IFV社）のASEAN最大
級の港湾施設を活用し、穀物全般の取引拡大や、ベ
トナムに日本企業として初めて設立した飼料製造会
社の運営強化を図ります。ベトナムの商業用飼料の
生産量は、食肉需要の増大により年率約10%で増
加しており、今後も人口の増加が見
込まれることから、大きな成長が見
込める市場として期待しています。
また、集中事業領域の一つである
穀物集荷・ターミナル事業について
は生産国のカントリーエレベーター
や輸出ターミナルへの出資を通じて
集荷から販売までのサプライチェー
ンを内製化し、穀物資源の確保に努めていきます。水
産事業では、国内での本マグロの養殖事業を軸とした
バリューチェーンの構築を目指すとともに、インドネシ
アでのエビの養殖にも取り組んでいく予定です。
　農林資源分野では、まず、集中事業領域である肥
料事業について、アジアで強い収益基盤を持つ高
度化成肥料の製造・販売に引き続き注力するととも

に、上流事業投資に取り組みます。リンやカリなど、
高度化成肥料の上流権益を確保することで、既存
事業を含めた基盤強化と収益拡大を図ります。ま
た、3年目となるアルゼンチンでの農業事業につい
ては、1万１千ヘクタールの農地で大豆を中心とし
た穀物類の生産・販売の強化に取り組むとともに、
農地の拡大も含めビジネスモデルを確立してアジア
諸国にむけた輸出にも取り組んでいきます。

　コンシューマーサービス分野で
は、年率20%以上の成長が見込ま
れるベトナム小売市場において、確
たる事業基盤を構築していくことを
目的に、2012年3月にベトナム最
大級の食品卸会社を子会社化しま
した。また、海外開発建設分野で
は、ベトナム・ホーチミン市近郊に

工業団地を開発し、2012年下期から区画引渡しが
開始されますが、同工業団地は日系の製造業をはじ
め、ベトナム進出を計画している企業から注目を浴
びています。同様に、2013年からはインドにおいて
も工業団地開発に着工するなど、新興国での新規工
業団地開発を進めていきます。

主要事業
> 食料本部
> 農林資源本部
> コンシューマーサービス・
   開発建設本部
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双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション

IFV社の製粉工場、サイロ、港湾設備

総資産（左軸）　　　ROA（右軸）

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期
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■ 総資産および総資産当期純利益（ROA） ■ 「中期経営計画2014」目標値（売上総利益）

主要関係会社分布図
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食料本部 農林資源本部

生活産業部門：本部別事業概況

穀物飼料事業
　経済成長著しいアジア
市場において、穀物飼料
事業のサプライチェーン
構築に向け事業投資を
行っています。ベトナムで
は最大手の製粉会社イン
ターフラワー・ベトナム社（IFV社）に出資して製粉事業に
進出しました。さらに、同社が持つASEAN最大級の穀物専
用港を物流拠点とし、ベトナムでは日系で独自の技術を持
つ協同飼料株式会社を、カンボジアでは中国最大手飼料会
社の新希望六和股份有限公司をパートナーとして飼料生産
事業を展開中です。
　また、北米およびアジアでは製パン事業など、より消費者
に近い事業展開も行っています。

食料事業
　食料事業は、①砂糖・
コーヒー、②水産物、③食
品流通の3つに大きく分
類されます。砂糖・コー
ヒーはトレーディングのみ
ならず、今後は事業開発
にも注力していきます。
水産物については、マグロ・エビの輸入・国内販売や海外
での加工事業に加えて、世界的な需要急増と漁獲規制への
対応策として、長崎県鷹島における本マグロの養殖事業、
インドネシアにおけるエビの養殖事業など、供給安定性の
確保に向けた取り組みを行っています。食品流通について
は、子会社の双日食料株式会社を中心に、食品全般の海外
での加工・輸入・国内販売を行うとともに、本邦顧客の海
外展開もサポートしています。また、関係会社のヤマザキナ
ビスコ株式会社を通じ、菓子事業も展開しています。

アグリビジネス事業
　アグリビジネス事業で
は、食料サプライチェーン
の川上に注目した事業展
開を進めています。
　農業に不可欠な肥料
は、タイ、ベトナム、フィリ
ピンにおいて高度化成肥料の製造販売事業会社を持ち、
東南アジア最大規模の高度化成肥料生産能力・販売ネッ
トワークを構築しています。さらに、窒素・リン・カリなど、資
源の上流権益の確保の検討も進めています。
　また、アルゼンチンでは1万ヘクタール強の農地をリース
して大豆などの農業生産を行っており、最上流からの安定
的な集荷力の強化を進めていきます。
　これら事業活動により、将来起こりうるであろう食料の
供給不足に対する解決策を提示していきます。

林産資源事業
　林産資源事業では、主に木材、合板、製紙原料などを取り
扱っており、安定供給体制の構築、市場・用途の多様化へ
の対応を強化していきます。また、環境配慮を心掛け、植林
木、森林認証取得材の比率を高めています。
　原木取引では有力供給業者との強固な関係を活かし、
対日および、中国やインドなどの新興国向けを拡大してい
ます。合板・建材などは、子会社の双日建材株式会社が取
り扱い、合板は国内トップシェアです。
　製紙原料は、ベトナムのチップ製造事業を強化し、その
ノウハウを基に、モザン
ビークに設立したチップ
製造会社を通じてアフリ
カで展開しています。パル
プの取扱高も新興市場向
けを中心に増やしていく
予定です。

事業内容
●  穀物飼料事業： 小麦・トウモロコシ・大豆・米・油脂・小
麦粉・牧草・配合飼料などのトレード・国内取引・
海外生産、港湾運営

●  食料事業： 砂糖・コーヒー・水産品（マグロ・エビ・
加工品など）・食品全般のトレード・海外加工・国内取
引、水産養殖事業など

事業内容
●  アグリビジネス事業： 高度化成肥料の生産・販売・
輸出入、農業事業

●  林産資源事業： 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、海外での
植林、チップの生産事業

IFV社の製粉工場 アルゼンチン 大豆農場

南アフリカ チップ原料となる植林
木供給地

双日ツナファーム鷹島のマグロ
養殖事業
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コンシューマーサービス・開発建設本部

消費財流通事業
　急激な経済成長に伴い、経済・社会環境が変化してい
る新興国では、消費財に求められるニーズも多様化してい
ます。当社は、世界第3位の日本市場における生活雑貨輸
入事業を基盤としながら、その経験を踏まえ、新興国を中
心に海外における卸・物流事業を進めています。この取り
組みの一つとして、国内食品卸大手である国分株式会社
と共同で出資し、ベトナムの食品卸大手のフン・トゥイ・マ
ニュファクチャー・サービス・トレーディング社（フン・トゥ
イ社）を連結子会社化しました。同社は、今後拡大が見込ま
れる同国食品需要、および流通近代化に寄与すべく、物流
網の整備や情報流通システムの構築、さらには今後ベトナ
ムに進出が見込まれる日本メーカーへの支援を進め、食品
の取扱いをメインとした同国におけるNo.1の総合消費財
卸企業を目指します。

繊維事業
　国内アパレル業界の目まぐるしい
環境変化に対し、当社は国内大手
SPA向けOEM事業に加え、主なる
子会社において、双日インフィニティ
株式会社の「McGREGOR」事業、
双日ファッション株 式 会 社の
「VANCET」生地ストック販売事業、
第一紡績株式会社の差別化紡績
糸をベースとした実用衣料展開など、
一定の事業基盤を構築しています。

　今後はこれらの事業基盤をベースとし、さらなる成長市場
である中国において、現地法人の機能強化などにより取り
組みを強化していきます。

海外開発建設事業
　旺盛な製造業の海外進出意欲を背景に、海外における日
系工業団地に対するニーズが高まっています。上下水・
電力・通信などの基礎インフラの提供から、進出企業の
誘致、誘致後の工業団地の運営管理までの幅広い課題に
対し、当社は国内外の優れた事業パートナーとの協業、
長年の実績・ノウハウおよび駐在員のネットワークを活かし
て、ベトナム、インドネシア、インドにて工業団地事業を展開
しています。
　進出企業に対して、現地法人設立から、各種申請業務、
労働者雇用などの総合的なアシストに加え、各工業団地に
ロジスティクス機能を持たせる物流面でのサポート体制、
工場建屋建設から製造機器の販売・移設・原材料の納入
に至るまで、双日グループの取り組みにより、競争力のある
ビジネスモデルを構築しています。

事業内容
●  消費財流通事業： 煙草輸入事業、シューズ・バッグなどの生活雑貨ブランド事業、海外での卸・物流事業、JALUXとの空港
リテール事業

●  繊維事業： OEM事業、アパレルブランド事業
●  海外開発建設事業： 海外工業団地開発・運営事業

フン・トゥイ社の食料倉庫（左）と配送用トラック（右）

ベトナム ロンビン工業団地

「McGREGOR CLASSIC」

双日グループの
社会的責任経営体制双日の営業戦略「中期経営計画2014」

で目指すもの
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション



実行力のある、強い組織を作り、
迅速なる変革を続けていく   
双日の未来の一翼を担う。

“

”

06
Ten Declarations

生活産業部門長 加藤 英明からの宣言

　生活産業部門の事業は、衣食住という生活に密着

した幅広い分野を担っており、総合商社の原点とい

えます。そして、単品商品の取引だけでなく、川上か

ら川下までのバリューチェーンを組み合わせて、新た

なビジネスモデルを作っていく事業形態が特徴とも

なっています。先人から受け継いだ、歴史ある多くの

取引先は当部門の基本的な財産であり、この財産を

ベースに強固な収益構造を構築し、安定収益を計上

し続けられる部門でありたいと考えています。

　「Shine 2011」の推進を通じて、収益構造転換へ

の礎を築くことができました。「中期経営計画2014」

では、資産効率が高く成長性の見込める事業を育成

すべく、選択と集中の峻別を徹底し、資産の入れ替

えを強力に推し進めます。

　一方で、「Shine 2011」での投融資案件を着実

に実行し、成長へのベクトルを確かなものにしてい

きます。衣食住の多岐にわたる領域で事業展開を

行いながら、事業投資への注力や海外展開を加速

してきたことから、ビジネスチャンスは一層広がっ

てきています。特に中国、アジアなどでは、引き合

いも増加するほか、パートナーとの連携もより強固

になってきており、確固たる手ごたえを感じていま

す。こうした地域の強みをさらに強化していくとと

もに、今後は南米やアフリカなどへの展開も視野に

入れていく考えです。

　「中期経営計画2014」では、計画を貫徹する覚悟

双日株式会社　アニュアルレポート201240



 ことで

と初年度である2013年3月期の実行力がキーポイン

トであると捉えています。収益構造の変革と事業を

進める場所の変革、この2つの変革を、スピード感を

持って実践していきます。

　私の使命は、策定した計画を断固として実行す

る、強い組織を作っていくことだと捉えています。

そのためには、一人ひとりの英知を結集し、風通しの

よい、すなわち透明性の高い組織にするとともに、

現場主体で取引先や市場の動向に注視し、ビジネス

環境の変化を先取りする主体性の強い集団にしてい

く考えです。

　双日の未来の一翼を担う部門として、私たちは

さらなる進化に挑戦し続けます。

常務執行役員
生活産業部門長
加藤 英明
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