
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
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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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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

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
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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
パフォーマンス
データ 組織情報 財務セクション



03
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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