
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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＊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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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
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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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