
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
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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
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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
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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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