
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
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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。



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

双日株式会社　アニュアルレポート2012 37

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
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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
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 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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