
 1． 概況

　当連結会計年度（以下、2012年3月期という）の世界経

済は、新興国に牽引され緩やかな成長基調によりスタート

しました。しかしながら、欧州債務問題の長期化によりユー

ロ圏では景気が失速し、他の先進国においても思い切った

財政政策がとれず金融政策頼みの低成長となりました。

牽引役であった新興国においても先進国からの資金流入

の低下や欧州向け輸出の減少など一部で成長のスピード

が鈍化し、世界経済全体に減速傾向が見られるようになり

ました。

　日本経済は、東日本大震災後の落ち込みから徐々に回復

してきたものの、海外経済の減速や円高、タイの洪水の影

響を受けました。しかし、2012年に入り円高の対策が進ん

だことなどから景況感は緩やかな回復に向かっています。

　米国経済は、減税の継続による個人消費の下支えにより

緩やかに回復しつつあり、雇用情勢にも改善傾向が見られ

ました。しかし、住宅市況の低迷が続いていること、石油・

ガソリン価格の高騰などが本格的な景気回復への懸念

材料となっています。

　新興国経済は、中国、インドなど内需拡大に支えられ比

較的堅調を維持していますが、欧州向け輸出の減少などを

背景に景気の減速感が強まりました。資源高、賃金上昇と

いったインフレ要因も依然散見されるものの、景気対策か

ら多くの国で金融緩和の方針への転換が見られました。

 2． 業績

　当社グループは連結グループでの適時な業績管理と

迅速な経営施策・部門戦略の実行を図るため、決算日の異

なる主要な海外の連結子会社の決算日を親会社の決算日

に統一しました。

　このため、2012年3月期より連結子会社47社の決算日を

3月31日に変更し、決算日が連結決算日と異なる連結子会

社36社については連結決算日における仮決算による財務

諸表で連結する方法に変更しています。

　なお、この変更により連結子会社83社については、

2011年1月1日から2012年3月31日までの15ヵ月決算と

なっており、2011年1月1日から同年12月31日までの

12ヵ月決算を行った場合と比べ、売上高が1,719億84

百万円、売上総利益が166億63百万円、営業利益が65億

45百万円、経常利益が80億49百万円、税金等調整前当

期純利益が78億37百万円、当期純利益が62億9百万円、

それぞれ増加しています。

　2012年3月期の当社グループの経営成績を分析します

と、次のとおりです。

① 売上高
　2012年3月期の連結売上高は、4兆4,942億37百万円

と前期比11.9%の増収となりました。内容を取引形態別に

前期と比較すると、輸出取引はプラント関連取引の増加な
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どにより18.3%の増収となりました。輸入取引は航空機関

連取引の減少などにより1.4%の減収となりました。国内

取引はエネルギー・金属関連取引の増加などにより

15.7%の増収となりました。外国間取引は化学品・合成樹

脂関連や自動車関連取引の増加などにより16.0%の増収

となりました。

　また、セグメント別は、機械では6.7%、エネルギー・金

属では3.6%、化学品・機能素材では12.3%、生活産業で

は22.2%と、それぞれ前期比増収となり、その他では

6.9%の前期比減収となりました。

② 売上総利益
　海外における自動車の取扱数量増加などによる機械の

増益や、石油や石炭の価格上昇および生産量の増加など

によるエネルギー・金属の増益により、前期比388億41

百万円増加の2,315億66百万円となりました。

③ 販売費及び一般管理費
　物件費および人件費などの増加により、前期比118億

39百万円増加の1,670億44百万円となりました。

④ 営業利益
　販売費及び一般管理費は増加しましたが、売上総利益

の増益により前期比270億2百万円増加の645億22百万

円となりました。

⑤ 経常利益
　バイオエタノール生産会社などの持分法による投資利

益の減少がありましたが、営業利益の増益により前期比

169億12百万円増加の622億28百万円となりました。

⑥ 特別損益
　特別利益として投資有価証券等売却損益94億68百万

円、固定資産除売却損益23億93百万円などを計上しまし

たが、減損損失61億1百万円、関係会社等整理・引当損26

億48百万円、投資有価証券等評価損26億40百万円など

があったことにより、特別損益合計は7億74百万円の損失

となりました。

⑦ 当期純利益
　税金等調整前当期純利益614億54百万円から、法人

税、住民税及び事業税184億82百万円、税制改正による

繰延税金資産の取り崩しなどにより法人税等調整額438

億22百万円を計上した結果、少数株主損益調整前当期純

損失は8億50百万円となりました。また、少数株主損益調

整前当期純損失から少数株主利益28億円を控除した結

果、当期純利益は前期比196億32百万円減少し、36億50

百万円の当期純損失となりました。

● 販売費及び一般管理費 （単位：百万円）

 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3

 役員報酬及び従業員給料手当 ............................  ¥  60,573  ¥  59,979  ¥  56,827  ¥  56,308  ¥  59,313   

 退職給付費用 .................................................  2,725  3,449  3,591  4,212  3,892  

 福利厚生費 ....................................................  10,355  9,987  10,816  9,984  11,100  

 旅費及び交通費 ..............................................  9,933  9,423  6,514  6,552  7,303  

 賃借料 ..........................................................  13,004  13,639  12,729  11,748  12,233  

 業務委託費 ....................................................  16,548  16,144  11,547  11,079  11,352  

 減価償却費 ....................................................  7,726  5,920  5,505  5,475  6,381  

 貸倒引当金繰入額............................................  4,015  5,389  5,429  620  1,101  

 のれん償却額 ..................................................  4,939  5,324  5,181  5,139  5,581  

 その他 ...........................................................  55,550  54,357  43,935  44,088  48,788  

 合計 .............................................................  ¥185,368  ¥183,611  ¥162,074  ¥155,205  ¥167,044  
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 3． 事業セグメントの状況

　セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

　なお、2012年3月期より、従来「生活産業」に属してい

た商業施設開発事業の一部を、「その他」へと事業区分を

変更しています。

① 機械
　中南米や欧州の自動車事業が好調に推移したことや、

プラント輸出取引の増加により、売上高は1兆305億55

百万円と前期比6.7%の増収となりました。当期純利益も前

期比46億94百万円増加し、80億86百万円となりました。

　自動車分野では、東日本大震災やタイでの洪水が当社

グループの事業に与えた影響は軽微で、新興国を中心に

全世界規模での自動車需要拡大に伴い、当社が取り扱う

ほとんどの市場で販売は好調に推移し、2012年3月期の

業績は大幅に改善しました。今後も成長著しい新興国市場

での事業強化を図っていきます。

　インフラプロジェクト・産機分野においては、インドでは

同国最大手の鉄鋼会社から鉄鋼プラントを、アンゴラでは

肥料製造プラントのエンジニアリング契約、アラブ首長国

連邦では世界最大のアルミ精錬プラントの拡張設備を受

注するなど、当社が強みを持つ新興国で大型案件の受注

に成功しました。また、ドイツで大規模太陽光発電事業へ

参入、国内ではACT製リチウム・キャパシタ搭載の天井ク

レーン用電源システムの販売開始など、環境分野への取り

組みも進めてきました。

　情報産業分野では、関係会社との連携・協業を通じて、

システム開発からIT機器販売・施工、保守・運用までを一

貫して提供できるICT事業のバリューチェーン構築を進め

ています。さらに、データセンター事業の拡大をICT分野の

成長戦略の一つと位置付け、当社の関係会社であり、ICT

中核会社の日商エレクトロニクス株式会社が大阪にデータ

センターを立ち上げました。

　船舶分野では、自社保有船の入れ替えにより、収益力の

強化を図っています。また、船舶のバラスト水排出規制に

対処する米国の処理装置メーカーに出資し、アジア地域で

の販売体制の構築・強化を図るなど環境分野も収益源に

育てるべく注力しています。

　民間航空分野では、米国ボーイング社の輸入販売コン

サルタントとして、国内航空会社に対してB787型機の

初号機を納入するなど、その他の機種も含め合計23機を

納入しました。また、カナダのボンバルディア社製コミュー

ター機の販売代理店として、民間向け合計4機の引渡しを

行いました。

② エネルギー・金属
　石油や石炭の価格上昇および生産量の増加などがあっ

たことにより、売上高は1兆507億25百万円と前期比

3.6%の増収となりました。バイオエタノール生産会社など

の持分法による投資利益が減少しましたが、特別利益とし

て海外事業会社株式の売却益を計上したことなどにより、

当期純利益も前期比8億13百万円増加し、272億75百万

円となりました。
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　石油・ガス上流分野では、2010年度に生産を開始した

米国メキシコ湾フェニックス油田の生産が好調に推移した

ほか、カタールの油田の追加開発に成功するなど、既存権

益の拡張による持分生産量の増加が見込まれます。原油

価格が高値で推移している中、世界のエネルギー需要に

応えていきます。

　石炭・非鉄金属分野では、既存のカナダの銅鉱山の拡

張、チリでの銅鉱床の発見、豪州では製鉄用PCI炭の権

益を取得するなど上流権益保有による資源確保とトレー

ディングを成長の両輪として、事業基盤強化、資源の安定

供給に努めています。また、40年にわたるクリーンコール・

テクノロジーの実績を活かし、モンゴルに豊富に存在する

低品位炭を有効利用するために、環境負荷低減技術の

調査を開始するなど、環境にも配慮した取り組みも進めて

います。

　鉄鋼・製鉄原料分野では、高級鋼材の生産に不可欠な

レアメタルであるニオブの世界生産量トップシェアを占め

るブラジルCBMM社の株式取得による資源権益の拡充、

既存のレアメタル権益の拡張を進めるなど、レアメタルの

安定供給体制の構築に努めています。さらに、鉄鉱石の

販売、鉄鉱山の開発を進め、鉄鉱石供給体制の確立を

進めています。また、当社の関係会社である株式会社メタ

ルワンとの協業体制を強化し、製鉄原料から製品販売まで

の一貫した強固な事業基盤を構築していきます。

　環境・新エネルギー分野では、ブラジルのバイオエタ

ノール生産会社（サトウキビ栽培からバイオエタノール生

産・砂糖生産・バイオマス発電までの一貫事業）である

ETH社の事業拡充が順調に進み、9工場での生産体制が

整いました。また、太陽光発電パネルの主原料となる高純

度金属シリコンの対日輸入で当社は商社トップシェアであ

るという強みを活かし、太陽光発電関連事業で原料の供給

面からの取り組みも進めていきます。

③ 化学品・機能素材
　主にアジア地域における化学品、合成樹脂の取扱数量

増加および価格上昇などにより、売上高は6,878億91

百万円と前期比12.3%の増収となりました。当期純利益も

前期比30億41百万円増加し、57億53百万円となりまし

た。化学品・機能素材分野は物流中心のビジネスモデル

ですが、特に工業塩、レアアース、メタノールなど戦略商品

においては上流分野への事業投資を行い、原料供給から

販売までの物流バリューチェーンを構築し、収益力の

強化を図っています。これらの製品はいずれも基礎原料で

あることから、世界経済の発展とともに今後の成長が期待

できるものです。

　化学品分野では、タイヤ用合成ゴムの原料として需要の

増加が見込まれるブタジエンの長期売買契約を南米最大

の石油化学会社であるブラスケム社と締結しました。ま

た、電気自動車の普及に伴い、世界的に安定供給が求めら

れているリチウムイオン電池の原料となるリチウムについ

ても、豪州のタリソン・リチウム社と日本向け供給および

共同マーケティングに関する合意覚書を締結、2016年3月

期中の生産開始を予定しています。これらの取り組みをは

じめ、今後需要が見込まれる戦略商品の物流バリュー

チェーンの強化を図っていきます。

　機能素材分野では、米国ミリアント社と、植物由来の合

成樹脂原料となるバイオコハク酸の製造販売に関する戦

略提携契約を締結し、アジア地域での独占販売権を獲得し

ました。また、当社の関係会社である双日コスメティックス

株式会社では自社ブランドによる化粧品開発を進めてお

り、カネボウコスミリオン株式会社と高付加価値化粧品ブ

ランド「クロノレスト」を共同企画し、販売を開始しました。

今後も新たな魅力あるブランド開発に注力していきます。

④ 生活産業
　煙草の値上げおよび取扱数量増加、飼料原料の取扱数

量増加などにより、売上高は1兆6,797億83百万円と前期

比22.2%の増収となりましたが、海外肥料子会社の減益な

どにより、当期純利益は前期比6億34百万円減少し、17億

20百万円となりました。

　食料資源分野では、食料安定供給の観点から、食肉需

要の増大に対応するため、ベトナム、カンボジアで畜産用

配合飼料事業に日系企業として初めて参入しました。当社

の関係会社であるインターフラワー・ベトナム社のASEAN
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最大級の穀物専用港を活用し、競争力のある飼料原料を

供給していきます。また、東日本大震災で被災した水産加

工事業を再建し、生産を開始するなど、震災復興支援にも

取り組んでいます。

　林産資源分野では、木材チップ確保のため、ベトナムに

おけるチップ植林事業に加え、モザンビークで製紙原料用

木材チップ製造事業に参入し、需要拡大が見込まれる国々

に向けて製紙原料の供給源の多様化を図りました。

　不動産開発分野では、国内では首都圏での分譲マン

ション事業に特化、海外では日系の製造業をはじめとした

多くの企業が進出を検討しているベトナム、インドで工業

団地を開発しています。

　コンシューマーサービス分野では、新ブランド

「McGREGOR CLASSIC」の出店を拡大しているほか、

靴・鞄などの商品展開を拡充しています。また、新興国向け

の取り組みを強化するため、ベトナムの大手食品卸会社に

追加出資を行い、連結子会社としました。空港リテール事

業では、当社の関係会社である株式会社JALUXの企業価

値向上の取り組みを続けています。

⑤ その他
　売上高は452億83百万円と前期比6.9%の減収となりま

したが、前期に計上した事業構造改善損が2012年3月期

では発生しなかったことなどにより、当期純損失は前期比

60億92百万円改善し6億36百万円となりました。

 4．連結対象会社の業績

　2012年3月期末の連結対象会社数は、前期比13社減

少の462社となりました。このうち、連結子会社は323社

（国内90社、海外233社）、持分法適用会社は139社（国

内37社、海外102社）です。

　この連結対象会社のうち、黒字会社の社数および比率

は、連結子会社201社・62.2%（前期末208社・65.0%）、

持分法適用会社の社数および比率は108社・77.7%（前期

末120社・77.4%）となり、全体では黒字会社の比率は

66.9%（前期末69.1%）となりました。

　連結対象会社の損益の状況は下表のとおりです。

 5．  資本の財源と資金の流動性および
調達状況について

（1）財政状態
① 資産
　2012年3月期末の総資産は、36億36百万円増加の2兆

1,205億97百万円となりました。

　流動資産は、前期末比315億22百万円増加の1兆

2,981億52百万円となりました。これは煙草および自動車

のたな卸資産が増加したことにより、たな卸資産が前期末

比274億35百万円増加したことによるものです。

　投資および長期債権は、投資有価証券が為替および株

価の変動による減少などで前期末比83億77百万円減少し

● 連結対象会社の状況（黒字会社・赤字会社）（2012年3月期）
  黒字会社   赤字会社   合計

 会社数  黒字額 会社数  赤字額 会社数  黒字額
 （構成比率）  （億円） （構成比率）  （億円） （構成比率）  （億円）

  連結子会社
 国内 ..............................................  53 92 37 （58） 90 34

 海外 ..............................................  148 491 85 （86） 233 405

 合計 ..............................................  201 583 122 （144） 323 439

　（比率）  ..........................................  62.2% ̶ 37.8% ̶ 100.0% ̶

  持分法適用会社
 国内 ..............................................  33 108 4 （0） 37 108

 海外 ..............................................  75 65 27 （61） 102 4

 合計 ..............................................  108 173 31 （61） 139 112

　（比率）  ..........................................  77.7% ̶ 22.3% ̶ 100.0% ̶
  合計
 国内 ..............................................  86 200 41 （58） 127 142

 海外 ..............................................  223 556 112 （147） 335 409

 合計 ..............................................  309 756 153 （205） 462 551

　（比率）  ..........................................  66.9% ̶ 33.1% ̶ 100.0% ̶

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析
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たことにより、前期末比68億20百万円減少の4,419億77

百万円となりました。

　有形固定資産は事業会社における設備投資などにより

前期末比174億86百万円増加の2,332億61百万円となり

ました。

　その他の固定資産は、税制改正による取り崩しなどによ

り長期繰延税金資産が304億39百万円減少したことによ

り1,472億7百万円となりました。

② 負債
　2012年3月末の負債は、前期末比286億76百万円増

加の1兆7,901億26百万円となりました。流動負債は、前

期末比568億78百万円増加の9,474億23百万円となりま

した。これは支払手形及び買掛金が木材・自動車関連取

引における仕入増加および期末日休日による影響などによ

り増加したことによるものです。

　固定負債は、社債の償還などにより、前期末比282億2

百万円減少の8,427億3百万円となりました。

　有利子負債総額は、前期末比257億60百万円減少の1

兆905億43百万円となりました。また有利子負債総額から

現金および預金を差し引いたネット有利子負債は前期末

比527億72百万円減少の6,478億36百万円となり、ネッ

ト有利子負債倍率（ネットDER）は2.1倍となりました。

③ 純資産
　純資産については、株主資本では当期純損失および配

当支払などにより利益剰余金が前期末比76億53百万円

減少し、株主資本は4,640億27百万円となりました。

一方、その他包括利益累計額では、為替換算調整勘定が

97億3百万円減少したことや、その他有価証券評価差額

金が株価の変動により減少したことなどにより前期末比

164億61百万円減少しました。これにより、少数株主持

分を合計した純資産合計は前期末比250億40百万円減少

の3,304億71百万円となりました。

（2）キャッシュ・フロー
① 営業活動によるキャッシュ・フロー　
　営業活動によるキャッシュ・フローは916億1百万円の

収入となり、前期比237億38百万円の収入増加となりまし

た。2012年3月期はたな卸資産や売上債権の増加などの

支出がありましたが、税金等調整前当期純利益や仕入債

務の増加などによる収入が支出を上回りました。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー
　投資活動によるキャッシュ・フローは422億87百万円の

支出となり、前期比223億84百万円の支出増加となりまし

た。2012年3月期は投資有価証券の売却や航空機・船舶

の売却などの収入がありましたが、権益関連の設備投資な

どの支出が収入を上回りました。

③ フリー・キャッシュ・フロー
　この結果、2012年3月期のフリー・キャッシュ・フロー

は493億14百万円の収入となりました。
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④ 財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動によるキャッシュ・フローは363億77百万円の

支出となり、前期比356億77百万円の支出減少となりまし

た。2012年3月期は新規借入や社債の発行などの新規調

達による収入がありましたが、長期借入金の返済や社債の

償還などの支出が収入を上回りました。

　これらに、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整し

た結果、2012年3月期末の現金及び現金同等物は前期比

120億13百万円増加し、4,272億74百万円となりました。

（3）資金の流動性と資金調達について
　当社グループは、2012年3月期を最終年度とする中期

経営計画「Shine 2011」において、資金調達構造の安定

性維持・向上を財務戦略の基本方針として取り組んできま

した。具体的には、目標とする長期調達比率を維持するこ

とで安定的な資金調達構造の構築を図るとともに、経済・

金融環境の変化に備えて十分な手元流動性を確保するこ

とにより、安定した財務基盤の維持に努めており、この結

果、2012年3月期末の流動比率は137%、長期調達比率

は71%となりました。長期資金調達手段の一つである普通

社債発行については、2011年6月に100億円、同年9月に

200億円、2012年3月に100億円と合計400億円を発行し

ましたが、引き続き金利や市場動向を注視し適切なタイ

ミング、コストでの起債を検討していきます。

　また、資金調達の機動性および流動性確保の補完機

能を高めるため、円貨1,000億円およびマルチカレンシー

型3億米ドル相当額のコミットメントライン契約を有してい

ます。

 6． 重要な会計方針および見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般

に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成され

ています。この連結財務諸表の作成にあたり、記載されて

いる資産および負債の額、偶発債務の開示、ならびに期中

の収益および費用の適正な計上を行うため、経営者による

見積りや前提条件を使用しています。当社は、債権、投資、

たな卸資産などの評価や、固定資産、収益の認識、法人税

等、繰延税金資産、関係会社などを含めた事業構造改善

のコスト、退職給付債務、偶発債務などに関する見積りと

判断を常に検証しています。その見積りと判断は、過去の

実績やその時の状況において最も合理的と思われるさま

ざまな要素に基づき行っており、資産・負債および収益・

費用を計上する上で客観的な判断材料が十分ではない場

合の当社における判断の基礎となります。従って、異なる

前提条件や状況の変化により見積りと結果が異なる場合

があります。

　当社における重要な会計方針は以下のとおりです。

① 債権の評価
　売上債権、貸付金などの貸倒損失に備えるため、一般債

権については、過去3年間の貸倒実績率により貸倒引当

金を計上しています。貸倒懸念債権など特定の債権につい

ては、個別に担保の処分見込額および保証による回収見

込額などの回収可能性を検討し、回収不能見込額につい

て貸倒引当金を計上しています。

　当社は、貸倒引当金の見積りをより適切に行うため、主

要な取引先の財政状態、与信の状況、債権の回収状況、支

払条件の変更、業界の動向ならびに取引先の所在地国・

地域の情勢などを個々に検証しています。

　当社経営者としては、貸倒引当金の額は十分であり、

債権は回収可能な額で計上されていると考えています。

② 有価証券の評価
　当社の事業の中で、投資は重要な位置にありますが、

有価証券を保有目的ごとに区分し、さまざまな前提条件の

● キャッシュ・フロー （単位：百万円）

 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3

 営業活動によるキャッシュ・フロー ..........................  ¥  35,408  ¥103,729  ¥ 107,223  ¥  67,863  ¥  91,601

 投資活動によるキャッシュ・フロー ..........................  （68,723） （17,198） 28,439  （19,903） （42,287）
 財務活動によるキャッシュ・フロー ..........................  （53,724） （5,958） （102,597） （72,054） （36,377）
 現金及び現金同等物の期末残高 ............................  373,884  414,420  454,262  415,261  427,274 

 フリー・キャッシュ・フロー ...................................  （33,315） 86,531  135,662  47,960  49,314  

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析
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下で評価しています。時価のあるその他有価証券は、決算

期末日の市場価格などに基づく時価法によっており、評価

差額は全部純資産直入法により処理しています。決算期

末日において簿価に対して時価が50%以上下落している

場合には減損処理を行っています。また、決算期末日にお

いて簿価に対して時価が30%以上50%未満下落してお

り、かつ、前期より同様の状態が続いている場合には、

経営者が個別に回復可能性を判断し、時価が回復する見

込みがある場合を除き減損処理を行っています。

　時価のないその他有価証券は、移動平均法による原価

法により評価しています。株式については、投資先の実質

純資産価額の当社持分と当社の簿価との比較により減損

の検証を行っており、投資先の実質純資産価額の当社持

分が当社の簿価に対して50%以上低下している場合に

は、ベンチャー投資、創業赤字などの一時性を考慮し、

個別判断により回復可能性が見込まれるものを除き、経営

者の判断にて減損処理を行っています。また、投資先の純

資産価額の当社持分が当社の簿価に対して50%以上のも

のであっても、将来の回復可能性がない場合には、経営者

の判断により減損の認識を行っています。債券の場合は、

個別の債券ごとに償却原価法を適用した上で、信用リスク

に応じた償還不能見積高を算定し損失処理しています。

　個別財務諸表においては、関係会社などの有価証券に

ついて、将来の投資損失に備えるため、投資先の財政状態

や事業価値などを勘案して会社所定の基準により個別に

設定した損失見込額を投資損失引当金として計上してい

ます。

　減損認識や投資損失引当金計上の判断においては、

経営者の判断に際して、投資先の財政状態のみでなく、

投資先の業界や所在地国・地域などの特有の要因を考慮

に入れています。

③ たな卸資産の評価
　通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価は、主と

して個別法または移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっています。また、トレーディング目的で保有するた

な卸資産については、時価法により評価し、評価差額は原

則として純額で売上高にて処理しています。

　販売用不動産の時価評価の方法は、個別物件ごとに評

価時点における販売用不動産を取り巻く諸条件の下で、

販売公示価格、鑑定評価額、公示価格、路線価による相続

税評価額などの時価の中から最も適切と判断される時

価を選択しており、評価のための前提条件に変更がない限

り、毎期継続して適用しています。

④ 減価償却の方法および固定資産の評価
　減価償却の方法は、有形固定資産（リース資産を除く）

は主として定率法、無形固定資産（リース資産を除く）は主

として定額法を採用しており、耐用年数は、原則として法

人税法の規定によっています。ただし、当社と国内連結子

会社において、1998年4月1日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は定額法によっています。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってい

ます。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が2008年3月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。投資不動産は主として定額法を採

用しており、耐用年数は、原則として法人税法の規定に

よっています。

　また、一部の国内連結子会社および持分法適用会社

は、土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法

律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地

再評価差額金を純資産の部に計上しています。この再評

価の方法は、主として土地の再評価に関する法律施行令

（1998年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定め

る地方税法第341条第10号の土地課税台帳に登録されて

いる価格に合理的な調整を行って算定する方法、および

第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により

算出しています。

　当社および国内連結子会社は、資産または資産グルー

プの帳簿価額と当該資産に係る割引前の将来見積キャッ

シュ・フロー総額との比較により減損損失の測定を行い、

帳簿価額を下回る場合には正味売却価額あるいは将来見

積キャッシュ・フローの現在価値などの回収可能価額との

差額を減損損失として認識しています。なお、減損損失累

計額については、各資産の金額から直接控除しています。
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⑤ 繰延税金資産
　企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の

資産または負債の額に相違がある場合には、税効果会計

に係る会計基準に基づき繰延税金資産・負債を計上して

います。

　また、繰延税金資産は、将来の課税所得やタックスプ

ランニングに基づき回収可能性について判断しており、繰

延税金資産に係る評価性引当は、将来、税務上減算される

一時差異および繰越欠損金などについて計上した繰延税

金資産のうち、経営者により実現可能性を厳格に判断した

上で実現が不確実であると認識される部分について設定

しています。

　評価性引当額差引後の繰延税金資産の実現については

十分な可能性があると判断していますが、将来の課税所得

の見込み額が変化することにより、評価性引当額は変動す

る可能性があります。

⑥ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末にお

ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき退職

給付引当金を計上しています。

　当社は、退職給付制度として確定拠出年金制度および

退職一時金制度または前払退職金制度を設けています。

国内連結子会社は、主に確定給付型の制度として、厚生年

金基金制度、退職一時金制度を設けており、一部の会社は

退職給付信託を設定しています。また、一部の在外連結子

会社においても確定給付型の制度を設けています。

⑦ 役員退職慰労引当金
　一部の国内連結子会社では、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会  2007年4月13日改正  監

査・保証委員会報告第42号）に従い、役員および執行役員

への退職慰労金支払に備えるため、内規を基礎として算定

された連結会計年度末における支給見込額に基づき、

役員退職慰労引当金を計上しています。

 7． リスク情報

（1）事業上のリスク
　当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿

易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の

製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・

調整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグ

ローバルに多角的な事業を行っています。これらの事業は

性質上、さまざまなリスクにさらされており、当社グループ

では、リスクをリスク項目ごとに分類・定義した上で、リスク

の性質に応じた管理を行っています。さらに定量的に計測

可能なリスク（市場リスク・信用リスク・事業投資リスク・

カントリーリスク）に関しては、「統合リスク管理」としてリ

スクを計量し、算出されたリスクアセット数値に基づくリス

ク管理を行っています。当社グループは、こうしたさまざま

なリスクに対処するためにリスク管理体制の強化・高度

化を進めていますが、これらのすべてのリスクを完全に回

避できるものではありません。

　当社グループの事業に関しては、以下のようなリスクが

あります。

① マクロ経済環境の変化によるリスク
　当社グループは、グローバルにビジネスを展開する総合

商社として国内外で事業を展開し、その事業活動は、

機械、エネルギー・金属、化学、生活産業などと多岐にわ

たっています。このため当社グループの業績は、日本およ

び関係各国の政治経済状況や世界経済全体の影響を受け

ており、世界的なあるいは特定地域における景気減速が当

社グループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす

可能性があります。

② 市場リスク
　当社グループは、貿易業や事業投資を通じた外貨建の取

引などに伴う為替変動リスク、資金の調達や運用などに伴

う金利変動リスク、営業活動における売買契約・在庫商品

などに伴う商品価格変動リスク、ならびに上場有価証券の

保有などに伴う価格変動リスクなどの市場リスクにさらさ

れています。当社グループは、これらの市場リスクを商品の

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析
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売買残高などの資産・負債のマッチングや、先物為替予約

取引、商品先物・先渡取引、金利スワップ取引などのヘッ

ジ取引によってミニマイズすることを基本方針としています。

（a）為替リスク
　当社グループは、外貨建の輸出入取引・外国間取引を

主要な事業活動として行っており、その収益・費用などは

主に外国通貨による受払いとして発生する一方、当社グ

ループの連結決算上の報告通貨が日本円であることから、

外国通貨の対日本円での為替変動リスクにさらされていま

す。この為替変動リスクに伴う損失の発生または拡大を未

然に防ぐために、先物為替予約などのヘッジ策を講じてい

ますが、これらの対応を行っても為替リスクを完全に回避

できる保証はなく、予期せぬ市場の変動により当社グルー

プの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。また、海外の事業会社からの受取配当金、海外

連結子会社・持分法適用関連会社の損益の多くが外貨建

てであり、日本円に換算する際の為替変動リスクを負って

います。さらに、当社グループは海外に多くの現地法人・

事業会社などを保有しており、財務諸表を日本円に換算す

る際の為替変動により、為替換算調整勘定を通じて純資

産を毀損するリスクがあります。

（b）金利リスク
　当社グループは、営業債権などによる信用供与・有価証

券投資・固定資産取得などのため金融機関からの借入ま

たは社債発行などを通じて資金調達を行っています。バ

ランスシートの資産・負債より生じる収益・費用に関して

は、金利水準の急上昇による調達コスト増大が当社グルー

プの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

（c）商品価格リスク
　当社グループは、総合商社としてさまざまな業務分野に

おいて多岐にわたる商品を取り扱っており、相場変動など

による商品価格リスクにさらされています。市況商品につ

いては、社内組織単位ごとにポジション（ロング・ショート）

限度額とロスカットポイントを設定の上、ポジション・損失

管理を行うとともに、損切りルール（評価額を含む損失額

がロスカットポイントに抵触した場合、速やかにポジ

ションを解消し、以降の当該連結会計年度中の新規取引を

禁止するルール）を制定し運用していますが、これらの対

応を行ってもリスクを完全に回避できる保証はなく、予期

せぬ市場の変動により当社グループの経営成績および財

政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。在庫商品に関

しては適正水準にコントロールするために事業別に月次で

モニタリングを行うなどの施策を行っています。

（d）上場有価証券の価格変動リスク
　当社グループは、多額の市場性のある有価証券を保有

しており、とりわけ上場株式に関してはポートフォリオの見

直しを定期的に行っていますが、大幅な株価下落によって

当社グループの投資ポートフォリオを毀損し、当社グルー

プの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

③ 信用リスク
　当社グループは、多様な商取引により国内外の多数の

取引先に対して信用供与を行っており、信用リスクを負っ

ています。こうしたリスクに対処するために、当社グループ

は、信用供与を行っている取引先ごとに客観的な手法に基

づく11段階の信用格付けを付与するとともに、信用格付

けを参考に取引先ごとの取引限度を設定し、信用供与額を

取引限度に収めることにより信用リスクをコントロールして

います。また、取引先の信用状態に応じて必要な担保・保証

などの保全措置を講じています。さらに債権査定制度によ

り、当社グループが営業債権を有する取引先の中から一定

の基準により査定先を抽出した上で、その信用状態と当社

グループの債権、保全などの状況を点検することで、信用リ

スクの状況把握と個別貸倒引当金算定の厳格化に努めて

います。延払・融資・保証行為に伴う信用リスクは、別途、

収益性が信用リスクに見合ったものかを定期的に評価し、リ

スクに見合う収益を生まない取引については、収益性改善

または信用リスク抑制の措置を講じることとしています。

　しかしながら、こうした与信管理を行った場合でもリス

クを完全に回避できる保証はなく、取引先の破綻などに
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より債権の回収不能などの事象が発生した場合には当社

グループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可

能性があります。

④ 事業投資リスク
　当社グループは、主要な事業活動の一つとしてさまざま

な事業に対して投資活動を行っていますが、投資価値が変

動するリスクを負っています。さらに事業投資の多くが持

つ流動性の低さなどの理由により、当初意図していた採算

で投資を回収できないリスクがあります。

　事業投資から発生する損失の予防・抑制を目的として、

当社グループは事業投資案件の審議における厳格なスク

リーニング、事後管理、ならびに撤退について各々基準を

設け、管理を行っています。

　新規事業投資案件のスクリーニングでは、キャッシュ・

フロー計画を含めた事業計画を精査し事業性を厳格に評

価するとともに、キャッシュ・フロー内部収益率（IRR）の

ハードルを設定し、リスクに見合った収益が得られる案

件を選別できる仕組みを整えています。

　すでに実行済みの事業投資案件については、問題事

業を早期に発見し適切な措置を講じることで損失をミニマ

イズするために、定期的に事業性を評価するなどプロセス

管理を徹底しています。また、事業投資案件の問題点を早

期・事前に把握し、撤退・整理損をミニマイズする目的で、

撤退条件を設定し、リスクに見合った収益を生まない投資か

ら適時適切に撤退するための意思決定に活用しています。

　このように、新規事業投資実行時のスクリーニングの仕

組みおよび案件の事後管理に係る手続きを整備してはい

ますが、期待どおりの収益が上がらないリスクや事業活動

そのものを計画どおりに行えないリスクを完全に回避する

ことは困難です。当該事業からの撤退などに伴い損失が発

生する可能性や、当該事業のパートナーとの関係など個別

の事由により当社が意図したとおりの撤退ができない可能

性があり、これらの場合において、当社グループの経営成

績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ カントリーリスク
　当社グループは、カントリーリスク発現時の損失の発

生を最小化するためには、特定の国・地域に対するエクス

ポージャーの集中を避ける必要があると考えています。ま

た、カントリーリスクが大きい国との取り組みでは、貿易保

険などを活用し案件ごとにカントリーリスクヘッジ策を講じ

ることを原則としています。

　カントリーリスクの管理にあたっては、各国・地域ごとに

カントリーリスクの大きさに応じて国格付けを付与するとと

もに、国格付けと国の規模に応じてネットエクスポージャー

（エクスポージャーの総額から貿易保険などのカントリーリ

スクヘッジを差引いたもの）の上限枠を設定し、各々の国

のネットエクスポージャーを上限枠内に抑制しています。し

かしながら、これらのリスク管理やヘッジを行っていても、

当社グループの取引先所在国や当社グループが事業活

動を行う国の政治・経済・法制度・社会情勢の変化によっ

● カントリーリスクエクスポージャー（2012年3月末） （単位：億円）

         所在国 実質リスク
  投資 融資 保証等 営業債権 現預金等 その他資産 ベース 国ベース

 タイ ..........................................................  14  0  0  243  102  60  419  466 

 マレーシア..................................................  7  0  0  41  3  12  63  49 

 インドネシア................................................  32  1  0  90  46  170  339  423 

 フィリピン ...................................................  129  5  0  115  8  14  271  211 

 中国（香港を含む合計） ..................................  110  9  6  386  70  50  631  614 

　　　　　（中国単独） ..................................  97  4  5  287  51  15  459  511 

　　　　　（香港単独） ..................................  13  5  1  99  19  35  172  103 

 ブラジル ....................................................  96  5  2  88  29  83  303  493 

 ベネズエラ .................................................  0  0  0  123  71  114  308  309 

 アルゼンチン...............................................  5  0  0  37  0  19  61  32 

 ロシア .......................................................  3  0  0  198  47  4  252  265 

 合計..........................................................  396  20  8  1,321  376  526  2,647  2,862  

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析
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て計画どおりの事業活動を行えない可能性や、損失発生

の可能性を完全に排除することはできません。このような

場合には、当社グループの経営成績および財政状態に悪

影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 固定資産に係る減損リスク
　当社グループが保有する不動産、機械装置・運搬具、の

れん、鉱業権などの固定資産およびリース資産について

は、減損リスクにさらされています。当社グループでは、対

象資産に対し減損会計に則した処理を行い、当期末時点

において必要な減損処理を行っています。しかしながら、今

後価格下落などによりこれらの対象資産の価値が著しく減

少した場合、必要な減損処理を行う結果として当社グルー

プの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

⑦ 資金調達に係るリスク
　当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金また

は社債発行などにより調達しています。このため金融シス

テム・金融資本市場の混乱や、格付会社による当社グルー

プの信用格付けの大幅な引下げなどの事態が生じた場合

には、資金調達が制約されるとともに、調達コストが増加す

るなどにより、当社グループの経営成績および財政状態に

悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 環境に係るリスク
　当社グループは、地球環境への配慮を経営上の重要な

課題の一つと認識しており、環境方針を制定し、環境関連

諸法規などの遵守、新規投融資案件や開発プロジェクト案

件の環境影響評価など、積極的に環境問題に取り組んで

います。しかしこのような取り組みを行った上でも、事業活

動によって環境汚染を引き起こす可能性があり、その場合

にプロジェクトの停止、汚染除去・浄化費用の支出、訴訟

費用の負担などが発生する可能性があります。

⑨ コンプライアンスリスク
　当社グループは、さまざまな事業領域で活動を行ってお

り、事業活動に関連する法令・規制は、会社法、税法、独

占禁止法、外為法を含む貿易関連諸法や化学品規制な

どを含む各種業界法など広範囲にわたっています。これら

の法令・規制を遵守するため、当社グループではコンプラ

イアンスプログラムを策定し、コンプライアンス委員会を

設け、グループ全体のコンプライアンスの徹底および指

導を図っています。しかしながら、このような取り組みによっ

ても事業活動におけるコンプライアンスリスクを完全に排

除することはできませんし、関係する法律や規制の大幅な

変更、予期しない解釈の適用などが当社グループの経営

成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 訴訟等に関するリスク
　営業活動に関連して、当社グループまたはその資産が

国内または海外において訴訟、仲裁などの法的手続きの

被告または当事者となることがあります。なお、当期末時点

において当社グループの経営成績および財政状態に重大

な影響を及ぼすおそれのある訴訟、仲裁その他の法的手

続きはありません。

⑪ 情報システム・情報セキュリティに関するリスク
　当社グループは、情報資産を適切に保護・管理するた

め、各種規程を整備し、社内委員会などを中心とした管理

体制を構築しています。また、重要な情報システムやネット

ワーク設備については、これらの機器設備を二重化するな

ど障害対策を施すとともに、ファイヤーウォールによる外部

からの不正アクセスの防止、ウイルス対策、暗号化技術の

採用などによる情報漏洩対策の強化にも努めています。

　このように総合的な情報セキュリティの強化と事故防止

に努めていますが、未知のコンピュータウイルスの発生や、

コンピュータへの不正アクセスなどにより、個人情報を含

めた重要な情報資産が漏洩または毀損、予期できない自

然災害や障害を原因として情報通信システムが不稼働の

状態に陥る可能性は排除できません。その場合に被害の

規模によっては当社グループの経営成績および財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 自然災害リスク
　地震、風水害などの自然災害により事務所・設備・社員

とその家族などに被害が発生し、当社グループに直接的ま

たは間接的な影響を与える可能性があります。災害対策マ

ニュアルの作成、防災訓練、社員安否確認システムの整

備、事業継続計画（BCP）の策定などの対策を講じていま
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すが、被害を完全に回避できるものではなく、当社グルー

プの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

（2）「中期経営計画2014」に関するリスク
　下記「8．経営方針と施策」に記載のとおり、当社グルー

プは、2015年3月期を最終年度とする「中期経営計画 

2014」を策定しています。しかし、当社グループの努力に

もかかわらず、「中期経営計画2014」のすべての目標が達

成される保証はなく、また、目標に向けた諸施策が計画し

たとおり進まない可能性や、期待される成果の実現に至ら

ない可能性もあります。

 8． 経営方針と施策

① 会社の経営の基本方針
　当社グループは、以下に掲げる「企業理念」、当社の目

指すべき姿、共有すべき信条を定めた「経営ビジョン」の

具現化を通して、企業価値の向上に取り組んでいます。

（企業理念）
 双日グループは、誠実な心で

 世界の経済や文化、人々の心を結び、
新たな豊かさを築きつづけます。

（双日グループスローガン）

（経営ビジョン）
 ◆  多様な顧客のニーズを掘り起こし、求められる

商社としての機能を絶えず提供しつづけます。
（機能型商社）

 ◆  変化を捉えて、新しい事業領域の開拓に挑戦
しつづけます。（革新型商社）

 ◆  一人ひとりが自らの仕事に誇りを持ち、自己実
現に挑戦する機会が与えられる企業を目指し
ます。（開かれた企業）

 ◆  企業理念の地道な実践を通じ、企業活動と社
会・環境との共存共栄を目指します。（社会貢
献企業）

② 中長期的な会社の経営戦略・目標とする経営指標
　2012年4月よりスタートした3ヵ年計画「中期経営計画

2014～Change for Challenge～」では、「成長軌道に向け

た改革の推進」をテーマに、企業価値の向上を目指します。

　また、サブタイトルである“Change for Challenge”には

「さらなる飛躍に向けた新しい挑戦を果たすため、自らを変

革し続けていく、この強い信念をもって、企業価値の向

上を目指す」という意味を込めています。

成長軌道に向けた改革の推進

・  資産の質を改善し、稼ぐ力を強化

・  成長のための投資継続（集中事業領域への
戦略配分）

・  創造性、効率性、高度なリスクマネージ力を
持って事業展開ができる体制・組織の構築

・  グローバル化が加速する経済環境でも戦い
抜ける事業モデルの変革と強い人材の育成

　

自己資本の積み上げによる財務基盤拡充

　

企業価値の向上、さらなる飛躍へ

　「中期経営計画2014」で目標とする経営指標は次のと

おりです。

  経営指標 目標

 ネットDER 2.0倍以下
 ROA 2.0%以上

　また、利益配分に関しましては、安定的かつ継続的に配

当を行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企

業競争力と株主価値を向上させることを経営の最重要課

題の一つと位置付け、連結配当性向を20%程度とするこ

とを基本方針としています。

　定量目標の達成に向け、当社が徹底して行う施策の一

つが資産の質・効率の向上です。資産規模を大きく変え

ず、全社ベースでの資産の入れ替えにより資産効率を上

げ、収益を向上させることを目指します。具体的には、個別

事業・資産の保有意義を再評価し、保有意義を見いだせな

くなっている事業・資産や既存事業との関係性の薄い事

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析
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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

業・資産などを順次入れ替え、一方で事業・資産の入れ替

えにより得た経営資源を「集中事業領域」と定めた事業へ

投融資などを通じ、優先的に配分していきます。

　「中期経営計画2014」では、以下の集中事業領域にお

いて、アジア、アフリカ、南米などの新興国を中心として

1,800億円の投融資を行う計画です。

安定的収益の拡大を図る事業領域

既存事業の拡大、資産の積み増しを図り、事業収
益の拡大を図る
［事業例］海外IPP事業、石炭権益・周辺事業、メ
タノール事業

収益の拡充と構造転換を図る事業領域

既存の事業モデルの変革を図り、中長期での収
益力強化を目指す
［事業例］リチウム事業、汎用石油化学品事業、
肥料事業、穀物トレード事業

将来の成長に備える事業領域

新たな事業基盤を構築し、中長期的な視点での収
益化を目指す
［事業例］再生可能エネルギー発電事業、インフ
ラ整備事業、鉄鉱石鉱山開発

集中事業領域　新規投融資1,200億円

＋

既存事業　追加投融資600億円

1,800億円

 9． 利益配分に関する基本方針

　当社は株主の皆様に対して安定的かつ継続的に配当を

行うとともに、内部留保の拡充と有効活用によって企業競

争力と株主価値を向上させることを経営の最重要課題の

一つと位置付け、連結配当性向を20%程度とすることを

「中期経営計画2014」における基本方針としています。

　当期の決算は純損失となりましたが、これは税制改正に

伴う繰延税金資産の取り崩しなどの影響によるもので、当

社の事業は計画どおり順調に推移しています。

　2012年3月期末の配当につきましては、決算を踏まえた

自己資本の状況および成長のための投資などに伴う資金

需要を勘案した上で、以下のとおりとしました。

① 配当財産の種類： 金銭

②  株主に対する配当財産の割当てに関する事項、および

その総額：  当社普通株式1株につき1円50銭、総額

1,877百万円

　なお、2011年12月2日に1株当たり1円50銭の中間配

当金をお支払いしていますので、1株当たりの年間配当は

3円、年間配当総額は3,753百万円となります。

　なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配

当について、取締役会決議によって実施できることを定款

に定めています。これにより、当社は取締役会決議による

中間配当と定時株主総会の決議による期末配当の年2回

の配当を実施することを基本方針としています。

＝
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