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2012年3月期  業績サマリー
2012年3月期の営業活動は堅調に推移しましたが、税制改正に伴い、繰延税金資産の取り崩しを行ったことから当期純損失を計
上しました。また、将来のIFRSの導入に向けて、当期から決算日の異なる主要な海外連結子会社の決算日を親会社に統一したこ
とから、該当する連結子会社では15ヵ月決算を行っています。

2012年3月期
（実績）

2011年3月期
（実績） 増減

＊1  基礎的収益力＝営業利益（貸倒引当金繰入・貸倒償却控除前）＋金利収支＋受取配当金＋持分法に
よる投資利益

＊2 自己資本＝純資産－少数株主持分

＊3 決算日の変更による影響を控除した12ヵ月間の実績です。
＊4   2012年4月1日付で「化学品・機能素材部門」を「化学部門」に

 改称しました。

■ 業績の推移 ■ セグメント別経常利益の推移

（200）
2011年3月期
（実績）

2012年3月期
（実績）

2012年3月期
（参考＊3）

99

280

（2）

90

75

124

326

（4）

98

78

20

287

15

542
453

622

68

63

800

600

200

0

400

（億円）

機械 エネルギー・金属
生活産業 その他

化学＊4
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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

売上総利益
経常利益
当期純利益
基礎的収益力＊1

総資産
ネット有利子負債
自己資本＊2

ネットDER
流動比率
長期調達比率

 1,927 
 453 
 160 
 419 

 21,170 
 7,006 
 3,300 

 2.1倍
 142%
 72%

 2,316 
 622 
 （36） 
 650 

 21,206 
 6,478 
 3,059 

 2.1倍
 137%
 71%

 +389
 +169
 （196）
 +231

 +36
 （528）
 （241）

 （0.0）
 （5）ポイント
 （1）ポイント

（億円）

　今後の戦略の解説に先立ち、まずは、前中期経営

計画「Shine 2011」（2010年3月期～2012年3月

期）の総括をお話ししたいと思います。

　「Shine 2011」では、リーマンショック後の厳しい

環境下、「足場固め」を標榜し、収益の質の向上を図

ることにより、持続的成長を担保する「強固な収益基

盤の確立」を目指してきました。

　この中で、当社が優先的に取り組んだのは、リスク

マネジメントの徹底と、これによる営業収益力の回復

です。在庫水準の適正化やリスクマネジメント手法の

高度化に注力し、リーマンショックで打撃を受けた肥

料事業や自動車事業などを、収益の一翼を担う事業

にまで回復させたほか、全営業セグメントの黒字化と

いう目標についても、当初予定から1年前倒しとなる

2011年3月期に達成することができました。

　加えて、当社が強みを持つ事業分野を中心に積極

的な新規投融資を実行しており、良質な事業・資産

の積み上げという観点でも進展を果たしました。資源

分野では石炭やレアメタルなどの権益を拡大したほ

か、非資源分野でもIPP事業での長期安定収益基盤

の積み増しや、レアアースや工業塩における上流分

野への事業投資など、事業基盤の拡充を図ることが

できています。2011年3月期と2012年3月期の2ヵ年

の新規投融資額は合計1,260億円となり、当初計画

の1,500億円には未達となったものの、内容面では非

常に充実した投資となりました。

　このように、当初掲げた「強固な収益基盤の確立」と

いう経営テーマの実現に向けて、目に見える前進を遂

げられたことは、大きな成果と捉えています。世界経済

のリセッションという状況下で、当社の資産が持つリス

クが顕在化したわけですが、これを当社の弱みとして

直視し、真正面から取り組んだことが、好結果につな

がったのだと考えています。

　一方で、「Shine 2011」を通じて、新たな課題も見

えてきました。

　ネットDERは2.1倍、リスクアセット対自己資本倍率

は1.0倍と「Shine 2011」の財務目標値を維持した

「Shine 2011」を振り返って

「強固な収益基盤の確立」に向けて、目に
見える前進を遂げられたことは大きな成果

現状の課題認識

ボラティリティや不確実性への対応力と、
変化をチャンスと捉える適応力が必要



ほか、長期調達比率や流動比率についても計画どお

りとなり、財務体質の面では引き続き健全性を維持し

ています。しかし、税制改正などの影響を除いたとし

ても、ROAについては目標を下回っており、自己資本

についても円高などの影響により目標未達となりまし

た。この結果を受けて、当社の現在の課題は、外部環

境の変化に対して十分な耐性を持ち得ていない点だ

と認識しています。

　しかし、当社を取り巻く環境は、これからも目まぐる

しく変化していくはずです。

　今後の経営環境を展望しますと、欧州の財政問題

も含め先進国経済は伸び悩むものと思われる一方、

新興国の成長は世界経済を牽引していくでしょう。世

界のGDPに占める新興国の割合はますます拡大して

いくことから、世界経済の多様化・多極化もさらに進

行していくものと見ています。世界市場の構造変化が

スピードを増していく中、ボラティリティや不確実性が

高まることは不可避です。

　これからご説明いたします新中期経営計画は、こう

した当社の課題と経営環境を踏まえ、不測の事態へ

の対応力と、変化をチャンスと捉える適応力を有する

べく策定したものとなっています。

　「中期経営計画2014～Change for Challenge～」

と命名した、新たな中期経営計画のテーマは「成長軌

道に向けた改革の推進」です。

　ここには、さらなる飛躍に向けた新たな挑戦を果た

すため、自らを変革し続け、企業価値の向上を目指し

ていく、という強い信念を込めています。

　本計画の骨子をご説明いたしますと、まず、資産規

模を現在の2.1兆円から大きく変えず、全社ベースで

の資産の入れ替えにより資産の質と効率を上げ、収

益を一層向上させていきます。もちろん、成長のため

の投資も継続し、資産の入れ替えによって創出した

原資を含め、「集中事業領域」と定めた分野を中心に

優先配分していきます。また、激しく変化する環境下

でさまざまな事業活動にチャレンジしていくため、よ

り高度で専門的なリスク管理力を確保していきます。

その施策の一つとして、営業最前線にコントローラー

室を設置し、個別事業の資産の質を的確にモニター

すると同時に、事業の進捗状況や環境変化に対して

機敏に対応できる機能を強化していきます。そして、
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「中期経営計画2014」の骨子

さらなる飛躍に向けた新たな挑戦を果たすため、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

企業価値の向上、さらなる飛躍へ

成長軌道に向けた改革の推進

成長のための投資継続
（集中事業領域へ戦略配分）

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

資産の質を改善し、稼ぐ力を強化

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

自己資本の積み上げによる財務基盤拡充

「中期経営計画2014」の概要

成長軌道に向けた改革を推進することで
自己資本を積み上げ、企業価値の向上を図る



世界各国の企業とともに成長、あるいは熾烈な戦い

に勝ち抜いていける、強いグローバル人材の育成に

も手を抜くことなく取り組んでいきます。

　こうした改革を通じ、これまで十分に増強できな

かった自己資本を確実に積み上げ、財務基盤を拡充

することで、企業価値を向上させ、さらなる飛躍につ

なげていきます。

　「中期経営計画2014」の定量計画については、予

測困難な環境変化にも対応すべく、確実性を重視し

た目標設定としています。

　まず、初年度である2013年3月期のPL計画につい

ては、経常利益500億円、当期純利益は200億円を

見込みます。そして、最終年度の2015年3月期には、

経常利益750億円、当期純利益450億円を計画して

います。2012年3月期はIFRS導入を視野に入れ一部

の連結子会社で15ヵ月決算を行っていますが、この

影響を控除しますと、2015年3月期の経常利益は3ヵ

年で38.4%の増益となります。

　BS計画については、2兆円規模の総資産を維持

し、ネットDERを2倍以下に抑えながら、ROAを2%以

上に向上させていきます。これらにより、最終年度の

自己資本は3,800億円としていく計画です。

　なお、これらの計画は、前中期経営計画「Shine 

2011」での取り組みが結実してくることも背景となっ

ています。「Shine 2011」で大幅黒字転換した自動車

事業や、当社が強みを持つレアメタル、レアアース、

工業塩などは当社のコア事業となっており、これらの

事業の商流拡大を通じて安定収益基盤は拡大します。

さらに、石炭、レアメタル、IPPなど、「Shine 2011」に

おける投融資からの収益貢献も本格化してくることに

なります。

　また、今回の計画は、特別損失の計上を計画に組

み込んでいることが、一つの特徴となっています。

資産入れ替え計画の下、予算化したものですが、短

期的には損失を計上しても、収益性、将来性、そして

当社の強みを活かせるかどうか、といった観点から積

極的に入れ替えを進めていく構えです。

　当該定量計画は、非常に蓋然性の高いものと認識

しています。株主・投資家の方々から、達成の見込み

についてご質問を受けることも多いのですが、私は

「達成しなければならない数値」だとお答えしています。

　次に、投融資計画をご説明いたします。

　3年間の投融資は、資産の入れ替えにより創出した

原資を含め、「集中事業領域」への新規投融資として

1,200億円、既存事業の追加投融資で600億円、計

1,800億円を計画しています。今後も継続的な経済

成長が期待される、アジア、アフリカ、南米などの新

興国を中心に、需要増加が見込まれるインフラ関連

や資源などへ投資していくことで、こうした国々の経

済成長を取り込んでいく考えです。
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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

売上総利益

経常利益

特別損益

当期純利益

総資産

ネット有利子負債

自己資本

ネットDER

ROA

2014年3月期
（計画）

2013年3月期
（計画）

2015年3月期
（計画）（億円）

「中期経営計画2014」の定量計画
（2012年5月8日発表）

「中期経営計画2014」の定量計画

蓋然性の高い定量目標であり、達成しなけ
ればならない計画

投融資計画

強みをさらに強化していくべく、「集中事業
領域」を中心に経営資源を集中投下

 2,240 

 650 

 （50）
 330 

 20,850 

 6,800 

 3,450 

 2.0倍
 1.6%

 2,170 

 500 

 （100）
 200 

 20,500 

 6,800 

 3,200 

 2.1倍
 1.0%

2,310

750

0

450

21,200

6,700

3,800

2.0倍以下
2.0%以上
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　具体的には、「集中事業領域」には、3つの投資分

野を設定しています。1つ目は、石炭やIPP、メタノー

ルなど、現在のコア事業として安定収益を計上しなが

ら、今後も成長が期待できる「安定的収益の拡大を図

る事業領域」です。成長させなければならない領域と

もいえますが、物流においても事業投資においても

資産を積み上げていきます。2つ目は「収益の拡充と

構造転換を図る事業領域」です。肥料、穀物トレード、

汎用石油化学品など、物流で強みを有している分野

について、その経験と優位性を活かして上流に進出

することで、より強力な収益構造に転換し収益を拡大

させていきます。3つ目は「将来の成長に備える事業

領域」として、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していきます。

　これまで当社では、当社が優位性を発揮できる分

野に集中的に経営資源を投下し、強みをさらに強化す

べく取り組んできました。「集中事業領域」は、精緻な

検証の下、強みを発揮していく分野を定義付けたもの

といい換えることができます。

　「中期経営計画2014」では、半年以上の時間をか

けて、全社視点から資産・事業を精緻に分析し直し、

計画を策定しています。これは、3年後、10年後の姿

を見据え、当社がもう一段の飛躍を果たしていくため

には、全体最適の観点から収益基盤を再構築するこ

とが必要であるとの考えが背景となっています。

　そのため、各事業の計画は、資産の入れ替えや縮

小・撤退も含め、綿密に方向付けています。スピード

を持って資産の入れ替えを進めていくことは、現場の

社員にとって厳しい部分もありますが、この計画を着

実に実行することができれば、当社の収益基盤はより

収益貢献ロードマップ

> IPP （オマーン）2013年4月商業運転開始

> 2015年3月期から石炭事業
　持分生産量1,000万トンへ

> ブラジルバイオエタノール事業 安定操業開始

  機械部門

  エネルギー・金属部門

  化学部門

  生活産業部門

2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期

> IPP （サウジアラビア）2013年3月商業運転開始

> インド工業塩  2013年より商業生産開始

> 南米での農業生産事業も含め、食料資源確保の取り組みを継続

> 豪州ライナス社レアアースは2014年3月期より本格稼働予定、安定供給へ

> 2013年3月期からベトナム工業団地区画引き渡し開始⇒2014年3月期から収益貢献本格化

> モリブデン・ニオブなどの生産拡大による収益増加

「中期経営計画2014」達成に向けたポイント
この計画を着実に実行することができれば、
収益基盤はより強靭なものに生まれ変わる
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強靭なものに生まれ変わります。

　「中期経営計画2014」発表後、海外拠点に赴き、

現地の部課長レベルの社員に本計画を説明してきま

した。彼らからは総じて「課題と実行すべき点がクリア

で分かりやすい」といった意見があがってきました。一

方、質問が多かったのは、新規投融資に関してです。

現場からすれば、「集中事業領域」以外の新規投融資

について、どれだけ資金を投下できるのかが関心事

ですから、当然といえば当然でしょう。ここで、私が彼

らに説明したのは、資金を投下したい事業がある場合

には、自らが今ある資産を入れ替えて資金を生み出し

て欲しいということです。資産入れ替えを行えば、

自分たちが取り組める事業は多岐にわたるということ

であり、この点は十分理解してもらえたと思います。

また、事業撤退に取り組む人も新規事業に取り組む人

と同等に重要であるということ、即ち、各人が自らの

役割分担をしっかり認識して欲しいということも伝え

てきました。

　当社社員に対して、私が信じていること。それは、

方針・方向性を共有できれば必ず実行できる集団だと

いうことです。目指す姿が明確であれば、その達成に

向けて創造性を発揮し、とてつもないパワーを生み出

す人材が集まっています。この計画の意義と指針が

浸透し、実行のための体制を整えていければ、この計

画の達成は容易なはずです。

　当社では、CSRを経営課題そのものだと捉えてい

ます。そして、CSRを推進する上で重要なのは「私た

ちが働くことのできる経営環境は、何によってもたら

されているか」ということを十分に認識していくことだ

と思います。

　総合商社というビジネスの成り立ちを考えると、当社

には、日本の生活水準を上げていくために、多様な資

源・物資を調達・供給し、産業構造の一角を形成すると

いう役割がありました。今後も、こうした安定確保・共有

といった使命は、果たし続けていかなければならないも

のと捉えています。一方で、私たちはグローバルな社会

の中で、数多の海外地域で活動させていただいていま

す。日本の生活水準向上を志向したことと同じように、事

業を展開している世界各国の経済環境や生活水準を高

めていく取り組みに注力していかなければなりません。

「中期経営計画2014」における投融資計画

投資分野

＋ =

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

方針／主な事業例

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

集
中
事
業
領
域

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

持続的成長に向けて～CSRの取り組み～
「重点取り組みテーマ」を中心に、社会から
の期待に応える取り組みに注力する

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



　また、現在では、エネルギー、通信、交通システム、流

通網など、さまざまな社会的なファシリティが当社の企

業活動を支えています。こうした日頃当たり前のことと

して受け止めているものを大切にし、循環型社会を実

現していくことも、当社が持続的成長を果たす上では

重要になってきます。これらの考えに一致するものとし

て、2009年4月からは国連グローバル・コンパクトに参

加しており、その実践に取り組んでいます。

　当社が重点的に取り組んでいくCSR課題として定

めている4つの「重点取り組みテーマ」は、社会からの

期待・関心、そして当社にとっての重要度から策定し

たものです。引き続き、「重点取り組みテーマ」を中心

とした活動に注力し、社会からの声を取り入れ、その

期待に応えていきます。また、当社では、東日本大震

災からの復興支援も重要な課題として捉えており、グ

ループ企業理念に基づき「人や地域社会の未来への

活力」をテーマに、支援活動を実施しています。今後

もグループのリソースを活用し、現地のニーズに対応

した取り組みで復興に貢献していきたいと考えます。

　また、企業価値の向上に向けては、株主の皆様へ

の利益還元も重要であると認識しています。「中期経

営計画2014」では、安定的かつ継続的な配当を実施

し、連結配当性向を20%程度とすることを基本方針

とします。同時に、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

重要課題の一つと位置付け、ステークホルダーの皆

様の期待に応えていきたいと考えています。こうした

方針の下、2013年3月期の年間配当金は3円を予定

しています。

　なお、2012年3月期の年間配当金については当期

純損失となったものの、前期と同額の3円とさせてい

ただきました。これは、税制改正に伴う繰延税金資産

の取り崩しなどによるもので、本業が毀損したり、

キャッシュの流出を伴うものではないこと、さらには当

社の収益基盤は強化されつつあるといった理由か

ら、安定配当を重視した次第です。

　上述したとおり、今後の経済環境は非常に不透明

かつ不安定です。しかし、変化の激しい環境にあって

も、私たち双日は、新たな価値を市場や社会に提供し

続けていく、創造性ある企業体でなくてはなりません。

　「中期経営計画2014」で目指すところは、資産効

率を高め、財務基盤をもう一段強化していくことで、

調達の自由度も向上させ、より大きなチャレンジに取

り組める会社にしていくことです。本計画を成し遂げ

ることで、さらに大きな飛躍に向けたチャンスが必ず

到来するはずです。

　成長軌道に向けて、自らを変革し続けていくという

この計画に対し、もどかしさを感じる株主・投資家の

皆様もいらっしゃるかもしれませんが、私はこれが成

長への一番の近道だと確信しています。

　企業価値の向上を目指し、当社は変革を続け、「中

期経営計画2014」達成に向けて邁進していきます。

ステークホルダーの皆様におかれましては、今後とも

当社の成長にご期待ください。

 2012年8月
 代表取締役社長　佐藤 洋二

双日株式会社　アニュアルレポート201214

企業価値の向上を実現するために

自らを変革し続けていくことこそ、成長へ
の一番の近道




