
資源価格の急落など事業環境は厳しさを増した
　当期は、外部環境の変化の影響を大きく受けながら

も、現計画の方向性に改めて自信を持った1年となり

ました。

　まず、収益面からご説明しますと、欧州経済の低迷

が中国経済などに波及し、当社の取扱商品の多くで

需要減少と価格低迷の影響を受けたことから、減益

（日本基準・経常利益ベース）となりました。中でも、資

源市況の下落は急速に進み、当社の収益を引き下げ

ることとなりました。その結果、機械部門、エネルギー・

金属部門、化学部門はいずれも減益を余儀なくされま

したが、エネルギー･金属部門などで取り組んだコスト

削減は、減益幅を縮小させることができたほか、

2014年3月期にもつながる取り組みとなったと考え

ています。また、衣食住に密着した生活産業部門で

は、安定的な収益を計上し、注力事業も拡大したこと

から増益となりました。

　財務面では、収益の積み上げと株価回復・円高是正

を背景に自己資本が増加するとともに、社債の償還な

どによりネット有利子負債も削減したことから、ネット

DERは1.7倍、リスクアセット自己資本倍率は0.9倍と

財務目標を十分クリアする水準となっています。

　なお、当期の有価証券報告書から国際会計基準

（IFRS）を適用しており、経常利益をはじめ、定量目標

となる勘定科目が従来と異なっていることをご了承く

ださい。

資産の質の向上に向けた取り組みは大きく前進
　一方、「中期経営計画2014」の重要施策である、資

産の質の向上に向けた取り組みは、大きく前進するこ

とができました。「中期経営計画2014」では、収益基

盤の強化に向け、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の質と効率を上げ

ていくことを目指しています。収益性向上、資金創出、

財務基盤強化など、さまざまな面から資産の入れ替え

は本中期経営計画成功の大きな鍵となります。

　まず、新たな資産を積み上げていくための新規投融

資については、資源権益の獲得・拡張に加え、中東にお

けるIPP事業やインドの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）など、将来の安定成長が期

待できる分野を中心に440億円の資金を投下していま

す。そして、資産の圧縮面では、個別事業･資産の再評

価を通じ、国内エネルギー関連事業や資源権益、海外

「中期経営計画2014～Change for Challenge～」
の初年度として、当期の成果と課題をどのよう
に捉えているかご説明ください。

双日の経営戦略

  2013年3月期（当期）の振り返り
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必要な変革には躊躇せず
社員一丸となって大きな挑戦を
成し遂げてまいります。



事業保有株式など、810億円の資産圧縮を実行し、470

億円の資金を回収しました。資産圧縮・回収のスピードに

比して、新規投融資のスピードが若干遅れてはいます

が、太陽光発電事業や石炭権益など複数の案件が決定

しており、その進捗は順調と捉えています。

　また、組織･体制面での改革も効果を上げつつあり

ます。高度なリスクマネージ力をもって事業展開がで

きる体制構築に注力する中、この取り組みの一環とし

て、2012年4月にエネルギー・金属部門にコントロー

ラー室を設置しました。個別資産の質をリアルタイム

に把握するとともに、事業の進捗状況や環境変化へ

の機敏な対応が可能となっており、この成果を踏まえ

て2013年4月には生活産業部門に設置、順次残りの

2部門にも導入する予定です。

前提条件は変わるも、定量計画は引き下げずに
改革を加速
　日本国内の景気は、昨年末の政権交代以降、その

期待感が株価や為替水準に顕著に表れるなど、久々

に明るい見通しが期待できる中での年度スタートとな

りました。世界に目を転じれば、米国経済が回復傾向

にあり、アジアをはじめとする新興国は力強く世界経

済を下支えしていくと見ていますが、欧州はマイナス

成長が継続するほか、中国経済の回復動向には不透

明感もあり、注視が必要です。また、当期に低迷した

資源市況については、一定の底打ち感は見られるも

のの、依然として低水準で推移するものと予想して

います。

　このように昨年とは前提条件が変わりましたが、収

益基盤の強化と財務基盤の拡充を通じて、不確実性

の増す経営環境への強固な対応力を有するべく策定

した計画が、「中期経営計画2014」です。その本旨

は、より強靭な体力を身に付けることにより、より大き

なチャレンジに取り組める環境を整え、活力ある社員

で溢れる会社としていくことです。初年度である当期

は計画未達となりましたが、当社が目指す「強い会社」

像を実現していくためには、この「中期経営計画

2014」を着実に実行していくことが重要です。外部環

境が変化する中、この計画の達成は容易ではありませ

んが、改革を加速し、実行力を高めていくことで、より

強靭な企業へと変貌を遂げていきます。

当期に外部環境が大きく変化したとのことです
が、今後の外部環境の見通しと、これを踏まえた
「中期経営計画2014」で目指す方向性について
ご説明ください。

  今後の環境認識と戦略の方向性

集中事業領域 現行中期経営計画期間中の投融資イメージ

安定的収益の拡大を図る事業領域
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
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
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

14.3 15.3

 太陽光事業
 IPP事業
 新興国消費財

 関連事業
 穀物集荷・ターミナル事業
 石油・石炭既存権益拡張

投融資を加速させていく一方で、資産の入れ替えを継続し資産の質を改善 
集中事業領域を中心にアジア、アフリカ、南米等の新興国の優良案件へ投融資を実行
環境変化にスピーディーに対応する体制で、柔軟に投融資を推進
中期経営計画期間中での収益積み上げを加速

1,800
億円

投融資計画

13.3

440億円
投資決定
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中期経営計画 2014の進捗 –今後の投融資計画–



「根源的な競争力の強化」をテーマに増益を
見込む
　2014年3月期は「根源的な競争力の強化」をテーマ

に、改めて事業ごとに収益計画を見直しました。強みを

強化し、優位性のある事業を増やしていくことは収益

力の強化に直結することから、徹底的に強みを磨き、

収益基盤の強化に向けた改革に邁進していくという強

い決意を込めています。

　計画策定にあたっては、過去に例のない取り組みで

はありますが、全営業部長と3回にわたる面談・議論を

行ってきました。一つひとつ、確実に実行すべき事項や

将来の布石としてチャレンジすべき課題を明確化し、

時間軸を伴った定量目標を定めました。そして、チャ

レンジした社員と組織を評価するために、当該チャレン

ジを組織業績評価に組み入れる仕組みも設けて、実行

力のある計画になったと捉えています。

　2014年3月期の具体的な収益計画についてですが、

当期純利益は、当期から116億円増益となる250億円を

見通しています。一部海外自動車事業の回復が見込ま

れるほか、石油・ガス権益の生産量回復、アジアを中心

とした化学品関連の取扱量伸長、さらには肥料事業の

堅調な推移などが主たる増益要因となります。また、自

己資本4,100億円、ネットDER1.7倍と、財務基盤は引

き続き健全性を維持する計画としています。

　配当政策については、当社株主に帰属する当期純

利益をベースに、配当性向20%程度、安定的で継続

的な配当を基本方針としており、2014年3月期の1株

当たり配当金は当期から1円増配となる4円を予定して

います。

資産の質の向上に向け良質な資産の積み上げを
加速

　新規投融資については、資産の入れ替えによって創

出した原資を含め、この3年間で1,800億円を計画し

ていますが、2014年3月期は750億円から850億円の

投融資を実行する計画です。資産の圧縮には引き続き

注力していきますが、圧縮面が順調に進捗しているこ

とを踏まえ、今後は良質な資産の積み上げに向けた取

り組みを加速します。

　この1年の間に、経済環境の変化と当社のこれまでの

基盤構築の成果があいまって、優良案件への投資機会

は格段に増加しています。こうした変化に対し、現在、整

備を進めている柔軟かつ機動的なリスクマネージ体制

を最大限に活用し、スピード感をもって対応していきま

す。また、太陽光発電事業や石炭権益、IPP事業など、す

でに決定している案件も少なくなく、この2014年3月期

には一定の投融資案件が出揃ってくる見通しです。

　投融資を実行していく分野については、集中事業領域

を中心とする方針は不変です。ここで具体的な案件をお

示しすることはしませんが、この方向性としては、①成長

し続ける新興国の消費を取り込む事業、②将来的な人口

計画達成に向けては、「中期経営計画2014」
2年目となる2014年3月期が、非常に重要にな
ると思われます。どのような事業計画を策定され
たのでしょうか。

今後の新規投融資はどのような計画を立てら
れていますか。将来的な収益ポートフォリオの
構想も含めて、ご説明ください。

  2014年3月期の事業計画

  新規投融資と重点ポイント

機械 エネルギー・金属 化学 生活産業 その他

13.3
（実績）

14.3（見通し）
＊当社株主帰属

14.3
（見通し）

13.3
（実績）

20
45

150

45
80 85

55

160

55

△110

127

32
74

△8
△91

134＊

162

20
69

△128 △105

143

250＊（ご参考）
210

国際会計基準日本基準
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増加を見据えて取り組む事業、③経済回復した地域での

内需を取り込む事業、④強みを持つ分野で収益基盤のさ

らなる強化を図る事業、といった内容となっています。

　また、投融資機会の拡大を背景に、2015年3月期

から収益貢献する案件の投融資も増えてくるものと

捉えています。

「非資源」事業の拡大に向け、グローバル人材
の育成を強化
　今後の新規投融資を、「資源」と「非資源」の比率

の面からご説明すると、今後は「非資源」がポイントと

なってきます。

　従来から、当社は将来的に「資源」・「非資源」で同比

率となる収益ポートフォリオを目指しており、そのために

も景気に左右されにくい「非資源」の収益基盤を拡充し

ていきたいと考えていました。この数年は、好調な市況

を背景に、結果としてエネルギー･金属資源に対する投

融資が多くを占めていましたが、並行して「非資源」系

の事業投資拡大に向け、駐在員の派遣も含め、顧客・

パートナーネットワークの構築、各種市場性の検証な

ど、着実に基盤を整えてきました。当期の投融資実績を

見ても、こうした取り組みが実を結びつつあり、今後は

「非資源」案件の比率が一層高まってきます。

　一方で、「非資源」事業が拡大するということは、海

外拠点の強化が重要になるということでもあります。

「非資源」においては、海外が消費地になることも多く、

ローカルカレンシーの決済も含めて、地域の環境に適

合したビジネスモデルの構築が不可欠です。従って、今

まで以上に海外拠点における現場の力を高めていくこ

とが肝要であり、海外拠点を起点として世界を見る、す

なわち「グローバル人材」の育成に向けて、積極的な取

り組みを進めていきます。

世界で本当に必要とされるものを提供していく
ことが当社の役割
　当社では、企業理念の実現に向けたあらゆる取り

組みをCSRと捉えており、CSRは当社にとって経営

課題そのものです。そして、社会からの期待と関心や

当社にとっての重要度から、CSR課題としての「重点

取り組みテーマ」を定めていますが、これは、当社が

発揮すべき価値といい換えることもできます。
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既存の収益基盤に加え、投融資案件で収益積み上げを加速
（現行中期経営計画以降に収益貢献がスタートする案件への投融資に加えて、 来期から収益貢献に寄与する案件への投融資を拡大）

前中期経営計画における投融資案件

新
規
案
件

収
益
基
盤

機械 エネルギー・金属 化学 生活産業

　IPP
 （サウジアラビア）
 2013年3月商業運転開始
 （オマーン）2件
 2013年4月商業運転開始

　石炭
 権益拡張で生産量UP
　銅

2015年3月期に持分生産量8,000
トンへ

　インド工業塩　
 2014年3月期より商業生産開始
　豪州レアアース
 2015年3月期より取扱数量増加
 予定

　食料資源
将来の内需拡大を視野に、ベト
ナムやインドネシアなどを中心
に食料・消費材関連事業へ投資

　自動車
ASEAN、ロシアNIS、中南米など
の新興国での自動車販売

　石油・ガス・LNG
 優等大規模LNG事業に参画　
　鉄鋼製品
日本最大の鉄鋼総合商社を通じて
国内外へ販売

　メタノール
 年間取扱数量　100万トン
　1,400を超える取扱品目

　高度化成肥料
タイ、フィリピン、ベトナムでシェア
トップクラス
　海外工業団地
ベトナム、インドネシア、インドに
おいて事業展開

現行中期経営計画における投融資案件

持続的成長に向けては、社会からの要望・期待
に応えていくことが重要になってきます。CSR
の考え方について、お聞かせください。

  双日のCSR

今後の収益貢献概要



　商社という業態に鑑みれば、世界各地で本当に必要

とされるものを提供するため、新たなビジネスを作り上

げていくのが商社であり、社会的な課題解決と事業が

直結していることが、その特徴です。当社が展開するモ

ザンビークの植林チップ事業を例にあげれば、当社が

無償で提供した苗木を、現地で植林してもらい、成木を

買い取るというビジネスモデルなのですが、当社はチッ

プ材料を安価で獲得でき、モザンビークでは雇用を創

出できるという、両者が大きな価値を得ると同時に、持

続可能な林産資源利用につながるという循環構造を作

り上げているのです。当社が展開するほかの事業につ

いても、エネルギー・資源の供給をはじめ、インフラ整備

や雇用の創出、産業発展など、世界各地で社会に貢献

し、ともに成長する事業であってこそ、持続可能な成長

が実現できるものだと捉えています。

　また、「商社は人なり」といわれますが、これは商社

に限ったことではなく、ビジネスにかかわる人すべて

にいえることです。モノやカネだけでなく、ヒトが動くこ

とによって商社のビジネスは成り立ちます。当社は、

世界各地での事業開発を通じて、顧客・パートナーとか

かわる中で互いに高め合い、人材育成にも寄与してき

たと自負していますし、これまでに培ってきた経験は、

積極的に世界に広げていくべきだと思っています。

　日本の歴史を紐解いても、かつて世界各国・各企業

からの支援を享受してきたからこそ、今の姿があるは

ずで、現在の私たちが果たせる役割は、全うしていく

べきだと思います。腐敗行為防止や環境保全に代表

される社会的な要求に対しても、率先して応えていく

ことが必要です。こうした考えから、当社は2009年よ

り国連グローバル・コンパクトに参加していますが、

今後もその実践に積極的に取り組んでいく考えです。

　当社がステークホルダーから期待される役割は、ま

すます多様化しています。変化の厳しい環境にあって

も、持続的成長に向け、引き続き社会からの声を取り

入れ、新たな価値を提供し続けることで、その期待に

応えていきます。

「中期経営計画2014」の達成を通じて、企業価値
の向上を果たす

　繰り返しになりますが、「中期経営計画2014」は、

迅速な資産の入れ替えによって資産効率を徹底的に

高め、財務基盤をさらに強化していくことで、より多く

の人が、より多くのことを実現できる会社としていくた

めの計画です。

　目まぐるしく変化する事業環境の下では、環境変化

を個々の事業へ反映していくスピードが求められます。

「中期経営計画 2 0 1 4」の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

という意味を込めていますが、今後はこの変革を加速

していきます。資産入れ替えの成果が出つつある現

在、社内からは新しい事業に取り組もうとする意欲を

強く感じています。この計画を達成することにより、ス

テークホルダーの皆様からも一層のご信認が得られ、

企業価値の向上を実現できるものと確信しています。

　私たちは、「Change for Challenge」の精神の下、

必要な変革には躊躇せず、社員一丸となって大きな挑

戦を成し遂げてまいります。

 2013年8月
 代表取締役社長 CEO

 佐藤 洋二
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最後に、いかにして企業価値を高めていくのか、
ステークホルダーに対するメッセージをお願い
します。

  企業価値向上に向けて




