
2013年3月期の総括
　「中期経営計画2014」の初年度である2013年3月

期の業績は、外部環境の変化などを受けて当初計画

から下振れすることとなりました。

　要因としては、ロシアでの自動車事業が欧州の経

済環境悪化を背景に競合欧州勢との競争が激化した

ことや、産業機械分野で中国市場の落ち込みや円高

の影響を大きく受けたことのほか、船舶事業で極めて

厳しい市況となったことなどがあげられます。しかし、

こうした外部環境の急変は今に始まったことではあり

ません。一定程度のリスクは想定し、計画の蓋然性を

高めるべきだったと認識しています。

　一方で、「中期経営計画2014」の重点戦略である、

安定収益源の創出に向けた取り組みは、集中事業領

域をはじめ、成果が上がっています。IPP事業では、 

モンゴルの石炭火力IPP案件で優先交渉権を獲得し

たほか、太陽光発電事業も国内で4件のプロジェクト

が順調に進捗しています。新規事業としては、アフリ

カ・ガーナにおいて水事業に参画しました。これは、 

約50万人分に相当する飲料水を供給する、サブサハ

ラ地域初および日本企業初の海水淡水化事業で、

2014年の商業運転開始を予定しています。また、 

資産効率の向上に向けても、流動性や将来性に鑑み、

資産の売却および圧縮を加速しました。

今後の戦略
　「中期経営計画2014」では、安定的な収

益基盤の確立を目指し、積極的な資産の

入れ替えを進めるとともに、新たなビジ

ネスモデルの構築を図っています。重点的に経営資源

を投下すべき領域は明確化しており、そのための道筋

は見えています。2013年3月期での課題を踏まえ、

2014年3月期は計画の蓋然性を高め、実行施策の精

度を上げることに注力することとしました。現在の取り

組みは、3年後、5年後に必ずや成果となって表れてく

るはずで、一歩一歩、着実に安定収益源を積み上げて

いく考えです。

　主要事業である自動車事業では、順調なタイやフィ

リピン、プエルトリコなどでの拡販を図るとともに、拡

大するロシア市場に向けては、商品性・機能性による

差別化やマーケティングの強化により、収益の拡大を

図ります。

　電力・環境インフラ・プラント分野では、各事業の強

みを活かして効率的・機動的な事業展開を推進すべ

く、2013年4月に本部の再編を行いました。IPP事業

では、これまでの実績を通じて着実にノウハウを積み

上げてきており、2012年7月にはモンゴルで石炭火力

IPP案件の優先交渉権を獲得しました。引き続き、パー

トナーとの協業を進め、受注済み案件の確実な収益化
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と新たな資産の積み上げに注力します。再生可能エネ

ルギー事業では、現在取り組んでいる国内太陽光事

業を計画通りに立ち上げるとともに、風力、地熱、バイ

オなども含め、新規投資を加速します。インフラ整備

事業では、2013年6月、日印経済協力の目玉であるデ

リー・ムンバイ間貨物専用鉄道建設計画のもと、

軌道敷設事業を受注しました。本案件は、円借款によ

る1,100億円規模のプロジェクトで、進捗に応じて向こ

う4年間程度の安定収益が見込めます。プラントEPC

事業では、受注確度と収益性の向上を図るべく、優位

性の高いASEANやロシアNIS地域に人的資源を集中

するほか、産業機械･軸受事業は、中国市場の回復を取

り込むとともに、アジアでの展開に注力していきます。

　伝統のある船舶・宇宙航空分野では、中長期的な収

益力の強化に努めます。航空事業では、堅調な民間機

ビジネスに加え、ボーイング社と共同で展開している

サイバーセキュリティ事業の取り組みを進めるほか、厳

しい市況が続く船舶事業では、将来の成長に向けて投

資を実行していきます。また、産業情報事業は、環境

変化のスピードが速いICT市場に的確に対応していく

ため、経営体制の変革を行うとともに、トータルソ

リューション分野への注力など、選択と集中を進めて

いきます。

　世界を見渡せば、社会的な課題は山積しており、こ

れらは商社にとってのビジネスチャンスとなります。ア

フリカの飲料水供給や、効率性や環境性に優れた発

電施設運営に代表されるように、やはり各国で本当に

必要とされているものを提供してこそ、私たちの価値

が発揮され、中長期的な収益拡大が実現できます。率

先して課題解決に動くパイオニア。この価値と喜び

を、社員一人ひとりが感じられる組織にしていくこと

で、中長期的な成長を実現したいと思います。
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双日：現代自動車（タイ・プエルトリコ・アルゼンチン）販売台数
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自動車本部 船舶・宇宙航空本部

機械部門：本部別事業概況

自動車事業
　当社は、経済成長
が著しく、継続して自
動車需要の拡大が見
込まれるASEANやロ
シアNIS、中南米など
エマージング・カント
リーでの事業強化を
図っています。既存の
取扱ブランドに加え、
新興海外ブランドメー
カーの車両も取り扱う
など、本部収益の中
核を成す事業会社の
経営に、さらにチャ
レンジしていきます。
　全世界規模での自動車販売の拡大を受け、当社が取り
扱う市場での販売は好調に推移しています。設立50

周年を迎え事業拡大に向けて邁進するフィリピンでの
自動車製造販売事業、現代自動車のGloba l  Bes t 

Distributor Awardを受賞したプエルトリコでの輸入卸
売事業をはじめとして、成長する市場にさまざまな地歩を
築き、新たな展開を着実に進めていきます。
　一方、当社のビジネスを取り巻く環境は欧州財政問題
などをはじめとし、予断を許さない状況であることに変わ
りはありません。このような状況下、当社としては従来導
入している独自のエクスポージャー管理をさらに深化・高
度化させ、安定した収益を確保するとともに、最適なポー
トフォリオを構築していきます。また、持続的成長に向け、
海外中核事業会社の経営を担う人材の育成もあわせて
行っていきます。

航空事業
　当社は、ボーイング
社やボンバルディア社
など大手航空機メー
カーの国内販売代理
店を務めており、中で
も民間航空機の取扱
いにおいては国内シェ
アNo.1を誇ります。ま
た、防衛分野でも欧米メーカーの国内販売代理店として最
新鋭機器の販売に傾注し、ビジネス機事業では、当社が出
資するAviation Concepts社を基軸に全世界向けの運航
サービスの提供や同社と共同でチャーターフライトの販売
などを展開しています。
　2013年3月期は、国内大手航空会社向けに、民間航空
機を40機納入しました。今後は、代理店事業での取扱いを
一層伸ばしていくとともに、ビジネス機や部品関連などの
成長領域でさらなる強化を図っていきます。

船舶事業
　当社の船舶事業は、
舶用機器・資材の販売
から、新造船、中古船、
傭船、不定期船などの
取引、自社船事業に至
るまで、海運・造船を網
羅してワンストップ
サービスを提供できる
総合力を強みとしています。
　2013年3月期は、自社船事業において3隻売船する一方、
新造船1隻の竣工を受けました。今後も自社船（資産）の入れ
替えによる船隊整備を図るとともに、船舶や傭船仲介事業の
幅を広げ、機器販売事業においてはバラスト水処理装置
メーカーへの資本参加など、「環境」および「エコ」をキーワー
ドとした各種関連機器の販売強化を図っていきます。

完成車輸出、現地組立製造販売、自動車卸・小売事業、
部品・タイヤ輸出、自動車関連設備・エンジニアリング
事業

ボーイング社、ボンバルディア社などの民間航空機代
理店事業／防衛関連機器代理店および販売事業／
ビジネスジェット事業
新造船、中古船、傭船、不定期船、舶用機器販売事業、
自社船保有事業

 
▲

 

▲
▲

ボーイング社製787「ドリームライナー」

2012年6月竣工 自社保有船「Western 
Tokyo」（58,000トン型ばら積み船）

三菱モーターフィリピン本社外観

現代プエルトリコ本社外観
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インフラプロジェクト・産機本部

産業情報部

電力・環境インフラ事業

　新興国を中心とした加速度的な人口の増加と都市部へ
の集中、生活水準の向上を背景に、エネルギー安定供給
など、持続可能な社会の実現に向けてさまざまな課題が
浮き彫りになっています。経済成長を支え、環境負荷の低
減を両立するインフラ整備のニーズが高まる中、電力・水・
交通などのインフラ整備・運営事業を複合的かつ効率的
に推進すべく、2013年4月に部門内組織を再編し、電力・
環境インフラ事業部を設立しました。
　電力分野では、海外火力発電所の開発、運営に積極的
に取り組んでおり、近年受注のサウジアラビア、オマーン
の大型3案件はすべて順調に運転を開始しています。引き
続きアジア・中東地区において、ガス火力発電や高効率の
石炭火力発電を中心に環境に配慮した新規IPP／IWPP

案件の開発を進めていきます。
　再生可能エネルギー分野では、ドイツでのメガソーラー
事業などへの投資、運営で培ったノウハウを活かし、普及
が加速するわが国も含め、世界各国で太陽光、風力、バイ
オマスなどのプロジェクト開発を推進し、水事業分野では
ガーナでの海水淡水化事業に参画、世界規模での水需要
の増大に応えています。
　交通分野では日本政府の推進するパッケージ型インフ
ラ輸出戦略にも呼応し、国内外の関係先と強固なパート

　クラウドコンピューティングの普及・ビッグデータの活用な
どICTをめぐる環境が大きく変化する中、日商エレクトロニ
クス株式会社、さくらインターネット株式会社、双日システム

ズ株式会社を傘下に持ち、最先端技術の提供、大規模イン
フラの構築、次世代型データセンターの運営など、顧客の
ニーズにあわせた総合ITソリューションを提供しています。

ナーシップを構築、よりクリーンな輸送手段としての鉄道
インフラの構築や輸送事業を積極展開しています。

プラントプロジェクト事業
　当社は製鉄、肥料・
化学、電力・エネル
ギー分野を中心に大
型プラントを扱ってお
り、中国、アジア、ロシ
アNIS、中東・アフリカ
などを主要市場とし
ています。
　2013年3月期は、ロシア向け石化プラント、ベトナムの
大型発電案件のEPC契約を受注。ロシア・トルクメニス
タン向け肥料プラント、インド・タタスチール社や中国・武漢
鋼鉄社向け製鉄プラントの建設を着実に進めてきました。
　今後は上記主要市場での有望案件を確実に成約に
結び付けるとともに、並行して既存ビジネスの関連分野
への横展開による新規ビジネスモデルの構築を進め、
中長期的な安定収益を確保する体制づくりを進めます。

産業機械・軸受事業
　産業機械・軸受事業では、ベアリング分野の製品販売の
ディーラー網やベアリング部品供給のサプライチェーンを
基盤に、成長市場への展開を促進しています。ほかにも、
半導体・実装分野の海外販売・サービス拠点を中心とした
グローバル展開の加速や産業機械分野の取り組み強化な
ど、これらの2つの事業分野に注力していきます。

プラント（製鉄／肥料／化学／エネルギー）、インフラ（電力／交通／水・再生可能エネルギー）
産業機械・生産設備（実装機、軸受、環境・新エネルギー関連設備など）

▲
▲

オマーン「バルカ3」

熱間圧延設備
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