
2013年3月期の総括
　「中期経営計画2014」では、権益投資と物流・ト

レーディング事業を両輪として、資産効率の向上を通

じた収益基盤の強化を目指すこととしています。しか

し、初年度である2013年3月期は、長引く欧州の財

政問題や中国の経済成長の鈍化の影響を受けて、中

国を中心としたアジア新興国の需要が低迷、石炭や

金属資源の市況も大幅に急落しました。また、石油・

ガス上流権益事業の一部で生産開始や再開の時期

が遅れたことにより、持分生産量が減少したため、当

部門の業績は大幅な減益となりました。一方、こうし

た中、保有権益のコスト競争力強化を喫緊の課題と

認識し、2012年夏ごろからは徹底したコスト削減策

を実施しました。すべての事業において、資機材費、

メンテナンス費、外部委託費など、各種コストを見直

すとともに管理体制の強化にも取り組み、今後につ

ながるコスト構造の改善を図りました。

　投資については市況の変化を踏まえ案件を厳選し

ていった結果、若干、計画よりも遅れが生じています

が、集中事業領域である石炭事業において中国・内

モンゴル地区でモンゴル炭ビジネスを展開する中国

企業への出資を決定しています。また、資産の入れ替

えについては、双日エネルギー株式会社の株式を売

却したほか、権益売却なども進め、ほぼ計画値どおり

の資産圧縮を実現しています。

　この1年を振り返って特筆すべき点は、コントロー

ラー室の設置効果があります。権益投資とトレーディ

ング、両面におけるリスク管理の現場化という趣旨で

設置されましたが、まさにその役割を発揮し、リスク

分析はもちろんのこと、タイムリーに資産価値を把握

することができており、迅速なリスク管理体制を構築

できていると考えています。

今後の戦略
　2014年3月期の資源価格は、一部で緩やかな回復

は期待できるものの楽観視はできない状況から、

2013年3月期と同程度で推移するものと見込んでい

ます。こうした環境下、2014年3月期はより一層のコ

スト削減策に取り組み、既存権益から着実に収益を

計上するとともに、中長期的な成長に向けた権益投

資を進めます。ここで重要なのは、エネルギー・金属

資源をめぐる事業環境が大きく変化する中、当初計

画していた商品構成、事業モデルの見直しが不可欠

で、事業ごとに機動的な投融資や生産・販売を実践し

ていくことだと捉えています。

　集中事業領域である石炭事業では、2010年に豪

州・ミネルバ炭鉱の経営に参画して以来、操業ノウハ

ウが蓄積され、コスト削減策においても当該炭鉱の

成果がほかの炭鉱に活用できています。足元の市況

は依然厳しいものの、アジアの新興国を中心に高ま

るエネルギー需要を見据え、ニーズに対応した優良
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資産を積み上げると同時に、供給ソースやマーケット

を戦略的に広げていきます。同じく集中事業領域の

豪州における鉄鉱石鉱山開発については、需要動向

が中国経済の影響を大きく受けることから、市場環境

と競争力を十分に精査した上で、着実に開発へと進

めていく方針です。これら集中事業に加え、北米にお

けるシェールガス開発や国内のエネルギー情勢の変

化などを踏まえ、LNG事業に関しても市場のニーズ

に対応した取り組みを強化していきます。

　既存事業については、引き続きコスト競争力を強化

していくとともに、拡張工事が終了したカナダのモリ

ブデン鉱山や銅鉱山、豪州のアルミナ精錬事業の安

定操業と収益の最大化に向けた取り組みを進めま

す。また、ニオブでは世界のトップシェアを誇るブラジ

ルの生産会社への出資を通じ、バリューチェーンにお

ける重要な役割を確立しています。今後も増加が見

込まれるニオブ需要に着実に対応し、順調に収益貢

献を果たしていきます。

　短期的には低迷している資源価格ですが、今後、

新興国の経済成長に伴い、エネルギー・金属資源の

重要性がますます高まる中、継続して新たな資源権

益を確保し、安定的な供給を果たしていくことが私た

ちの使命だと捉えています。

　私たちのビジネスは、事業自体が社会に大きく貢

献できるものと考えており、上流から下流まで幅広く

ビジネスを展開していることから、社員がさまざまな

知識と経験を積むことができるフィールドでもありま

す。世界全体の成長における、意義ある循環を担って

いることを認識し、自己実現や自己の成長に結び付

けられる環境を作っていきたいと思います。
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世界の石炭需要

双日：石炭・モリブデン権益持分生産量

双日：権益マップ
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エネルギー本部 石炭・原子力本部

エネルギー・金属部門：本部別事業概況

石油・天然ガス事業
　石油・天然ガス上
流分野では、当社独
自のネットワークを活
かした、英国領北海、
米国・メキシコ湾、カ
タール、ガボン、エジ
プト、ブラジルなど、
幅広い地域への分散
投資で、優良な権益資産ポートフォリオを構築していきま
す。これらの既存権益に加え、埋蔵量や開発リスクを考慮
した米国の非在来型シェールオイルやタイトオイルなど
の開発案件を、当社のオペレーターとしての知見と機
能を発揮し、進めていきます。また、エネルギー需要が拡
大するアジア向け石油製品のトレーディング分野でも、安
定供給のための機能強化を図っていきます。

LNG事業
　日本ならびにアジ
ア諸国の高まるLNG

需要に対応し、安定
供給に貢献できる
LNG事業への取り組
みを強化しています。
上流分野では、エル
エヌジー・ジャパン株
式会社（当社50%出資）を通じて、アジア・中東地域にお
いて競争力のある大規模LNG事業に参画しています。さ
らに、低廉なガス調達価格によってコスト競争力の見込め
るアフリカなどの地域や、シェールガス開発が進む北米
地域からのLNG輸出取り組みの可能性を検討していきま
す。トレーディングについても、調達先の多様化に取り組
むことで、機能強化を図っていきます。

石炭事業
　石炭事業では、国内の鉄鋼・電力・一般産業向けおよび
三国間の石炭販売ビジネスを基盤としたトレーディング
と、海外権益投資を展開しています。石炭販売において
は、豪州炭に加え、日本向け輸入取扱シェアトップのロシ
ア炭やインドネシア炭にも注力し、国内向け販売量の拡
大を目指します。また、アジア新興国向けの販売にも注力
しており、特に中国向けには2012年に内蒙古でモンゴル
炭ビジネスを展開する中国企業への出資を決定するな
ど、販売強化を推進しています。炭鉱権益投資では、
1980年代に日本商社として初めてインドネシアで石炭
権益に投資するなど先駆的な取り組みを行い、現在は豪
州、インドネシアを中心に保有権益を拡大しています。豪
州では、当社が96%出資する豪州・ミネルバ炭鉱におけ
る独自の操業を通じ、
オペレーター機能も保
有しており、権益からの
収益向上を図るととも
に、操業ノウハウを活か
した将来の良質な炭鉱
開発の機会創出にもつ
なげていきます。

原子力事業
　当社は1970年代より世界最大の原子燃料メーカーで
あるフランスのアレバ・グループの日本総代理店として、
原子燃料サイクルにおける総合的なサービスを国内電力
会社各社に提供しています。また、関係会社を通じて、
原子力関係の機器・燃料・材料販売なども行っており、今後
も国内外の原子力関連産業においてビジネスの幅を広げ
ていきます。

石油、天然ガス、LNG、軽油、重油、ジェット燃料 石炭（一般炭、PCI炭、原料炭）
原子力燃料サイクルサービス、原子力関連機器

▲ ▲
▲

豪州 ミネルバ炭鉱

米国・メキシコ湾 フェニックス油田浮遊式
石油生産設備

インドネシア タングー LNG基地
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鉄鋼・金属資源本部

鉄鋼・製鉄原料事業

　鉄鋼分野への取り組みとしては、製鉄原料と鉄鋼製品
の両面から事業を展開しています。
　製鉄主原料となる鉄鉱石関連では、ブラジル産鉄鉱
石で業界トップクラスの数量を取り扱う顧客基盤を持つ
など、対日輸入に強みを有しています。今後も、日本国内
はもちろんのこと、中国など需要が拡大する第三国向け
販売を強化していきます。権益投資では、2007年に参
画した西豪州の鉄鉱石鉱山開発プロジェクトが事業化調
査を終え、投資決定の最終段階にあります。
　製鉄副原料では、主にレアメタルや鉱産物で事業展開
しています。レアメタルは他社に先駆け1990年代より権
益投資を実行してきた実績があり、ニオブ、ニッケルや
モリブデンなどの権益をブラジル、フィリピン、カナダな
ど、多様な地域に保有しています。加えて、トレードでも高
い取扱シェアを持つことで、バリューチェーンにおける重
要な役割を果たしています。今後も保有権益のコスト競
争力の強化に取り組むとともに、競争力のある権益資産
の獲得を目指します。また、鉱産物関連では蛍石やドロマ
イトなどの製鉄副原料に加えて、耐火物などの製鉄副資
材も幅広く取り扱っており、それぞれの商品分野におい
て国内で高い取扱シェアを維持しています。さらに、日本
商社では初となる中国における石灰製造事業への出資
参画を通じ、中国で
需要の伸びが期待さ
れる石灰の販売拡
大を目指すとともに、
投資を足がかりとして
アジア域内でのトレー
ドの 拡 充にも取り

組んでいきます。
　鉄鋼製品分野では、日本最大の鉄鋼総合商社である
株式会社メタルワン（当社40%出資）を通じ、鉄鋼製品の
国内外の顧客基盤と流通ネットワークの拡充を図るとと
もに、当社で取り組むエネルギー関連事業や海外事業な
どでの協業や連携強化を通じて、鉄鋼製品取引を一層拡
大させ、グローバル・バリューチェーンを展開・構築してい
きます。

非鉄・貴金属事業
　非鉄・貴金属事業では、アルミナ、銅、亜鉛などの非鉄
金属、および貴金属（金、銀、プラチナ、パラジウムなど）
のトレードと、ボーキサイト・アルミナや銅の上流権益投資
事業を行っています。豪州においては、世界最大の資源
企業であるBHP Bil l i ton社と共同で、西豪州における
ワースレーアルミナ精製事業に参画（当社9%保有）して
います。また、国内銅精錬メーカーと共同で25%出資す
るカナダ・ジブラルタル銅・モリブデン鉱山では、拡張
工事を完了し、2014年3月期には年産8万トンまで増産
する予定です。このほ
か、チリなどにおける
銅探鉱プロジェクトも
進行中で、将来の権
益確保に向けた取り
組みにも注力していき
ます。

鉄鉱石、鉄鉱石ペレット、還元鉄、レアメタル（モリブデン・ニオブ・ニッケル・バナジウム・タングステンなど）、鉱産品
（蛍石、ジルコンほか）、耐火物、鉄鋼製品、非鉄金属（アルミナ、銅精鉱、銅地金）、貴金属（金、銀、プラチナ、パラジウ
ムほか）

▲

カナダ ジブラルタル銅・モリブデン鉱山

メキシコ 株式会社メタルワン コイルセン
ター

ブラジルCBMM社 ニオブ鉱山

双日の経営戦略 双日の営業戦略 経営体制 双日グループの
社会的責任 組織情報 財務セクション




