
2013年3月期の総括
　「中期経営計画2014」では、上流分野への事業投

資も含め、当社が優位性を持つ分野をより強めていく

ことにより、強靭な収益基盤確立を目指しています。

　2013年3月期の業績は、欧州や中国の経済環境の

変化などを背景に取扱数量が減少し減益となりまし

た。日本の家電メーカーや自動車メーカーなどの需要

が低調に推移したことに加え、レアアースの需要が伸

び悩んだことが主たる要因です。一方、メタノール事

業では、プラントの稼働率が向上し市況も安定した結

果、堅調に推移しました。

　足元は厳しい環境が続きましたが、「中期経営計画

2014」で策定した取り組みは着実に進めることがで

きました。まず、シェールガス・シェールオイルの掘削

に使用されるバライト事業において、世界最大級のメ

キシコの鉱山に出資したことに加え、2011年から着手

したインドのマリンケミカル事業では、生産能力増強

のための追加投資を実施しました。既存の投融資案件

についても、ブラジルにおけるブタジエン事業では

パートナーの増設プラントが完工したほか、豪州ライ

ナス社のレアアース精錬事業でも本格稼働に向けた

準備が概ね順調に進捗しました。さらに、資産の質の

向上に向けては、資産内容の再検証を行い、成長性・

収益性の低い事業からの撤退を含め、資産の入れ替

えを進めました。

今後の戦略
　外部環境が目覚ましく変化する中、当

部門は、安定的な収益を計上し続け、当

社の収益を支えるという役割を担って

います。そのためには、市場や顧客に先んじて変革を

遂げ、収益の中身を進化させ続けなくてはいけませ

ん。既存の事業に安住することなく、グローバル化を

加速し、バリューチェーンの継続的な強化を図ること

により、着実な成長を果たしていく考えです。

　2014年3月期は、これまでに実行してきた上流分

野への事業投資案件が順次立ち上がり、本格稼動し

ていきます。まずはこれらを計画どおりに進捗させ、

確実に収益化していくことが重要です。マリンケミカ

ル事業では、2013年4月に商業生産を開始してお

り、2014年3月期は130万トンの販売を計画していま

す。ブタジエン事業については、北米などでの販売が

始まっており、引き続き販売先の獲得を進めます。

2013年2月に製品出荷が始まった豪州ライナス社の

レアアースは、2014年3月期に約3,000トンの出荷

を予定しています。メキシコのバライト事業は、北米

のシェールガスなどの採掘事業者に向けて、2014年

3月期中に販売を開始する予定です。効率的な生産

や物流の工夫などを通じ、地の利を活かした販売戦

略を進めていきます。

化学部門

常務執行役員　化学部門長

水井 聡

双日株式会社     アニュアルレポート201340



　同時に、強みのある分野のさらなる強化に向けて、

引き続き上流分野への投融資にも注力していきま

す。例えば、集中事業領域の一つであるメタノール事

業では、競争力のある天然ガスが確保できる、アジ

ア・大洋州やアフリカといった地域での事業投資を通

じ、現在の2倍の規模となる200万トンの供給体制の

構築を目指します。

　地域戦略としては、新興市場の動向も刻一刻と変

化しているため、海外市場の開拓に向け新しい動き

をしていく計画です。具体的には、自動車部品やOA

機器をはじめ、製造業の新たな集積地として伸長し

てきているメキシコ、フィリピン、トルコの3ヵ国を重

点市場と位置付け、合成樹脂を中心とした加工事業

などを開拓し、バリューチェーンの強化を図ります。

　将来への布石としての新規事業については、周辺

事業も期待できる海外医療分野に注力します。2013

年3月期に新設したライフサイエンス事業開発室が、

すでにこの1年で具体的な検討を進めてきており、い

よいよ事業投資を実行に移していく構えです。

　当部門は、膨大な量の製品を取り扱い、グローバル

なバリューチェーンを構築することで、新興国をはじめ

とするサプライヤーと顧客企業、双方の発展を下支え

しています。こうした価値を高め、発揮し続けていくた

めには、やはり人材の育成が重要であり、グローバル

な視点を持ち、世界で活躍できる人材を数多く輩出し

ていきたいと考えています。2013年3月期は、本社ス

タッフの出向・駐在の積極化、海外現地スタッフの増強

などを進め、総合職の約3分の1が海外で従事してい

るという状態になりましたが、今後も、こうした人材の

海外シフトを大胆に進めるとともに、若年層や海外現

地スタッフの教育にも注力していきます。

（千トン）

出典 ： 東京商品取引所

16,400

15,09414,961
14,000

11,800
13,000

10 11 13 1412 13（予測）1211100908

18,000

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0

重点国

 レアアース
（ライナス社マレーシア工場）

 レアアース
（豪州 ライナス社）

 メタノール
（インドネシア）

 バライト
（メキシコ）

 ブタジエン
（ブラジル）

 マリンケミカル
（インド）

合成ゴム需要

双日：重点事業と製品の流れ
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世界のバライト需要量
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化学品本部 環境資材本部

化学部門：本部別事業概況

メタノール事業

　メタノールは、接着剤・合成繊維・高機能プラスチックな
どの化学原料、LPG代替であるジメチルエーテル、バイ
オディーゼルをはじめとする燃料用途など、広範な分野
で使用されています。燃料用途の拡大は著しく、特に
中国においては、ガソリン添加の需要が伸長しています。
また、メタノールから基礎化学原料であるオレフィンを製
造する手法も出現し、需要が拡大しています。
　当社はインドネシアのメタノール製造会社 P T . 

Kaltim Methanol Industri（KMI社）に85％出資して
います。事業会社からのオフテイクに加え、市場から調
達を行い、アジアのお客様を中心に販売しています。
KMI社は成長市場であるアジアに近いことから、短期
間でのデリバリー、フレキシブルなロットサイズなどの機
動力で、お客様から高い評価を得ています。当社では
KMI社製品と外部調達品とのコンビネーションにより、
アジア市場におけるプレゼンス強化を図るとともに、メ
タノールの販売・物流機能を利用した他液体化学品へ
の拡大も行っています。
　伸びゆく市場に対応するため、今後は競争力のある
原料が確保できる地域において、第二のKMI社の立ち
上げを目指していきます。

レアアース事業
　レアアースはハイ
ブリッド自動車から
液晶テレビに至るま
でさまざまな産業で
使用されている一方、
その供給の9 0％以
上を中国に依存して
いる希少資源です。
　当社では、40年以上にわたる中国からの輸入実績に加
え、2011年に出融資を実行した豪州ライナス社製品の
取扱いを2013年より開始しており、日本のレアアース輸
入量の50％超の取扱いを目指しています。また、レア
アースのリサイクル
事業を展開する企業
にも出資。中国内外か
らの安定調達だけでな
く、希少資源の再利用
などにより、産業の発
展に寄与しています。

バライト事業
　当社はメキシコのバライト鉱山に出資し、2014年3月期
より石油・ガス掘削泥水向けの市場に参入します。加重材
として使用されるバライトは、シェールガス革命により需
要の拡大が見込まれており、注目されている鉱産物です。
　掘削に使用される液体・流体には、バライトのほかにも
数多くの材料が使用されていることから、このバライトを
足がかりに、関連アイテム（ドリリングケミカル）の拡充を
目指します。特に、昨今
の環境面・安全面に対
する関心の高まりから、
地球にやさしい材料
の開発に注力していき
ます。

メタノール、溶剤、液体ケミカル、機能性樹脂モノマー、
ブタジエン、フェノール、樹脂・合繊原料

レアアース、リチウム化合物、水酸化アルミニウム、工
業塩、黒鉛、セルロース素材、高機能不織布、塗料原
料、 液晶、ディスプレイ関連素材、炭素繊維、LED関連
素材

▲ ▲

KMI社 メタノール製造工場

ライナス社 マレーシア レアアース精練
工場 

当社が出資したメキシコのバライト鉱山

ライナス社 豪州レアアース選鉱プラント
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ライフサイエンス事業開発室

工業塩事業
　工業塩を用いて生
産される苛性ソーダ
と塩素は、さまざまな
産業に欠かすことの
できない基礎原料と
して多様な用途があ
ります。苛性ソーダは
主に紙・パルプや化学
繊維、アルミナ精錬など幅広い産業で使用され、塩素は
水道水殺菌に使用される次亜塩素酸ソーダ、塩化ビニル
樹脂原料、ウレタン原料など、各種塩素誘導品で使用さ
れています。当社が工業塩を供給する主な市場は、日
本を中心とした極東、中国、東南アジア、中東の各国であ
り、中長期的に旺盛な需要が見込まれています。
　当社はインドならびに豪州で生産される工業塩（天日
塩）を取り扱っており、日本における市場シェアは商社トッ
プクラスを誇っています。天日塩の生産はその年の天候
によって左右されますが、複数の供給ソースを持つ当社
は、天候リスクを分散した調達が可能であり、需要家に対
する安定供給を果たしています。
　また、当社はインドにおける新塩田を開発すべく、インド
の有力財閥企業アーチャングループと合弁でArchean 

Chemical Industries Pvt. Ltd.（ACIPL社）を設立。
2013年4月にはACIPL社にて生産された工業塩の初出
荷も果たしたところです。これにより当社工業塩の取扱
量は倍増が実現できることとなり、長年の当社工業塩事
業展開において培ってきた知見を活かし、今後も成長が
見込まれる市場への供給責任を果たしていきます。

ライフサイエンス事業
　当社はライフサイエンス分野において、グリーンケミカ
ル・モノマー、アグロサイエンスならびにメディカル・ヘル
スケアを重点分野と位置付け、事業参画を通じた事業創
出を進めています。

グリーンケミカル・モノマー事業
　人口増大に伴い化
石資源枯渇・地球温
暖化問題が大きく取
り上げられる中、環境
負荷の少ない再生可
能資源からのケミカ
ルが注目されていま
す。当社は新しいグ
リーン社会の創出を目指し、米国ミリアント社が植物を原
料に製造開始するバイオコハク酸の極東アジア向け総
代理店権を取得し、2013年より販売を開始しました。ま
た、グリーンケミカルを使用した生分解性樹脂など環境に
やさしい最終製品の展開・普及により、グリーン社会の実
現に向けた事業拡大を目指します。

アグロサイエンス事業
　食糧増産の必要性が求められる中、人口増加の著しい
アジア地域において、農薬を中心とした農業資材の供
給を軸に農業関連事業を拡大します。

メディカル・ヘルスケア事業
　人々の美と健康を実現するために、病院を中核と捉え
た支援事業、ならびに医薬品事業を含むさまざまな周辺
事業に取り組むことで、より良い医療環境と地域社会の
実現を支援します。また、双日コスメティックス株式会社
においては、お客様に満足いただける化粧品の開発と
サービスの提供により社会貢献をしていきます。

グリーンケミカル・モノマー：グリーンケミカル（植物由来）、
グリーンポリマー事業
アグロサイエンス：農薬（原料・中間体・製品）、農業関連事業
メディカル・ヘルスケア：病院支援事業および周辺産業（医薬品
など）、化粧品企画開発ならびに販売事業【双日コスメティックス】

▲
▲
▲

ACIPL社製 工業塩・初出荷品

ミリアント社 バイオコハク酸プラント

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




