
2013年3月期の総括
　2013年3月期の業績は、肥料事業や海外工業団地

事業が順調に推移した結果、大幅増益となり、当初計

画に対しても超過達成を果たすことができました。肥

料事業においては、経営基盤の強化に注力し強力な

事業体制を確立したほか、海外工業団地事業では、ベ

トナムやインドネシアに向けた日系企業の海外進出

ニーズを的確に取り込むことができました。このほか、

食料事業や建材事業も国内需要を収益につなげ、堅

調に推移しました。これまで断行してきた、収益基盤

強化に向けた改革が機能し始め、収益につながってき

た1年と捉えています。

　「中期経営計画2014」で進める基本戦略は、「国

内から海外へ」「トレーディングから事業投資型ビジネ

スへ」「農林水産分野における上流資源確保」という

3つです。足元の国内やトレーディングの地盤を固め

ながら、収益基盤の変革と事業を推進する場所の変革

を進め、安定収益を計上し続けられる部門としていく

考えです。

　このための新規投融資についても、当期は着実な

成果を上げることができました。ベトナム最大級の食

品卸企業のフン・トゥイ・マニュファクチャー・サービス・

トレーディング社を連結子会社化し、流通網の構築を

着実に進めたほか、同じくベトナムにて配合飼料会社

が生産を開始しました。また、インドネシアにおいては

エビの養殖・加工・販売の事業に参入しています。

今後の戦略
　環境変化に機敏に対応していく必要

はあるものの、今後の事業環境は、依

然として力強く進展する東南アジア経済や、国内需要

の回復も含め、基本的には当部門にとって追い風であ

ると認識しています。中国経済の減速などについても、

当期後半の中国事業が堅調に推移したことからも分か

るように、当部門における影響は軽微です。これらを踏

まえ、2014年3月期は、取り組みのスピードを上げる年

と位置付けています。

　2つの集中事業領域については、特に加速を図りま

す。肥料事業では、既存事業の収益基盤のさらなる強

化を図るとともに、リンやカリなど、高度化成肥料の上

流権益の確保に取り組みます。穀物集荷・ターミナル

事業については、生産国のカントリーエレベーターや

輸出ターミナルへの出資を通じて集荷から販売までの

サプライチェーンを内製化し、穀物資源の確保に努め

ていきます。いずれの事業についても、当期に具体的

な検証が順調に進捗しており、2014年3月期はいよい

よ実行ステージに入ります。

　展開地域については、まず、ベトナムでの取り組み

を強化します。現在、肥料事業やチップ生産事業、 

工業団地事業など、当社の優良資産が集中している

同国ですが、当期に注力した飼料事業や食品卸事業
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などの収益力を着実に強化していくとともに、今後は

ブロイラー事業への参画なども進めていきます。ま

た、食料・食品関連では、東南アジア最大級の港湾施

設を持つインターフラワー・ベトナム社が重要な役割を

担います。同社は、港湾の取扱いが年間100万トンを

超えたほか、製粉事業でも生産量は年間数十万トンに

まで積み上がってきており、引き続き同社の強みを最

大限に活かし、強力なバリューチェーンを構築してい

きます。また、中国については、ドラッグストア事業など

が順調な成果を上げており、今後は展開地域の拡大な

どを計画するほか、今後の注力市場として、インドネシ

ア、フィリピン、そしてミャンマーなどで新たな事業の

立ち上げなどにも力を入れていきます。

　こうした取り組みを進める上で、2013年4月から当

部門にコントローラー室が設置されました。立ち上

がったばかりではありますが、リスク計量・案件精査の

迅速化や、リスク管理における職能と営業の一体化な

ど、すでに十分な機能を発揮しています。資産効率の

向上に向け、引き続き、高度なリスク管理体制を確立

していく方針です。

　当部門は、衣食住という生活に密着した幅広い分

野を担っており、新興国の生活レベルの向上や日系企

業の発展に直結する事業を展開しています。ビジネス

チャンスは無限であり、私の役割は、風通しの良い、挑

戦できる環境を社員に提供していくことだと捉えてい

ます。これまで取り組んできた事業構造の再構築が結

実し、社内でも、実践してきたことは間違いではなかっ

たという、自信につながっています。現在、進めている

取り組みを確実に実行していくことにより、さらなる成

長への道筋を描いていきます。
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世界の穀物消費量

日本のASEAN主要国に対する直接投資額

双日：高度化成肥料生産量（タイ・ベトナム・フィリピン）
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食料本部 農林資源本部

生活産業部門：本部別事業概況

穀物飼料事業
　経済成長著しいア
ジア市場において、
穀物飼料事業のサプ
ライチェーン構築に
向け、事業投資を行っ
ています。ベトナムで
は最大手の製粉会社
インターフラワー・ベト
ナム社に出資して製粉事業を展開しています。さらに、同社
が持つASEAN最大級の穀物専用港を物流拠点とし、ベト
ナムでは日系で独自の技術を持つ協同飼料株式会社を、
カンボジアでは中国最大手飼料会社の新希望六和股份有
限公司をパートナーとして飼料生産事業を展開中です。
　また、北米およびアジアでは製パン事業など、より消費
者に近い事業展開も行っています。

食料事業
　食料事業は、①砂
糖・コーヒー、②水産
物、③食品流通の3つ
に大きく分類されま
す。砂糖・コーヒーはト
レーディングのみなら
ず、今後は事業開発に
も注力していきます。
水産物については、マグロの世界的な需要急増と漁獲規
制に対して供給安定性を確保すべく、長崎県鷹島におい
て本マグロの養殖事業をしていますが、ほかの水産物に
ついても検討中です。マグロとエビは、輸入・国内販売の
ほか、マグロについては海外での加工も行っています。食
品流通については、子会社の双日食料株式会社を中心
に、食品全般の海外での加工・輸入・国内販売を行うとと
もに、本邦顧客の海外展開もサポートしています。また、
関係会社のヤマザキナビスコ株式会社を通じ、菓子事業
も展開しています。

アグリビジネス事業
　アグリビジネス事業では、食料サプライチェーンの川上
に注目した事業展開を進めています。
　農業に不可欠な肥料は、タイ、ベトナム、フィリピンにお
いて高度化成肥料の製造販売事業会社を持ち、東南ア
ジア最大規模の高度化成肥料生産能力・販売ネットワー
クを構築しています。さらに、窒素・リン・カリなど、資源の
上流権益の確保の検討も進めています。
　また、アルゼンチンでの農業事業で得た知見を活か
し、南米における大豆
生産などの大規模展
開の検討を進め、農業
生産・肥料・穀物集荷な
ど複合的なアグリビジ
ネスの強化を図ってい
きます。

林産資源事業
　林産資源事業では、主に木材、合板、製紙原料などを取
り扱っており、安定供給体制の構築、市場・用途の多様化へ
の対応を強化していきます。また、環境配慮を心掛け、植林
木、森林認証取得材の比率を高めています。
　原木取引では有力供給業者との強固な関係を活かし、
対日および中国やインドなどの新興国向けを拡大してい
ます。合板・建材などは、子会社の双日建材株式会社が取
り扱い、合板は国内トップシェアです。
　製紙原料は、ベトナムのチップ製造事業を強化し、その
ノウハウを基に、モザンビークに設立したチップ製造会
社を通じてアフリカで
展開しています。パル
プの取扱高も新興市
場向けを中心に増や
していく予定です。

穀物飼料事業：小麦・トウモロコシ・大豆・米・油脂・小麦粉・
牧草・配合飼料などのトレード・国内取引・海外生産、港湾運営
食料事業：砂糖・コーヒー・水産品（マグロ・エビ・加工品など）・
食品全般のトレード・海外加工・国内取引、水産養殖事業など

アグリビジネス事業：高度化成肥料の生産・販売・輸出入、
農業事業
林産資源事業：原木・製材・合板・建材・チップ・パルプな
どの輸入・三国間取引・国内販売、海外での植林、チッ
プの生産事業

▲
▲

▲
▲

ベトナム チップ出荷の様子

タイ 高度化成肥料工場

ベトナム 双日協同飼料株式会社

双日ツナファーム鷹島株式会社のマグロ
養殖事業
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コンシューマーサービス・開発建設本部

消費財流通事業
　急激な経済成長に
伴い経済・社会環境が
変化している新興国
では、消費財に求めら
れるニーズも多様化し
ています。当社は、世
界第3位の日本市場
における生活雑貨輸
入事業を基盤としな
がら、その経験を踏ま
え、新興国を中心に
海外における卸・物流
事業を進めています。
この取り組みの一つ
として、ベトナムの大
手食品卸企業であるフン・トゥイ・マニュファクチャー・サー
ビス・トレーディング社（フン・トゥイ社）を連結子会社化し、
ベトナムで卸事業を展開しています。物流網の整備や情
報流通システムの構築、さらには今後ベトナムに進出が
見込まれる日本メーカーへの支援を進め、食品の取扱
いをメインとした同国におけるNo.1の総合消費財卸企
業を目指します。
　また、国内市場においては、双日ジーエムシー株式会社
のブランドシューズ（「Admiral」など）、ブランドバッグ
（「EASTPAK®」など）の卸事業を展開しています。優れ
た機能性や、デザイン・色彩のバリエーションで、消費者
の豊かな感性に訴求していきます。

繊維事業
　国内アパレル業界の目まぐるしい環境変化に対し、当
社は国内大手SPA向けOEM事業に加え、主な子会社に
おいて、双日インフィニティ株式会社の「McGREGOR」
ブランド事業、双日ファッション株式会社の「VANCET」
生地ストック販売事業、第一紡績株式会社の差別化紡績
糸をベースとした実用衣料展開など、一定の事業基盤を

構築しています。さら
に、これらの事業基
盤を活用し、成長市場
である中国・ASEAN

市場への事業展開を
推し進めていきます。

海外開発建設事業
　旺盛な製造業の海外進出意欲を背景に、海外におけ
る日系工業団地に対するニーズが高まっています。上下
水・電力・通信などの基礎インフラの提供から、進出企業
の誘致、誘致後の工業団地の運営管理までの幅広い課
題に対し、当社は国内外の優れた事業パートナーとの協
業、長年の実績・ノウハウおよび駐在員のネットワークを
活かして、ベトナム、インドネシア、インドにて工業団地事
業を展開しています。
　進出企業に対しては、現地法人設立から、各種申請業
務、労働者雇用などの総合的なアシストに加え、各工業
団地にロジスティクス機能を持たせる物流面でのサポー
 ト体制、工場建屋建設から製造機器の販売・移設・原材料
の納入に至るまで、双日グループの取り組みにより、競争
力のあるビジネスモデルを構築しています。

消費財流通事業：煙草輸入事業、シューズ・バッグなどの生活雑貨ブランド事業、海外での卸・物流事業、株式会社
JALUXとの空港リテール事業
繊維事業：OEM事業、アパレルブランド事業
海外開発建設事業：海外工業団地開発・運営事業

▲
▲

▲

「McGREGOR CLASSIC」店舗

ベトナム・ロンドウック工業団地の建設作業

フン・トゥイ社の配送事業

カジュアルシューズブランド「Admiral」

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




