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2012年
コントローラー室の設置

攻めるための資産の入れ替え

優良資産の積み上げに向けた取り組み
が加速する

　収益性や成長性の観点から、資産の圧縮・売却や投融

資を通じて、資産の質を良化する――。収益基盤の強化

に向けた、この「資産の入れ替え」は「中期経営計画

2014」を成功に導く鍵といってもよい。

　双日はこれまでも採算性や流動性を検証し、在庫や

事業の処理・撤退を含めて、積極的に資産を入れ替えて

きた。しかし「中期経営計画2014」のように、これほど大

規模に、期間と定量目標を定めた取り組みは過去に例

がない。「攻めるため」の改革ともいえる。「中期経営計

画2014」策定にあたっては、各資産・事業を精緻に分析

し直し、全体最適の視点から、各部・各部門で注力する

分野、縮小･撤退する分野を明確に定め、3ヵ年の計画

に織り込んだ。新規投融資については、集中事業領域を

はじめ対象事業を詳細に定め、3年間で1,800億円とい

う計画が策定された。

　果たして、「中期経営計画2014」初年度となる

2013年3月期、双日の資産入れ替えは大きく前進した。

　まず、資産圧縮額は810億円と、計画以上の実績を収

めた。双日エネルギー株式会社の株式譲渡をはじめ、国

内不動産、資源権益、海外事業保有株式など、その内容

は多岐にわたる。資金回収においても470億円と、期待

810億円

1,800億円
 資産圧縮額（2013年3月期）

 新規投融資計画
（2013年3月期～2015年3月期累計）
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以上の成果を上げた。

　他方、新たな資産を積み増していく新規投融資は

440億円。ベトナム食品卸企業の連結子会社化やアフリ

カ・ガーナの水事業出資、サウジアラビアのIPP事業参

画など、その内訳は非資源系の比率が多くなった。リー

マンショック以降、非資源系の投融資を増加してきた

が、その取り組みが結実しつつある。加えて、太陽光発

電事業やインドネシアの石炭権益など、2014年3月期

に入ってからも、多くの案件が進捗・決定している。現在

でも複数の大型案件が最終調整段階に入っているほ

か、このところの円安・株高基調を背景に、案件の引き合

いは急増しており、優良案件への投資チャンスは格段に

増加している。

　こうした資産の質の向上に向け、各部門のリスクマ

ネージ力向上のために設置されたコントローラー室の

効果も大きく、資産入れ替えの積極化に向けた体制も

整備されつつある。

　この1年を振り返り、代表取締役社長の佐藤はいう。

「厳しいことも多い改革だが、初年度は大きな一歩を踏

み出すことができた。社員が皆、資産の入れ替えの重要

性をよく理解してくれていることが最大の要因だ。資産

の圧縮・売却が順調に進捗し、投資の原資を確保できた

ことから、社内でも、いよいよ新規投融資を積極的に実

行していけるという活力で溢れてきている」

　「中期経営計画2014」の2年目、3年目における重点

課題は、優良資産の積み上げだ。環境変化に柔軟に対

応しながら、スピードを上げて、攻めの取り組みを実践し

ていく。

　佐藤は断言した。「資産の質の向上に向け、全社をあ

げて加速する。この改革を実行した後には、より大きく、

輝かしい未来が待っている」と。

2013年
資産圧縮目標の超過達成
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2013年3月期実績 主な資産圧縮
国内エネルギー関連事業
売却
資源権益売却
国内不動産売却
海外機械関連保有株式売却

＊2
2013年3月期実績　主な投融資
資源権益獲得、拡張
中東IPP案件
アフリカ水事業
インド工業塩事業
ベトナム食料資源事業

＊1

2012年3月末
総資産 21,907億円

2013年3月末
総資産 21,501億円

非流動
資産

非流動
資産

負債
負債

流動
資産

資産
売却

流動
資産

資本 資本

投融資

投融資
資産圧縮
資金回収

440億円
810億円
470億円

2013年3月期実績
  ＊1

  ＊2

▲

2013年3月期 資産入替
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双日Snapshot

機械部門 エネルギー・金属部門

国際会計基準

（参考：日本基準）
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 自動車本部

▲

 インフラプロジェクト・産機本部

▲

 船舶・宇宙航空本部

▲

 産業情報部

▲

 エネルギー本部
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 石炭・原子力本部

▲

 鉄鋼・金属資源本部

▲
総資産・ROA
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経常利益
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▲

経常利益



双日株式会社     アニュアルレポート2013 23

化学部門 生活産業部門

▲

 化学品本部

▲

 環境資材本部

▲

 ライフサイエンス事業開発室

▲

 食料本部

▲

 農林資源本部

▲

 コンシューマーサービス・開発建設本部
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機械部門 エネルギー・金属部門

日
本

中
国

ア
ジ
ア・大
洋
州

米
州

欧・阿・中
東・

ロ
シ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
地
域

主要事業のセグメント別・地域別一覧

 
▲

 自動車輸出事業

 
▲

 再生可能エネルギー事業

 
▲

 産業機械事業

 
▲

 船舶売買・仲介、傭船事業、舶用関連機器販売

 
▲

 民間航空機代理店事業

 
▲

 IT関連機器販売、ソリューションサービス、
データセンター事業

 
▲

 各種エネルギー（LNG、石油製品、石炭など）の物流・販売

 
▲

 各種製鉄原料（鉄鉱石、石炭、レアメタル、鉱産品など）の
販売

 
▲

 鉄鋼製品事業

 
▲

 各種非鉄金属（アルミナ、銅など）の販売

 
▲

 プラント事業

 
▲

 産業機械・ベアリング事業

  
▲

 石炭の販売

  
▲

 鉄鉱石の販売

  
▲

 各種レアメタルの販売

  
▲

 各種鉱産品の販売

  
▲

 石灰製造事業

 
▲

 自動車組立製造販売、ディストリビューション事業

 
▲

 プラント、IPP事業

 
▲

 再生可能エネルギー事業

 
▲

 交通インフラ事業

 
▲

 水事業

 
▲

 産業機械事業

 
▲

 ビジネスジェット事業

 
▲

 LNG事業

 
▲

 石油製品のトレード

  
▲

 炭鉱事業および石炭のトレード

  
▲

 鉄鉱山開発事業および鉄鉱石のトレード

  
▲

 レアメタル（ニッケル、コバルト）事業およびトレード

  
▲

 非鉄金属（アルミナ）事業およびトレード

▲

 自動車組立製造販売、ディストリビューション事業、
ディーラー事業

▲

 IPP事業

▲

再生可能エネルギー事業

▲

 交通インフラ事業

▲

 産業機械事業

▲

 ITインフラ・サービス事業

 
▲

 石油・ガス開発事業

 
▲

 鉄鉱石のトレード

 
▲

 レアメタル（モリブデン、ニオブ）事業およびトレード

 
▲

 非鉄金属（銅）事業およびトレード

 
▲

 自動車ディストリビューション事業

 
▲

 プラント、IPP事業

 
▲

 再生可能エネルギー事業

 
▲

 水事業

 
▲

 産業機械事業

▲

 新造船の受発注、傭船事業  

 
▲

 石油・ガス開発事業

 
▲

 LNG事業

 
▲

 原子燃料の濃縮事業

 
▲

 レアメタル（タングステン、バナジウム、フェロクロム）
事業およびトレード
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化学部門 生活産業部門

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

 
▲

 レアアース、リチウム化合物、工業塩の輸入販売

 
▲

 溶剤・シンナー販売

 
▲

 合成樹脂事業

 
▲

 電子材料販売

 
▲

 セルロース販売

 
▲

 化粧品販売

 
▲

 各種食料原料販売事業

 
▲

 穀物飼料販売

 
▲

 水産加工品販売事業

 
▲

 養殖事業

  
▲

 砂糖製造事業

  
▲

 製菓事業

  
▲

 煙草事業

 
▲

 生活雑貨輸入
ブランド事業

 
▲

 空港リテール事業

 
▲

 繊維OEM事業

 
▲

 アパレルブランド事業

 
▲

 原木、合板等輸入・
内販事業

 
▲

 レアアースの調達

 
▲

 有機化学品の販売

 
▲

 樹脂コンパウンド事業

 
▲

 食料物流事業

 
▲

 製菓原料加工事業

 
▲

 水産加工事業

 
▲

 衣料品製造、販売

 
▲

 木材販売事業

 
▲

 メタノール製造販売

 
▲

 レアアース鉱山

 
▲

 マリンケミカル（硫酸カリ、工業塩）製造販売

 
▲

 FPD材料販売事業

 
▲

 合成樹脂販売

 
▲

 化成肥料事業

 
▲

 食品卸売事業

 
▲

 製粉、港湾サイロ事業

 
▲

 飼料事業

 
▲

 養殖事業

 
▲

 チップ・植林事業

 
▲

 工業団地開発・運営

 
▲

 穀物販売事業

 
▲

 製パン事業

 
▲

 米糠油事業

 
▲

 DCPD製造販売

 
▲

 メトン樹脂製造販売

 
▲

 ブタジエン販売

 
▲

 包装資材製造販売

 
▲

 農業事業

 
▲

 畜産事業

 
▲

 スポーツ用品取引

 
▲

 製パン原料製造事業

 
▲

 穀物集荷販売事業

 
▲

 包装資材製造販売

 
▲

 溶剤販売

 
▲

 工業用フィルム販売

 
▲

 合成樹脂販売

 
▲

 食品事業

 
▲

 木材トレード

 
▲

 チップ事業
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2010年
サウジアラビア、オマーン（2件）
IPPプロジェクト連続受注

安定収益基盤の重要性
　近年、双日が復活を遂げた事業に、IPP事業がある。

　その契機となったのが、2010年に受注したサウジア

ラビア「リヤドPP11」およびオマーン「バルカ3」「ソ

ハール2」という大型3案件の連続受注だ。

　もともと双日は、IPP事業に強みを有していた。

1990年代初頭、世界的な電力需要の伸長にいち早く着

目し、多くのIPPプロジェクトに着手。日本の商社におけ

る先駆的役割を果たしてきた。しかし、2003年以降、資

産健全化の取り組みの中でほとんどの融資債権を売却

し、双日のIPP事業は小規模事業となっていった。

　それから10年。前中期経営計画「Shine 2011」の中

で、双日は収益基盤の質の向上に注力する。世界的な

景気低迷の余波を受けても、安定的な収益を生み出し

続けるIPP事業は、まさに良質な収益基盤だ。資産流動

性を担保しながら長期安定収益源となるIPP事業の拡

大は、再び双日・機械部門の重点課題となった。

　IPP事業の復活に向けて、双日がとった戦略は、「集

中」のキーワードで表せる。地域戦略としては、需要趨

勢と安定性、双日のネットワークを踏まえて、中東湾岸

6ヵ国、アジアを注力地域として絞り込んだ。パートナー

戦略としては、業界トップクラスの実績を誇り、双日と関

係性の深いパートナーとの協業に注力することとした。

個別案件についても、受注確度と流動性、販売リスク、

調達リスク、技術リスクなどの各種リスクを精査し、応
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762MW

100%

持分総発電容量（2014年3月期 計画）

直近3ヵ年IPP案件受注率
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IPPプレイヤーとしてのステージアップ

札するプロジェクトも絞り込んだ。

　こうして、IPP事業は保有するリソースの価値を最大

限に発揮し、前述の連続受注を実現。再び拡大・成長の

道を進むこととなった。

　これら大型3案件の展開を通じ、業界内の双日のレ

ピュテーションは大きく変わる。特に精緻で着実な双日

の取り組みは、パートナーからの信頼を格段に高め、協

業打診の数も飛躍的に増えた。その一方、双日内部で

は、詳細な案件選定プロセスを整備するとともに、機能

強化・人員増強に腐心した。金融・IPPに関する知見やプ

ロジェクトオーガナイズ機能などについても、もう一段の

ステージアップに取り組んだ。

　これらの取り組みは、さらなる成果となって表れる。

2012年7月、モンゴルの石炭火力IPP案件で優先交渉

権を獲得。双日のネットワークを駆使しパートナーの力と

双日の機能の組み合わせが奏功している。

　直近3ヵ年の双日IPP部隊の勝率は、実に100%を誇る。

　IPP事業は、確実に双日の強みとなった。

　今後は、さらにノウハウと実績を積み上げ、案件選別

には注力しながらも、年間1～2案件程度の受注を目指

す。パートナーとの関係性も一層の深化を図るとともに、

リードデベロッパーとしての開発案件も視野に入れてい

く。地域戦略としては、安定的で案件数も多い中東を中

心に、双日が強みを持つアジア、そしてインフラ需要が

高いアフリカも検討対象とする。特に注力するのは人

員・機能の増強で、今後は人材育成が重点課題だ。

　安定収益基盤としての役割を担うべく、優良資産の積

み上げに向け、双日のIPP事業は加速する。
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2012年～2013年
モンゴル IPPプロジェクト受注

▲ 双日 ： IPP事業 持分総発電容量推移

プロジェクト名 国名 持分容量
（MW）

運転
開始年

Riyadh PP11 サウジアラビア 260 2013
Merida-3 メキシコ 121 2000
Barka 3 オマーン 82 2013
Sohar 2 オマーン 82 2013
Shajiao-C 中国 59 1996

Phu My 3 ベトナム 49 2004

Trinity
トリニダード・
トバゴ 41 1999

Asia Power スリランカ 24 2000
Mixdorf ドイツ 24 2011
佐和田 日本 14 2000
Tianshi 中国 6 2001



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

機械部門

常務執行役員　機械部門長
喜多 敏彦
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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

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
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2010年
炭鉱経営・操業に参画

日本の商社「初」の海外炭鉱オペレーター
機能を布石に収益基盤の強化と拡大へ
　60年以上の歴史を持ち、双日の収益を牽引してき

た石炭事業。着実に権益取得を続け、現在も国内有

数のポジションを確立している。従来、その事業形態

は、他商社同様、サプライヤーとパートナーシップを

組んで石炭権益にマイノリティ出資を行い、主にマー

ケティングを担当するというものであった。

　しかし、中長期的な展望に立てば、これだけでは限

界が生じると双日は見ていた。大手サプライヤーによ

る寡占化や権益取得競争の激化といった環境下、将

来的に権益取得機会は減少することが予想された。

　こうした状況を踏まえて、2010年12月、双日は総

合商社初となる炭鉱経営の参画に踏み切った。豪州・

Minerva炭鉱の権益をこれまでの45%から96%にま

で買い増したのだ。今後、廉価で優良な権益を取得す

るには、初期探査段階からの参入、あるいはより効率

的な操業能力が必要とされるが、本案件を通じた炭

鉱運営能力の獲得はこれを後押しする手立てとなる。

同炭鉱の持分生産量についても、マジョリティ出資と

して130万トンから270万トンに倍増。さらに特筆すべ

きは、2009年8月に売却した豪州石炭会社株式との

資産入れ替え効果だ。持分生産量でいえばほぼ同量

ながら、生産・販売に直接携わることによって得られる

ノウハウ、ネットワークの価値は極めて大きい。

　そして、双日の炭鉱経営が始まる。初年度である

2011年は、集中豪雨による洪水に見舞われ2ヵ月間
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700万トン
 石炭 権益持分生産量（2013年3月期 実績）
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進化の連続が課せられた事業

の出荷停止を余儀なくされたが、迅速な輸送手段の

手当てと操業効率化により、生産量は当初計画を超

過する285万トンを達成。双日によるオペレーションは

順調な立ち上がりを見せた。

　Minervaでの炭鉱操業を通じて双日が得たノウハ

ウは、その後、石炭事業全体に大きな効果をもたら

す。新規権益の取得における情報力の強化はもち

ろん、ミネルバ炭鉱の社長や炭鉱長、技術者などが、

操業に関してほかの鉱山に提言を行えるようになっ

た。例えば、インドネシアの当社出資炭鉱で操業に一

部課題が生じた際には、こうした人材が実際に現地に

飛び、対応策を提言し改善につなげた。石炭市況の低

下を受けて2013年3月期に実施したコスト削減にお

いても、ミネルバ炭鉱で進めた20項目にも上るコスト

削減メニューを他炭鉱でも推進し、収益性の向上に努

めている。

　こうして、より「強い」事業となった双日の石炭事業

は、現在、さらなる革新を図っている。

　2012年6月に決定した、モンゴル炭の取扱いに実

績のある中国・内モンゴル地区の資源会社への出資

では、中国向けの販路拡大に加えて、将来のモンゴル

炭権益の獲得につなげる狙いだ。また、開発余地が大

きいインドネシアでも具体的な新規投資の検討を進

めており、合計1,000万トンの持分生産量を目指す。

今後も、権益保有量で総合商社最大を誇るインドネシ

アに加え、ロシアやモンゴルを中心に供給ソースを拡

大していく。

　さらには、上流の炭鉱と下流のマーケティングの

間、すなわちインフラやロジスティクスといった、中流

の部分での事業展開も検討を進めている。こうした商

社ならではの取り組みを通じて、付加価値を向上し、

サービスの幅も広げていくことで、新たなビジネスモ

デルを構築していくのが狙いだ。

　短期的には市況が低迷している石炭だが、コスト競

争力や豊富な資源量、発電効率の向上などを背景

に、中長期的には、新興国の経済成長に不可欠なエ

ネルギー源としてその重要性は増しており、高い需要

の伸びが見通されている。

　双日が注力すべき事業として、進化の継続という使

命を帯びた石炭事業は、これからも前進を続ける。
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2012年
石炭事業全体の収益性強化

▲ 双日：石炭権益持分生産量



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

エネルギー・金属部門

常務執行役員　エネルギー・金属部門長

込山 雅弘
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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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 タングステン
（ポルトガル）

 クロム
（南アフリカ）

 ニッケル
（フィリピン）

 ニオブ
（ブラジル）

石油、ガス（北海）

 LNG
（カタール）

 LNG
（インドネシア）

  銅
（カナダ）

アルミナ（豪州）

 モリブデン
（カナダ）

 石油、ガス
（テキサス、メキシコ湾）

石油・ガス・LNG
石炭
合金属
非鉄金属
その他石炭（豪州）

 石炭
 （インドネシア）

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
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2013年
工業塩・硫酸カリ肥料生産開始（第1期）

得意分野での新事業
　マリンケミカル事業。耳慣れた言葉ではないが、双日

が得意な工業塩事業の延長線上にある新事業である。

2011年2月、双日はインドの長年の有力パートナー、

アーチャングループと共同で、当該製造会社を設立し、

事業を開始した。

　この事業は、インドのグジャラート州カッチ湿地帯に自

然に貯まる高濃度かん水を原料とし、天日干しで塩を結

晶化させ、工業塩を生産。同時に、この過程で生産され

るニガリを濃縮・結晶させ、農業肥料用硫酸カリウム

（SOP）や臭素などを製造するものである。平たくいえ

ば、工業塩やSOPの製造事業だが、いずれも双日にとっ

ては大きな意味を持つ。

　まず、工業塩。製品である苛性ソーダや塩素の成長に

伴い市場の拡大傾向が続いており、輸入市場の中心で

あるアジアでは年間2,200万トンが取引されている。こ

のうち、双日はインドとオーストラリアを供給元として年

間220万トンを販売する国内トップクラスのプレイヤー

であり、さらなる安定的な収益基盤の構築に向けて、工

業塩の供給ソースの拡張に注力していた。

　一方、SOPは世界的な食糧需要増加を背景に市場の

伸長が見込まれ、中期的にも需給はタイト化すると見通

されている。特に、本事業の展開国となるインドは、当

時、肥料用カリウムをすべて輸入に依存しており、インド

国内製造による安定的な供給を望んでいた。

　無尽蔵の高濃度かん水という、無料の原料を出発点
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40万トン
農業肥料用硫酸カリウム供給量
（2015年3月期計画 インドマリンケミカル事業）

220万トン

工業塩年間供給量（2013年3月期 双日全体）
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業界最大の供給・販売体制を目指して

として、複数の製品を生産するため、高い収益効果が期

待できる本事業。しかも、物流事業が多い化学部門に

とっては、熱望すらしていた得意分野での事業投資案

件だ。双日が出融資を決定した投融資審議会の席上

で、議長である現・代表取締役社長の佐藤（当時・副社

長）は、いくつかの検証、追加施策を課した後、「本案件

は、双日の工業塩事業にとって、今後の生命線ともなり

うる。是非とも、成功させていただきたい」と述べた。

　2012年4月、40万haという巨大な湿地の傍らに、本

事業のプラント建設が始まった。これだけ大規模なマ

リンケミカル事業は、世界でも双日独自といえる。製造

会社社員の採用・教育訓練にも注力し、許認可時期など

で若干の遅れが生じたものの、2013年4月には工業塩

の商業生産が開始、出荷が始まった。当初、ASEANや

東アジアで販売先が獲得できるかどうかが課題と目さ

れていたが、滑り出しは順調で、予定どおりの販売が

進んでいる。2014年3月期には130万トンの販売を実現

する見込みだ。そして、2014年3月期後半には、いよい

よSOPの生産設備が完工する予定であり、同時に臭素

や酸化マグネシウム、石膏などの生産も行われる。

　今後は増産も計画されている。2016年3月期には工

業塩で年間300万トン、SOPは年間40万トンの供給体

制が構築される見込みだ。特に、工業塩については、

双日全体で500万トン規模の供給を果たすこととなり、

市場のプレゼンスは飛躍的に高まる。バリュー

チェーンを牽引することで、工業塩を足がかりとした新

たなビジネスチャンスの獲得にもつながるのだ。バ

リューチェーンの継続的な強化を図る双日にとって、こ

の意義は絶大だ。

　本事業は、得意分野で収益基盤を強化するという、

双日の取り組みの好例となっている。工業塩以外でも、

メタノール、リチウム、レアアースなど、双日の化学部門

は強みを持つ分野が多く存在する。これらの優位性をさ

らに高めるべく、双日は今、バリューチェーン強化に向け

た取り組みのスピードを上げている。
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2015年
拡張開発・増産開始（第2期）

出荷中の工業塩



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
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　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
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世界のバライト需要量
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よいよ事業投資を実行

当部門は、膨大な量

なバリューチェーンを構

とするサプライヤーと顧

しています。こうした価

めには、やはり人材の育

な視点を持ち、世界で活

ていきたいと考えてい

タッフの出向・駐在の積

などを進め、総合職の

るという状態になりまし

海外シフトを大胆に進

地スタッフの教育にも注
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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
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2012年
順調な事業推進の下、利益貢献

総合商社ならではの価値
　2013年3月期にも好調な業績を収めた海外工業団

地事業。大規模な土地を造成し、電気・ガス・上下水な

ど、さまざまなインフラ整備を行い、工業団地として開

発・販売するわけだが、双日にとっての趣意はこれにとど

まらない。工業団地の展開を通じ、ロジスティクスから燃

料や原材料の供給、製品の取扱いに至るまで、現地に

おける海外進出企業との多様な取引が可能となる。全

社的なビジネスチャンス創出に向けた「拠点づくり」とい

う機能を持つのだ。

　これは進出企業にとっても重要で、現地を知り尽くし

パートナー網を確立している双日が、海外展開時の重点

課題にワンストップで対応するメリットは多大だ。また、

ASEAN各国の内需、現地企業の情勢、労働力事情など

に精通した双日は、進出国の選定から支援する場合も

少なくない。まさに、総合商社ならではの価値を有する

事業といえる。

　双日が、この海外工業団地事業を開始したのは、

1990年代半ば。高いプレゼンスを構築しているベトナ

ムのドンナイ省でロテコ工業団地を展開し、テナント企

業の多岐にわたるニーズに対して一つずつ支援し、ノウ

ハウを積み上げてきた。その後、アジア通貨危機などを

受けて、開発を休止した時期もあったが、2012年4月、

外部環境や前述のビジネスチャンス創出機能を踏まえ、

当時の海外開発建設課を部に昇格。全社的に注力して

いく事業としたのだった。
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40%

1,300ha

ベトナム・ロンドウック工業団地
販売状況 （2013年6月末現在）

インドネシア・G.I.I.C工業団地総面積
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社内外にとっての意義を踏まえ、
事業展開を加速する
　現在、双日が展開する海外工業団地は4つ。前出のベ

トナム・ロテコ工業団地（完売）のほか、同じくベトナム・

ドンナイ省で2012年2月から270haのロンドウック工業

団地を開発している。完成予定は2013年8月だが、販売

状況は非常に順調で、すでに4割の区画が販売済みだ。

立地面の優位性に加え、ロテコ工業団地の運営で築き

上げたドンナイ省との深い信頼関係が、双日のワンス

トップサービスの充実を後押ししている。インドネシアの

G.I.I.C工業団地は、1,300haという大規模開発ゆえ、区

画を分けて開発・販売を行っている。第1期開発の

700haは完売、現在は第2期開発予定の600haのうち、

すでに造成工事を順調に進めている150haを販売中

で、こちらも自動車産業を中心に売れ行きは好調だ。

インドでも115haの工業団地開発に取り組んでおり（販

売は75ha）、2012年末に買収が完了、現在は許認可取

得を進めている。

　また双日では、こうした開発・販売を着実に進めると同

時に、中長期的視座に立ち、事業拡大に向けた取り組み

も加速させている。新規開発の地域としては、強力な優

位性を持つベトナムのほか、近年進出先としてニーズが

拡大しているミャンマーなども視野に入れている。また、

工業団地周辺での派生事業として、高度なITインフラを

活用したクラウドサービス事業、再生エネルギーを活用

したスマート化や、水の再利用、さらには病院経営など

も含め、検討を進めている。

　海外進出を行う大企業のさまざまな課題を解決する

だけでなく、進出国の裾野産業発展をはじめとした経済

発展、雇用創出、技術移転、環境負荷低減などにも寄与

する事業となっている。

　海外開発建設部の部長、水池は「これほど多くの部

署・子会社が関連する事業は社内でも珍しい。社内に

とっても、社外にとっても、事業の意義は多大。新興国ビ

ジネスの橋頭堡として、事業を発展させていく」と強い

決意を見せる。
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2013年
事業展開の加速に着手

ベトナム・ロテコ工業団地



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

生活産業部門

常務執行役員　生活産業部門長

加藤 英明
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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。

（百万トン）
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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




