
 1. 概況

　当連結会計年度（以下、2013年3月期という）において

は、日米欧いずれにおいても景気回復の見通しが立たず、

新興国においても内需の伸長による成長期待はあるもの

の先進国への輸出の減少や投資資金の流入減少の影響を

受けるなど、世界経済は不透明な中でスタートしました。

　米国では、金融緩和による下支えやシェール革命の恩恵

もあり、年度後半からは個人消費が堅調となり、失業率の

低下や設備投資に回復が見られました。他方、財政面では

いまだ根本的な解決には至っておらず、不安定要素を抱え

たままの状況が続きました。

　欧州では、財政危機を脱したものとみられましたが、キプ

ロスでペイオフが起こるなど、新たな混乱も散見され、経

済成長率は引き続きマイナスとなりました。

　中国では、世界的な経済情勢から鑑みると依然として高

い経済成長率を持続したものの、公共投資が抑制されたこ

とや欧州向けの輸出不振を受け、1999年以来の低い成長

率となりました。

　ASEAN経済は、欧米や中国経済の減速を受けて輸出

が減少しましたが、堅調な内需が補完する形で成長率の低

下を抑え、比較的好調でした。

　日本経済は、昨年末より新政権発足への期待感から市

場は円安・株高傾向に転じ、さらに安倍政権の経済政策発

表を受けて景気回復への期待が広がりましたが、全般的に

は、世界経済の低成長の影響を受けた年度となりました。

 2. 業績

　当社グループは2015年3月期を最終年度とする3ヵ年

計画「中期経営計画2014～Change for Challenge

～」を策定し、その初年度である2013年3月期は、欧州債

務問題の長期化や中国をはじめとする新興国における景

気減速懸念などにより当社の取扱商品についても需要の

減少や価格の下落があり、税引前利益は281億円と前期

比304億円の減益となりました。一方、当期純利益（当社

株主帰属）は、前期に税制改正に伴う繰延税金資産の取り

崩しがあったことにより、134億円と前期比145億円の改

善となりました。

　当期の経営成績を分析しますと、次のとおりです。

①収益

　収益は、1兆7,478億円と前期比12.9%の減少となりま

した。セグメント別では、機械では9.5%、エネルギー・金属

では17.5%、化学では13.3%、生活産業では10.8%とそ

れぞれ前期比減少となりました。その他では前期比13.2%

の増加となりました。
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②売上総利益

　取扱数量減少や価格の下落などによるエネルギー・金属

の減益などにより、前期比298億円減少の1,872億円とな

りました。

③営業活動に係る利益

　販売費及び一般管理費が減少したものの、売上総利益の

減益により前期比320億円減少の255億円となりました。

④税引前利益

　営業活動に係る利益の減益などにより、前期比304億円

減少の281億円となりました。

⑤当期純利益（当社株主帰属）

　税引前利益281億円から、法人所得税費用111億円を

控除した結果、当期純利益は170億円となりました。また、

当期純利益（当社株主帰属）は前期比145億円改善し、

134億円となりました。

 3. 事業セグメントの状況

　セグメントの業績を示すと、次のとおりです。

　なお、2013年3月期より、従来は「生活産業」の区分に

属していた国内不動産関連事業を、「その他」へ事業区

分を変更しています。また、従来の「化学品・機能素材」を

「化学」へ変更しています。

①機械

　船舶関連取引の減少などにより、収益は3,265億12

百万円と前期比9.5%の減少となりました。当期純利益（当

社株主帰属）も前期比70億49百万円減少し、7億74百万

円の損失となりました。

　自動車分野においては、米国が緩やかながらも景気回復

傾向にあることなどから、全世界規模で自動車需要が拡大

している中、当社の取扱いについては、東南アジア、中南

米向けは順調に進捗しましたが、一方で計画した販売台数

に届かなかった地域も一部では見られ、収益は前期比減少

しました。今後も成長著しい東南アジア、中南米市場での

事業強化を図るとともに、持続的成長に向けた新たな価

値を創出していきます。

　インフラプロジェクト・産機分野においては、ベトナム、ロ

シアなど、当社が強みを持つ新興国で受注残高を積み上

げています。また、2011年3月期に出資参画したサウジア

ラビア、オマーンにおける大型IPP（独立系発電事業）が商

業運転を開始、アジアにおけるIPPでも優先交渉権を獲得

するなど、中長期的な安定収益基盤の構築に向けた取り

組みも進めています。そのほかにもアフリカにおいて日本

企業として初めてとなるガーナでの海水淡水化事業に参

入するなど、新興国の発展に貢献していきます。

● 販売費及び一般管理費 （単位：百万円）
2012. 3 2013. 3

 従業員給付費用 ..............................................................................................................................  80,111  80,654

 旅費及び交通費 .............................................................................................................................. 6,927 6,740

 賃借料 ............................................................................................................................................. 11,598 10,584

 業務委託費 ...................................................................................................................................... 10,772 10,179

 減価償却費及び償却費 .................................................................................................................... 6,632 6,616

 その他.............................................................................................................................................. 37,621 36,316

 合計 ................................................................................................................................................. 153,663 151,091
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　船舶・宇宙航空分野では、自社保有船の入れ替えによ

り、収益力の強化を図っています。民間航空分野では、米

国ボーイング社の輸入販売コンサルタントとして、国内航

空会社に合計31機を、またカナダのボンバルディア社製コ

ミューター機の販売代理店として、民間向け合計4機を納

入しました。また、ボーイング社とは日本市場向けサイバー

セキュリティビジネス拡大に向けた提携も行いました。

②エネルギー・金属

　取扱数量減少や価格の下落などにより、収益は5,880億

90百万円と前期比17.5%の減少となりました。当期純利益

（当社株主帰属）も前期比123億38百万円減少し、127億

26百万円となりました。

　エネルギー分野では、当社が出資している石油・ガス権

益の一部で設備故障などにより、生産量が一時的に減少し

ました。この設備故障については修復が進んでおり、

2014年3月期は生産量が回復に向かう見込みです。また、

昨今需要が拡大しているLNG事業への取り組みを強化し

ており、北米やアフリカなどからのLNGの調達、LNGプロ

ジェクトへの参画の検討を進めて世界のエネルギー需要に

応えていきます。

　石炭分野では、中国など新興国経済の鈍化などにより、

石炭価格は下落しましたが、当社が96%を出資する豪州

の炭鉱で12ヵ月間にわたり無事故操業を達成するなど、安

定的な生産を続けています。また、モンゴルで石炭ビジネ

スを展開する中国系商社への出資を決定、モンゴル炭の

物流ビジネスを拡大し、将来的には開発から販売までのサ

プライチェーン構築を目指すなど、石炭事業の基盤をさら

に強化していきます。

　鉄鋼・金属資源分野では、石炭同様、価格は低迷しまし

たが、カナダのモリブデン鉱山と豪州のアルミナ製錬事業

における拡張工事に続き、カナダの銅鉱山でも拡張工事が

完了しました。今後は、これらのフル操業化に取り組むこと

により価格への耐性を高め、資源の安定供給と収益性の

改善を進めていきます。このほか、鉄鉱山の開発を進める

ことによって、自社鉄鉱石権益からの収益基盤ならびに鉄

鉱石供給体制の確立に向けた準備を進めています。さら

に、当社関連会社であるメタルワンとの協業体制を強化

し、製鉄原料から製品販売までの一貫した、強固な事業基

盤を構築していきます。
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③化学

　欧州・中国・アジア地域における需要減少などにより、収

益は3,452億61百万円と前期比13.3%の減少となりまし

た。当期純利益（当社株主帰属）も前期比34億66百万円

減少の31億77百万円となりました。

　化学は物流中心のビジネスモデルですが、特に工業塩、

レアアース、メタノールなど戦略商品においては上流分野

への事業投資を行い、原料供給から販売までの物流バ

リューチェーンを構築し、収益力の強化を図っています。こ

れらの製品はいずれも基礎原料であることから、世界経済

の発展とともに今後の成長が期待できるものです。

　化学品分野では、欧州・中国・アジアなどの需要減少があ

りましたが、主力であるインドネシアのメタノール事業は堅

調に推移しました。

　当社の関係会社である双日プラネット株式会社では、南

米最大の化学メーカーからサトウキビ由来のバイオプラス

チック樹脂の販売代理権を獲得したほか、オランダの樹脂

メーカーと、耐熱性バイオ樹脂の日本・アジア圏での販売

提携に合意するなど、当社グループとして将来の需要拡

大を見据え、「グリーンケミカル」事業に注力し、持続可能

な社会の構築に貢献していきます。

　環境資材分野では、メキシコでバリウムの原料やシェー

ルガス・シェールオイルの掘削にも使用されるバライトの製

造・販売事業に出資参画しました。

　また、2011年3月期に出資参画ならびに融資した豪州の

レアアース開発プロジェクトは2013年2月に商業生産を開

始しました。そのほかにもインドでの工業塩の開発を進め

るなど、化学品原料の安定供給に取り組んでいきます。

　ライフサイエンス分野では、当社の関係会社である双日

コスメティックス株式会社で自社ブランドの化粧品開発を

進め、「ナチュレシア」ブランドの新商品を相次いで販売開

始するなど、商品の品揃えを充実させています。

④生活産業

　水産品の取扱数量減少などにより、収益は4,352億48

百万円と前期比10.8%の減少となりました。海外肥料事

業および海外工業団地案件における増益により、当期純

利益（当社株主帰属）は前期比30億22百万円増加の73

億67百万円となりました。

　食料分野では、ベトナムにて、独自の配合飼料技術を持

つキョウドウ・ソウジツ・フィード社で飼料の生産を開始しま

した。また、日本国内大手ブロイラーインテグレーターであ
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る株式会社児湯食鳥とともに、ブロイラー事業進出への検

討を開始するなど、当社が出資するインターフラワー・ベト

ナム社の持つASEAN最大級の穀物専用港を物流拠点と

して、飼料畜産サプライチェーンの構築を進めています。

　農林資源分野では、東南アジア最大規模の高度化成肥

料製造販売事業が堅調に推移し、収益を牽引しました。ま

た、国内震災復興需要・消費税増税を見越した需要の増加を

受け、合板に強みを持つ建材事業も底堅く推移しました。

　コンシューマーサービス分野では、消費財流通事業にお

いて、国分株式会社と共同で出資したベトナムの大手食品

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、同国での流通の近代化を進め

ています。また、繊維事業では、当社の関係会社である第

一紡績株式会社がフェアトレード認証製品の製造組織とし

て登録され、その販売拡大を目指しています。さらに、開発

建設分野では、海外工業団地事業において、ベトナムの

ロンドウック工業団地の用地分譲を順調に開始しました。

⑤その他

　収益は526億37百万円と前期比13.2%の増加となりま

した。当期純利益（当社株主帰属）は前期比88百万円減少

し、8億80百万円となりました。

 4.  資本の財源と資金の流動性および調達
状況について

（1）財政状態
　2013年3月期末の資産合計は、前期末に比べ406億円

減少し、2兆1,501億円となりました。円安により持分法適

用会社の換算差額が改善し、持分法で会計処理されてい

る投資が増加したことや、煙草および肥料の棚卸資産の増

加があった一方で、石油製品などの販売会社売却により営

業債権およびその他の債権の減少があったことなどによる

ものです。

　負債合計は、前期末に比べ968億円減少し、1兆7,388

億円となりました。社債の償還や借入金の返済などで有利

子負債が減少したことや、石油製品などの販売会社売却に

より営業債務およびその他の債務の減少があったことなど

によるものです。

　資本のうち親会社の所有者に帰属する持分合計は、円

安による在外営業活動体の換算差額の改善、株価の変動

などによるその他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産の改善に伴うその他の資本構成要素の改善

や、親会社の所有者に帰属する当期純利益の積み上がり

により、前期末に比べ526億円増加し、3,826億円となりま

した。

　この結果、自己資本比率＊は17.8%となりました。また、

有利子負債総額から現金及び現金同等物、および定期預

金を差し引いたネット有利子負債は、前期末に比べ330億

円減少し6,433億円となり、ネット有利子負債倍率は1.7倍

となりました。
＊ 自己資本比率は、親会社所有者帰属持分比率を示しています。

（2）キャッシュ・フロー
　当期のキャッシュ・フローの状況は、営業活動による

キャッシュ・フローは551億24百万円の収入、投資活動に

よるキャッシュ・フローは116億52百万円の支出、財務活動

によるキャッシュ・フローは561億77百万円の支出となりま

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析

● キャッシュ・フロー （単位：百万円）
2012. 3 2013. 3

 営業活動によるキャッシュ・フロー ................................................................................................  88,723  55,124 

 投資活動によるキャッシュ・フロー ................................................................................................ △42,280 △11,652

 財務活動によるキャッシュ・フロー ................................................................................................ △29,530 △56,177

 現金及び現金同等物の期末残高 .................................................................................................. 425,595 424,371 

 フリー・キャッシュ・フロー ........................................................................................................... 46,443 43,471 
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した。これに現金及び現金同等物に係る換算差額を調整し

た結果、当期末の現金及び現金同等物の残高は4,243億

71百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の営業活動による資金は551億24百万円の収入と

なり、前期比335億99百万円の収入減少となりました。当

期は営業債務及びその他の債務の減少などの支出があり

ましたが、営業債権及びその他の債権の減少や当期純利

益などによる収入が支出を上回りました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の投資活動による資金は116億52百万円の支出と

なり、前期比306億28百万円の支出減少となりました。当

期は投資有価証券や権益、航空機の売却などの収入があ

りましたが、権益関連の設備投資や船舶の購入などの支出

が収入を上回りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の財務活動による資金は561億77百万円の支出と

なり、前期比266億47百万円の支出増加となりました。当

期は借入金による調達や社債の発行などの収入がありまし

たが、長期借入金の返済や社債の償還などの支出が収

入を上回りました。

（3）資金の流動性と資金調達について
　当社グループは、「中期経営計画2014」におきまして

も、従来と同様に、資金調達構造の安定性維持・向上を財

務戦略の基本方針としています。引き続き目標とする長期

調達比率を維持することで安定的な資金調達構造の構

築を図るとともに、経済・金融環境の変化に備えて十分な

手元流動性を確保することにより、安定した財務基盤の維

持に努めており、当期末の流動比率は152%、長期調達比

率は76%となっています。

　なお、長期資金調達手段の一つである普通社債発行に

つきましては、2013年3月期は7月に100億円を発行しま

した。また2014年3月期に入り、4月に100億円、5月に

100億円をそれぞれ発行しています。引き続き金利や市場

動向を注視し適切なタイミング、コストでの起債を検討して

いきます。

　また、資金調達の機動性および流動性確保の補完機

能を高めるため、円貨1,000億円およびマルチカレンシー

型3億米ドル相当額のコミットメントライン契約を維持して

います。

 5. リスク情報

（1）事業上のリスク
　当社グループは、総合商社として、物品の売買および貿

易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の

製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調

整、各種事業分野への投資、ならびに金融活動などグロー

バルに多角的な事業を行っています。これらの事業は性質

上、さまざまなリスクにさらされており、当社グループでは、

リスクをリスク項目ごとに分類・定義した上で、リスクの性

質に応じた管理を行っています。さらに、定量的に計測可

能なリスク（市場リスク・信用リスク・事業投資リスク・カント

リーリスク）に関しては、「統合リスク管理」としてリスクを

計量し、算出されたリスクアセット数値に基づくリスク管

理を行っています。当社グループは、こうしたさまざまなリ

スクに対処するためにリスク管理体制の強化・高度化を進

めていますが、これらのすべてのリスクを完全に回避でき

るものではありません。

　当社グループの事業に関しては、以下のようなリスクが

あります。

① マクロ経済環境の変化によるリスク

　当社グループは、グローバルにビジネスを展開する総合

商社として国内外で事業を展開し、その事業活動は、機

械、エネルギー・金属、化学、生活産業などと多岐にわたっ

ています。このため当社グループの業績は、日本および関

係各国の政治経済状況や世界経済全体の影響を受けてお

り、世界的なあるいは特定地域における景気減速が当社グ

ループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。

双日株式会社　アニュアルレポート2013 101



② 市場リスク

　当社グループは、貿易業や事業投資を通じた外貨建の取

引などに伴う為替変動リスク、資金の調達や運用などに伴

う金利変動リスク、営業活動における売買契約・在庫商品な

どに伴う商品価格変動リスク、ならびに上場有価証券の保

有などに伴う価格変動リスクなどの市場リスクにさらされ

ています。当社グループは、これらの市場リスクを商品の売

買残高などの資産・負債のマッチングや、先物為替予約取

引、商品先物・先渡取引、金利スワップ取引などのヘッジ取

引によってミニマイズすることを基本方針としています。

（a）為替リスク

　当社グループは、外貨建の輸出入取引・外国間取引を主

要な事業活動として行っており、その収益・費用などは主に

外国通貨による受払いとして発生する一方、当社グループ

の連結決算上の報告通貨が日本円であることから、外国通

貨の対日本円での為替変動リスクにさらされています。こ

の為替変動リスクに伴う損失の発生又は拡大を未然に防

ぐために、先物為替予約などのヘッジ策を講じています

が、これらの対応を行っても為替リスクを完全に回避でき

る保証はなく、予期せぬ市場の変動により当社グループの

経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。また、海外の事業会社からの受取配当金、海外連結子

会社・持分法適用関連会社の損益の多くが外貨建であ

り、日本円に換算する際の為替変動リスクを負っています。

さらに、当社グループは、海外に多くの現地法人・事業会社

などを保有しており、財務諸表を日本円に換算する際の為

替変動により、当社グループの経営成績および財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

（b）金利リスク

　当社グループは、営業債権などによる信用供与・有価証

券投資・固定資産取得などのため金融機関からの借入また

は社債発行などを通じて資金調達を行っています。バラン

スシートの資産・負債より生じる収益・費用に関しては、金

利水準の急上昇による調達コスト増大が当社グループの

経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

（c）商品価格リスク

　当社グループは、総合商社としてさまざまな業務分野に

おいて多岐にわたる商品を取り扱っており、相場変動など

による商品価格変動リスクにさらされています。市況商品

については、社内組織単位ごとにポジション（ロング・ショー

ト）限度額とロスカットポイントを設定の上、ポジション・損

失管理を行うとともに、損切りルール（評価額を含む損失

額がロスカットポイントに抵触した場合、速やかにポジ

ションを解消し、以降の当該年度中の新規取引を禁止する

ルール）を制定し運用していますが、これらの対応を行って

もリスクを完全に回避できる保証はなく、予期せぬ市場の

変動により当社グループの経営成績および財政状態に悪

影響を及ぼす可能性があります。在庫商品に関しては適正

水準にコントロールするために事業別に月次でモニタリン

グを行うなどの施策を行っています。

（d）上場有価証券の価格変動リスク

　当社グループは、多額の市場性のある有価証券を保有

しており、とりわけ上場株式に関しては保有意義を定期的

に確認していますが、大幅な株価下落によって当社グルー

プの投資ポートフォリオを毀損し、当社グループの経営成

績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 信用リスク

　当社グループは、多様な商取引により国内外の多数の

取引先に対して信用供与を行っており、信用リスクを負っ

ています。こうしたリスクに対処するために、当社グループ

は、信用供与を行っている取引先ごとに客観的な手法に基

づく11段階の信用格付けを付与するとともに、信用格付

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析
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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

けを参考に取引先ごとの取引限度を設定し、信用供与額を

取引限度に収めることにより信用リスクをコントロールして

います。また、取引先の信用状態に応じて必要な担保・保証

などの保全措置を講じています。さらに、債権査定制度に

より、当社グループが営業債権を有する取引先の中から一

定の基準により査定先を抽出した上で、その信用状態と当

社グループの債権、保全などの状況を点検することで、信

用リスクの状況把握と個別貸倒引当金算定の厳格化に努

めています。延払・融資・保証行為に伴う信用リスクは、別

途、収益性が信用リスクに見合ったものかを定期的に評価

し、リスクに見合う収益を生まない取引については、収益

性改善または信用リスク抑制の措置を講じることとしてい

ます。

　しかしながら、こうした与信管理を行った場合でもリス

クを完全に回避できる保証はなく、取引先の破綻などによ

り債権の回収不能などの事象が発生した場合には当社グ

ループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。

④ 事業投資リスク

　当社グループは、主要な事業活動の一つとしてさまざま

な事業に対して投資活動を行っていますが、権益投資等を

含む事業投資において投資価値が変動するリスクを負っ

ています。さらに事業投資の多くが持つ流動性の低さなど

の理由により、当初意図していた採算で投資を回収できな

いリスクがあります。

　事業投資から発生する損失の予防・抑制を目的として、

当社グループは事業投資案件の審議における厳格なスク

リーニング、事後管理、ならびに撤退について各々基準を

設け、管理を行っています。

　新規事業投資案件のスクリーニングでは、キャッシュ・フ

ロー計画を含めた事業計画を精査し事業性を厳格に評価

するとともに、キャッシュ・フロー内部収益率（IRR）のハー

ドルを設定し、リスクに見合った収益が得られる案件を選

別できる仕組みを整えています。

　すでに実行済みの事業投資案件については、問題事

業を早期に発見し適切な措置を講じることで損失をミニマ

イズするために、定期的に事業性を評価するなどプロセス

● カントリーリスクエクスポージャー（2013年3月末） （単位：億円）

投資  融資  保証等 営業債権 現預金等 その他資産
所在国
ベース

実質リスク
国ベース

 タイ......................................................... 15 0 0 400 115 82 612 643

 マレーシア .............................................. 4 0 0 38 5 12 59 47

 インドネシア ........................................... 64 1 0 134 52 152 403 526

 フィリピン ............................................... 163 4 0 160 7 16 350 241

 中国（香港を含む合計） .......................... 115 3 3 400 63 44 628 600

  （中国単独） .......................... 101 3 3 308 44 12 471 498

  （香港単独） .......................... 14 0 0 92 19 32 157 102

 ブラジル ................................................. 26 5 2 96 31 95 255 451

 ベネズエラ ............................................. 0 0 0 66 71 133 270 270

 アルゼンチン .......................................... 4 0 0 35 1 19 59 37

 ロシア ..................................................... 4 0           0 214 49 3 270 273

 合計 ........................................................ 395 13 5 1,543 394 556 2,906 3,088

（注）上記は日本会計基準を基に算出しています。
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管理を徹底しています。また、事業投資案件の問題点を早

期・事前に把握し、撤退・整理損をミニマイズする目的で、撤

退条件を設定し、リスクに見合った収益を生まない投資から

適時適切に撤退するための意思決定に活用しています。

　このように、新規事業投資実行時のスクリーニングの仕

組みおよび案件の事後管理に係る手続きを整備してはい

ますが、期待どおりの収益が上がらないリスクや事業活動

そのものを計画どおりに行えないリスクを完全に回避する

ことは困難です。当該事業からの撤退などに伴い損失が発

生する可能性や、当該事業のパートナーとの関係など個別

の事由により当社が意図したとおりの撤退ができない可能

性があり、これらの場合において、当社グループの経営成

績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤ カントリーリスク

　当社グループは、カントリーリスク発現時の損失の発

生を最小化するためには、特定の国・地域に対するエクス

ポージャーの集中を避ける必要があると考えています。ま

た、カントリーリスクが大きい国との取り組みでは、貿易保

険などを活用し案件ごとにカントリーリスクヘッジ策を講じ

ることを原則としています。

　カントリーリスクの管理にあたっては、各国・地域ごとに

カントリーリスクの大きさに応じて国格付けを付与するとと

もに、国格付けと国の規模に応じてネットエクスポージャー

（エクスポージャーの総額から貿易保険などのカントリーリ

スクヘッジを差し引いたもの）の上限枠を設定し、各々の国

のネットエクスポージャーを上限枠内に抑制しています。し

かしながら、これらのリスク管理やヘッジを行っていても、

当社グループの取引先所在国や当社グループが事業活

動を行う国の政治・経済・法制度・社会情勢の変化によって

計画どおりの事業活動を行えない可能性や、損失発生の

可能性を完全に排除することはできません。このような場

合には、当社グループの経営成績および財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。

⑥ 固定資産に係る減損リスク

　当社グループが保有する不動産、機械装置・運搬具、の

れん、鉱業権などの固定資産およびリース資産について

は、減損リスクにさらされています。当社グループでは、対

象資産に対し当期末時点において必要な減損処理を行っ

ています。しかしながら、今後価格下落などによりこれらの

対象資産の価値が著しく減少した場合、必要な減損処理を

行う結果として当社グループの経営成績および財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 資金調達に係るリスク

　当社グループは、事業資金を金融機関からの借入金また

は社債発行などにより調達しています。このため金融シス

テム・金融資本市場の混乱や、格付会社による当社グルー

プの信用格付けの大幅な引き下げなどの事態が生じた場

合には、資金調達が制約されるとともに、調達コストが増加

するなどにより、当社グループの経営成績および財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 環境に係るリスク

　当社グループは、地球環境への配慮を経営上の重要な

課題の一つと認識しており、環境方針を制定し、環境関連

諸法規などの遵守、新規投融資案件や開発プロジェクト案

件の環境影響評価など、積極的に環境問題に取り組んで

います。しかしこのような取り組みを行った上でも、事業活

動によって環境汚染を引き起こす可能性があり、その場合

にプロジェクトの停止、汚染除去・浄化費用の支出、訴訟費

用の負担などが発生する可能性があります。

⑨ コンプライアンスリスク

　当社グループは、さまざまな事業領域で活動を行ってお

り、事業活動に関連する法令・規制は、会社法、税法、汚職

等腐敗行為防止のための諸法令、独占禁止法、外為法を

含む貿易関連諸法や化学品規制などを含む各種業界法な

ど広範囲にわたっています。これらの法令・規制を遵守する

ため、当社グループではコンプライアンスプログラムを策

定し、コンプライアンス委員会を設け、グループ全体のコン

プライアンスの徹底および指導を図っています。しかしな

がら、このような取り組みによっても事業活動におけるコン

プライアンスリスクを完全に排除することはできませんし、

関係する法律や規制の大幅な変更、予期しない解釈の適

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析

双日株式会社　アニュアルレポート2013104



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

用などが当社グループの経営成績および財政状態に悪影

響を及ぼす可能性があります。

⑩ 訴訟等に関するリスク

　営業活動に関連して、当社グループが国内または海外

において訴訟、仲裁などの法的手続きの被告または当事

者となることがあります。訴訟などには不確実性が伴い、そ

の結果を現時点で予測することはできませんが、当社グ

ループの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。

⑪ 情報システム・情報セキュリティに関するリスク

　当社グループは、情報資産を適切に保護・管理するた

め、各種規程を整備し、社内委員会などを中心とした管理

体制を構築しています。また、重要な情報システムやネット

ワーク設備については、これらの機器設備を二重化するな

ど障害対策を施すとともに、ファイヤーウォールによる外部

からの不正アクセスの防止、ウイルス対策、暗号化技術の

採用などによる情報漏洩対策の強化にも努めています。

　このように総合的な情報セキュリティの強化と事故防止

に努めていますが、未知のコンピュータウイルスの発生や、

コンピュータへの不正アクセスなどにより、個人情報を含

めた重要な情報資産が漏洩または毀損、予期できない自

然災害や障害を原因として情報通信システムが不稼働の

状態に陥る可能性は排除できません。その場合に被害の

規模によっては当社グループの経営成績および財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 自然災害リスク

　地震、風水害などの自然災害により事務所・設備・社員と

その家族などに被害が発生し、当社グループに直接的また

は間接的な影響を与える可能性があります。災害対策マ

ニュアルの作成、防災訓練、社員安否確認システムの整

備、事業継続計画（BCP）の策定などの対策を講じていま

すが、被害を完全に回避できるものではなく、当社グルー

プの経営成績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性が

あります。

（2）「中期経営計画2014」に関するリスク
　下記「6. 経営方針と施策」に記載のとおり、当社グルー

プは、2015年3月期を最終年度とする「中期経営計画

2014」を策定しています。しかし、当社グループの努力に

もかかわらず、「中期経営計画2014」のすべての目標が達

成される保証はなく、また、目標に向けた諸施策が計画し

たとおり進まない可能性や、期待される成果の実現に至ら

ない可能性もあります。

 6. 経営方針と施策

①会社の経営の基本方針

　当社グループは、以下に掲げる「企業理念」、当社の目

指すべき姿、共有すべき信条を定めた「経営ビジョン」の

具現化を通し、企業価値の向上に取り組んでいます。

（双日グループ企業理念）
 双日グループは、誠実な心で

 世界の経済や文化、人々の心を結び、
新たな豊かさを築きつづけます。

（双日グループスローガン）

（双日グループ経営ビジョン）
 ◆  多様な顧客のニーズを掘り起こし、求められる

商社としての機能を絶えず提供しつづけます。
（機能型商社）

 ◆  変化を捉えて、新しい事業領域の開拓に挑戦
しつづけます。（革新型商社）

 ◆  一人ひとりが自らの仕事に誇りを持ち、自己実
現に挑戦する機会が与えられる企業を目指し
ます。（開かれた企業）

 ◆  企業理念の地道な実践を通じ、企業活動と社
会・環境との共存共栄を目指します。（社会貢
献企業）
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②中長期的な会社の経営戦略・目標とする経営指標

 当社グループは、2012年4月よりスタートした3ヵ年計画

「中期経営計画2014」において、「成長軌道に向けた改革

の推進」をテーマに、企業価値の向上を目指しています。

　「中期経営計画2014」で目標とする経営指標は次のと

おりです。

経営指標 経営指標目標
ネットDER 2倍以下
ROA 2%以上
配当性向 20%程度

　定量目標の達成に向け、当社が徹底して行う施策の一

つが資産の質・効率の向上です。資産規模を大きく変え

ず、全社ベースでの資産の入れ替えにより資産効率を上

げ、収益を向上させることを目指しています。具体的には、

個別事業・資産の保有意義を再評価し、保有意義を見いだ

せなくなっている事業・資産や既存事業との関係性の薄い

事業・資産などを順次入れ替え、一方で事業・資産の入れ

替えにより得た経営資源を「集中事業領域」と定めた事業

へ投融資などを通じ、優先的に配分していきます。

　「中期経営計画2014」では、次頁の集中事業領域にお

いて、アジア、アフリカ、南米などの新興国を中心として

1,800億円の投融資を行う計画です。

　計画初年度の2013年3月期は、将来の成長のため、集

中事業領域を中心に約440億円の投融資を実行しました。

その一方で、個別事業・資産を見直し、約810億円の資産

圧縮を行い約470億円の資金を回収するなど、資産の入

れ替えを推進しました。

　2014年3月期に入っても、200億円規模の不動産案件を

売却するなど、資産の入れ替えを着実に進めています。

 7. 利益配分に関する基本方針

　当社は安定的かつ継続的に配当を行うとともに、内部留

保の拡充と有効活用によって企業競争力と株主価値を向

上させることを経営の最重要課題の一つと位置付け、連結

配当性向を20%程度とすることを「中期経営計画2014」

における基本方針としています。

　当期末の配当につきましては、当期の決算を踏まえた自

己資本の状況および成長のための投資などに伴う資金需

財政状態および経営成績についての経営陣による検討および分析

さらなる飛躍に向けた新たな挑戦を果たすため、自らを変革し続けていく
この強い信念をもって、企業価値の向上を目指す

企業価値の向上、さらなる飛躍へ

成長軌道に向けた改革の推進

成長のための投資継続
（集中事業領域へ戦略配分）

グローバル化が加速する経済環境でも
戦い抜ける事業モデルの変革と強い人材の育成

資産の質を改善し、稼ぐ力を強化

創造性、効率性、高度なリスクマネージ力を持って
事業展開ができる体制・組織の構築

自己資本の積み上げによる財務基盤拡充
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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

投資分野

＋ =

集中事業領域
新規投融資

1,200億円 600億円

既存事業
追加投融資

1,800億円

方針／主な事業例

安定的収益の拡大を図る
事業領域

既存事業の拡大、資産の積み増しを図り、事業収益の拡大を図る
事業例：海外 IPP事業、石炭権益・周辺事業、メタノール事業

収益の拡充と構造転換を
図る事業領域

既存の事業モデルの変革を図り、中長期での収益力強化を目指す
事業例：リチウム事業、汎用石油化学品事業、肥料事業、
　　　 穀物トレード事業

集
中
事
業
領
域

将来の成長に備える
事業領域

新たな事業基盤を構築し、中長期的な視点での収益化を目指す
事業例：再生可能エネルギー発電事業、インフラ整備事業、
　　　 鉄鉱石鉱山開発

要を勘案した上で、以下のとおりとしました。

　①配当財産の種類：金銭

　② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項、およ

びその総額：当社普通株式1株につき1円50銭、総額

1,876百万円

　なお、2012年12月4日に1株当たり1円50銭の中間配

当金をお支払いしていますので、1株当たりの年間配当は

3円、年間配当総額は3,753百万円となります。

　なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配

当について、取締役会決議によって実施できることを定款

に定めています。これにより、当社は取締役会決議による

中間配当と定時株主総会の決議による期末配当の年2回

の配当を実施することを基本方針としています。
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