
当期純利益（各最終年度） 

ネットDER（各最終年度） 

強固な経営基盤の確立と
市場の信認の早期回復を図る
2003年に策定した「統合3ヵ年事業
計画」を見直し、「新事業計画」を策定。
「財務体質の抜本的強化」と「良質な
収益構造への変革」を成し遂げ、外
部環境に左右されない強固な経営基
盤の確立と、市場からの信認の早期
回復を通じて、企業価値を向上させ
ることを目指した。

双日の成り立ち 10年間の軌跡
双日は、日本経済の発展に貢献してきた、ニチ
メン株式会社および日商岩井株式会社が母体と
なって2004年に発足しました。新しいビジネス
と価値を創出する総合商社として、自動車やプ
ラント、エネルギーや金属資源、化学品、食料
資源など、全世界で幅広いビジネスを展開して
います。

日商株式会社
1902  合名会社

鈴木商店設立

岩井産業株式会社
1896 岩井商店創業

ニチメン株式会社
1892 日本綿花株式会社誕生

日商岩井株式会社
1968  岩井産業株式会社と

日商株式会社が合併 2006年3月期

437億円
（日本基準）

2006年3月期

2.0倍

新事業計画
（2004年9月～
2006年3月）

　● 2004年
 新興国ブーム、資源高スタート、
 日本経済回復期

［外部環境の変化］

10
 Years
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経営基盤の強化と 
持続的な成長を図る
2006年 4月から「New Stage 
2008」をスタート。双日の強みを活
かした「機能の拡充」と「事業投資の
拡大」で持続的な成長を図るととも
に、優先株式の一掃による資本構造
再編と、資金調達構造の安定性向上
を進めることとした。

収益の質の向上による 
強固な収益基盤確立を目指す
「良質な事業・資産の積み上げ」「新
規事業への取り組み」「資産の流動性
の確保」「グローバル人材の育成」の
4つをテーマに、変化に強い収益基
盤の構築と資産ポートフォリオの最
適化を進め、持続的成長の実現を
目指した。

さらなる飛躍に向けた 
新たな挑戦と変革を続ける
資産の入れ替えによる資産の質の向
上や、稼ぐ力の強化、リスクマネー
ジ力の高度化、グローバル化に対応
できる事業モデル構築と人材育成な
ど、成長軌道に向けた改革を推進
し、企業価値の向上を目指す。

次の10年に向けて
双日が誕生してからの
10年は、さまざまな課題
を克服してきた基盤構築
の10年でした。事業基
盤、財務基盤、リスクマ
ネジメント体制といった、
成長に向けた礎を確立し
た今、双日は次なる10
年を飛躍の期間と位置付
けます。世界の各地で、
「豊かさ」を実現していく
ための事業展開を行い、
新たな価値を創造し続
けることで、企業価値を
一層向上していきます。

2009年3月期

190億円
（日本基準）

2009年3月期

2.7倍

New Stage 2008
（2006年4月～
2009年3月）

2012年3月期

△10億円
（IFRS）

2012年3月期

2.0倍

Shine 2011
（2009年4月～
2012年3月）

2015年3月期（見通し）

330億円
（IFRS）

2015年3月期（見通し）

1.4倍

中期経営計画
2014

～Change for 
Challenge～
（2012年4月～
2015年3月）

　● 2008年
 リーマンショックとその余波

　● 2007年
 サブプライムローン問題

　● 2013年
 アベノミクスを契機に国内
 株価の好転と円安の進展、
 世界経済回復期へ

　● 2010年
 欧州債務危機
 

　● 2011年
 東日本大震災発生、
 円高の進行
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統合後の双日は、持続的な成長に向け、資産の整理と
規模拡大に注力し、収益は過去最高益を更新するまでに
伸長したものの、2008年に発生したリーマンショックの
影響を大きく受けることとなりました。これを契機に、
資産の質を改善し、より筋肉質な収益基盤を構築してい
くことを目的として、BS経営の推進・浸透や資産の入れ
替えを断行。トレーディングだけではなく事業投資にも、
また、非資源事業への取り組みも強化し、外部環境に
左右されずに利益を上げられる収益モデルへの変革を
進めています。

拡充を進めた収益力

Enhanced 
Earnings
Capacity

投融資累計額の推移

収益基盤の拡大に向け、各種権
益の取得のほか、インフラ、化
学品、食料、流通などの事業投
資を進めており、この10年間の
投融資累計額は6,500億円以上
に上っています。

民間航空機 国内シェア
第1位 

ボーイング社やボンバルディア社の民間航空機代理店として、国内トップシェアを
誇っています。

レアメタル 対日輸入シェア
トップクラス 

モリブデンの対日輸入シェアはトップクラスであり、ニオブの世界生産量トップシェア
を占める会社に出資しています。

石炭 対日年間取扱量
1,200万トン

ロシア炭では日本向け輸入取扱シェアトップ、インドネシア炭では持分権益数量に
おいて日本商社としてトップです。

高純度金属
シリコン

対日輸入シェア
第1位 

太陽光発電パネルの原料となる高純度金属シリコンの対日輸入シェアNo.1を誇る
など、再生可能エネルギーの普及を支えています。

メタノール 年間取扱量
100万トン

インドネシアでメタノール製造販売会社を運営しており、アジア各国を中心にメタ
ノールを販売しています。

工業塩 対日輸入シェア
20％ 

トップクラスの国内市場シェアを誇るほか、上流分野で行った事業投資により将来
的に700万トンの生産規模へと拡大する予定です。

高度化成肥料
タイ、ベトナム、
フィリピンにおける
シェアトップクラス 

40年に及ぶ歴史や、品質に対する信頼を背景に、各国の高度化成肥料製造販売事
業会社はトップクラスのシェアを確保しています。

穀物トレード 穀物専門港
ASEAN最大級

ベトナム最大手の製粉会社が保有する港湾施設を物流拠点とし、アジアでの穀物取
引を拡大しています。

双日が強みを有している事業の一例

10 Years
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74%
66%34%

非資源

26%
資源

非資源 資源

マリンケミカル事業
工業塩事業の強みをベー
スに工業塩だけでなく、
硫酸カリウムや臭素も製
造・販売する事業モデル
を確立。

石炭事業
トレーディングや権益投
資、さらには炭鉱経営へ
の参入などによって、販
売先・供給源の拡大と業
界内のプレゼンス向上を
実現。

IPP事業
パートナーや地域とのネットワークを駆使し、実績を
積み上げ、世界各地でバランスの取れた安定収入が
見込める発電資産を形成。安定した収益基盤として、
双日の資産の質向上に寄与。

食料・
アグリビジネス事業
アジアでは、需要の高ま
る肥料事業や穀物・飼料
事業を展開。さらに南米
の農業・穀物集荷・ターミ
ナル事業への進出により、
新たなバリューチェーン
の構築を推進。

次の10年は、収益力のさらなる拡大を目指します。
良質な資産を積み上げていくとともに、将来の成長
に向けた新たな取り組みを加速していきます。その
ためにも、当社ならではの強みを発揮していく分野
に経営資源を集中的に投下し、スピード感を持った
取り組みを進めていきます。

次の10年

収益ポートフォリオの変化

2006年3月期
※海外現地法人を除く

2014年3月期
※連結調整を除く

資源価格下落の影響はあるも、
外部環境の影響を受けにくい非
資源事業への事業投資を進めた
結果、収益ポートフォリオは大き
く変化を遂げており、2014年3
月期の当期純利益（当社株主帰
属）のうち、非資源事業は74％を
占めるまでに至っています。

収益力強化に向けて

当期純利益（日本基準） 当期純利益（当社株主帰属）（IFRS）

双日株式会社     アニュアルレポート2014 9



統合後の喫緊の課題は、財務基盤の再建でした。優先
株式の処理や自己資本の増強、有利子負債の削減など、
一つひとつ着実に取り組んだ結果、資本構造の再編をは
じめ、復配や投資適格格付けの獲得など統合当初の目的
を達成し、再建の完了を果たしました。リーマンショック
の影響もありましたが、その後のBS重視の経営方針へ
のシフトが奏功し、現在では強固な財務体質を確立して
います。

再建を遂げた財務基盤

Reengineered 
Finances

ネットDERの低減

2004年3月期 2014年3月期

200４年3月期 1,128億円の損失処理、2,832億円の資本増強 

200５年3月期 4,300億円の損失処理と6,200億円の資産圧縮。
3,700億円の資本増強を実施（うち、優先株式3,600億円） 

200６年3月期 600億円の転換社債を発行、400億円の優先株式を消却。  
リスク計量の開始、リスクアセットコントロール目標の設定 

200７年3月期 3,000億円の転換社債を発行。期末には2,250億円が普通株式に転換。優先株式の抜本処理。  
復配の実現 

200８年3月期 すべての転換社債の転換が完了、優先株式はほぼ全額消却（残る優先株式は2009年10月にすべて
消却）。 当社が格付けを得ていた3社すべての格付機関より投資適格格付けを獲得 

2009年3月期 資金調達構造の安定化。
長期コミットメントライン契約1,000億円締結（2008年9月）

20１０年3月期 ポートフォリオ管理委員会にて、在庫、保有株式、為替の管理の在り方について集中的に討議

20１2年3月期 税制改正により繰延税金資産を取り崩し赤字決算となるも、将来の税負担軽減へ

2013年3月期 各部門へのコントローラー室の設置を開始。リスク管理の現場化による経営のスピードアップを図ると
ともに、BS経営支援を通じて優良資産を構築

財務基盤構築に向けた取り組み一覧

年 期

4.9倍

年 期

1.4倍
ネット有利子負債の削減と自己
資本の拡充により、2014年3月
期のネットDERは「中期経営計
画2014」の目標である2倍を大
きく下回ることができています。

10 Years
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投資適格格付けの獲得

格付機関 2004年4月1日 2014年4月1日

R&I BB-
（長期優先債務格付け） BBB

JCR BBB-
（債券格付け） BBB

S&P B
（長期会社格付け） BBB-

Moody’s B1
（無担保長期債務格付け） Ba1

BBB
R＆I

（2007年12月）

BBB‒
S＆P

（2008年3月）

BBB‒
JCR

（2006年2月）

BBB＋

BBB

BBB－

BB＋

BB

BB－

B＋

B

B－

CCC

CC

C

SD

（格付け）           
AAA
AAA－
AA＋
AA
AA－
A＋
A
A－

2004 2005 2006 2007 2008 2009 （年）

2009年4月：資産ポート
フォリオの最適化を推進
リーマンショックの影響を受け
「New Stage 2008」の収益
目標は未達。「Shine 2011」
では、変化に強い収益基盤構
築に向けて、資産効率の向上
を実現するポートフォリオの
最適化を目指す。

2008年3月：再建完了
2007年3月に復配、9月には
優先株式をほぼ全額消却、そ
して2008年3月をもって主
要格付機関より投資適格格付
けを獲得。財務内容の改善に
加え、収益力向上に向けた事
業ポートフォリオの再編や管
理指標の導入・徹底によるリ
スク管理力強化が奏功。

2004年9月：抜本的改革に着手
経営統合後に発表していた「統合3ヵ年事業計画」を見直し、2004
年9月に「新事業計画」を発表。優先株式の発行や大規模な損失処
理による抜本的な資産内容の見直し、リスク管理の強化などを推
進しながら、1年前倒しで収益目標を達成。

2014年3月：強固な財務基盤の堅持
「中期経営計画2014」の財務目標であるネットDERについては、
2012年3月期2.0倍、2013年3月期1.7倍、2014年3月期
1.4倍と着実に良化。株価の回復や円安基調に加え、当期純利益
の積み上がりなどにより、自己資本の厚みが増す。

今後は、グローバル化がますます進み、双日にとっ
ての事業機会はさらに増してきます。この機会を最
大限に活かし、収益力を強化・拡大させていくために
も、この10年で築き上げた財務基盤をさらに発展
させ、高度なリスクマネジメントを徹底することで、
安定性を損なわずにリスクを取ってチャレンジでき
る礎を作り上げていきます。

次の10年

財務基盤再建への足跡

資産健全化、資本構造の抜本的
改善、リスク管理の強化などによ
り、当社の格付けは着実に改善
してきました。安定した財務基盤
をベースに収益力を強化し、格
付けのさらなる向上を目指して
います。
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21%

79%
日本日本

海外

日本

52% 48%
海外海外

総合商社として双日が社会に提供する価値。それは、
世の中の潮流を的確に捉え、常に先手を打ってニーズ
とシーズを結び付け新たな価値を創造すること、そして、
日本をはじめ世界の発展に寄与すること。この10年間、
地域や取引先との関係を強化し、提供価値の深化に努め
てきました。

当社は、石油・ガス・LNG、石炭などに加え、レアメタルや鉄鉱
石など、日本の産業発展に不可欠な資源・エネルギーを安定的
に調達し、供給するという役割を果たしてきました。現在では、
日本向けに限らず、アジアをはじめとする第三国への供給にも
力を入れています。

資源・エネルギーの安定供給

当社は、長年のグローバルベースでの事業展開の実績を基に、
各地域での政財界とのネットワークを構築しています。これら
を活用して、各種企業の新規市場への進出や拡販、生産拠点
の確立などの支援を進めるほか、工業団地事業に代表されるよ
うに当社の有する事業ノウハウや機能を駆使し、海外進出企業
と連携して新たな事業を創出しています。

新規事業の創出

各種工業製品の材料となる金属資源や化学品など、モノづくり
のバリューチェーンを構築してきたことにより、各種産業の活性
化に寄与しています。刻一刻と変化する産業界において、顧客
とサプライヤーとの強力な関係を背景に、需要と供給を結び付
けていくことが、当社の役割の一つということができます。

産業発展の下支え

当社は、IPP事業や水事業といった基本インフラの建設・運営の
ほか、製鉄、肥料、化学プラントや産業機械・生産設備において
も、プラントの設計・調達・建設を担い、各国・各地の国家の基盤
づくりや産業の発展を支えています。 

インフラ・基盤の整備

深化してきた提供価値

Deeper 
Value

グローバルでの収益基盤拡大

2004年3月期

外部顧客に対する売上高（日本基準）

2014年3月期

外部顧客に対する収益（IFRS）
当社は、新興国を中心に世界各
地の発展に寄与する事業に注力
しており、海外での投融資を積
極的に展開するなど、グローバ
ルでの収益基盤拡大を加速させ
ています。

10 Years
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事業展開地域・グループ会社数 （2014年3月31日現在）

約50の
国・地域 約440社

アフリカ
海水淡水化事業などの
インフラ・プラント案件や
チップ輸出事業をはじめ、
生活基盤を作り・支える事
業を展開し、アフリカ地域
の成長基盤の構築に寄与。

ASEAN
肥料事業や工業団地事
業、自動車販売事業、化
学品事業など多岐にわた
るビジネスを展開し、地
域との関係性をさらに深
耕。ベトナムでは友好勲
章を受けるなど、圧倒的
プレゼンスを発揮。

米州
ブラジルでは石油、ニオブ、鉄鉱石などのエネルギー・
金属関連に加え、農業・穀物集荷・ターミナル事業へも
進出。米国においても自動車ディーラー事業の拡充な
ど先進国の安定成長に向けた取り組みも進展。

ロシアNIS
同地域の成長とともに生
じるモータリゼーション
や産業発展といった課題
を解決するため、自動車
販売事業やプラント案件
などを、多くのパートナー
企業と協業して展開。

今後双日が提供していく価値は、本質的には今まで
と変わりません。アジアやアフリカといった新興国に
おいては、今後の経済成長とともに、生活水準向上
に伴う流通インフラやサービスなどのニーズが高度
化・複雑化していくことが想定されます。日本経済発
展に貢献してきた経験を活かし、世界各地の発展に
寄与すべく双日の価値を一層高めていきます。

次の10年

世界各地の発展に向けて

約50の国・地域で、約440社の
グループ会社によって事業を展
開する当社。今後も、世界各地
の発展を目指し、当社の価値を
グローバルに広げていきます。

国内外
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