
戦略解説（社長インタビュー）

収益性と企業価値にこだわり、
成長への道を駆け上がる。

代表取締役社長 CEO
佐藤 洋二

   「中期経営計画2014」の進捗

収益は増益基調で
一定の成果を実現。
残る課題は、スピード。

　資産の質を向上させ、財務基盤をもう一段強化し、

より大きなチャレンジに取り組める「強い会社」へと変

貌していく――。これが、「中期経営計画2014～

Change for Challenge～」の本旨です。

　2014年3月期（当期）で、この計画の2年目が終了

しました。収益は確実に増益基調にあり、この計画で

掲げた各種取り組みは一定の成果を上げるなど、目

指す方向性には改めて自信を持っています。残る課

題は、スピードです。

　進捗をお示しする上で重要になるのは、「中期経営

計画2014」の要諦ともなる、資産の質の向上に向け

た取り組みです。現在、当社では、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る資産

の質と効率の向上を進めており、収益性向上、資金

創出、財務基盤強化といった面からも、資産の入れ替

えは重点施策となります。

資産の質は大きく向上し、
財務基盤も大幅に改善した。

　資産の圧縮面では、この2年間で累計1,300億円

という実績を上げ、現行の中期経営計画で掲げる資

産圧縮目標を概ね完了しました。資金回収について

も、累計1,020億円と、計画を大幅に超過していま

す。一方、新規投融資は、2年間累計で980億円と

なりました。景気に左右されにくい「非資源分野」の

収益基盤拡充のため、中東のIPP事業、国内太陽光

発電事業、インドのマリンケミカル事業（工業塩およ

び硫酸カリ肥料生産事業）、さらに当期には、ブラジ

ルの農業・穀物集荷・ターミナル事業へ投資したほ

か、当社が強みを持つ石炭事業の強化としてインド

ネシア石炭権益事業へも投資を実行しました。いず

れも、将来の成長が期待できるものであり、当社の

資産の質は大きく向上したものと考えています。

　定量計画については、資源価格低迷の影響や中南

米自動車事業での損失計上などがあったものの、生

活産業部門が牽引する形で当期純利益は増益を続

けています。総資産は従来水準を維持しており、

ROAも着実に上昇しています。バランスシートも収

益の積み上げや円安・株価回復などを背景に自己資
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本が増加しており、ネットDERは「2倍以下」という目

標に対し当期末で1.4倍と、財務基盤も大幅に改善

しています。

   「中期経営計画2014」最終年度に向けて

着実な増益を見込む
2015年3月期、成長軌道への
取り組みを加速させる。

　2015年3月期は、当期純利益が当期から20%強

増益の330億円、ROAは1.5%、ROEは7.0%とな

る見込みです。「中期経営計画2014」当初の目標に対

しては、金属資源における価格低迷と中南米自動車

事業などの影響により、残念ながら未達となります。

　しかしながら、2014年4月に買収を行った米国の

自動車ディーラー事業からの新たな収益貢献や、プ

ラント関連案件の積み上げ、アジアにおける化学品

関連取引の堅調な推移のほか、当期に計上した減損

損失の反動などにより、2015年3月期も着実な増益

を見込んでいます。当社の収益の質そのものは強化

されつつあり、バランスシートについても自己資本

4,800億円、ネットDER1.4倍を計画しており、引き

続き健全性を担保していきます。

　配当政策については、安定的かつ継続的な配当の

実施という基本方針の下、「中期経営計画2014」で

は当社株主に帰属する当期純利益をベースに配当

性向20%程度という目標を掲げています。これらを

踏まえ、2015年3月期の1株当たり配当金は当期

から1円増配の5円（配当性向19.0%）を予定して

います。

　「中期経営計画2014」の最終年度となる2015年

3月期は、一層強化された財務基盤を背景に、成長軌

機械 エネルギー・金属
化学 生活産業 その他
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中期経営計画2014の進捗（定量目標） （億円）

13.3
（実績）

14.3
（実績）

15.3
（見通し）

15.3計画
（2012年5月8日公表）
（参考：日本基準）

当期純利益＊  134  273  330  450

総資産  21,501  22,202  22,600  21,200

ROA  0.6%  1.2%  1.5%  2.0%以上

ネット有利子負債  6,433  6,402  6,700  6,700

自己資本  3,826  4,599  4,800  3,800

ネット DER　  1.7倍  1.4倍  1.4倍    2倍以下

＊親会社の所有者に帰属

セグメント別当期純利益
（親会社の所有者に帰属）
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道に向けてさらなる加速を図る年と位置付け、「中期

経営計画2014」目標額の1,800億円に向けて850

億円の新規投融資を実行していきます。

   今後の成長に向けて

まずは、「ROA2%」という
通過点を早期に達成する。

　当社は今後、より一層、成長にこだわります。まず

は、「中期経営計画2014」当初に掲げた、当期純利

益450億円、ROA2%という目標を早期に達成して

いきます。この数値目標は、当社のさらなる成長の

ためには必ず通過しなければならないものと考えて

います。そのためにも、強みのある分野に注力し、

新たに優良な資産を積み上げていきます。良質なバ

ランスシートは、健全な利益と安定的なキャッシュを

もたらし、クリーンな血液を循環させると考えます。

そして、この好循環サイクルは必ずや、双日を次の

成長ステージへ導く、という信念で経営にあたって

いきます。

アジアを中心に手つかずの
ビジネスチャンスはまだまだある。
当社は、スピードを持った
成長を実現する。

　世界を見渡せば、アジアを中心に新興国では手つ

かずのビジネスチャンスがまだまだあります。目まぐ

るしく環境が変化するからこそ、各国・各地の発展に

向けて、当社が価値を発揮できる領域はますます増

えていきます。例えば、アジア域内の産業が活性化

すれば、物流量や旅客数の増加に伴い、空港周辺の

インフラ整備が必要となります。生活水準が向上すれ

ば、そのライフスタイルやニーズは多様化し、小売・

卸はより高度化した機能が求められます。当社は、こ

うしたビジネスチャンスを的確に成長につなげるべ

く、従来にも増して新規投融資に注力していきます。

　同時に、激しく変化する環境下であるからこそ、優

良資産の積み上げを加速させ、早期に収益基盤を拡

充することが重要です。そのため「中期経営計画

2014」において、各部門にコントローラー室を設置

してきました。このコントローラー室の設置により、

中期経営計画2014の進捗　ー資産入替ー

戦略解説

機械部門
海外機械関連保有株式売却
保有船売却
航空機リース保有機売却

エネルギー・金属部門
石油販売子会社売却
豪州石炭権益一部売却
バイオエタノール生産会社連結除外

その他
ショッピングセンター売却
国内不動産売却

機械部門
中東IPP
ガーナ海水淡水化
国内太陽光発電
米国自動車ディーラー＊

エネルギー・金属部門
インドネシア石炭権益
資源権益拡張

化学部門
メキシコバライト権益
インド工業塩

生活産業部門
ブラジル農業・穀物集荷・ターミナル

機械部門

エネルギー・金属部門

化学部門
生活産業部門

その他

機械部門

エネルギー・金属部門

化学部門

生活産業部門

13.3
（実績）

14.3
（実績）

2年間
合計

投融資 440億円 540億円 980億円

資産圧縮 810億円 490億円 1,300億円

2年間（2012年4月～2014年３月）の資産入替実績 2015年3月期投融資計画 850億円

3年間投融資計画 1,800億円

資産圧縮 1,300億円
（2年間合計金額）

投融資 980億円
（2年間合計金額）

＊2014年4月に支払いを実行
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リスクマネジメントの現場化が図られ、案件構築のス

ピードは飛躍的に高まりました。リスク分析やコーポ

レートからの助言を営業現場と同じ時間軸で展開で

きる仕組みが出来上がってきており、2015年3月期

はこの成果が顕在化していくものと期待しています。

加えて、人員も含め、確度の高い分野に経営資源を

機動的かつ集中的に配分し、スピードを持った成長

を実現していきます。

競争に打ち勝つため、
バリューチェーンや地域の
優位性を最大限に活用する。

　当社は今後、強みを徹底的に磨いて次の成長の種

をまいていきます。航空事業はもちろん、発電や輸

送、再生可能エネルギーなどのインフラ事業、食料

事業や流通事業、産業活性化に向けたメタノールな

どの化学品事業などを重視していきます。こうした

非資源事業の投資案件は収益化までに一定の時間

を要することから、米国・自動車ディーラー事業買収

のようなM&A案件も積極的に手掛けていきます。

　また、競争に打ち勝つため、当社が有するバリュー

チェーンや地域の優位性を最大限に活用していきま

す。先ほどお話したブラジルの農業・穀物集荷・ター

ミナル事業は、この好例です。伸びゆくアジアの食

糧需要に対し、当社はこれまでに港湾、製粉、流通

事業を確立していますが、今回の食糧の上流分野の

確保により、南米からアジアを結ぶバリューチェーン

を構築することになります。今後は当社が強みを持

つ肥料事業のブラジルでの展開も検討しており、収

益基盤のさらなる拡大が期待できます。投融資審議

会のメンバーや各営業部門長に対しても、単独の事

業で見るのではなく、その周辺や全社的な価値創出

を重視した案件を進めるように指示しているところで

す。LNG事業と化学品事業が連携したガス・タスク

フォースをはじめ、部門連携案件も増えてきており、

こうした取り組みを加速させていきます。

　これらを強化していくためにも、従来以上に力を

注いでいくのが、グローバル人材の育成です。海外

で事業経営を重点的に行っていくためには、経営人

材の増加や、海外拠点の現場力向上は早期に対

応すべき課題であり、人材育成プログラムの刷新を

はじめ、海外拠点の人事制度改定や研修拡充などに

積極的に取り組んでいきます。

インドネシア石炭権益
低価格のインドネシア炭を
アジア向けに販売

インド工業塩
アジア極東地域で
需要が拡大する化学原料

中東IPP
中東の電力需要に対応

ガーナ海水淡水化
ガーナの水需要に対応

国内太陽光発電
インド貨物専用鉄道
経済成長に伴う
貨物輸送需要に対応

米国自動車ディーラー
サンフランシスコ湾岸地域で
自動車販売事業拡大

ブラジル農業・
穀物集荷・ターミナル
ブラジルの穀物をアジア向けに販売

メキシコバライト権益
シェールガス掘削に用いられる
ドリリングケミカルLPGトレード

需要が拡大するアジア地域へ
ガスを供給

新規案件実行地域
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   次の10年に向けて

収益性と企業価値にこだわり、
より多くの人が多くのことを
できる会社にする。

　当社は、発足から10年が経過し、次の10年に向

かって走り始めました。

　ニチメン株式会社と日商岩井株式会社が合併して

当社が誕生し、この10年で成長に邁進できる態勢

を整えることができました。大幅な資産圧縮と損失

処理の実行による再建から始まり、過去最高益を達

成していたところにリーマンショックによる打撃があ

りましたが、資産の内容とリスクマネジメント体制を

見直し、収益体質を刷新しながらBS経営を浸透させ

ることができました。失敗を繰り返しながら、それで

も、失敗を持ち越さない、すなわち眼前の課題を克

服し、将来の損を許容しない取り組みを続けたこと

は、評価してよいと思っています。

　一方で、この10年、新たな価値をどれだけ創出で

きたかと考えれば、まだ満足いくものではありま

せん。上位大手商社との差が開いたというのも事実

です。次の10年を飛躍の期間としていくためには、

私たちの存在意義を高め、業界内のプレゼンスも高

めていかなければなりません。だからこそ、私は成

長にこだわるのです。

　ただ、闇雲に規模のみを追求する考えはありま

せん。収益性と企業価値にこだわった成長を遂げて

いくのです。そして、その成長によって、自らの事業

機械 エネルギー・金属 化学 生活産業

ブラジルニオブ権益

豪州ミネルバ石炭権益

カナダ銅権益

前中期経営計画 中期経営計画2014 
～Change for Challenge～ 次期中期経営計画

中東IPP

国内太陽光発電

ガーナ海水淡水化

米国自動車ディーラー

インドネシア石炭権益

インド工業塩

メキシコバライト権益

ベトナム食品卸事業

インド工業団地

ベトナム穀物専用港

ブラジル農業・穀物集荷・ターミナル

※現行中期経営計画中に投融資を実行した案件は太枠

収益貢献ロードマップイメージ図
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や会社に誇りを持ち、より多くの人が多くのことをで

きる会社にしていきたいと思っています。そのため

には、自分たちで掲げた目標を一つひとつ確実に達

成し、新たな挑戦を可能とする体力を獲得し続けて

いかなければなりません。

   最後に

当社の役割、
機能を発揮していくことで、
成長の道を駆け上がる。

　この10年、当社が成長を果たしてこられたのは、

社員の努力はもちろんのこと、顧客や取引先、株主

といったステークホルダーの皆様から頂戴した多大

な助力のおかげです。今後も新たな信頼を積み重

ねていくことが、私たちに課せられた使命だと思っ

ています。

　そして、その信頼を勝ち得るためには、誠実さを

もって、当社の役割、機能を存分に発揮していくこ

とに尽きると思います。もともと、私たち総合商社

は、資源確保や多様な物資の調達・供給など、国内

企業のニーズに応えることにより、日本という国の

「豊かさ」の一翼を担ってきました。事業活動のさら

なるグローバル化に伴い、当社が「豊かさ」の創出に

寄与できる領域は、日本に限定されず、世界中に拡

大しています。

 この「豊かさ」の創出という役割を果たすために、

当社は、金融、物流、情報など「総合商社としての

複合的な機能」と、世界各地で築いた取引先、地域

社会との「パートナーシップ」「事業環境変化への

対応力」、グループ経営による「総合力」と「専門性」

といった強みをさらに発揮していきます。

　そして、これらの機能と強みを発揮する社員一人

ひとりが、私たちが働く「経営環境は何によって

もたらされているか」を常に意識し、多様なステーク

ホルダーの期待に応え、各地で必要とされる事業を

パートナーとともに創出する――。こうした取り組み

により、私たちが働く場を提供していただいている、

あらゆる国のあらゆる人々のために、「豊かさ」を

実現する会社になっていきたいと思います。

 私たちは当社の役割、機能を発揮していくこと

で、成長の道を駆け上がります。是非、ご期待くだ

さい。

 2014年8月

 代表取締役社長 CEO

戦略解説
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