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Business
双日は、グローバルで多岐にわたる事業を展開し
ており、各地・各事業で強力な強みを有していま
す。このセクションでは、今後の成長に向けた強み
をテーマにした座談会をはじめ、機械部門、エネル
ギー･金属部門、化学部門、生活産業部門の4つの
営業部門ごとに、事業戦略や具体的な事業別の取
り組みを掲載しています。
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成長の原動力となる強みについて
西原　双日が誕生してから10年が経ちました。2015年3月期は、いよいよ今後
の成長に向けて勢いをつけていく年であり、次の10年はすでに動き出しているわ
けです。そこで今回は、これからの10年について議論するため、さまざまな部門、
役職の社員による座談会を開催することとしました。

（本コーナーでは、当該座談会をできるだけ忠実に再現すべく、実際の会話に沿っ
た文体で掲載していることをご了承ください）

西原　早速ですが、まず、次の10年、成長を果たしていくためには何が必要とな
るのかを話していきたいと思います。どのような強みが原動力となるのか、ともい
えますが――。では、木ノ下さんからいきましょうか。

木ノ下　そうですね、やはり私が思うのは、歴史があって今の会社があるわけで、
基本は積み上げてきたインフラ、つまり地域や取引先とのネットワークが強みにな
ると思うんです。結局、強みというものは今日、明日で生まれるものではないです
から。例えば、地域でいえば、1980年代のドイモイ政策時代から事業展開してい
るベトナムでは、実績を積み上げてきていて、かなり強いですよね。内需や現地企
業の情勢、労働力事情なんかも精通していますし、政財界とのパイプも圧倒的。
インドネシアやブラジルなんかも優位性がたくさんあります。

川原　エネルギーでも同様です。例えば、私は1997年のカタールでのLNG権益
取得に取り組んだのですが、この案件が成就した背景には、1960年代からインド
ネシアでLNG事業を行い、強力なパートナーや販売先との関係があったこと。
加えて、当社の原油部隊や機械の部隊がカタールでの実績を築いていた、という
2つの基盤の存在がありました。そのため、カタールには初のLNG進出でしたが、
先方にとっては同じ会社ということで、案件着手当初から、高い信頼を得ていたの
です。このような、ネットワークの強みを全社的に発揮できることが、総合商社の
強みなのだと思います。

西原　業界内のプレゼンスや事業基盤も重要な強みになってきますね。航空機は、
まさに圧倒的なトップポジションですが……。
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山口　はい、確かに、航空機部隊というのはNo.1という金看板を背負い続けてき

た部署。裏を返せば、絶対に負けが許されない部署でもあるんですよ。だからこそ、

知見や人脈を磨き続ける……。航空機事業は派手に見えるかもしれませんが、実は

地味な農耕的なことを積み重ねているんです。でも、実際、羽田空港に行くと飛行

機が並んでるじゃないですか。「あれも、これも、ここにあるのは、ほとんど俺たちが

売った機体だ」と、なるわけですよ。それまでの苦労も忘れて、「もっと強くなってや

る」と思う瞬間ですよね。

遠藤　商社マンとしての醍醐味ですね。

山口　で、その強みですけど、やっぱり、航空会社、機体メーカー、そして業界、こ

れらについてのどこにも負けない知見だと思っています。知見というのは、技術的

なことだけではなくて、取引先のニーズの分析力や意思決定の基準・方法なども含

まれるんですよね。

有賀　LNGとか航空機とか一つの事業規模が大きく、各種事業の集積である化学

部門の派手さはいささか劣後するかもしれませんが。 

　化学部門は、顧客も取引先も、膨大な数になるんですが、この事業基盤をしっか

りと確立していくことは、まさに基本になります。特に、私たちの取引先、製造業で

いえば、売れないというのはものすごいリスクですから、販売力があることが強みに

直結します。

いかなる強みを活かしていくか
遠藤　トレーディングの強みは、私たちの生命線ですよね。

有賀　そうです。今、事業投資とトレーディングの両輪で事業展開していますけど、

これも、トレーディングの強みがあればこそ。例えば、主要事業のメタノール事業

では事業投資をした生産会社がありますね。もともと、メタノールというのは、木材

用の接着剤の原料として使われていて、私たちに接着剤の顧客基盤があったから、

つくる強みとは

地域やパートナー、
顧客基盤を活かして
成長を遂げる。
　国家規模、産業規模で取り組
む商社ビジネスにおいては、こ
れまでに積み上げてきた地域・
パートナーとの関係性や顧客
基盤は、強力な優位性となる。
そして、単独の事業だけでな
く、多岐にわたる事業、それぞ
れの基盤やネットワークの強み
を、全社的に発揮できることが
成長につながる。
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事業投資に取り組めたんです。近年の、レアアースやバライト（ドリリングケミカル）

も同じですね。

川原　トレーディングのベースがあるから、顧客やパートナーのニーズを的確につ

かみ、彼らの課題を解決することができるのです。バリューチェーンの中でニーズと

シーズを結ぶともいい換えられます。先ほどのカタールの案件でも、日本側のLNG

需要や、カタール側の資源産業発展といったニーズを充足するだけでなく、実はカ

タール政府の資金需要も満たせるスキームを作ったんです。これが、非常に評価さ

れ、結果、540万トンの追加供給の確約を取りつけることができたのです。

西原　トレードから事業投資を生み、課題を解決するというのは、総合商社ならでは

の動きですね。職能から見た場合はどうでしょうか、木下さん。

木下　私は職能として、いわば部門視点、全社視点で見ていますが、双日のポテン

シャルは非常に高いものがあると思うんです。もっと成長できるとも思いますし。例

えば機械部門でも、今、話が出ていた事業基盤や知見は強力なものが山ほどありま

す。それと、人材という面でも、非常に優秀な人材がたくさんいるな、と。営業のポ

テンシャルを最大限に引き出せるように、もっと強みを活かせるように、全力でサ

ポートしていきたいと思います。

遠藤　今、ポテンシャルが高いという話がありましたが、双日の昔をよく知るアナリ

ストの方などから、最近の双日は元気がなくなったのでは、と聞かれることがあるん

ですが、どう思いますか。

有賀　そうですか、確かに統合・再建の中でいろいろ制約はあったかもしれません

が、得意領域ではかなり優位に事業展開ができていると思います。新規の取り組み

も、このところは非常に活発になってきていますし。

山口　事実、持ち味を活かせば、他商社に限らず、どこと戦っても、負ける気がしな

いですね。 

　ただ、大切なのは、強みは変わりゆくものという認識だと思います。現状の強み

にだけしがみついていたら、変化には追いついていけませんし、いずれ劣化します。

強みを活かして、次の強みを生む。そういう「強みの脱皮」を続けることが、絶対必

要だと思うんです。

遠藤　次の強みを生む強みといえば、この経営統合以来の10年で、克服を続けて

きた歩みも、大きな優位性だと思います。これからの激変する経営環境において、

私たちが培ってきた経験や、全社一丸となって課題に取り組み、乗り越え続けてき

た強靭さは、必ず活きてくるはずです。

強みを
生み出し続ければ、
負けない。
　トレーディングのベースがあ
るから、顧客やパートナーの課
題を解決することができる。こ
うした、持ち味を活かせば、ど
こと戦っても負ける気はしな
い。大切なのは、今の強みにし
がみつくのではなく、強みを活
かして、次の強みを生み出し続
けること。

常務執行役員
西原  茂
（1986年入社）

「鉄や石炭などのエネルギー・金
属分野に従事してきました。10
年後の双日の飛躍に向けた取り
組みはすでに始まっています。」

航空事業部 部長
山口  幸一
（1986年入社）

「入社以来、航空機事業に携わっ
ています。1999年から12年間
は、ボーイング社のある米国・シ
アトルに駐在しました。」
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今後のビジネスチャンスについて
西原　確かにね。厳しい時代だからこそ、強みが活きる――では、その強みを活か

して成長するためには、どのような環境変化を捉えて、ビジネスチャンスとしていく

べきか……。

木ノ下　アジアに強くて、そのアジアが成長している。生活産業としては、その内需

の成長を取り込むというのが当然の考え方であって、そこでは、実際、アイテムは関

係ないんです。生活水準や食習慣の変化というビジネスチャンスのもとで、われわれ

は市場自体を創っているんですよね。何を売るかではなく、何を創るか、なんです。

西原　流通市場への取り組みなどは、そのいい例ですね。

木ノ下　はい。今、ベトナムやミャンマーで卸事業への事業投資を行っていますけど、

次に私たちが狙っているのは、リテール。売場です。先ほど、有賀さんの話でもありま

したが、販売力は大事で、バリューチェーンの川下を押さえることで、その地域に本当

に必要なものが的確に把握できますし、もちろんプレゼンスも発揮しやすくなります。

川原　エネルギー環境も大転換しています。日本のエネルギー事情の変化、資源

国の需要国へのシフト、そしてシェール革命。こうした変化によって、私たち商社が

解決すべき課題はますます増えます。例えば、今、資源国に対しては、開発だけで

なく、産業振興・雇用創出が必要だと訴え続け、ガスケミカル、すなわち、開発した

ガスの一部を化学産業に展開する動きを積極的に行っています。これは、有賀さん

たちの化学品部隊とも連携したガス・タスクフォースで取り組んでおります。

有賀　はい。パプアニューギニアやナイジェリア、赤道ギニアなどでも、一緒に動

いていますよね。

山口　航空機も、人やモノの流動でビジネスチャンスが生まれるというのは同じで

す。航空機の需要が拡大するのはもちろんですが、今、アジアでは空港施設やその

周辺のインフラが不足していますから、そこを狙って空港関連事業に取り組んでい

ますし、航空機の大量生産・大量退役をチャンスと捉えて中古機・パーツ事業などに

も力を入れているところです。今後も、こうした環境変化に対応して新しい取り組み

を進めることが必要だと思いますけど、大切なのは、過去にとらわれず、いわゆる

「Out of the Box」で事業を作ることだと思うんですよ。

西原　環境変化を捉えて新しいビジネスを作っていくことが、総合商社の醍醐味だ

し、総合商社ならではのダイナミズムだということですよね。まさに、「創造性」の発

揮です。そして、そういった取り組みこそが、われわれを燃えさせるのだと……。

環境変化を捉え、
市場自体を
創り上げる。
　環境変化は双日のビジネス
チャンスであり、格差やギャッ
プを解決することで、双日なら
ではの創造性が発揮される。ア
イテムに着目するのではなく、
いかなるニーズを取り込み、市
場を創り上げることに注力し、
過去にとらわれない「新たな価
値」を生み出す。
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エネルギー本部長
川原  博司
（1983年入社）

「LNGを中心に、外食事業やソ
連崩壊後の東欧ビジネスの経験
もあります。カタールのLNG権
益獲得は印象深く心に残ってい
ます。」

基礎化学品部 部長
有賀  謙一
（1987年入社）

「入社以来、化学品畑を歩んでき
ました。自らが立ち上げにかか
わったタイでの製造事業に、入
社5年目で駐在した経験は仕事
人生の基礎ともなっています。」



有賀　はい。先ほどの川原さんの話にもあったように、地域間の格差や需給ギャッ

プといった「アンバランス」があるからトレードが起こるわけですから、ニーズの変化

を捉えることで、双日ならではの創造性が発揮できるのだと思います。

木ノ下　最近、ベトナムやインドネシアで海外工業団地事業をやってるじゃないです

か。この事業は、非常に面白いですね。単に区画を売るだけでなく、他部門と連携

することで、進出した日本企業と、資材調達や販売、物流、インフラ開発といった現

地でのビジネスが広がっています。「あらゆる産業の集積」といえますよ。

木下　そういう意味では、先ほどのガス・タスクフォースじゃないですが、部門連携

は重要ですね。本来、バリューチェーンは「部門またがり」であるべきですし。こうい

う動きって、以前はあまりなかったんですが、根付いてきた感がありますね。

有賀　本当に、社内に部署間の垣根はないと思いますし、双日はそういったものを

越えて商社としての総合力を発揮できていると思います。天然ガスの話は、まさ

しく今の旬な動きですけど、こういう、将来を見極めてどこに経営資源を集中的に

投下していくか、ということが大切だと思います。強みや事業基盤はいろいろある

わけで、部門連携を含めた全社的な強みを、より活かせる領域に絞ることが、全社

の成長に直結すると思います。

木下　コントローラー室の役割ももっと大きくなってくると思っています。職能は、

営業のサポートという面もありますけど、コンサルタントでもあるはずです。全社視

点での環境分析や客観的なアドバイスも重要ですし、これから当社は成長軌道へ大

きく舵を切っていくでしょうから、新しい事業展開を高度なリスクマネジメントととも

に迅速に進められるよう、営業と一体となった機能を発揮していきたいですね。イノ

ベーションを起こし続けるためにも。

次の10年に向けて
西原　営業の各部門同士や職能が一体となった取り組みは、成長のスピードを生み

ますよね。加えて、「集中事業領域」に代表されるように、全社として集中的に取り

組んでいく分野が明確になってきたこともあって、「小さくまとまったビジネスで終わ

らず、もっと大きく取り組んでいこう」といった意識も強まっていると感じています。 

　では、そういった中で、次の10年の成長に向けて、われわれは何に取り組んでい

くべきか……。最後に、その辺りを聞いていきましょう。

有賀　ちょっと自分のことになりますけど、私、入社3年目にタイで化学品製造会社

の事業投資を推進したんですね。駐在員と寝食を忘れて、会社設立に奔走し、社内決

裁を取得して、その2年後にはそのまま赴任して……。今考えると、よく任せてもら

林産・生活資材本部長
木ノ下  忠宏
（1986年入社）

「入社5年目でチップ植林事業を
立ち上げ、その後も、ドイツ、米
国、豪州への駐在も含め、生活
産業分野に携わってきました。」

機械部門 コントローラー室 室長
木下  晴太
（1990年入社）

「経理・税務に長く携わってきま
した。インドネシア・ジャカルタ
での債権回収は非常に勉強にな
る良い経験でした。」
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総合商社ゆえの
総合力が、
成長スピードを
加速させる。
　各事業で培った強みを組み
合わせ、総合商社ゆえの総合
力を活かせる市場に、経営資源
を集中的に投下する。この部門
連携の動きは根付きつつあり、
こうした取り組みが案件の規模
を拡大させ、成長スピードを加
速させる。
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えたな、と思います。ただ、そういう若い社員に挑戦させる風土というのは、これか

らも大事にしたいと思います。

木下　そうですね。私もインドネシアのある会社に一人で出向し債権回収に取り

組んだことがあるんですけど、非常に大きな経験を積めました。私たちのビジネスと

いうのは、つまるところ「人」ですから、どんな経験を積ませるかということも含めて、

人材育成が鍵を握るのだと思います。特に、今後、事業投資が増えていくと思うの

で、経営人材の育成が重要になるはずです。リスクマネジメントやガバナンスも含

め、私たち職能としても知識・ノウハウの習得も支援していきたいと思っています。

木ノ下　われわれ現場のリーダーの役割が極めて重要だと思いますね。先ほどの

若手に任せるということともつながるんですが、社員が躍動感を持って事業を作るの

には、私たちがどれだけリーダーシップを発揮できるかにかかっていると思うんです。

山口　私たちがリーダーシップを発揮することで、事業も人も魅力で溢れる会社に

なっていく……。

有賀　そう思います。長期・中期・短期のビジョンを明確に描いて提示し、有言実行

を続ける。そういったことを続けていけば、ますます創造性に満ちた会社になってい

くし、発展していけるはずです。

川原　そうですね。その「ビジョン」を「価値」の視点でいえば、私は、独自の機能を

生み出し続けることが重要だと考えています。環境変化によって生じた課題を解決

する「ソリューションプロバイダー」として、世界で機能する会社にしていきたいです

よね。

西原　ありがとうございます。皆さんの見解を聞いて、私もこれからの双日に自信

を持ちました。

遠藤　IRとしても、こうした会社の優位性や機会、そしてそれを成長につなげる戦

略を、社外に的確に理解してもらえるよう、取り組みの革新を続けなくてはならない

ですし、この当社に存在する成長に向けた「うねり」のようなものも伝えていきたいと

思います。

西原　成長のための明快な強みがあり、ビジネスチャンスも世界に広がっている。

得意な領域で邁進すれば、必ず成長する――。もちろん他社も革新していこうとす

るわけですから、それ以上のスピードと創造性をもって、実行していくことが重要だ

とは思います。 

　今、ここにいる次代を牽引する社員をはじめ、双日の将来を担う人材は、熱意と意

志で溢れています。双日は、次の10年、成長にこだわり、世界で価値を発揮してい

きます。是非、読者の皆様もご期待いただければと思います。

次の10年、
成長にこだわり、
世界で価値を
発揮する。
　成長のための明快な強みが
あり、ビジネスチャンスも世界
に広がっている。各社員が
リーダーシップを発揮し、他社
以上のスピードと創造性を
もって邁進すれば、必ず成長
する。双日は、次の10年、成
長にこだわり、世界で価値を
発揮していく。

座談会：双日のこれからの10年をつくる強みとは

IR室 課長
遠藤  友美絵
（1991年入社）

「広報・IRに従事し、双日のさま
ざまな時代を乗り越えてきまし
た。今後も双日IRの向上に力を
注ぎます。」
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機械部門 エネルギー・金属部門

業績ハイライト

10
△23

10.3 14.3

90

60

30

0

△30

（億円）

11.3 12.3 13.3

34

63

△8

IFRS日本基準

10.3 14.311.3 12.3 13.3

235

93

400

300

200

100

0

（億円）

265 251

127

IFRS日本基準

当期純利益（親会社の所有者に帰属） 当期純利益（親会社の所有者に帰属）

4,068 4,205

0.2
△0.2

10.3 11.3 12.3 13.3 14.3

5,000
（億円）

5.0
（%）

4,000 4.0

3,000 3.0

2,000 2.0

1,000

0

1.0

0

△1.0

3,780
4,161 3,998

0.9
1.6

総資産（左軸） ROA（右軸）

△0.6

IFRS日本基準

10.3 11.3 12.3 13.3 14.3

4,834

5,908

4.8

1.6

7,000

4,000

2,000

5,000

6,000

3,000

1,000

0

（億円）
10.0
（%）

8.0

6.0

4.0

2.0

0

5,437
5,809 5,597

総資産（左軸） ROA（右軸）

5.2
4.5

2.2

IFRS日本基準

▲

 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

主要関係会社
双日マシナリー株式会社
双日マリンアンドエンジニアリング株式会社
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
双日エアロスペース株式会社
MMC Automotriz, S.A.

主要関係会社
Sojitz Coal Resources Pty. Ltd.
Sojitz Energy Venture, Inc.
Sojitz Moly Resources, Inc.
エルエヌジージャパン株式会社
株式会社メタルワン
Coral Bay Nickel Corporation
Cariboo Copper Corporation
Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd.

▲

 エネルギー本部▲

 金属・ユーティリティ本部

総資産・ROA 総資産・ROA

At a Glance

（注） 2010年3月期および2011年3月期は日本基準、2012年3月期から2014年3月期はIFRSに基づく数値を記載しています。

セグメント別概要・業績ハイライト
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化学部門 生活産業部門

▲

 化学品本部▲

 環境資材本部▲

 メディカル・ヘルスケア事業推進室

▲

 食料・アグリビジネス本部▲

 林産・生活資材本部

10.3 14.311.3 12.3 13.3

13
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IFRS日本基準
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4,194 4,200 4,043
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0

△1.0

総資産（左軸） ROA（右軸）

0.3
1.1

3.9

IFRS日本基準

主要関係会社
双日プラネット・ホールディングス株式会社
プラマテルズ株式会社
PT. Kaltim Methanol Industri

主要関係会社
双日建材株式会社
双日食料株式会社
双日ジーエムシー株式会社
双日インフィニティ株式会社
株式会社JALUX

当期純利益（親会社の所有者に帰属） 当期純利益（親会社の所有者に帰属）

総資産・ROA 総資産・ROA
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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

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

 ▲  IPP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

 ▲  ビジネスジェット事業

 ▲  各種エネルギー（LNG、LPG、石油製品、石炭など）販売・
物流

 ▲  製鉄原料（鉄鉱石、石炭など）販売

 ▲  鉄鋼製品の販売

 ▲  各種レアメタル販売

 ▲  鉱産品販売・トレード

 ▲  プラント事業

 ▲  産業機械・ベアリング事業

  ▲  石炭販売・トレード

  ▲  鉄鉱石販売

  ▲  各種レアメタル販売・トレード

  ▲  鉱産品販売・トレード

  ▲  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

 ▲  新造船受発注、中古船仲介、傭船事業

 ▲  石油製品の物流・トレード

 ▲  LNG事業

  ▲  炭鉱事業および石炭トレード

  ▲  鉄鉱山開発および鉄鉱石トレード

  ▲  レアメタル（ニッケル）製錬事業

  ▲  非鉄金属（アルミナ）製錬事業

▲

 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

 ▲  非在来型を含む石油・ガス事業

 ▲  鉄鉱石トレード

 ▲  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）鉱山事業

 ▲  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

▲

 新造船受発注、傭船事業 

 ▲  石油・ガス事業

 ▲  LNG事業

 ▲  石炭トレード

 ▲  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）鉱山
事業、およびレアメタルトレード

 ▲  鉱産品トレード

 ▲  貴金属（パラジウム、白金など）トレード



双日株式会社     アニュアルレポート2014 35

化学部門 生活産業部門

 ▲  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

 ▲  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・アパレル
ブランド事業

 ▲  空港リテール事業

 ▲  繊維OEM事業

 ▲  原木、合板等輸入・
販売事業

 ▲  レアアース調達

 ▲  有機化学品販売

 ▲  樹脂コンパウンド事業

 ▲  合成樹脂販売

 ▲  工業塩の輸入販売

 ▲  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

 ▲  生活雑貨ブランド事業

 ▲  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

 ▲  合成樹脂販売

 ▲  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



機械部門

常務執行役員　機械部門長

喜多 敏彦

絶え間ない構造改革を進め、
安定的な収益基盤を
確立していくことにより、
成長への道を邁進していきます。

「中期経営計画2014」の 
振り返りと見通し
　「中期経営計画2014」において、当部門では、安

定的な収益基盤の確立を重点テーマとし、各事業の

ビジネスモデルを見直すとともに、積極的な資産の

入れ替えを進め、強靭な収益源を積み上げることに

注力してきました。

　こうした中、「中期経営計画2014」の2年目とな

る2014年3月期は、それぞれの施策の実行力強

化や精度向上に努めてきましたが、海外の自動車

関連子会社における為替洗替損の影響により、当

期純損失を計上することとなりました。しかし、この

特殊要因を除けば、当初の計画以上の利益計上と

なっており、これまで取り組んできた成果が十分に

上がってきているものと捉えています。

　海外自動車事業においては、前述の海外子会社

以外では、それぞれ環境変化はあるものの総じて

堅調に推移したほか、航空事業では国内航空会社

向けに合計25機を納入しました。プラントEPC事

業においても、優位性の高いASEANやロシアNIS

に人的資源を集中した結果、ロシア向けのガスター

ビンやアンモニアプラントなどで受注残高を積み

上げました。

　さらに、安定収益源創出に向けた取り組みでも、

大きな進展が見られています。IPP事業では、サウ

ジアラビア（1件）とオマーン（2件）の3プロジェクト

業績サマリー （億円）

13.3
実績

14.3
実績

15.3
見通し

売上総利益 654 706 760

営業活動に係る利益 44 29 —

持分法による投資損益 40 34 —

当期純利益＊ △8 △23 40

総資産 3,998 4,205 —

＊親会社の所有者に帰属

654

287

136

90

141

161

318

107

120

130

180

330

120

760
706

10 11 13 141214.313.3 15.3（見通し）

自動車 インフラプロジェクト・産機
船舶・宇宙航空 その他

900

0

300

600

（億円）

本部別売上総利益推移
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がそれぞれ順調に商業運転を開始したほか、太陽光

発電事業も国内で4件のプロジェクトがクロージン

グを迎えました。また、特筆すべきは、インフラ整

備事業における、契約金額1,100億円（円借款）に

上るインド貨物鉄道軌道敷設工事の受注です。当社

はコンソーシアム・リーダーとしてプロジェクト管理

などを担い、今後4年程度の安定収益を見込むこと

ができます。一方、資産の入れ替えとしても、船舶

事業などで資産売却を進めており、計画以上の結果

を残すことができました。

　事業の構造自体は着実に進化してきており、私自

身、手応えを感じています。2015年3月期は、より

大きな成果をつかみ取るべく、スピードを重視し、

足元の収益を確保するとともに、将来に向けた投融

資についても加速させていきます。業績見通しとし

ても、これまでの取り組みや新規案件からの収益貢

献により、増益を見込んでいます。

今後の戦略
　今後も、絶え間ない構造改革を推進し、安定的な

収益基盤を確立していくという基本方針は不変で

す。事業ポートフォリオとしては、自動車事業が中心

となって収益を牽引する収益構造を変革し、集中事

業領域を中心とした新たな基幹事業を作り上げてい

きたいと考えています。また、コントローラー室の

設置によって、案件創出のスピードは飛躍的に高

まっており、将来の成長を担う重点領域について

は、人員の補充・強化も含め積極的に経営資源を投

下していく構えです。

　自動車事業については、中長期にわたる安定収益

源としていくべく、独自の優位性を持つ組立・ディス

トリビューター事業では、フィリピンで工場移転を通

じた増産体制を構築するほか、ロシアにおいても

メーカーとの協働マーケティングを進めるなど、今

後の拡販に向けた取り組みに注力していきます。ま

た、2014年4月には米国の自動車ディーラー企業

を買収し、販売基盤を拡充しましたが、今後は、他

地域でのディーラー事業の展開強化はもちろん、部

品事業の展開なども企図しており、インドやインド

ネシアに拠点を構築する計画です。

　インフラプロジェクト・産業機械分野では、まず、

集中事業領域のIPP事業に引き続き重点的に経営

資源を投下します。これまでの実績を通じて着実に

ノウハウが積み上がってきており、新たな資産の積

み上げに努めます。交通インフラ事業では、今後も

大きな事業機会が期待できるインドでの貨物鉄道

双日：IPP事業 持分総発電容量

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/
Sohar 2 オマーン 164 2013

Shajiao-C 中国 40 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 1998

Mixdorf＊ ドイツ 24 2011

佐和田 日本 14 ① 2000
② 2005

Tianshi 中国 6 2002

合計 742

＊Mixdorf：太陽光発電事業

15,40015,400

20,00020,000
18,40018,400

19,70019,700

10 11 13 141211.3 12.3 13.3 14.3

タイ プエルトリコ アルゼンチン

25,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

（台）

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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軌道敷設事業に注力します。2014年3月期の受注

案件を橋頭堡に、続いて計画されている大型案件を

取り込んでいきたいと考えています。環境インフラ

事業では、国内での太陽光発電事業やガーナの海

水淡水化事業の早期収益化を図るとともに、新たな

再生可能エネルギー事業への参入を目指します。

　船舶・宇宙航空分野では、国内No.1の地位を誇

る航空事業においても革新を図ります。2014年に

もボーイング社の代理店として大型受注を勝ち取り

ましたが、こうした販売強化に加え、今後、一層の

需要拡大が見込まれるパーツアウト事業を強化する

ほか、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ます。

　また、産業情報分野では、経営体制の刷新と事業

構造の再構築を果たし、今後の発展に向けた基盤

が整ったことから、トータルソリューション分野への

注力など、新たな成長戦略を進めていきます。

中長期的な展望
　世界には社会的な課題が数多く存在しています

が、こうした課題に対し率先して解決に導いていくこ

とこそ、商社の役割だと捉えています。新興国での

インフラ整備などは分かりやすい例ですが、本当に

必要とされる事業は、中長期的にも需要があり、成

長していく事業といい換えられます。そして、私た

ちが発揮していく価値を広げていくためには、こう

した事業の規模と数を増やし、業容を拡大していく

ことも必要です。

　成長とは3年前、5年前の打ち手によって作られ

るものであり、そのため将来に向けては新たな挑戦

を続けなければならないというのが私の持論です。

社員には、社会に必要とされる事業を、自らが生み

出し、切り開いていく、という商社ならではの喜びを

大いに享受してもらいたいと思いますし、これまで

の取り組みの成果から、社内の風土も、より前向き

で変革を楽しむものへと変わってきています。

　今後も外部環境は目まぐるしく変化していきます

が、その変化を成長に結び付けるべく、社員一丸と

なって新たな挑戦を積み重ね、安定的な収益基盤

の確立を通じ、双日の収益を牽引するような部門に

していきたいと思います。是非、ご期待ください。

機械部門

インフラ・プラント実績一覧 

地域 案件名

ロシア

アンモニア・メタノール・尿素プラント

アンモニアプラント

アクリル酸プラント

ガスタービン設備

トルクメニスタン
硫酸製造プラント

アンモニア・尿素製造プラント

ガーナ 海水淡水化事業

アンゴラ セメントプラント

中国 製鉄会社向け製鉄プラント

イタリア 製鉄会社向け製鉄プラント

サウジアラビア 発電所向け変圧器

インド デリー～ムンバイ間貨物鉄道軌道敷設工事
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Feature Project

デリー～ムンバイ間貨物専用鉄道（DFC西線）計画路線

581.4 626.2
682.4

744.6
804.1 836.6

892.2 926.4
975.2 969.8

1,009.7

出典 ： Ministry of Railways
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インドにおける鉄道貨物輸送量

JNPT港
ムンバイ

イクバルガー

レワリ
ダドリ

デリー

ー

受注区間

※  DFC西線はデリー近郊の貨物駅ダドリとムンバイ近郊のJNPT港を結ぶ路線です。

インド鉄道プロジェクト事業
～強みを活かした安定収益基盤の創出～

　安定収益源の確立に向け、双日が注力する事業
の一つに交通インフラ事業があり、当該事業の象徴
的案件として、2013年 6月、インドにて契約金額
1,100億円に上る大型貨物鉄道軌道敷設工事を受注
しました。
　当プロジェクトは、インドの国家プロジェクトであり、
日本にとっても史上最大規模の円借款事業であるデ
リー～ムンバイ間貨物専用鉄道（以下、DFC西線）の
第一区となる626kmの軌道敷設工事で、関連する土
木工事や橋梁・貨物駅舎の建設なども含みます。日印
経済協力の目玉である「デリー～ムンバイ間産業大動脈
（DMIC）構想」の根幹を成す事業でもあります。
　双日は、インド最大の総合エンジニアリング会社で
あるラーセン＆トゥーブロ社と共同で主契約者となり、
コンソーシアム・リーダーとしてプロジェクト管理など
を担います。2013年8月の着工から2017年に予定
されている完工まで、進捗に応じて安定収益が見込め
ます。加えて、グループ会社の株式会社メタルワンか

らのレール調達などにより、グループ全体への波及効
果も少なくありません。
　現在、ムンバイ港から首都デリーまでの貨物鉄道輸
送は3日ほど必要としますが、DFC西線の開通により
1日に短縮されるなど、インフラの未整備がボトルネッ
クとなっているインドの経済成長に大きな貢献が見込
めます。また、2014年5月に誕生したインド新政権で
も鉄道インフラ整備を重要な課題としてあげており、
DFC西線以外にも多くの都市鉄道、高速鉄道整備な
ど、さまざまな事業機会が今後期待されます。双日は、
長い事業展開の歴史の下、多くの強みを持つインドに
おいて、交通プロジェクト事業の積極的な拡充を図り、
強力な安定収益基盤を構築していきます。

•  円借款による1,100億円規模の大型プロジェクト
•  逼迫する物流需給の解消により、インドの経済発展、インフラ整備に大きく貢献
•  本プロジェクトの受注を足掛かりに、今後も拡大を続けるインド鉄道プロジェクト市場への
さらなる参画を目指す
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自動車本部 船舶・宇宙航空本部

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堅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Global Best 
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ウクライナ問
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ています。
ビジネスジェット事業では、税制に関する知識や運用面に
おける経験を活かした機体販売を核とし、販売後の運航・
整備といった機体の総合管理やチャーター販売による資
産運用支援、また機体入れ替えのコンサルタントといった
一気通貫したビジネスモデルを確立しています。
　2014年3月期は、国内大手航空会社向けに、民間航空
機を25機納入しています。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。
　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「環境」および「エコ」をキーワードとした各種関連機器
の販売強化や、シェールガス輸送需要に伴い建造が増え
るガス船や海洋開発、オフショア関連などの新規取引の機
会も探っていきます。

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増と都市部への
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
に取り組んでいます。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開始、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や運営で培ったノウハウを活か
し、日本国内で合計106MWの太陽光発電事業の開
発を完了し建設に着手しました。再生可能エネルギーの
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する計画
です。また、水事業分野ではガーナの海水淡水化プラン
トの建設を進めており、今後も世界規模での水需要の増
大に応えていきます。

　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
ニーズに合わせた総合ITソリューションを提供しています。

　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
道インフラ構築、輸送事業、さらにはアジアを中心に成
長著しい空港インフラ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。
　2014年3月期は、ロシア向け大型アンモニアプラン
トを受注し、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。
　今後も引き続き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。このほか、
半導体実装機分野の海外販売・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3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）

▲
▲

機械部門

サウジアラビア「リヤドPP11」

連続焼鈍設備
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エネルギー・金属部門

専務執行役員　エネルギー・金属部門長

水井 聡

収益基盤の中身を大きく変革させながら
収益規模を拡大し、
ステークホルダーの皆様からの
ご期待に応えられる部門としていきます。

業績サマリー （億円）

13.3
実績

14.3
実績

15.3
見通し

売上総利益 310 237 240

営業活動に係る利益 △2 △112 —

持分法による投資損益 95 162 —

当期純利益＊ 127 93 145

総資産 5,597 5,908 —

＊親会社の所有者に帰属

310

107

109

92
2
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85

84

80

160

240237

10 11 13 141214.313.3 15.3（見通し）
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鉄鋼・金属資源 その他
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金属・ユーティリティ
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本部別売上総利益推移

「中期経営計画2014」の
振り返りと見通し
　「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、当部門を取り巻く環境は、逆風といわざ

るを得ません。2014年3月期においても、中国を

はじめとする新興国経済の成長鈍化の影響を受け

て、石炭価格やモリブデンなどの金属価格が低迷

し、前期に続き厳しい環境となりました。また、バイ

オエタノール生産会社の連結除外により、持分法投

資損益は改善したものの、石油・ガス田およびモリ

ブデン権益の減損損失を計上し、当部門の業績は

減益となりました。

　一方、当期に注力したコスト削減への取り組み

は、十分な成果を出すことができました。特に、石

炭においては、豪州 ミネルバ炭鉱で培った操業ノウ

ハウの下、各権益で資材費・メンテナンス費など各

種コストの削減を図り、価格低迷の影響を最小限に

とどめることができたと捉えています。加えて、収

益基盤の強化に向けた「資産の入れ替え」において

も、大きく前進することができました。この2年間で

は、国内でエネルギー関連会社を売却したほか、資

産効率の観点から資源権益の売却も行いました。

　2015年3月期の資源価格についても、今後は上

向いていくと見る向きもありますが、当社では引き
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続き厳しい状況が続くと想定しています。例えば、

石炭価格は、2014年3月期以上の低迷を予想して

おり、モリブデンなどは足元で回復してきています

が、2014年3月期と同水準にとどまると見込んで

います。

　こうした中、2015年3月期も当社は、一層のコス

ト削減と生産管理を強化し、収益確保に努めます。

業績については、これまでの収益性強化施策がさら

に奏功してくることに加え、2014年3月期に計上し

た減損の反動による増益を見込んでいます。今後

の成長に向けた新規投融資については、コントロー

ラー室による迅速なリスク管理体制の下、スピード

感を持って積極的に取り組みます。

　また、これらの取り組みを進める上で、体制面の

再編も行いました。従来の石炭・原子力本部と鉄鋼・

金属資源本部を統合することで、ノウハウの共有と

共通の取引先に対する対応力の強化を図り、機動性

と収益性を高めていきます。

今後の戦略
　中長期的に見れば、新興国の経済成長に伴ってエ

ネルギー・金属資源はますます必要とされ、資源価

格についても需要の伸びに沿っていずれ上昇してい

くものと見ています。しかし、権益を確保し、そこか

ら資源を調達・供給していくというビジネスモデルだ

けでは、市況価格への依存が大きく、収益のボラ

ティリティは高くならざるを得ません。加えて、

シェール革命に代表される今後の技術革新に鑑み

ても、資源産業のグローバルな需給構造は変化して

くることが想定されます。権益投資と物流・トレー

ディングを重視していくことは変わりませんが、今

後は、よりバリューチェーン全体を捉え、川中分野・

川下分野への進出とともにビジネスモデルを構築し

ていく考えです。

　石炭事業については、多彩な供給ソースを有する

だけでなく、現在、ミネルバ炭鉱への経営参画を通

じて業界の中でも一層高いプレゼンスを発揮してい

ます。今後は、こうした強みを活かし、既存権益の

拡充や新規投融資によって優良資産を積み上げて

いくとともに、ロジスティクス事業やコールターミナ

ル事業、さらには石炭発電事業など、バリュー

チェーンを川下方向へ広げ、新たな収益源の創出を

手掛けていきたいと考えています。需給構造が大き

く変わるであろうLNG事業についても、業界におけ

る長年の実績、ノウハウ、ネットワークを活かし、西

アフリカや北米での案件検討を進めるとともに、化

（百万トン）

出典 ： IEA

10 11 13 141211 20（予測） 25（予測） 30（予測）

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

5,391

6,003 6,160 6,2556,255

北米・中南米 欧州・ロシア
中東・アフリカ 中国 その他アジア

0

世界の石炭需要見通し 主要資源価格推移

単位 2009 2010 2011 2012 2013

原油1

（Brent)
ドル／
バレル 61.9 79.6 111.0 112.0 108.8 

石炭1

（一般炭)
ドル／
トン 77.0 106.0 130.1 103.2 90.6 

モリブデン2 ドル／
ポンド 11.0 15.7 15.5 12.8 10.3

ニッケル1 ドル／
ポンド 6.7 9.9 10.4 8.0 6.8 

出典： 1 IMF Primary Commodity Prices
 2 『Metals Daily』
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学部門とも連携するなど、ガスケミカル事業への展

開を図っていきたいと考えています。

　一方、強みを持つレアメタルでは、顧客のニーズ

を的確に捉えたトレードの強化によってさらなる

マーケットポジションを確保し、改めて収益貢献して

いくことが重要だと捉えています。また、カナダの

モリブデン鉱山や銅鉱山、豪州のアルミナ製錬事業

などでは権益拡張を行っており、これらの着実な収

益化にも努めます。さらに、世界のトップポジション

を誇るブラジルの生産会社に出資したニオブについ

ては、高い市場シェアを背景に引き続き堅調な収益

を計上していきます。鉄鉱石については、需要動向

が中国経済の影響を大きく受けることから、現在取

り組んでいる豪州の鉄鉱山開発を着実に進め、競争

力のある投融資を行っていく方針です。

中長期的な展望
　世界の資源需要が増加し続けていく以上、安定的

な供給を果たしていくことが私たちの使命です。そ

して、資源が有限であることに鑑みれば、新たなエ

ネルギー・資源の開発を行っていくことも必要であ

り、資源国の発展に向けては、単に資源を開発・供

給するだけでなく、その地域内で生産・加工などの

産業を興し、新規市場を創出していくことこそ、総

合商社ならでは価値だと思います。

　厳しい市況が続く資源業界ですが、本年4月に部

門長に就任した私の役割は、苦境下での収益コント

ロールではありません。もちろん、足元の収益確保

は大切なミッションですが、重要なのは、再び勢い

のある攻めの組織に変革していくことだと捉えてい

ます。今後、当部門では、市場の変化を機敏に捉え、

革新的な取り組みを積極展開していけるよう、前線

の人材配置も機動的に運用するとともに、展望ある

施策を打ち続けます。また、現場に出向く頻度を増

やし、スピーディな事業展開を促進していきます。

　6,000億円近い資産を持ちながら、2%に満たな

いROAという現状は、ステークホルダーの皆様の

ご期待に沿っていないと認識しています。収益基盤

の中身も大きく変革させながら、収益規模を拡大さ

せるべく、当部門は全力で挑戦を続けていきます。

エネルギー・金属部門

 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）

石油、ガス（北海）石油、ガス（北海）

 LNG
（カタール）
 LNG
（カタール）

 LNG
（インドネシア）
 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
（テキサス、メキシコ湾）

石油・ガス・LNG
石炭
合金鉄
非鉄金属
その他

石炭（豪州）

 石炭
 （インドネシア）

 ニオブ
（ブラジル）

双日：権益マップ

一般炭 PCI炭 原料炭

701
744

801
900

600

300

0

（万トン／年)

14.3 15.3（予測）13.3

双日：石炭権益持分生産量
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Feature Project

　世界のエネルギー
事情が大転換する
「シェール革命」によ
り、LNGの重要性は
増しており、需要は
今後も着実に伸長し
ていくことが見込ま
れています。

　こうした中、双日では、総合商社としての使命を果た
すべく、LNG事業のさらなる拡大に注力しています。
双日は従来、グループ会社のエルエヌジージャパン株
式会社を通じて権益を保有し、需要家への長期安定供
給に貢献してきましたが、拡大する需要に対し、まず
は、既存プロジェクト（タングーLNG）での増産を進め、
供給能力の増強を図っています。さらに、独自のLNG
事業として、2019年ごろの生産・出荷開始を目指して
西アフリカや北米でのLNGプロジェクトへの参画を検討
するとともに、スポットのトレーディングでも徐々に実績
を積み上げています。こうした取り組みにより、持分
権益量を現状の年間40万トンから2020年ごろには
倍増させ、取扱数量に
ついても、現在の年間
280万トンから400万
トン規模への増加を
目指しています。
　一方、シェール革命
による天然ガスの増
産に伴い、LPGの生
産も増加することか
ら、今後、北米からの
LPG供給量も拡大が

予見されています。双日では、すでに北米のサプライ
ヤーと複数年での購入契約を締結しており、今後、輸入
需要が増大すると見込まれるアジアへの安定供給を
図っていきます。
　双日ではこうしたガス市場自体の進展を捉え、将来へ
の布石として、LNG液化やLPG製造、インフラ整備、
さらには化学品製造などの検討を進めており、バリュー
チェーン全体で価値発揮に取り組んでいます。

•  タングーLNGプロジェクトでの増産を進め、供給能力を増強
•  長年培ってきた経験・ノウハウを活かし、西アフリカや北米でのLNG案件の検討に着手
•  今後、需要が拡大するLPGにおいても調達先を確保しており、安定供給を図る

ガス事業（LNG・LPG）
～市場の進展を捉えた価値発揮～

ガス事業拡大に向けた今後の取り組み

市場のニーズ／意義 双日の取り組み

①長期安定供給｠ • エネルギー安全保障 •  インドネシア・タングー増設プロジェクト
（従来型のメジャー主導大型プロジェクト）

②低価格 • LNG調達コストの引き下げ
• 供給源の多様化

•  北米LNGプロジェクト＋LNGトレード 
（原油価格リンク→北米ガス価格リンク）
•  ガスバリューチェーンの構築

③供給柔軟性 •  原発再稼動や
ピーク需要への対応（需給調整）

•  西アフリカLNGプロジェクト＋LNGトレード
（欧州／日本向け購入オプション）

3,370

3,957
4,322

4,646

北米・中南米 欧州・ロシア
中東・アフリカ 中国 その他アジア

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
20（予測） 25（予測） 30（予測）11

（Bcm)

世界の天然ガス需要見通し

出典： IEA
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エネルギー本部

本部別事業概況

石油・ガス上流事業
　石油・ガス事業の上流分野では、当社独自のネットワー
クを活かし、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、幅広い地域に分散投資する
ことで、地域的なバランスの取れた権益資産ポートフォリ
オを構築しています。今後は、保有権益の安定操業に加
え、生産されるガスの有効活用や、LNG事業やLPG製造
事業、ガス火力発電事業など、上流から中下流へのバ
リューチェーン展開につなげることのできる、より付加価
値の高いビジネスモデルの構築に注力していきます。

石油・ガス中下流事業
　石油・ガス事業の下流分野では、ガソリン・灯軽油・重油・
アスファルトなどの石油製品や、LNG・LPGなどガスのト
レーディング事業を展開しています。国内市場向けの石
油製品の輸入・国内販売のほか、子会社の東京油槽株式
会社を通じて物流・タンクターミナル事業を行っていま
す。また中流分野では、エネルギー需要が拡大するアジア
市場向けに、シンガポールの子会社を通じた石油製品お
よびガスのトレーディング・販売事業にも取り組んでおり、
今後は天然ガスの増産に伴い供給の増加が見込まれる
北米産LPGのアジア地域への供給も進めていきます。

LNG事業
　当社は、アジア新興国でのエネルギー需要の高まり
に対応し、日本でエネルギー効率と環境面で火力発電
向けの燃料として重要度が増しているLNGの安定供給
に貢献しうるLNG事業に取り組んでいます。上流分野
では、当社50%出資のエルエヌジージャパン株式会
社を通じて、カタールやインドネシアにおいて競争力の
ある大規模LNG事業に参画し、主に国内の電力・ガス産
業への安定供給に貢献しています。さらに、ガス開発で
コスト競争力に強みのある西アフリカや、シェールガス
開発が進む北米地域などからもLNGの輸出に取り組む
ことにより、供給ソースの多様化を通じて、将来のガス
調達コストの低下にも貢献していきます。今後は、当社
が権益を保有するガス田から生産されるガスを有効利
用した液化・製造・輸送事業、周辺のインフラ事業やガス
火力発電事業への展開など、ガスバリューチェーンにお
ける事業領域の拡充を通じて、収益の拡大を目指して
いきます。

石油、天然ガス、LNG、LPG、石油製品（ガソリン、灯軽油、重油、アスファルトなど） 
▲

 

カタール国沖合 カルカラ油田東南第一鉱区

インドネシア タングーLNG基地
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金属・ユーティリティ本部

石炭事業
　石炭事業では、国内の鉄鋼・電力・一般産業向け販売、
三国間トレーディングおよび海外炭鉱権益投資を展開し
ています。物流・トレーディングでは、豪州炭に加え、日本
向け輸入でトップシェアのロシア炭やインドネシア炭の
取扱いにも注力し、国内向け販売量の拡大を目指すほ
か、2012年の中国・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通じて、アジア市場向け販売の
強化にも取り組んでいます。海外権益投資では、豪州に
おいて当社が96％出資するミネルバ炭鉱で独自のオペ
レーター機能を保有しており、また日本の商社として
初めてインドネシアの炭鉱権益にも投資しています。今

後も、当社の操業ノ
ウハウを活かし、顧客
ニーズに沿った競争
力のある権益の獲得
と、良質な炭鉱の開
発操業に取り組んで
いきます。

鉄鋼・製鉄原料事業
　鉄鉱石分野では、従来強みを有する対日輸入取引に
加え、中国などの第三国向けの販売の強化に取り組んで
います。また、西豪州では、サウスダウン鉄鉱山開発プロ
ジェクトの推進により、独自ソースの拡充にも取り組んで
います。
　レアメタル関連では、ニオブ、ニッケル、モリブデンなど、
当社が高い取扱シェアを有する商品では、海外権益の保
有を通じて独自ソー
スを確保し、それぞれ
のバリューチェーンに
おいて重要な役割を
果たしています。
　鉱産関連では、蛍石
や耐火物の物流・トレー

ドにおいて高い取扱シェアを維持しています。また中国に
おいて、石灰製造事業や子会社による電極原料製造事業
へも参画しており、今後も中国やアジア域内でのトレード
拡大を目指していきます。
　鉄鋼製品分野では、当社が40%出資する日本最大級の
鉄鋼総合商社である株式会社メタルワンを通じて事業を
展開しています。今後も、当社が取り組むエネルギー分野
などにおける連携を推進し、鉄鋼製品のグローバル・バ
リューチェーンを構築していきます。

非鉄・貴金属事業
　非鉄金属（アルミ、銅、亜鉛など）および貴金属（金、銀、
プラチナ、パラジウムなど）のトレードおよび権益投資を
行っています。権益投資では、西豪州において世界有数
の競争力を持つワースレーアルミナ製錬事業に、資源大
手のBHP Billiton社と共同で参画しています。また、カ
ナダのジブラルタル銅・モリブデン鉱山に加え、チリでも
銅探鉱開発プロジェクトを推進しており、今後も新たな
権益確保に取り組んでいきます。

原子力・ユーティリティ事業
　当社は、世界最大の原子力総合メーカーであるアレバ
グループの日本総代理店として、国内の電力会社向けに
原子力燃料に関する各種サービスを提供しています。ま
た、2013年より日本初の産業用デマンドレスポンスの実
証実験に取り組むなど、国内の電力システム改革の中
で、安定的かつ効率的な電力供給システムの構築に貢献
していきます。

石炭（一般炭、PCI炭、原料炭）
鉄鉱石、鉄鉱石ペレット、還元鉄、鉄鋼製品
レアメタル（モリブデン、ニッケル、ニオブ、バナジウム、 
タングステンなど）

鉱産品（蛍石、ジルコンなど）、鉄鋼副資材（耐火物など）、 
炭素材・炭素製品
非鉄金属（アルミナ、銅精鉱、銅地金など）、 
貴金属（金、銀、プラチナ、パラジウムなど）
原子力燃料サイクルに関するサービス、原子力関連機器

▲
▲
▲

▲
▲

▲

エネルギー・金属部門

ブラジル CBMM社ニオブ製錬工場

豪州 ミネルバ炭鉱
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化学部門

常務執行役員　化学部門長

田中 勤

業績サマリー （億円）

13.3
実績

14.3
実績

15.3
見通し

売上総利益 346 384 400

営業活動に係る利益 104 140 —

持分法による投資損益 △0 6 —

当期純利益＊ 32 79 80

総資産 2,746 2,803 —

＊親会社の所有者に帰属

346

214

100

32

255

98

31

270

30

100

400384

10 11 13 141214.313.3 15.3（見通し）

化学品 環境資材 その他

500

0

100

300

400

200

（億円）

本部別売上総利益推移

「中期経営計画2014」の 
振り返りと見通し
　トレードビジネスを主体とする当部門は、さらなる

拡大を目指し、「中期経営計画2014」では上流分野

への事業投資も含め、バリューチェーンの継続的な

強化を進めています。

　2014年3月期の業績は、化学品本部、環境資材

本部、双方でアジアの成長を確実に収益につなげ、

大幅増益とすることができました。「中期経営計画

2014」の最終年度の目標についても、1年前倒しで

達成した格好です。特にメタノール事業では、事業

会社を構えるアジア地域で需要が大きく拡大してい

ることと、市況が上昇傾向にあったことを背景に、

好調に推移しました。

　加えて、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、順調に進捗していま

す。2011年から着手したインドでのマリンケミカル

事業では、2013年4月から商業生産を開始してお

り、当社全体のインド塩年間取扱数量は280万トン

となりました。ブタジエン事業は、北米での事業、

中国・インドなどでの販売が好調に推移するほか、

シェールガス・シェールオイルの掘削に使用される

バライト事業では、2015年3月期からの本格的な

収益貢献に向け、生産増強およびマーケティング活

動を進めています。

　また、体制面の成果としては、コントローラー室

付加価値を高めていく
提案を積み重ね、
安定収益を出し続けながら
収益規模の拡大を果たしていきます。

付加価値を高めていく
提案を積み重ね、
安定収益を出し続けながら
収益規模の拡大を果たしていきます。
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付加価値を高めていく
提案を積み重ね、
安定収益を出し続けながら
収益規模の拡大を果たしていきます。
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の設置があげられます。当部門の顧客は、国内外

で5,000社を超えており、取扱商品も極めて多岐

にわたり種類も膨大です。こうした中で、現場での

リスクマネジメント力の向上や迅速な管理が実現で

きる体制が整えられたことは、非常に大きな意義を

持ちます。

　2015年3月期については、引き続き変化の激し

い外部環境に対応していくことで、取り組みを拡大し

ていきます。アジアを中心とした化学品関連取引な

ど、ベースとなるトレーディングの収益は今後も底堅

く推移すると見ており、計画以上に好調であった

2014年3月期との比較でも、若干ではありますが、

増益を見込んでいます。また、次期中期経営計画を

見据え、バリューチェーンのさらなる強化に向けた事

業投資についても、積極的に取り組んでいきます。

今後の戦略
　今後、化学産業を取り巻く世界の流通構造は大き

く変わっていきます。各メーカーの拠点は、アジア

全域に拡大していくでしょうし、アジア域内の物流は

飛躍的に伸長することも間違いありません。また、

北米のシェール革命によって、さらなる構造変化が

起きてきます。

　当部門では、こうした構造変化を事業機会と捉え

て、一層の成長を果たすべく、まずは当社ならでは

の強みを持つ分野を拡大していくことに注力します。

　具体的には、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・大洋州や米州、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構築を目指しま

す。また、現在のノウハウを活用することで、メタ

ノールという枠だけでなく、より幅広くガスケミカル

全体の取り組みを強化していきたいと考えていま

す。市場のプレゼンスが一層高まっている工業塩を

はじめとするマリンケミカル事業では、インドでの生

産をさらに強化し、2016年3月期には双日全体の

インド塩年間取扱数量を500万トン体制としていく

計画です。工業塩の生産過程で生産される農業肥

料用カリウム（SOP）や臭素なども、2015年3月期

からは本格的な取り組みを開始していきます。バラ

イト事業については、2015年3月期から収益貢献

してくることを見込んでいますが、メキシコの拠点

を足掛かりに、ドリリングケミカル事業として他の化

学品アイテムにも進出していく構えです。業界トッ

プポジションを確立しているレアアース事業では、

従来の中国との取引に加え、豪州 ライナス社での

世界とアジアのメタノール需要量
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製品出荷が始まっており、今後は本格的に稼動し収

益を拡大させていきます。

　これらの取り組みに加え、将来への布石として、

バイオコハク酸、ひまし油誘導品、グリーンポリエチ

レンといった、グリーンケミカル事業を加速していき

ます。さらに、ライフサイエンス分野では、メディカ

ル・ヘルスケア事業推進室を設置し、新たに海外医

療分野に進出することとしました。2014年4月には

国内の病院支援事業会社へ出資を行っており、今後

は同社とともにアジアを中心に日本式医療サービス

や病院運営システムを輸出していく計画で、すでに

ASEAN諸国や一部新興国において複数のプロジェ

クトを検討しています。

中長期的な展望
　産業界における血液ともいわれる化学産業。世界

の各産業を循環させていく存在であり、新興国の成

長とともに、その市場規模はまだまだ伸長していき

ます。例えば、建築や食品包装を取ってみても、生

活の利便性の向上とともに、化学品の需要が拡大し

ていくことは自明の理です。

　こうした中、私たちは世界を結び、その循環をよ

り活性化させていく役割を担っています。当部門が

価値を創出し、中長期的な成長を果たしていくため

には、バリューチェーンの中でいかに付加価値を付

けられるか、そして、その提案の積み重ねが必要だ

と捉えています。

　そこで重要となるのは、やはり人材です。人材育

成は経営の根幹であり、新たな機会をつかみ、ス

ピード感のある事業拡大を実現するためには、社員

個々の成長が欠かせません。現在でも、若手社員

をインドネシアの事業会社に派遣して事業経験を積

ませたり、海外現地法人のスタッフに積極的な教育

研修を行ったりとレベルアップを図っていますが、中

長期的な成長に向けて、こうした取り組みをさらに

強化していきます。

　当部門は、競合他商社と比較しても大きな事業規

模を誇っていると自負していますが、さらに上を目

指していかなくてはなりません。グローバルなネッ

トワークを広げることにより、安定収益を出し続けな

がら収益規模の拡大を果たし、ステークホルダーの

皆様からの期待に応えていきます。

化学部門

レアアース
（ライナス社マレーシア工場）

レアアース
（豪州 ライナス社）

メタノール
（インドネシア）

バライト
（メキシコ）

ブタジエン
（ブラジル）

マリンケミカル
（インド）

双日：重点事業と製品の流れ
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　双日の合成樹脂事業の中核を成すのは、業界トップ
クラスの樹脂専門商社である双日プラネット株式会社。
2014年で設立から10周年を迎える同社では、他の専
門商社とは異なり、総合商社のネットワークを活用し
た、三国間取引も含めたグローバルな展開を図れる強
みを保有しており、現状グローバルベースで、約100
万トンの樹脂取扱いを行っています。
　車両、家電、OA、包装材料、電子材料といった既存の
収益基盤の強化に向けては、インドネシアやタイ、インド
などの成長市場での販売を拡大するとともに、新たなコ
ア事業の確立を目指し、この数年取り組んできた太陽光
パネルやタッチパネルなどの展開を加速させています。
2014年3月期においても、中国大手の太陽光モジュー
ルメーカー2社と戦略的提携を締結しています。
　さらに、将来の成長に向けて注力しているのが、今
後、世界市場が5倍ほど伸長すると見込まれるサトウキ
ビ由来のバイオプラスチック樹脂「グリーンポリエチ
レン」事業です。南米最大の化学メーカーであるブラ
スケム社から「グリーンポリエチレン」の販売代理権を

獲得しており、樹脂から加工製品までのサプライ
チェーン構築ノウハウを駆使し、日本・アジア・オセアニ
ア地域での販売を強化することで、3年後には年間取
扱量2万トン規模を目指しています。
　双日では、同社を中心に、石油由来製品に頼らない
化学品・樹脂分野の発展や、地球温暖化防止に貢献す
るグリーンケミカル事業を拡充し、次世代の収益の柱
に育てていく方針です。

Feature Project

•  既存の収益基盤の強化に向けたインドネシアやタイ、インドなどでの販売拡大
•  今後の需要拡大が見込まれるグリーンポリエチレン事業において、樹脂から加工製品までの
サプライチェーン構築ノウハウを駆使し、次世代の収益の柱に育成

合成樹脂事業（双日プラネット）
～グローバルレベルでの展開加速～

グリーンポリエチレンの商品用途

グリーンポリエチレンは石油由来のポリエチレンと同様、ゴミ袋、レジ袋、ボトルなどの容器を
はじめコンテナ、テープ、各種フィルムなどに使用されます。

▲

求められる特性
①地球温暖化を防止すること
②化石資源の使用削減に寄与すること

生物ベース／非生分解性製品 生分解性製品
出典：European Bioplastics/
 Institute for Bioplastics and Biocomposites
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化学品本部

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、DME・バイオ
ディーゼル・ガソリン
への直接添加などの
燃料用途として使用

されています。最近では、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新しい技術（MTO/Methanol 
to Olefin）も出現しており、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、PT. Kaltim 
Methanol Industri（KMI）に85％出資しており、製品であ
るメタノールを、アジアのお客様を中心に販売しています。
KMIは成長市場であるアジアに近いことから、短納期で、小
ロットから大ロットまでさまざまなデリバリーに対応できる
ため、市場で高い評価を得ています。当社は、KMI品と市場
からの外部調達品を両輪に、アジア市場におけるプレゼン
ス強化を図っており、メタノールビジネスで蓄積された
マーケティング・物流機能を利用し、他液体化学品の拡大
も進めています。また、伸びゆく市場ニーズに対応するた
め、競争力のある原料が確保できる地域において、第二の
KMIの立ち上げを目指しています。

合成樹脂事業
　合成樹脂は一般的に
「プラスチック」と呼ば
れ、自動車部品、家電
製品、OA機器、包装
資材などのあらゆる
分野で使用されてい
る石油化学製品です。
当社は、100％出資子
会社で業界トップクラスの合成樹脂専門商社である双日
プラネット株式会社を通じ、ビジネスを展開しています。ポ
リプロピレン、ポリエチレンといった汎用の合成樹脂原料、
高機能のエンジニアリングプラスチック、合成樹脂原料を
使用し作られるゴミ袋やレジ袋に加えて食品用フィルム、
太陽光パネルといった製品や部品製造に必要な合成樹脂
成形機・金型まで、幅広い商品を販売しています。
　当社は、日本国内はもとより、中国や米国の販売子会
社、当社海外法人、提携する現地資本の販売会社など全
世界に販売ネットワークを有していますが、世界需要は新
興国を中心に拡大を続けており、その需要を取り込むべく
事業買収を通して販売ネットワークの強化、全世界での販
売数量拡大を目指していきます。

ベースケミカル事業 
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、
合成樹脂原料・製品

▲

合成樹脂原料

　当社は、先進国においては少子高齢化、新興国において
は経済成長を背景に、今後とも質・量の両面で需要の増
大、市場の成長が見込まれるメディカル・ヘルスケアを重
点分野と位置付け、事業参画を通じた新規ビジネス構築・
創出に取り組んでいます。
 とりわけ、世界でも最高水準の健康指標を達成・実現し
てきた日本の医療技術、病院オペレーションノウハウな
どを、新興国をはじめとした海外に展開すべく、医療サービ
ス提供の中核となる病院への支援事業ならびに医薬品な

ど病院周辺事業への取り
組み強化を通じて、より良
い医療環境を実現し、地
域社会に貢献します。ま
た、双日コスメティックス
株式会社では、常にお客
様のニーズにお応えする
化粧品の開発とサービスの提供を行っていきます。

国内医療機関の経営効率化・高度化
ノウハウを海外に展開

インドネシアにおけるメタノール製造工場

メディカル・ヘルスケア事業推進室
病院支援事業および病院周辺分野における物流取引（医薬品など）と各種サービス事業
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】

 
▲

 

 
▲
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環境資材本部

工業塩事業

　毎日の食卓に欠かすことのできない塩ですが、日本で
も食用に使われる塩は全消費量のうちの1割ほどにすぎ
ず、そのほとんどが工業用の原料（工業塩）として使用され
ています。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ができない基礎原料とし
て多様な用途で使用され、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、塩素は水道水
殺菌剤、塩化ビニル樹脂原料、ウレタン原料、各種塩素誘
導品など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。当社ではインドおよび豪州に工業塩（天日塩）の供給
元を確保し、長年にわたり、日本を中心としたアジアおよび
中東市場に供給を続けることで拡大する需要に応えてき
ており、その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、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Archean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、その後、順調に生産および出荷を継続してい
るところです。これにより当社の工業塩取扱量は倍増が実
現できることとなり、引き続き長年の塩事業展開において
培った知見を活かしながら、今後も成長が見込まれる市場
に向けて安定供給責任を果たしていきます。

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90％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
品の取扱いを昨年より開始し、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・リサ
イクル事業を展開す
る企業にも出資してお
り、中国内外からの安
定調達、希少資源の再
利用などにより日本の
レアアース産業の発
展に寄与しています。

バライト事業
　当社が出資するメキシコのバライト生産会社、CPC 
SOJITZ MINERIA S. DE R.L. DE C.V.は2013年に操
業を開始、2014年には販売を開始します。
　石油・ガス掘削泥水に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続いている注目
度の高い鉱物資源です。また、掘削に使用される液体・流体
には、バライト以外にも数多くの材料が使用されますが、当
社はバライト事業を足掛かりに、関連アイテム（ドリリング
ケミカル）の取扱いも開始しました。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
注力しています。

希少資源・環境資材事業 
レアアース、リチウム、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、バライトなど

▲

化学部門

ライナス社 マレーシア工場 排ガス処理
プラント

当社が出資したメキシコのバライト鉱山

ACIPL社製工業塩

ライナス社 豪州レアアース選鉱プラント
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「中期経営計画2014」の 
振り返りと見通し
　2014年3月期は、これまでの取り組みが形を成

し、定性・定量の両面で大きな進展を果たした1年と

なりました。

　業績面では、コア事業である肥料事業と海外工業

団地事業が収益を牽引するとともに、持分法による

投資損益の増加などにより、当初計画を大きく上回

る大幅増益となりました。肥料事業は、タイ、ベトナ

ム、フィリピンの3事業会社が、ともに過去最高益

を達成しています。原料価格の低減といった追い風

に加え、これまで取り組んできたマーケティングの

強化施策が奏功し、高品質・高付加価値ブランドとし

て、圧倒的なプレゼンスを発揮するに至っています。

海外工業団地事業は、ベトナムやインドネシアに向

けた日系企業への販売が好調に進展したことに加

え、工業団地におけるインフラを含めたサービスの

提供も順調に推移しています。

　新規投融資においても、各種事業投資案件が順

調に進んでいますが、中でも最大の成果は、今後の

成長の一翼を担うブラジルでの農業・穀物集荷・ト

レーディング事業への進出です。これは、ブラジル・

CGGグループへの出資を通じ、穀物（大豆・コーン・

綿花など）の取扱量拡大を実現するとともに、現在

開発が進められているブラジル北部にあるイタキ港

でのインフラ整備を行い、物流面でも競争力向上を

生活産業部門

常務執行役員　生活産業部門長

武井 正人

真のバリューチェーンを創出し続け、
もう一段高い付加価値を生む
生活産業部門を作り上げていきます。

業績サマリー （億円）
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実績

15.3
見通し

売上総利益 503 563 580

営業活動に係る利益 142 175 —

持分法による投資損益 26 104 —

当期純利益＊ 74 175 105

総資産 4,205 4,784 —

＊親会社の所有者に帰属
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本部別売上総利益推移
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図る事業。加えて、農地開拓ノウハウを活用し、保

有農地の増大をも企図しています。長年、検討を進

めてきた穀物事業の上流分野であり、アジアでの港

湾・製粉・飼料事業と結び付けることで、飛躍的な発

展が期待できます。このほか、アジア消費財流通事

業においても、2014年3月期はミャンマーでの卸

売事業に進出しており、冷凍・冷蔵品に対応した物

流網の整備をはじめ、物流機能の強化を通じ収益基

盤の拡充に取り組んでいます。

　2015年3月期については、次期中期経営計画に

つなげる重要な1年として、2014年3月期の好結

果に甘んじることなく、スピード感を持って今後の成

長に資する収益基盤を構築していく計画です。収益

面においては、各国での差異はあるものの各事業で

総じて堅調に推移するものと見ていますが、2014

年3月期に想定以上に好業績を残した肥料事業や

持分法による投資損益での一過性利益などの反動

により、2014年3月期比では減益を見込みます。

今後の戦略
　今後の取り組みとしては、双日が強みを持ち、極

めて力強い伸長が見込まれる「アジア内需」の取り

込みを重視していく考えです。

　まず、2014年3月期に大きな前進を果たした

穀物事業では、その展開を加速します。ブラジルで

の農業・穀物集荷事業は、集荷・トレーディングの強

化によって2015年3月期からの収益貢献を期待す

るとともに、港湾ターミナル、内陸サイロ、農地の開

発を迅速に展開します。5年後には、CGGグループ

の保有農地は3割増加、穀物取扱量は3倍強にまで

拡大することを計画していますが、この事業計画も

前倒しで達成していきたいと考えています。アジア

での生産・販売面においては、製粉事業や飼料事業

の収益力強化を図ると同時に、ASEAN最大級のベ

トナム港湾施設（取扱規模年間最大300万トン）の

機能を最大限に活かし、バリューチェーンの強化を

実現していきます。

　肥料事業では、地域の拡大として、アジア4ヵ国

目の展開を検討するとともに、農業事業に進出した

ブラジルでの展開を図ります。農家や肥料メーカー

とも接点を持つCGGグループのネットワークを活

かし、肥料原料の輸入販売や肥料製品の販売を進

める計画です。

　このほか、アジア消費財流通事業については、双

日独自の特色を出していくことも重要との認識の下、

特にベトナムとミャンマーでの卸機能の強化を図り、

（百万トン）
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＊ 2013年3月期は15ヵ月決算です。

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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流通基盤の高度化・活性化に貢献していきます。

　また、海外工業団地事業では、一層の販売強化と

同時に、進出企業のニーズを的確に取り込み、ロジ

スティクス・原材料供給・人材確保といった現地にお

ける進出企業との各種取引の拡大を図ります。

　これらの取り組みにおいて、2013年4月に設置

したコントローラー室は大きな役割を担います。設

置から1年が経過し、現場と職能の一体化が図ら

れ、リスクマネジメントの高度化と、情報共有や意

思決定のスピードは飛躍的に高まったことを体感し

ており、今後は一層、その機能を活用していく予定

です。

中長期的な展望
　今後、当部門が持続的な成長を果たしていく上で

は、あといくつかのコア事業を作り上げることが必

須です。そして、コア事業とは、収益規模の大きさ

はもちろん、外部環境の変化に耐性を持ち、連続的

なイノベーションを自ら起こし続けられなくてはいけ

ません。

　こうした中、私が重視しているのは、真のバリュー

チェーンの創出です。「バリューチェーン」は、商社に

とって重要なキーワードですが、現在、完全に上流・

中流・下流という全機能を確保・コントロールし、バ

リューチェーン全体として価値を発揮できている事

業は多くありません。今回、ブラジルの農業・穀物

集荷事業への進出を通じて、南米の資源開発とアジ

アの需要を結ぶ新たな商流を創出することができま

したが、このように世界規模のバリューチェーンを作

り上げ、各地の産業発展や生活水準の向上に寄与し

ていくことこそ、商社ならではの役割と認識してい

ます。特に、衣食住という幅広い分野を担う当部門

において、事業機会は無限大で、まだまだ取り組め

てない分野も少なくありません。

　私が見据える、将来の生活産業部門。真のバ

リューチェーンを創出することで、他部門との連携

も強化でき、双日独自の付加価値を提供することに

より、もう一段上の部門価値を発揮できるのではな

いかと思っています。現場での育成や専門職の採用

なども含めて、人材力の強化に努め、双日の中長期

的成長を牽引する部門を作り上げていく所存です。

生活産業部門
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製造

食肉
加工

製パン

製麺
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小
麦
粉

製粉小麦

世界各地で
競争力のある
資源確保

港湾施設を確保し安定供給 日本の技術で現地ニーズ対応

双日の穀物バリューチェーンにおける取り組み
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　成長著しいアジアの内需を取り込むべく、双日では、
これまでに培ってきた人脈やコネクションを活用し、こ
こ数年、アジアの消費財流通事業の強化を着々と進
め、新たな収益基盤を構築しています。
　双日は流通市場の成長ステージを「創成期」と「成長
期」とに定義し、それぞれに応じた機能を提供し、流通
基盤の高度化・活性化に貢献しています。例えば、プロ
ダクトアウト型市場である「創成期」ステージでは、市
場を主導する卸売企業の機能強化が重要となります
が、双日が展開する特徴的な事例としては、ベトナム
やミャンマーでの取り組みがあげられます。
　長年の実績により地域的強みを持つベトナムにおい
ては、個人商店約4万店舗、大規模リテーラー約800
店舗以上の販売先を有した食品卸売企業であるフン・
トゥイ社に出資し、2011年から卸事業に参入。ベトナ

ムNo.1の地位確立を目指し、日本型卸のノウハウを
導入するほか、冷凍・冷蔵品に対応した全国物流網の
整備やマーチャンダイジング力の強化などを図ってい
ます。また、次なる「成長期」ステージへの移行に向け
た布石として、国内大手小売企業と現地小売事業展開
を検討しています。
　ミャンマーにおいては、2013年8月、同国最大の流
通事業グループであるシティー･マート･グループと消
費財の共同卸売事業の展開に合意し、商品調達を行う
新会社をシンガポールに設立しました。双日の日本お
よびASEAN域内のネットワークを活かし、海外ナショ
ナルブランド商品の供給や、卸売・物流システムの導
入、さらには本格的なコールドチェーンの導入などによ
り、ミャンマーの成長市場を取り込んでいく計画です。

Feature Project

•  市場の成長ステージに応じた機能提供により、流通基盤の高度化に貢献
•  ベトナムでは、子会社の卸売・物流機能の強化により、総合卸売のNo.1ポジションを目指す
•  ミャンマーでは、同国最大の流通事業グループを通じ、商品調達とインフラ整備に寄与

アジア消費財流通事業
～急速に拡大するアジア内需の取り込み～

消費財流通市場の成長ステージ

市場ステージ「創成期」
［ベトナム　ミャンマー　インド　カンボジア など］

環境 環境

双日の打ち手 双日の打ち手

市場ステージ「成長期」
［インドネシア　中国　タイ　マレーシア など］

プロダクトアウト市場
•  卸が小売の主導権を持つ
•  小売は未成熟
•  個人商店中心
•  大規模リテーラー進出

マーケットイン市場
•  卸の小売への主導権が低下
•  小売の高度化・集約化
•  個人商店減衰
•  大規模リテーラー中心

市場成長に対応できる卸売機能を提供
•  物流インフラの確立
•  ITシステム導入
•  コールドチェーン
•  経営の高度化 など

M&Aを図り、「成長期」ステージに備える

 小売の高度化・集約化に対応できる卸売機能を提供
•  物流インフラの高度化
•  ビジネスインテリジェンスシステム導入 など

小売パートナーの競争力向上を支援
•  マーケティング機能強化
•  PBの共同開発 など
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食料・アグリビジネス本部

本部別事業概況

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、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、農業事業では、ブラジルのCGGグループへ出資
参画し、同国での農業・穀物集荷・ターミナル事業に進出し
ました。穀物取扱規模を拡大し、人口増加と食の高度化に
より穀物需要が増加する中国・アジアへ販売していきま
す。今後も、農業生産・肥料・穀物集荷など複合的なアグリ
ビジネスの強化を推進していきます。

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
ムでは最大手製粉
会社のインターフラ
ワー・ベトナム社（IFV社）に出資して製粉事業を展開してい
ます。さらに、同社が持つアセアン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
料株式会社をパートナーとして、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
て飼料生産事業まで展開中です。
　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推進し
ていますが、ほかの水産物の養殖事業も検討しています。
マグロ・エビについては、輸入・国内販売のほか、海外でのマ
グロ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。さらに、ベトナムで
は、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（フン・トゥイ社）を連結子会社化し、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の総合卸企
業を目指します。

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
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・卸・海外加工・国内取引、水産養殖事業
など

▲
▲

▲

双日ツナファーム鷹島のマグロ養殖場

フン・トゥイ社の配送風景

ブラジルの農業・穀物集荷・ターミナル事業

IFV社の製粉工場
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林産・生活資材本部

林産資源事業
　林産資源事業では、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。
　製紙原料は、植林木を利用したチップ加工事業をベトナ
ムで構築し、日本をはじめアジア地域への持続可能な原料
の安定供給に努めています。そのノウハウを基に、モザン
ビークにもチップ製造会社を設立し、アフリカでの事業展開
も開始しています。パルプの取扱高も今後需要拡大が見込
まれるアジアなど新興市場向けを中心に増やしていく予定
です。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。

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。ミャンマーでは、同国最大の流通事業を持
つシティー・マート・グループと資本・業務提携し、卸事業に
参入しました。当社のネットワークを活かした商品調達を行
うとともに、物流オペレーションの近代化・効率化および
コールドチェーンの強化を進めていきます。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バッグ・
シューズ（「Admiral」など）の卸事業を展開しています。使
い勝手の良い機能の提供や、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
なる子会社において、
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。

産業・都市基盤開発事業

　旺盛な日系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、進出企業へ
のONE-STOP SERVICEを継続実施しています。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。
　今後は、アジア諸国での活発なインフラ需要に対応すべ
く、工業団地関連インフラ事業などへの取り組みを進めて
いきます。

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
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
産業・都市基盤開発事業： 
海外工業団地開発・運営事業、インフラ等工業団地関連
ビジネス

▲
▲

▲
▲

生活産業部門

「McGREGOR CLASSIC」店舗

カジュアルシューズブランド「Admiral」

ベトナムのチップ工場 全景

ベトナムで操業中のロンドウック工業団地 全景
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