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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
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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
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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
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※  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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