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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。
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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

双日株式会社     アニュアルレポート201442



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
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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
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双日：権益マップ
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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）
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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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