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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
　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
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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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世界のバイオプラスチック生産能力
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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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