
「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
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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）

1,741
1,862

2,020

2,227

1,707
1,553

1,440

1,212

14 2010

2,428

2014＊2000 200519951985 19901975 1980

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

出典 ： 農林水産政策研究所
＊ 米国農務省の2014年5月時点での見通しです。

世界の穀物消費量

170 170 170

200

10 11 13 141213.3＊12.3 15.3（予測）14.3

タイ ベトナム フィリピン

250

0

50

100

150

200

（万トン）

＊ 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）

双日株式会社     アニュアルレポート2014 55



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。
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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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