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双日グループは、企業理念に基づく事業活動によ
り、「当社にとっての価値」と「社会にとっての価値」
という双方にとっての共通価値を創造しています。
そして、この価値創造を支えるのは、双日グループ
の機能と強みであり、その強みの源泉は人材であ
るとの認識の下、これらの基盤強化にも重点的に
取り組んでいます。
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双日グループのCSRについて
報告期間：2014年3月期（2013年4月1日～2014年3月31日）の実績ですが、一部直近のものも含みます。
対象範囲：双日株式会社および一部の双日グループ会社

参照ガイドライン：
ISO26000「社会的責任に関する手引」
ＧＲＩ「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3.1版」
IIRC「国際統合報告フレームワーク（THE INTERNATIONAL INTEGRATED REPORTING FRAMEWORK）」

ＣＳＲの取り組みに関するより詳しい情報や、本レポート発行後の最新情報は、当社ウェブサイトのＣＳＲページに掲載しています。 
（http://www.sojitz.com/jp/csr/）
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双日グループのＣＳＲとは
企業理念の実践に向けた取り組み
　双日グループのＣＳＲとは、企業理念の実践に向けた取り
組みです。当社グループは国際社会の一員として、企業理
念にある「新たな価値と豊かな未来」の創造を追求します。
　また、企業理念に基づいた双日グループＣＳＲポリシー
を策定し、その実現に向けて従業員一人ひとりが取り組ん
でいます。

ステークホルダーに対する責任
　双日のステークホルダーは株主・投資家、取引先、地域
社会、生活者（消費者）、行政、NGOs、次世代、そして従
業員と多様です。
　企業活動が及ぼすステークホルダーおよび地球環境に
対する影響について、透明性を確保し、適切な活動を行
う責任を果たします。

持続可能性（サステナビリティ）
　持続可能性とは、次世代のニーズへの可能性を損うこ
となく、現世代のニーズに応えること。双日グループは、
企業活動を通じ持続可能性を追求します。

社会の要請・期待と
事業競争力向上の両立
　ステークホルダーは、双日グループの企業活動に対し、
さまざまな要請をし、また期待を持っています。
　「より良いサービス・製品の提供」「株主利益の拡大」、企
業活動における「法令遵守」「資源の安定供給」「社会、地球
環境配慮」など、双日グループは、これらの社会の要請や期
待に応えることと事業競争力向上の両立を目指すことが、
当社グループの機能と価値の拡大につながると考えます。

方針
　双日グループは、企業理念の下、以下の方針を持ち、
ＣＳＲに取り組んでいます。

推進体制
ＣＳＲ委員会
　双日グループのＣＳＲに関する重要事項は、ＣＳＲ委員会
において審議されます。同委員会は社長管下の執行機関
であり、その内容は取締役会および経営会議に報告され
ます。（ＣＳＲ委員長：副社長執行役員）
　ＣＳＲ委員会の事務局として、専門部署を広報部に置き、
双日グループのＣＳＲに関する取り組みについて、グルー
プ内の関連部署と連携し、その推進に努めています。

国連グローバル・コンパクト
　国連グローバル・コンパクト（UNGC）は、企業が国際社
会の一員としてリーダーシップを発揮し、持続可能性を追
求することを提唱しています。
　双日グループは2009年にUNGCに参加し、UNGC
の定める企業活動にかかわる「人権」「労働」「環境」「腐敗
防止」に関する10の原則を支持し、企業活動を通じその
実践に取り組んでいます。

経営ビジョンと「中期経営計画2014」
　双日グループCSRポリシーは経営ビジョンにも示され
ており、このビジョンの下、「中期経営計画 2014～
Change for Challenge～」では、市場成長性と社会的
価値の観点から、収益の拡充を図る事業領域として食糧
の安定供給を目指す「穀物トレード事業」、また、将来の成
長に備える事業領域としてエネルギー資源の多様化を図る
「再生可能エネルギー事業」などの拡充に努めています。

双日グループは、誠実な心で世界を結び、
新たな価値と豊かな未来を創造します。

企業理念の地道な実践を通じ、
企業活動と社会・環境の共存共栄を
目指します。

双日グループ企業理念

双日グループＣＳＲポリシー

・ 双日グループ・コンプライアンス行動基準
・ 双日グループCSRポリシー
・ 双日環境方針
・ 双日グループ サプライチェーンCSR＊
 行動指針
・腐敗行為防止規程　など

主な方針

＊  サプライチェーンＣＳＲ：サプライチェーン全体で、パートナー組織が協力し
企業活動にかかわる人権、労働、環境などの課題に取り組むこと

双日グループのＣＳＲ Corporate Social Responsibility／企業の社会的責任
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・ バリューチェーンの各段階に
 おける、製品安全、環境配慮、
 情報開示などの持続可能な
 消費を支援する取り組み

紹介ページ
・ サプライチェーンにおけるCSR 
  （品質・安全性） web

・ 安全・安心への取り組み品質管理室 web

組織統治 ▲

ステークホルダーダイアログの実施
 ・  双日グループでは、多様なステークホルダーの意見を経営に活
かすため、定期的に有識者とのダイアログ（対話）を実施してい
ます。2014年3月期はネスレ日本株式会社をお招きし、CSV（共
通価値の創造）について意見交換を行いました。

▲

 新たな価値を作るためのリスク管理体制
 ・ グローバルに事業活動を展開する双日グループの直面するリス
  クは多様であり、事業競争力を発揮するためには、高度でスピー
ド感のあるリスク管理体制が欠かせません。

 双日では部門ごとに新たにコントローラー室を設け、新規事業
 にも積極的に取り組むリスク管理体制を敷いています。

環 境▲

環境マネジメント
 ・ 事業活動にかかわる環境保全の取り組みとして、新規事業投
 融資の立案時に環境リスクに関する事前確認を行っています。

 ・ ISO14001に基づく環境マネジメントシステムを運用し、企業
 活動における環境配慮および、環境関連事業の推進に取り組ん
 でいます。
 ※ 双日と一部のグループ企業にて運用しています。

▲

生物多様性保全
 双日は、2014年3月期、環境への影響に配慮した、持続可能な
 パーム油の生産と利用を促進することを目的とした「RSPO
   （持続可能なパーム油のための円卓会議）」に加盟しました。

ＣＳＲの取り組み

組織
・ 企業価値の最大化に向けた
 経営の仕組みづくり

消費者課題

環 境
・ 地球環境の保全と事業活動の
 両立に向けた取り組み

紹介ページ
・ 気候変動防止および環境保全に寄与する
 事業の推進 web

・ 新規事業投融資の環境リスク管理 web

・ 環境マネジメント（ISO14001） web

・ オフィスにおける環境負荷低減 web

・ サプライチェーンにおけるCSR （環境） web

〈報告の位置付け〉
アニュアルレポートではCSRの全体像をお伝えし、個別の活動については web  でお伝えしています。

公正な事業慣行
・ 社会のルールに則り、
 公正な企業活動を行う取り組み

紹介ページ
・ コンプライアンス P76-77
・ 腐敗行為防止規程 P77
・ サプライチェーンにおけるCSR
  （腐敗行為防止) web

双日グループは、事業活動を通じ、社会的な責任を果たすためにさまざまな取り組みを行っています。
その一例をＣＳＲの国際的なガイドラインであるＩＳＯ２６０００＊に沿ってご紹介します。
＊ ISO26000：2010年11月にISO（国際標準化機構）により発行された社会的責任に関する国際規格。組織が、持続可能な発展への貢献を最大化する
 ために果たすべき社会的責任について、７つの中核主題を定めています。
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・ 事業を通じたコミュニティの
 経済発展に寄与する取り組み
・ 社会貢献活動を通じたコミュニ
 ティの自助を目指す取り組み

紹介ページ
・ 途上国・新興国の発展に
 寄与する事業の推進 web

・ 社会貢献活動 web

今後の課題

▲

  双日グループでは、変化するステークホルダーの企業活動に対する多様な要請・期待を踏まえ、近年重視される人権など
の課題について、改めて現状確認と推進体制の見直し、開示情報の充実に取り組んでいます。

人権／労働慣行／公正な事業慣行▲

グローバルな人権意識の啓発
 ・  双日グループは、基本的な人権の尊重について「双日グループ・
コンプライアンス行動基準」(23言語で策定)で定めており、
グループ従業員に対して同基準の理解を深める啓発活動を行う
とともに、チェックシートによる総点検を定期的に実施。また
2014年3月期は、ビジネスと人権に関するe-ラーニングを
グループ従業員約5,000名に実施したほか、有識者によるビジ
ネスと人権に関するセミナーも開催しました。

▲

ダイバーシティの推進：多様な価値観が活かされる環境づくり
 ・  多様な価値観を持つ世界のパートナーと価値を創造するグロー
バル人材の育成のため、海外実務研修制度の導入、海外幹部
候補社員の育成プログラムなどを行っています。

 ・  女性の活躍を支援するため、女性従業員および上司である管理
職への研修などさまざまな施策を展開しています。なお、2014
年6月、当社初の女性社外取締役が就任し、昨年就任の女性社
外監査役１名と合わせ、当社の女性役員は2名となります。

▲

腐敗行為防止への取り組み
 ・  近年、腐敗行為に対する取り締まりが世界的に厳格化されてお
り、腐敗行為防止への要求水準はグローバルレベルで高まってい
ます。双日グループでは腐敗行為防止規程を制定して運用を開
始し、グループ全体で意識の定着を目指しています。

り、腐
ます。双日グ
始し、グループ全

人 権
・ 企業活動にかかわる、
 ステークホルダーが持つ多様な
 権利（人権）尊重への取り組み

紹介ページ
・ コンプライアンス P76-77
・ ダイバーシティ web

・ ワークライフバランス web

・ サプライチェーンにおける
 CSR（人権） web

統治
紹介ページ
・ 社長メッセージ P4
・ コーポレート・ガバナンス P68-74
・ リスク管理の仕組み P75
・ コンプライアンス P76-77
・ 国連グローバル・コンパクト P79

労働慣行
・ 適切な労働慣行の実現に
 向けた取り組み
・ 多様な価値観を活かす
 ダイバーシティの推進

紹介ページ
・ グローバル人材戦略 web

・ ダイバーシティ  web

・ ワークライフバランス web

・ 労働組合との取り組み web

・ サプライチェーンにおける
 CSR（労働慣行）  web

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展

コミュニティの発展
（社会貢献活動を通じた持続可能な社会に向けた取り組み）

▲

アフリカ教育支援活動
  タンザニアおよびモザンビークにおいて、2011年3月期
より、保育園児や小学生の教育環境改善支援を継続的に
実施しています。

▲

東日本大震災復興支援
  ・  双日グループは、地域ニーズに沿った復興支援への取り組み
を行っています。

 ・   事業を通じた取り組み：岩手県・大槌町で被災し、釜石市にて
再建した双日食料水産株式会社の継続的支援を行っています。

 ・  人的交流：現地での社員ボランティア活動と、東京本社での
被災地の物産展を定期的に実施しています。

 ・  教育支援：被災した大学生を支援する双日復興支援教育基金
を設立し、2012年3月期～2014年3月期で計127名の学生
を支援しています。また、岩手県・大槌町の小中学生向け放課
後教室を運営するNPOカタリバへの支援も行っています。

※ 詳細は当社ウェブサイトのCSRページ（http://www.sojitz.com/jp/csr/）をご覧ください。
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2
 Types of Value

2つの価値
　双日グループは、企業理念に基づく事業活動により、2つの価値を創造しています。
　一つは、事業収益の創出、取引先とのパートナーシップ構築など、当社にとって
の価値。もう一つは、環境配慮型エネルギー供給などの事業を通じた株主・投資
家、取引先、地域社会、生活者（消費者）、行政、NGOs、次世代、従業員といった、
多様なステークホルダー（社会）にとっての価値です。
　当社にとっての価値と社会にとっての価値を明らかにし、事業競争力向上を追求
する企業の視点と、地域経済発展や環境配慮を期待する社会の視点の違いを認識
した上で、双方にとっての共通価値を追求していくことが「新たな価値と豊かな未
来」の創造につながるものと考えます。

 

価値を創造する双日グループの機能と強み
　この価値創造を支えるのは、双日グループの機能と強みです。
　双日グループは、トレーディング、事業投資、権益投資を通じ、パートナーと多様
な事業分野でバリューチェーンをグローバルに構築し、地域社会に根差した事業活
動を行っています。事業活動においては、金融、物流、情報、マーケティング、企
画、リスクマネジメントなどの総合的な機能に加え、機械、エネルギー・金属、化学、
生活産業の各事業分野において専門機能を有しています。
　双日グループの主な強みは、①世界各地の企業・行政・地域社会などの多様な
ステークホルダーとの「パートナーシップ」、②バリューチェーンのさまざまな段階
にかかわり、多様な事業のポートフォリオを持つことで、事業環境の変化を先取りし
対応できる「変化への対応力」、③「総合商社の複合的な機能」とグループ経営に
よる事業会社の「専門性」、などがあります。
　そして、強みの源泉は、当社の機能を活かし、世界中の多様なステークホルダー
とともに価値を創造する人材にあります。

企業理念に基づく事業活動により共通価値の領域が拡大

共通価値の領域
• 持続可能な開発
• 企業理念

双日にとっての価値 社会にとっての価値

• 企業価値、競争力の向上
• 持続可能な事業の実現
• 人材の育成　など

• 企業価値、競争力の向上
• 持続可能な事業の実現
• 人材の育成　など

• 前提： 企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ• 前提： 企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ

• 持続可能な開発
• 企業理念

• より良い製品・サービスの利用
• 地域経済の発展
• 企業活動に係る
 ― 地球環境の保全
 ― 社会配慮（人権の尊重）など

• より良い製品・サービスの利用
• 地域経済の発展
• 企業活動に係る
 ― 地球環境の保全
 ― 社会配慮（人権の尊重）など

共通価値の領域

双日グループが社会にとって
の価値、双日にとっての価
値、持続可能性をどのように
追求しているのか。そしてど
のような将来展望を持つの
か、事業活動の一例をご紹介
します。

2つの価値と
ＣＳＲ重点取り組みテーマ
ー「新たな価値と豊かな未来」の創造に向けてー
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企業活動の源泉は社員です。双日グループでは、多様な価値観を持つ社員一人ひとりが、活躍する場を作ることが企業理念
の実践に不可欠であるとの考えに基づき、制度・環境の整備を行っています。

〈例〉ダイバーシティの推進、グローバル人材育成の取り組みなど。

サプライチェーンにおけるＣＳＲとは、サプライチェーンを構成するパートナーとともに、企業活動にかかわる人権、労働、
環境問題の改善に取り組むことです。双日グループは、事業活動においてグローバルに多様なサプライチェーンにかかわる
ため、サプライチェーンにおけるCSRは、重要な課題であり、取引先や投資家などからもその取り組みが求められています。

〈例〉 人権、労働、環境などに関する「双日グループ サプライチェーンＣＳＲ行動指針」を策定。グループ内への啓発活動および
取引先への方針共有、アンケート、訪問による情報交換を実施。

企業活動が気候変動に与える影響は大きく、社会より、企業に対し気候変動防止に関する対応が求められていることから、
双日グループでは、気候変動防止に貢献する事業を推進しています。

〈例〉「グリーンケミカル事業」「チップ植林事業」「再生可能エネルギー事業（詳細はP86-87をご覧ください）」など

 途上国、新興国において増加するエネルギー、資源、インフラ需要に応え、新興国のパートナーとともに発展する持続可能
な事業を推進し、また将来的な資源枯渇にも取り組んでいます。

〈例〉「ガーナにおける海水淡水化事業」「穀物バリューチェーン事業（詳細はP84-85をご覧ください）」など

豊かな未来の創造に向けて
～機能と強み×2つの価値～
　双日グループは、これらの企業活動における機能と強みを基に、ステークホル
ダーの声を事業活動に反映し、2つの価値を創造しています。
　例えば、ベトナムにおけるチップ植林事業では、地域経済発展と環境保全という
地域社会と行政のニーズに対し、植林技術指導および融資を行っています。適切
な価格で買い取るというチップ植林事業のスキームを新たに作り、地域の農家や企
業とともに持続可能な事業を実現するなど、当社と社会、双方にとっての価値を創
造しています。

～機能と強み×重点取り組みテーマ～
　双日グループでは、CSRポリシーである「企業理念の地道な実践を通じ、企業活
動と社会・環境の共存共栄を目指します。」に基づき、当社にとっての価値、社会に
とっての価値を考慮した上で、重点的に取り組むべき課題を「CSR重点取り組み
テーマ」として策定し、その推進に努めています。

※詳細は当社ウェブサイトのCSRページ（http://www.sojitz.com/jp/csr/）をご覧ください。

途上国、新興国の発展に寄与する事業の推進

気候変動防止に貢献する事業の推進

サプライチェーンにおけるCSRの推進

社員一人ひとりが能力を発揮できる制度・環境の整備

CSR重点取り組みテーマ
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穀物事業
南米とアジアとを結ぶ穀物バリューチェーン
　経済成長に伴う食の多様化などを背景にアジア諸国では穀物輸入が急速に拡大を
続けており、その資源をどう確保し供給していくかが大きな課題となっています。
　双日ではこうした課題を解決すべく、南米とアジアとを結ぶ穀物のバリュー
チェーンを構築、食の安定供給に努めています。

課題：急速に拡大するアジアの穀物輸入
　中国では油脂や飼料の需要増に伴い、大豆の輸入量が急速に拡大。2013年9月
から2014年8月の輸入見込み量（69百万トン）は、世界の大豆貿易の6割を占めて
います。
　穀物輸入は、東南アジアでも拡大しています。背景にあるのは生活水準の向上に
伴う食文化の多様化。欧米風の食生活により食肉消費が拡大し、畜産用の飼料穀物
原料の輸入が増大しているのが主な要因です。また、パンやパスタ、菓子などの需
要増大が小麦の消費も押し上げています。

双日の取り組み：穀物バリューチェーンの構築
　そこで、双日が取り組んでいるのが、穀物バリューチェーンの構築。ブラジルでの農
業開発を通じて増産された穀物をアジア市場に向けて供給していく、という構想です。

開発：食糧増産に寄与する土地改良
　増大する中国・東南アジアの穀物需要を、どう賄っていくのか――。この課題解決
の手段として、今世界から大きな注目を集めているのが、ブラジルの「セラード」と呼
ばれる広大な大地の開発と活用です。
　セラードは、強酸性の赤土の大地。かつては“不毛の地”とされてきましたが、土壌
の改良、かんがいの整備、日本のJICA（国際協力機構）による支援も功を奏し、今で
はブラジル産大豆の約6割がセラードで生産されるまでに開発が進んでいます。

双日の強み：パートナーとともに新たな物流ルートを開発
　ところが、同地域には物流面で課題がありました。セラード地域からサントス港に
向かう「南部ルート」はトラックによる長距離輸送に頼らざるを得ず、物流コストを大き
く押し上げる要因となってきました。

事例1 食料の安定供給 × 穀物バ

2 Types of Value
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双日の穀物バリューチェーン

中国搾油工場

カナダ小麦

オーストラリア小麦

ベトナムIFV社（港湾・製粉）ベトナムIFV社（港湾・製粉）

ベトナムでの
飼料製造
ベトナムでの
飼料製造

麦麦カナダナダカナダ小麦小麦小麦麦麦

ベトナムを
含むアジア
での製パン・
製麺・製菓の
事業を検討中

小麦
大豆、大豆粕

ブラジルCGG社　
（農業・穀物集荷・
  ターミナル事業）

ブラジルCGG社　
（農業・穀物集荷・
  ターミナル事業）

イタキ港

ブラジル大豆

CGG社ルCルジルジル 社ルCルCGG社CGG社G社ルジルCGG社　
荷・集・穀物物集荷穀物集荷・・荷集集荷・穀物穀物集物集荷集荷・
業事業）事ル事ルルルルナルナナナミナルルルルル事ル事 ）業ミナル事事業）業）

イタキ港イイタイイイ

ジルジルジル
・・・・・・
ミミ

タキ港

サントス港

イタキ港

集積予定地域
鉄道

サントス港



リューチェーン

　双日が2013年に取り組みを開始したのが、「北部ルート」を整備し、パナマ運河を
経由して短期日・短距離でアジア市場に向けて穀物を安定供給するプロジェクトです。
　双日は、ブラジルで農業・穀物集荷・ターミナル事業を行うCGGグループに出資。
CGGグループが使用権益を保有するブラジル北部イタキ港の港湾ターミナル、
内陸サイロ、農地の取得・開発などに取り組み、2020年以降、保有農地を20万
ヘクタール、穀物取扱量を600万トンにまで拡大する計画です。

双日の強み：アジア港湾施設と生産・販売・流通のネットワーク
　ブラジルから輸出された大豆は、例えば、中国で搾油されその搾り粕（大豆粕）
が日本、ベトナムへ運び込まれます。ベトナムの受け入れ基地となるのがCAP（カイ
メップアグリ港）。双日が出資するベトナム製粉大手のIFV社が保有するアセアン域
内で最大規模の穀物専用港です。
　双日では、パナマックス級本船（6～8万トン）が着岸可能な港湾施設ならびに穀物
保管用の倉庫・サイロを有するこのCAPを拠点に、アジア諸国との穀物トレードを展
開するとともに、ベトナム・カンボジアではこれらを原料とする畜産用配合飼料の生
産・販売事業も行っています。

さらなる展望：アジアにおける食の需要拡大と多様化に対応
　双日は、ベトナムとミャンマーでは食品の卸売事業にも進出。３温度帯（冷凍・冷
蔵・常温）に対応した全国物流網の整備を通じて、豊かな食生活の実現に貢献してい
きます。
　さらには、双日ロジスティクス株式会社がインドシナ地域で提供する国際複合一貫
輸送サービスが、こうした物流やサービスの実施をロジスティクス面から支えるなど、
双日グループは多角的な取り組みを通じて、アジアにおける食の需要拡大と多様化
への対応に努めます。 

2つの価値
　双日は食糧需要の増加、多様な食文化へのニーズに対応して、ブラジル、アジア
のパートナーと共同でバリューチェーンを構築し、農地開発、物流、港湾開発、製品
製造、販売において機能を発揮、地域とともに発展する事業を行っています。

穀物バリューチェーン事業
食糧の安定供給と多様な食文化への対応

●ビジネスモデル

●2つの価値（穀物事業）

●双日グループの機能と強み　　　　　　

社会的な課題
・急激な食糧需要増

双日グループの取り組み
・南米とアジアをつなぐ穀物バリューチェーン構築

農業生産・
集荷 加工・物流港湾 製造①

飼料　製粉
製造②
製パン　製麺 物流 販売

金融、物流、情報機能 現地の行政、企業とのネットワーク ブラジルの農業・穀物集荷・ターミナル事業
およびアジアの港湾施設への投資

港湾

• 港湾運営などの事業
 ノウハウ拡大、競争力の向上
• バリューチェーンにおける
 事業機会の創出
 （アジアの高度化する流通
  事業 への参画）　など

• 港湾運営などの事業
 ノウハウ拡大、競争力の向上
• バリューチェーンにおける
 事業機会の創出
 （アジアの高度化する流通
  事業 への参画）　など

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 安全安心な食糧の
 安定的供給（消費地）
• 農地改良による食糧
 産地化（産地）
• 事業による地域経済の
 活性化（産地・消費地）　など

• 安全安心な食糧の
 安定的供給（消費地）
• 農地改良による食糧
 産地化（産地）
• 事業による地域経済の
 活性化（産地・消費地）　など

• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ

価 （ ）

双日にとっての価値 社会にとっての価値共通価値の領域共通価値の領域
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電力供給事業：拡大し多様化する世界の電力需要へ対応
　地域経済を活性化し、安定的な雇用を生み出す上で不可欠なインフラの整備。中
でも「電力」はそのカギを握る産業インフラといえます。世界の電力消費量は途上国・
新興国を中心に拡大しており、電力供給の拡大ならびに電源の多様化は、世界が直
面する課題となっています。
　双日はこうした課題を解決すべく、IPP（独立系発電事業）ならびに再生可能エネル
ギー事業を重点分野の1つと位置付け、世界各地での電力の安定供給に取り組んで
います。
　一方、今後、日本がグローバル経済の中で存在感を発揮し続けるためには、資源
国や新興国とともに成長する事業に関与していくことが重要になります。特に、IPP
事業については長期にわたる売電契約に基づき、資金還流が確保されるという点も
重視しています。

IPP事業
　IPPは「Independent Power Producer（独立系発電事業）」の略で、電力卸事業
のことです。世界的な需要の増大に伴い、その市場は拡大を続けています。

中東地域の課題：脱石油依存型経済
　中東の産油国が抱える課題は、石油資源の枯渇に備え、脱石油依存型経済への転
換を図ること。
　このため、湾岸諸国では、製造業・サービス業など石油以外の産業を育成し、経済
の多角化を図る政策が積極的に推し進められています。そこで必要となるのが、石
油に頼らず多量の電力を生み出す技術。天然ガスを燃料とするコンバインドサイク
ル方式（複合発電）による発電所の建設などです。

双日の取り組み：燃焼効率に優れた火力発電所事業の推進
　双日は2013年、サウジアラビアならびにオマーンの両国で、3つの大型火力発電
所の商業運転を開始しました。サウジアラビアの「リヤドPP11」（1,729MW）、オ
マーンの「ソハール2」（744MW）、「バルカ3」（744MW）の３つで、いずれもコンバイン
ドサイクル方式によるもの。環境負荷が低く、燃焼効率に優れているのが特長です。

双日の強み：プラント事業での経験とプロジェクトオーガナイズ機能
　双日グループは、中東において長年発電、製鉄、アルミ精錬といったプラントの建
設から、各種プラント向けの設備・機器の納入を行ってきました。これらの事業による
経験と、大型IPP案件経験で培った金融・IPPに関する知見、プロジェクトオーガナイ

事例2

2 Types of Value

地域社会を支える電力 × 
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Riyadh PP11  1,729MW
(サウジアラビア)

Phu My-3  740MW
(ベトナム)

Mixdorf  24MW
(ドイツ)

Sohar-2  744MW
(オマーン)

Barka-3 744MW
(オマーン)

Merida-3 484MW
(メキシコ)

Tianshi  50MW
(中国)

Shajiao-C  1,980MW
 (中国)

Trinity 225MW
(トリニダード・トバゴ)

Asia Power 51MW
(スリランカ)

（建設中）
 北海道斜里郡  ９MW
青森県上北郡  71MW
愛知県知多郡  13MW
熊本県球磨郡  13MW

太陽光発電事業 IPP事業

双日が取り組むIPP／太陽光発電事業

86 ※表示されている数値は総発電容量です。



ズ機能を活かし、現地ニーズに沿った信頼性と競争力を兼ね備えた技術・ノウハウを
提供しています。

今後の展開
　双日では現在、世界9ヵ所でIPP事業を進めており、引き続き安定的で案件数も多
い中東湾岸、双日が強みを持つアジア、そしてインフラ需要が高いアフリカなどでの
展開に注力していく予定です。

再生可能エネルギーへの取り組み
双日の取り組み：太陽光発電事業の積極的な展開
　双日は2013年、青森県上北郡六ヶ所村をはじめとする国内4ヵ所で、パネル容
量合計106MWのメガソーラー（大規模太陽光発電）事業を進める計画を公表し
ました。
　双日では2011年に“太陽光先進国”のドイツで、発電容量24MWと同国トップク
ラスの規模を誇るメガソーラーの操業を開始しており、今回の計画は、この経験とノ
ウハウを活かしての国内での事業展開と位置付けられます。
　中でも、最大規模となるのは、青森県上北郡六ヶ所村に建設する施設。約27万枚
の太陽電池モジュールによる、発電容量71MWの発電所となり、その年間発電量
は19,000世帯分の電力消費量に相当します。
　双日では太陽光発電を、温室効果ガスの排出を削減する有力な手段と捉え、その
事業展開に積極的に取り組んでいます。加えて、国内4ヵ所における今回の計画は、
いずれも工場跡地などを利用して建設するもので、遊休地の有効活用、さらには地
方経済の活性化にも役立つ事業です。
　ドイツや日本などの環境意識の高い国での太陽光発電事業経験を活かし、双日で
は今後、風力、地熱、太陽熱、バイオマスを含む再生可能エネルギーによる発電事
業を、新興国など新市場での展開へと広げていく計画です。
 

2つの価値
　双日は電力消費拡大による電力不足やＣＯ２排出の増加に対応し、地域社会を支
える電力の安定供給、再生可能エネルギー開発による電源の多様化に取り組んで
います。

IPP／再生可能エネルギー事業
地域社会を支える電力の安定供給と電力源の多様化

●開発フロー（ＩＰＰの例）

●双日グループの機能と強み　　　　　　

社会的な課題
• 電力消費拡大による電力不足　• CO2排出の増加　
• 石油資源の枯渇

双日グループの取り組み
• 環境負荷の低い発電技術の提供
• 再生可能エネルギーを含む多様な電力源の開発

専門知見、金融、オーガナイザー機能 既存のプラントビジネスで培った
現地の行政、企業などとのネットワーク

環境負荷の低い電力発電技術を持つ
パートナーとのネットワーク

）
売電契約・融資 建設 発電開発

●2つの価値（電力供給事業）

• 長期的契約による安定的な
 資金循環の仕組み構築
• 再生可能エネルギーの
 ポートフォリオ作成
 　　　　　　　　　など

• 長期的契約による安定的な
 資金循環の仕組み構築
• 再生可能エネルギーの
 ポートフォリオ作成
 　　　　　　　　　など

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 持続可能な開発
• 企業理念
• 双日と地域社会がともに
 成長する事業の実現
 （パートナーシップと
  人材育成）

• 経済発展による電力需要拡大
 への対応
• 脱石油依存型経済を目指す
• 多様な経済発展の要となる
 発電事業ニーズへの対応
 　　　　　　　　　など

• 経済発展による電力需要拡大
 への対応
• 脱石油依存型経済を目指す
• 多様な経済発展の要となる
 発電事業ニーズへの対応
 　　　　　　　　　など

• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ• 前提：企業活動にかかわる法令遵守、説明責任、経済責任を持つ

価 （ ）

•••
双日にとっての価値 社会にとっての価値共通価値の領域共通価値の領域

電力源の多様化
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環境・社会性データ

社会性データ

 
単位 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期

 電力消費量＊1 千kWh 4,026 4,356 4,138

 CO2排出量＊1・2 t-CO2 2,433 2,504 2,187＊3

 オフィスの床面積＊1 千m2 41.5 42.0 34.7

 床面積当たりのCO2排出量＊1 t-CO2／千m2 58.7 59.6 63.1

 物流起因のCO2排出量＊4 t-CO2 9,510 8,380 7,565

 廃棄物排出量＊5 トン 371 392 332

 廃棄物再資源化量＊5 トン 295 304 249

 リサイクル率＊5 % 80 78 75

＊1 集計範囲：・ 双日単体（東京本社、サテライトオフィス、大阪営業所(自社ビル全体)、支店（北海道、東北、名古屋））。
  ・2013年3月期以降は、本社移転に伴い把握可能になった空調関連の電力（全電力消費量の約2割）を含む。
＊2 CO2排出係数：・ 電力は電気事業連合会から提示された当該年度の実排出係数（発電端）を使用。2014年3月期は2013年3月期の係数を使用。
   ・ 都市ガスおよび地域冷暖房は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に定められている係数を使用。
＊3 CO2排出量内訳：Scope1（都市ガス等の燃料使用による直接排出）48t-CO2、Scope2（購入した電気・熱の使用に伴う間接排出）2,139t-CO2
＊4 集計範囲：エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく双日単体を荷主とする国内貨物輸送によるCO2排出量。
＊5 集計範囲：双日単体（東京本社、サテライトオフィス、大阪営業所（自社ビル全体））のオフィス活動に伴う廃棄物。

単位 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
 育児休職利用者数＊1

名
15 14 16

男性 2 4 2
女性 13 10 14

 有給休暇取得率 % 45.5 37.0 35.0
 障がい者雇用率 % 2.0 2.1 2.2
 従業員数＊2

名
2,256 2,240 2,229

男性 1,806 1,787 1,768
女性 450 453 461

 従業員平均年齢＊2

歳
41.5 41.8 41.1

男性 41.9 42.3 41.6
女性 39.9 39.8 39.1

 平均勤続年数
年

14.6 14.9 15.3
男性 14.8 15.3 15.9
女性 13.6 13.4 13.0

 離職率（自発的な離職のみ） % 2.4 2.7 2.5
 新卒採用者数

名
54 60 57

男性 34 37 41
女性 20 23 16

 労働組合加入率 % 63 63 61
 研修受講者数（延べ人数） 名 約8,000 約8,900 約9,500
 研修受講総時間 時間 約33,000 約37,000 約40,000
 社員一人当たり平均研修時間＊3 時間 約15 約17 約19
 ボランティア支援制度利用者数（延べ人数）

名
83 20 13

休暇取得人数 17 7 6
 サプライヤー調査件数＊４ 件 214 194 ̶
＊1 利用者数は当該年度に利用を開始した人数。
＊2 「従業員」とは、「社員」に常勤の契約社員を含めたものを指します。
＊3 「社員」とは役員・執行役員・監査役を含まず、年度末日退職者を含んでいません。
＊4 サプライヤーに対するCSR関連調査の実施件数。詳細は当社ウェブサイトのCSRページ（http://www.sojitz.com/jp/csr）をご覧ください。

環境データ
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監査役会
監査役 監査役業務室

指名委員会

報酬委員会

経営会議
機械部門

• 企画業務室
• コントローラー室 
• 産業情報部
自動車本部
• 自動車第一部  • 自動車第二部  • 自動車第三部
インフラプロジェクト・産機本部
• 電力・環境インフラ事業部  • プラントプロジェクト部 
• 産業機械・軸受部
船舶・宇宙航空本部
• 航空事業部  • 船舶事業部

エネルギー・金属部門

• 企画業務室
• コントローラー室 
エネルギー本部
• エネルギー開発部  • エネルギートレーディング部  • LNG部 
金属・ユーティリティ本部
• 石炭部  • 原子力・ユーティリティ事業部
• 鉄鋼事業部  • 合金鉄部  • 鉱産部  • 非鉄・貴金属部

化学部門

• 企画業務室
• コントローラー室 
• メディカル・ヘルスケア事業推進室
化学品本部
• 基礎化学品部  • 機能化学品部
環境資材本部
• 資源化学品部  • 先端材料部  • 関西事業部

生活産業部門

• 企画業務室 
• コントローラー室 
食料・アグリビジネス本部
• 品質管理室  • 穀物飼料部  • 食料事業部  • アグリビジネス部
林産・生活資材本部
• 林産資源部  • 消費財流通事業部  • 繊維事業部  
• 産業・都市基盤開発部

株主総会

取締役会

会長

社長

財務部

広報部

リスク管理企画部

リスク管理部

法務部

ストラクチャードファイナンス部

監査部

為替証券部

主計部

経営企画部

IR室

物流・保険統括部

海外業務部

内部統制統括部

情報企画部

秘書部

人事総務部

アセットマネジメント部

投資マネジメント部

組織図（2014年7月1日現在）

組織情報
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■ 現地法人    ■ 支店    ■ 事務所・営業所

 日本（国内）

札幌 ■ 双日株式会社 北海道支店

仙台 ■ 双日株式会社 東北支店

名古屋 ■ 双日株式会社 名古屋支店

大阪 ■ 双日株式会社 大阪営業所

福岡 ■ 双日九州株式会社

  ■ 双日株式会社 九州支店

長崎 ■ 双日九州株式会社 長崎支店

那覇 ■ 双日九州株式会社 那覇支店

 

 中国

北京 ■  Sojitz (China) Co., Ltd.
（双日（中国）有限公司）

  ■  Sojitz Corporation, Beijing Office
（双日株式会社 北京事務所）

重慶 ■  Sojitz (China) Co., Ltd., Chongqing Office
（双日（中国）有限公司 重慶事務所）

大連 ■  Sojitz (Dalian) Co., Ltd.
（双日（大連）有限公司）

広州 ■  Sojitz (Guangzhou) Co., Ltd.
（双日（広州）有限公司）

ハルビン ■  Sojitz (Dalian) Co., Ltd., Harbin Office
（双日（大連）有限公司 哈爾濱事務所）

香港 ■  Sojitz (Hong Kong) Ltd.
（双日（香港）有限公司）

昆明 ■  Sojitz (Hong Kong) Ltd., Kunming Office
（双日（香港）有限公司 昆明事務所）

南京 ■  Sojitz (Shanghai) Co., Ltd., Nanjing Office
（双日（上海）有限公司 南京事務所）

青島 ■  Sojitz (Qingdao) Co., Ltd.
（双日（青島）有限公司）

上海 ■  Sojitz (Shanghai) Co., Ltd.
（双日（上海）有限公司）

深圳 ■  Sojitz (Hong Kong) Ltd., Shenzhen Office
（双日（香港）有限公司 深圳事務所）

天津 ■  Sojitz (Tianjin) Co., Ltd.
（双日（天津）有限公司）

武漢 ■  Sojitz (China) Co., Ltd., Wuhan Office
（双日（中国）有限公司 武漢事務所）

西安 ■  Sojitz (China) Co., Ltd., Xi’an Office
（双日（中国）有限公司 西安事務所）

 

拠点一覧（2014年7月1日現在）
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 アジア・大洋州

豪州

パース ■  Sojitz Australia Ltd., Perth Branch

シドニー ■ Sojitz Australia Ltd.

カンボジア 

プノンペン ■ Sojitz Asia Pte. Ltd., Phnom Penh Office

インド 

チェンナイ ■ Sojitz India Private Ltd., Chennai Branch

グルガオン ■ Sojitz India Private Ltd., Gurgaon Office

コルカタ ■ Sojitz India Private Ltd., Kolkata Branch

ムンバイ ■ Sojitz India Private Ltd., Mumbai Branch

ニューデリー ■ Sojitz India Private Ltd.

プネ ■ Sojitz India Private Ltd., Pune Office

インドネシア 

ジャカルタ ■ PT. Sojitz Indonesia

  ■ Sojitz Corporation, Jakarta Liaison Office

韓国 

ポハン ■ Sojitz Korea Corporation, Pohang Office

ソウル ■ Sojitz Korea Corporation

マレーシア

クアラルンプール ■ Sojitz (Malaysia) Sdn. Bhd.

  ■ Sojitz Corporation, Kuala Lumpur Branch

ミャンマー

ヤンゴン ■ Sojitz Corporation, Yangon Branch

ネピドー ■  Sojitz Corporation, Yangon Branch, 
Nay Pyi Taw Office

ニュージーランド

オークランド ■ Sojitz New Zealand Ltd.

パキスタン

カラチ ■ Sojitz Corporation, Karachi Branch

ラホール ■  Sojitz Corporation, Karachi Branch, 
Lahore Liaison Office

パプアニューギニア

ポートモレスビー ■  Sojitz Australia Ltd., Port Moresby Office

フィリピン 

マニラ ■ Sojitz Philippines Corporation

  ■ Sojitz Philippines Trading, Inc.

シンガポール 

  ■ Sojitz Asia Pte. Ltd.

  ■ Sojitz Corporation, Singapore Branch

台湾 

台北 ■  Sojitz Taiwan Corporation

タイ 

バンコク ■ Sojitz (Thailand) Co., Ltd.

ベトナム

ハノイ ■ Sojitz Vietnam Company Ltd., Hanoi Branch

ホーチミン ■ Sojitz Vietnam Company Ltd.

 米州

アルゼンチン 

ブエノスアイレス ■ Sojitz Argentina S.A.

ブラジル 

リオデジャネイロ ■ Sojitz do Brasil S.A., Rio de Janeiro Branch

サンパウロ ■ Sojitz do Brasil S.A.

カナダ 

トロント  ■ Sojitz Canada Corporation, Toronto Office

バンクーバー ■ Sojitz Canada Corporation

メキシコ 

メキシコシティー ■ Sojitz Mexicana S.A. de C.V.

ペルー 

リマ ■ Sojitz Corporation of America, Lima Office

米国 

ヒューストン ■  Sojitz Corporation of America, Houston Branch

メサ ■  Sojitz Corporation of America, 
Seattle Branch, Mesa Office

ニューヨーク ■ Sojitz Corporation of America

ポートランド ■  Sojitz Corporation of America, Portland Branch

シアトル ■ Sojitz Corporation of America, Seattle Branch

ワシントンD.C. ■  Sojitz Corporation of America, 
Washington Branch

ベネズエラ 

カラカス ■ Sojitz Venezuela C.A.

 

 欧・阿・中東・ロシアNIS 

アルジェリア 

アルジェ ■ Sojitz Corporation, Alger Liaison Office

アンゴラ 

ルアンダ ■ Sojitz Corporation, Luanda Liaison Office

チェコ 

プラハ ■ Sojitz Europe plc, Prague Office

エジプト 

カイロ ■ Sojitz Corporation, Cairo Liaison Office

フランス 

パリ ■ Sojitz Europe plc, Paris Branch

ドイツ 

デュッセルドルフ ■ Sojitz Europe plc, Dusseldorf Branch

ハンブルグ ■ Sojitz Europe plc, Hamburg Office



拠点一覧
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ハンガリー 

ブダペスト ■ Sojitz Europe plc, Budapest Office

イラン 

テヘラン ■ Sojitz Corporation Iran Ltd.

イタリア 

ミラノ ■ Sojitz Europe plc, Milan Branch

モロッコ 

カサブランカ ■ Sojitz Corporation, Casablanca Liaison Office

ナイジェリア 

アブジャ ■ Sojitz Global Trading Nigeria Ltd., Abuja Office

ラゴス ■ Sojitz Global Trading Nigeria Ltd.

オマーン 

マスカット ■ Sojitz Corporation, Muscat Liaison Office

ポーランド 

ワルシャワ ■ Sojitz Europe plc, Warsaw Office

ロシア 

ハバロフスク ■ Sojitz Corporation, Khabarovsk Liaison Office

モスクワ ■ Sojitz LLC

  ■ Sojitz Corporation, Moscow Liaison Office

サンクトペテルブルグ ■  Sojitz Corporation, Saint- Petersburg 
Liaison Office 

サウジアラビア 

アルコバール ■ Sojitz Corporation, Al-Khobar Liaison Office

ジェッダ ■ Sojitz Corporation, Jeddah Branch

  ■  Sojitz Corporation, Al-Khobar Liaison 
Office, Jeddah Office

南アフリカ 

ヨハネスブルグ ■ Sojitz Corporation, Johannesburg Branch

スペイン 

マドリッド ■ Sojitz Europe plc, Madrid Branch

トルコ 

イスタンブール ■ Sojitz UK plc, Istanbul Branch

アラブ首長国連邦 

ドバイ ■ Sojitz Middle East FZE

  ■ Sojitz Corporation, MEA Office

英国 

ロンドン ■ Sojitz Europe plc

  ■ Sojitz UK plc

ウクライナ 

キエフ ■ Sojitz Corporation, Kyiv Representative Office
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 機械部門
  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

日本（国内） ♦ さくらインターネット株式会社 40.29% インターネットサービス事業

 ♦ 双日エアロスペース株式会社 100.00% 航空・宇宙関連機器・部品・材料の輸出入、国内販売

 ♦ 双日オートモーティブエンジニアリング株式会社 100.00% タイヤ・自動車部品・自動車用設備の貿易業務と海外進出企業支援業務

 ♦ 双日佐和田火力株式会社 98.15% 発電事業（ディーゼル火力）

 ♦ 双日システムズ株式会社 100.00% 情報通信システムの受託開発と保守運用、ASP、セキュリティ、国際 IT業務

 ♦ 双日マシナリー株式会社 100.00% 機械専門商社

 ♦ 双日マリン アンド エンジニアリング株式会社 100.00% 船舶の売買、仲介、傭船、船舶関連機器・材料の輸出入、国内販売など

 ♦ 日商エレクトロニクス株式会社 100.00%  情報通信、情報処理、電子・音声・画像関連の各分野におけるソリューション・
サービスの提供

 ♦ 日新ガスエンジニアリング株式会社 30.00% LPG・LNG冷凍、液化装置販売、各種ガスの舶用・工業用液化装置の販売

 ♦ 日本センヂミア株式会社 45.00% 各種圧延機・付属機械設備に関する設計、技術指導

 ♦ 未来創電上北六ヶ所株式会社 100.00% 太陽光発電事業

 ♦ 未来創電斜里小清水株式会社 100.00% 太陽光発電事業

 ♦ 未来創電知多美浜株式会社 100.00% 太陽光発電事業

 ♦ 未来創電球磨錦町株式会社 100.00% 太陽光発電事業

中国 ♦ Changshu Showa Bearing Components Co., Ltd. 33.30% ベアリング用旋削リングの製造
      （常熟翔和精工有限公司）

 ♦ Hubei Qianchao Precision Components Co., Ltd. 25.00% ベアリング用ローラーおよびニードルの製造
      （湖北銭潮精密件有限公司）

 ♦ Kunshan NSK Co., Ltd. 15.00% ベアリング製造、販売
      （昆山恩斯克有限公司）

 ♦ Shaoxing Asahi Bearing Co., Ltd. 20.00% ベアリング製造用旋削内外輪加工
      （紹興旭日綿軸承有限公司）

 ♦ Sojitz Machinery (Shanghai) Corporation 100.00% 機械専門商社
      （双日機械（上海）有限公司）

 ♦ Zhejiang Asahi Bearing Co., Ltd. 20.00% ベアリング製造用旋削内外輪加工
      （浙江旭日軸承有限公司）

 ♦ Zhejiang FRT Bearing Co., Ltd. 25.00% ベアリング用旋削リングの製造
      （浙江富日泰軸承有限公司）

香港 ♦ First Technology China Ltd. 100.00% 富士機械製造製表面実装機・半導体関連機械の販売、サービス
      （富士徳中國有限公司）

アジア・大洋州 

インド ♦ NMTronics India Pvt. Ltd. 100.00% 富士機械製造製表面実装機の販売、サービス

マレーシア ♦ Fuji Smt (Malaysia) Sdn. Bhd. 86.00% 富士機械製造製表面実装機のサービス

フィリピン ♦ Fuji Machine Philippines Inc. 86.00% 富士機械製造製半導体実装機の販売、サービス

 ♦ Mitsubishi Motors Philippines Corporation 49.00% 三菱自動車の輸入、組立、販売

シンガポール ♦ Fuji Machine Asia Pte. Ltd. 86.00% 富士機械製造製半導体実装機の販売、サービス

 ♦ Howa Machinery Singapore Pte. Ltd. 39.00% 工作機械の輸入販売、アフターサービス

スリランカ ♦ Asia Power (Private) Limited 48.50% 発電事業

タイ ♦ Autrans (Thailand) Co., Ltd. 73.75% 自動車部品の納入代行業

 ♦ Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd. 70.00% 現代自動車の輸入、販売

主要関係会社一覧（2014年7月1日現在）
♦ 連結子会社　♦ 持分法適用子会社
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  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

米州

アルゼンチン ♦ Hyundai Motor Argentina S.A. 34.00% 現代自動車の輸入、販売

ブラジル ♦ Fuji do Brasil Maquinas Industriais Ltda. 60.00% 富士機械製造製半導体実装機の販売、サービス

グアテマラ ♦ Central Motriz, S.A. 28.00% 三菱自動車の輸入、販売

メキシコ ♦ AES Merida III S. de R.L. de C.V. 25.00% 発電事業

 ♦ NAI Azteca S.A. de C.V. 100.00% 発電事業への投資

 ♦ NM Power Mexico, S.A. de C.V. 100.00% 発電事業への投資

プエルトリコ ♦ Sojitz de Puerto Rico Corporation 100.00% プエルトリコ・米国領ヴァージン諸島における現代自動車の輸入代理店 

米国 ♦ Autrans Corporation 100.00% 自動車部品の納入代行業務とセミアッセンブリー業

 ♦ Import Motors Inc. 100.00% ディーラー(BMW/MINI)

 ♦ Sojitz Aerospace America Corporation 100.00% 航空・宇宙関連機器・部品・材料の販売

 ♦ Sojitz Printer Corporation 85.10% プリンターの販売

 ♦ Weatherford Motors, Inc. 100.00% カーディーラー（BMW）

ベネズエラ ♦ Autrans de Venezuela  100.00% 三菱自動車・現代自動車の組立部品の輸入、モジュール化

 ♦ MMC Automotriz, S.A. 100.00% 三菱自動車・三菱ふそうトラック・バスの組立、販売

欧・阿・中東・ロシアNIS

フランス ♦ Kyowa Synchro Technology Europe S.A.S. 51.00% 欧州でのマニュアルトランスミッション用シンクロナイザー販売

ガーナ ♦ Befesa Desalination Developments Ghana Ltd 44.00% 海水淡水化事業

ロシア ♦ Subaru Motor LLC 89.00% スバル車の輸入総代理店

サウジアラビア ♦ Dhuruma Electricity Company 15.00% 発電事業

アラブ首長国連邦 ♦ Blue Horizon Power International Limited 100.00% 発電事業への投資

ウクライナ ♦ Subaru Ukraine LLC 100.00% ウクライナにおけるスバル車の輸入総代理店

英国 ♦ Solar Mixdorf Ltd. 100.00% 太陽光発電事業への投資

 エネルギー・金属部門
  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

日本（国内） ♦ イーエナジー株式会社 100.00% 原子燃料・原子力機器類の販売

 ♦ エルエヌジージャパン株式会社 50.00% LNG輸入販売、LNGプロジェクト開発

 ♦ カタール石油開発株式会社 25.00% カタール国沖合・東南第一鉱区における石油開発

 ♦ 双日ジェクト株式会社 100.00% コークス・炭素製品・炭素材・石油製品・LPG等の輸出入、三国間・国内取引

 ♦ 東京油槽株式会社 100.00% 油槽所運営、倉庫・貨物取扱、運送業

 ♦ 日商LPガス株式会社 22.50% LPG・LNG・石油類の販売

 ♦ 日伯ニオブ株式会社 25.00% ブラジル国におけるニオブ生産企業への投資・管理（2.5%）

 ♦ ベルミテック株式会社 100.00% バーミキュライトの焼成販売

 ♦ 株式会社ボルクレイ・ジャパン 50.00% 米国・中国産ベントナイトの輸入、販売

 ♦ 株式会社メタルワン 40.00% 鉄鋼総合商社

中国 ♦ Sunlime Limited 43.77% 石灰製造事業への投資

アジア・大洋州   

豪州 ♦ Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd. 50.00% Worsleyアルミナ製錬事業への投資（5%）

 ♦ Sojitz Coal Resources Pty. Ltd. 100.00%  Jellinbah East／Minerva／Lake Vermont炭鉱等への投資

 ♦ Sojitz Moolarben Resources, Pty. Ltd. 100.00% Moolarben炭鉱への投資（10%）

 ♦ Sojitz Resources (Australia) Pty. Ltd. 100.00% Worsleyアルミナ製錬事業への投資（4%）

フィリピン ♦ Coral Bay Nickel Corporation 18.00% ニッケル製錬事業

シンガポール ♦ Sojitz Petroleum Co., (Singapore) Pte. Ltd. 100.00% 原油・石油製品のトレーディング

インドネシア ♦ Bravo Synergy Pte. Ltd. 100.00% 炭鉱会社PT Bara Alum Utama社への投資（30%）

 ♦ PT Berau Coal 10.00% Berau Coal炭鉱への投資
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  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

米州

カナダ ♦ Cariboo Copper Corporation 50.00% Gibraltar銅・モリブデン鉱山への投資（12.5%）

 ♦ Sojitz Moly Resources, Inc. 100.00% Endakoモリブデン鉱山への投資（25%）

 ♦ Sojitz Tungsten Resources, Inc. 100.00%  ポルトガル国タングステン鉱山会社Sojitz Beralt Tin & Wolfram (Portugal) 
S.A.への投資（100%）

米国 ♦ Sojitz Energy Venture, Inc. 100.00% 米国における石油・ガス開発

 ♦ Sojitz Noble Alloys Corporation 100.00% 米国バナジウムメーカーStrategic Minerals Corporationへの投資（21.24%）

 ♦ Trans World Prospect Corporation 28.57% ベントナイト鉱山企業への投資

欧・阿・中東・ロシアNIS

英国 ♦ Sojitz Energy Project Ltd. 100.00% 英領北海における石油・ガス開発

 ♦ Sojitz Etame Ltd. 100.00% ガボン国Etame海上石油鉱区における石油開発（3.23%）

 ♦ Sojitz Oil & Gas (Egypt) Ltd. 100.00% エジプト国Alamein & Yidma陸上石油鉱区における石油開発（40%）

 化学部門
  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

日本（国内） ♦ エヌアイケミカル株式会社 100.00% 化学品油槽施設、入出荷業務

 ♦ 株式会社三徳 19.26% 稀土磁石合金・電池材料製造

 ♦ 双日コスメティックス株式会社 100.00% 化粧品の開発企画および販売

 ♦ 双日テクノプラス株式会社 100.00% 合成樹脂の着色およびコンパウンド加工

 ♦ 双日プラネット株式会社 100.00% 合成樹脂・製品の国内取引、貿易取引

 ♦ 双日プラネット・ホールディングス株式会社 100.00% 合成樹脂事業持株会社

 ♦ 大洋化学工業株式会社 80.07% 塩化ビニールフィルム製造、販売

 ♦ 新潟ケミカル株式会社 33.50% 塩素酸ナトリウム（クロレート）水溶液の製造、販売

 ♦ プラマテルズ株式会社 46.56% 合成樹脂原料・製品・加工機械の販売

 ♦ 北港化学株式会社 90.00% 塗料・インキ用シンナーの製造、加工、販売

中国 ♦ Asahi Kasei (Suzhou) Plastics Compound Co., Ltd. 49.00% 合成樹脂着色コンパウンド
      （旭化成（蘇州）複合塑料有限公司）

 ♦ Japan Super Engineering Plastics（Shenzhen) Co., Ltd. 49.00% 合成樹脂着色コンパウンド
      （日超工程塑料（深圳）有限公司）

 ♦ Richao Engineering Plastics (Beijing) Co., Ltd. 49.00% 合成樹脂着色コンパウンド
      （日超工程塑料（北京）有限公司）

 ♦ Sojitz Plastic (Shenzhen) Ltd. 100.00% 合成樹脂原材料および成形機械の販売
      （双日塑料（深圳）有限公司）

 ♦ Takagi Auto Parts (Foshan) Co., Ltd. 34.00% 自動車用樹脂部品製造
      （高木汽車部件（佛山）有限公司）

 ♦ Yantai Sandie Plastic Products Co., Ltd. 71.43% ポリエチレン製家庭用袋製造
      （煙台三蝶塑料製品有限公司）
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  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

香港 ♦ Furukawa Circuit Foil (Hong Kong) Co.,Ltd. 25.00% 銅箔製造・販売
      （古河銅箔（香港）有限公司）

 ♦ Sojitz Plastics (China) Ltd. 100.00% 合成樹脂原材料および成形機械販売
      （双日塑料（中国）有限公司）

 ♦ Supreme Development Co., Ltd. 33.34% プラスチックフィルム加工
      （超然製品廠有限公司）

アジア・大洋州  

インドネシア ♦ PT. Kaltim Methanol Industri 85.00% メタノールの製造、販売

 ♦ PT. Moriuchi Indonesia 20.00% 織物製造

韓国 ♦ Sojitz Agro Corporation 100.00% 農薬普及サポート

タイ ♦ Thai GCI Resitop Co., Ltd. 39.79% 各種工業用フェノール樹脂の製造、販売

米州   

カナダ ♦ American Biaxis Inc. 49.00% 二軸延伸ナイロンフィルム製造

メキシコ ♦ CPC Sojitz Mineria, S. De R. L. De C. V. 49.00% バライトの採掘、加工、販売

米国 ♦ Cymetech Corporation 100.00% ジシクロペンダジエン（DCPD）製造、販売

 ♦ Metton America, Inc. 85.11% メトン樹脂の製造、販売

 ♦ Sojitz Plastics America Inc. 100.00% 包装資材販売

欧・阿・中東・ロシアNIS

フィンランド ♦ Biaxis Oy, Ltd. 49.00% 二軸延伸ナイロンフィルム製造

 生活産業部門
  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

日本（国内） ♦ 株式会社JALUX 22.24% 航空・空港関連、生活関連、顧客サービス事業における流通・サービス業など

 ♦ 株式会社エヌ・アイ・エフ 20.00% 自動販売機向け食品の販売

 ♦ おおとりウイングス株式会社 100.00％ ショッピングセンター運営管理

 ♦ クイニョン植林株式会社 39.00% 植林・チップ事業

 ♦ 双日インフィニティ株式会社 100.00% 衣料製品の企画、製造、販売

 ♦ 双日建材株式会社 100.00% 各種建材・製材・住宅関連機器販売、ビル内装工事などの総合建材商社

 ♦ 双日ジーエムシー株式会社 100.00% 履物、家具、雑貨、資材の輸出入および国内卸売業

 ♦ 双日食料株式会社 100.00% 砂糖／糖化製品、農畜水産物、食料原料、加工食品、乳製品、その他食料品の販売

 ♦ 双日食料水産株式会社 100.00% 水産加工品、水産惣菜の製造、販売

 ♦ 双日ツナファーム鷹島株式会社 100.00% マグロ養殖

 ♦ 双日ファッション株式会社 100.00% 服地加工卸売業

 ♦ 双日プロモーション株式会社 100.00% タバコの卸事業運営、小売事業運営

 ♦ 双日与志本林業株式会社 100.00% 製材品、合板等の販売

 ♦ 双日ロジテック株式会社 99.67% 荷役作業請負、商品の保管、管理業務

 ♦ 第一紡績株式会社 100.00% 繊維製品製造、販売、不動産賃貸業、物流倉庫業、ショッピングセンター経営

 ♦ タカハター株式会社 100.00% 衣料用繊維製品の縫製

 ♦ 日商岩井紙パルプ株式会社 33.56% 製紙用原料および紙板紙製品等販売

 ♦ 株式会社マイベジタブル 100.00％ 生鮮青果物の栽培および販売

 ♦ 阪神サイロ株式会社 35.00% 穀物倉庫業

 ♦ フジ日本精糖株式会社 31.94% 砂糖製造、精製、加工、販売

 ♦ ヤマザキナビスコ株式会社 20.00% ビスケット・スナック・キャンディ・チョコレート製品の製造、販売
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  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

中国 ♦ A-Fontane Holdings Limited 15.00% リビング製品小売
      （雅芳 控股有限公司）

 ♦ Beijing Sanyuan Sojitz Foods & Logistics Co., Ltd. 49.00% 食品物流事業
      （北京三元双日食品物流有限公司）

 ♦ Dalian Global Food Corporation 51.00% マグロ加工
      （大連翔祥食品有限公司）

 ♦ Da Longmian Textile (Suzhou) Co., Ltd. 25.00% 製綿、固綿加工、キルティング加工、寝装製品の生産、販売、各種繊維製品の検品、 
      （大隆棉業（蘇州）有限公司）  検針

 ♦ Heilongjiang Beidahuang Potato Flake Co., Ltd. 25.00% ポテトフレーク製造、販売
      （黒龍江北大荒馬鈴薯全粉有限公司） 

 ♦ Qingdao Sojitz-Cherry Garments Co.,Ltd. 25.00% ジーンズ縫製
      （青島綺麗双栄制衣有限公司）

 ♦ Qingdao Sojitz-Jifa Garments Ltd. 50.00% シャツ製造、販売
      （青島双発服装有限公司）

 ♦ Sojitz Fashion (Shanghai) Trading Co., Ltd. 100.00% 中国における服地加工卸売
      （双日奔時代（上海）貿易有限公司）

 ♦ Sojitz Textile (Shanghai) Co., Ltd. 100.00% 繊維製品の縫製、販売
      （双日繊維（上海）有限公司）

アジア・大洋州   

豪州 ♦ Green Triangle Plantation Forest Company of  29.00% 木材チップの製造、販売、植林事業
 　 Australia Pty. Ltd.

インド ♦ Motherson Auto Solutions Ltd. 34.00% 工業団地の開発、運営

インドネシア ♦ PT. Puradelta Lestari 25.00% 工業団地開発を含む総合都市開発

マレーシア ♦ Sojitz Forest Products (EM) Sdn. Bhd. 100.00% 木材・合板販売

フィリピン ♦ Atlas Fertilizer Corporation 100.00% 化成肥料の製造、販売、輸入肥料製品の販売

シンガポール ♦ CM-Sojitz Pte. Ltd. 40.00％ ミャンマー向け生活消費財・食品の調達事業

タイ ♦ N.I.M. Co., Ltd. 70.60% 油槽業（化学品タンクヤード）

 ♦ SNB Agriproducts Ltd. 29.00% 米糠の搾油、米糠原油・脱脂糠の販売

ベトナム ♦ Huong Thuy Manufacture Service Trading Corporation 51.00% 食品および消費財の輸入・卸販売

 ♦ Interflour Vietnam Ltd. 20.00% 製粉事業、港湾サイロ事業

 ♦ Japan Vietnam Fertilizer Company 75.00% 化成肥料の製造、販売

 ♦ Kyodo Sojitz Feed Company Limited 51.00% 飼料製造業

 ♦ Long Duc Investment Co., Ltd. 44.18% 工業団地の開発、運営

 ♦ The Long Binh Industrial Zone Development Ltd. 60.00% 工業団地の開発、運営

 ♦ VIJACHIP Cai Lan Corporation 51.00% 木材チップの製造、販売、植林事業

 ♦ VIJACHIP Corporation 60.03% 木材チップの製造、販売、植林事業

 ♦ VIJACHIP Vung Ang Corporation 60.00% 木材チップの製造、販売、植林事業
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  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

米州   

ブラジル ♦ CGG Trading S.A. 43.13％ ブラジルでの穀物集荷事業

米国 ♦ Masami Foods, Inc. 21.08% 畜産業

 ♦ Specialty Grains, Inc. 49.00% 特殊トウモロコシ、大豆等の契約栽培

欧・阿・中東・ロシアNIS   

モザンビーク ♦ Sojitz Maputo Cellulose, Limitada 100.00% 木材チップの製造、販売

 その他
  連結 
国名 会社名 持株比率 事業内容

日本（国内） ♦ 秋田新都心ビル株式会社 100.00% 秋田拠点センターアルヴェの保有、賃貸、管理運営

 ♦ 株式会社エフ・アール・シー 55.75% エフアールシービルの保有、賃貸、管理運営

 ♦ 株式会社エフ・イー・シー 50.21% ホテルニューオータニ博多およびサンセルコビルへの熱供給

 ♦ 双日インシュアランス株式会社 100.00%  損害保険代理業、生命保険の募集に関する業務とその付帯事業ならびに関連サービス
業務

 ♦ 双日シェアードサービス株式会社 100.00% 企業の職能業務の受託およびコンサルティング、人材派遣・紹介業務

 ♦ 双日商業開発株式会社 100.00% ショッピングセンターモラージュ佐賀の保有、賃貸、管理運営

 ♦ 双日総合管理株式会社 100.00% マンションおよびビル管理、不動産オーナー代行業務、オフィスレジデンスPM業務

 ♦ 株式会社双日総合研究所 100.00% 各種調査、コンサルティング業務

 ♦ 双日ツーリスト株式会社 100.00% 旅行業

 ♦ 双日ビジネスサポート株式会社 100.00% グループ内人事総務業務等のオフィスサポート

 ♦ 双日新都市開発株式会社 100.00%  マンション分譲事業、住宅販売事業、不動産流通コンサルティング事業、
建設工事、内装工事、建設用資材および機械、住宅関連商品

 ♦ 双日リートアドバイザーズ株式会社 67.00% 投資法人等の資産運用業務

 ♦ 双日ロジスティクス株式会社 100.00% 物流サービス業、陸海空運送取扱業、国際複合一貫輸送業（NVOCC）

 ♦ 山形新都心開発株式会社 100.00% 霞城セントラル（山形）の保有、賃貸、管理業務

中国

香港 ♦ Sojitz Insurance Brokers (HK) Ltd. 100.00% 保険ブローカー業

主要関係会社一覧


