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価値創造モデルを有機的かつ機動的に推進していくため
には、外部環境や時代の潮流を踏まえ、戦略的に活動して
いくことが重要となります。双日では、さらなる飛躍を見
据えた新たな計画「中期経営計画2017 ～Challenge for 
Growth～」を発表しました。本計画を策定した背景をは
じめ、推進していく成長戦略を解説します。

戦略セクション
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新事業計画
（2004年9月～2006年3月）

New Stage 2008
（2006年4月～2009年3月）

強固な経営基盤の確立と
市場の信認の早期回復を図る
双日の前身となるニチメン株式会社と日商岩井
株式会社が統合し、2003年3月に発表した「統
合3ヵ年事業計画」を見直し策定したのが「新事
業計画」。「財務体質の抜本的強化」と「良質な収
益構造への変革」を成し遂げ、外部環境に左右さ
れない強固な経営基盤の確立と、市場からの信
認の早期回復を通じて、企業価値を向上させる
ことを目指しました。

•  6,200億円の資産圧縮、4,300億円の損失処
理を通じた資産の健全化
•  3,700億円の増資による株主資本の充実と有
利子負債の削減
•  選択事業・低採算事業から撤退し、競争優位を
持つ事業へ注力
•  継続的な事業ポートフォリオ管理とリスク管理
の強化・高度化

再建完了に向け、経営基盤の強化と
持続的な成長を図る
2006年4月から「New Stage 2008」をスター
ト。双日の強みを活かした「機能の拡充」と「事業
投資の拡大」で持続的な成長を図るとともに、優
先株式の一掃による資本構造再編と資金調達構
造の安定性向上を進め、リスクをマネージし質
の高いポートフォリオを維持することを目標とし
ました。

•  双日の強みを活かした「機能の拡充」と「新規投
融資」を通じ、各事業において事業基盤の整備・
強化を図る
•  3,000億円のCBを発行し、優先株式を買入
消却
•  グループリスク管理体制の強化・高度化

過去の中期経営計画の推移
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過去最高益

資産健全化

（注）2004年3月期から2011年3月期は日本基準、2012年3月期から2015年3月期はIFRSに基づく数値を記載しています。
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Shine 2011
（2009年4月～2012年3月）

中期経営計画2014
～Change for Challenge～
（2012年4月～2015年3月）

収益の質の向上による
強固な収益基盤確立を目指す
「New Stage 2008」で復配や優先株式の一掃
などによる再建は完了したものの、リーマン
ショックを契機とした市況の急変に対する抵抗力
の弱さが顕在化しました。このような状況を踏ま
え、下記4つの取り組みテーマを基に、変化に強
い収益基盤の構築と資産ポートフォリオの最適化
を推進。「収益の質」を向上させ、持続的な成長を
担保する強い収益基盤の確立を目指しました。

•  良質な事業・資産の積み上げによる中・長期的
な収益基盤の獲得
•  持続的な成長に向けての新規育成分野への取
り組み
•  外部環境変化に対応できる資産の追求と、資
産流動性の確保
•  持続的成長を担うグローバル人材の育成

さらなる飛躍に向けた
新たな挑戦と変革を続ける
2012年4月から、成長に向けた「中期経営計画
2014」をスタート。資産の入れ替えによる資産
の質の向上や、稼ぐ力の強化、リスクマネージ
力の高度化、グローバル化に対応できる事業モ
デルの構築や人材育成など、成長軌道に向けた
改革を推進し、企業価値の向上を目指しました。

•  総資産を2兆円規模に維持しつつ、資産の質
を向上すべく資産の入れ替えを推進
•  集中事業領域へ経営資源を戦略的に配分
•  リスク管理の現場化に向けたコントローラー
室の設置
•  グローバル人材・経営人材の育成

10.310.3 11.311.3 12.312.3 13.313.3 14.314.3 15.315.3
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「中期経営計画2017 
～Challenge for Growth～」概要

成長戦略・施策

成長戦略を支える柱

収益の塊となる事業領域の拡大・創出
安定的な収益基盤の拡大
事業領域の塊の創出

戦略に基づく機能の強化・獲得

価値の創造
競争力強化収益力・キャッシュ創出力の向上

本部制の導入による経営のスピードアップ
双日の強み・双日らしさを発揮できる資産ポートフォリオの構築

海外地域の成長戦略を実行

当社の持つ強み・知見・機能を最大限に活用・強化
成長市場や産業構造の変化・ニーズを捉えた事業領域の創出・獲得

成長戦略

施策

スピードと実現性を高めて以下の目的の投融資を実行
• 機能の獲得・拡大
• マーケットの拡張・獲得・創造
• 本部の幹を太くするための新たな領域への拡大

• 前中期経営計画を含む一定期間のフリー・キャッシュ・フロー累計で黒字を維持
• 期間利益、継続的な資産入替などにより、新規投融資・株主還元を実行
• 為替や環境の変化に機動的かつ柔軟に対応するため、グループ全体の効率的な資金管理を実施

• 全社・現場それぞれにおけるマネジメント力の強化
• 主要事業のリスクシナリオ分析でリスクマネジメントの即時対応力の強化
• 自助努力でマネージできるリスクとマネージできないリスクの正確な把握

• 新たな機能の獲得に積極的な人材、創造性を発揮する人材の育成
• 多様な人材活用(グローバル人材の採用・育成)によりグローバル化に対応
• 企業理念・行動指針の定着により、「信頼」と「スピード」に基づく「双日らしさ」を実現

投資

財務
株主還元

リスク
マネジメント

人材

機能を軸とした
価値創造
サイクル
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目 標

当期純利益
（親会社の所有者に帰属）

600億円以上
ROA

2%以上
ROE

8%以上

ネットDER

1.5倍以下
3ヵ年投融資額

3,000億円
株主還元
配当性向

25%程度

自動車本部 航空産業・情報本部 環境・産業インフラ本部

新興国を中心とした市場成長の取り込み
に加え、ディーラー事業の拡大などによ
り、リスク耐性に優れた資産ポートフォリ
オを形成する。

• 3ヵ年想定投融資額：300億円
• ROA＊: 2.0%→3.1%

ボーイング社などの代理店ビジネスで
培った航空機分野での知見を活かし、航
空機関連事業・空港運営事業などへの参
画を図る。

• 3ヵ年想定投融資額：200億円
• ROA＊: 1.9%→2.9%

世界的に持続的な成長が見込まれる
インフラ分野において、火力／再生可能
IPPを中心とした安定的な収益基盤の
構築を目指す。

• 3ヵ年想定投融資額：500億円
• ROA＊: 2.8%→3.3%

エネルギー本部 石炭・金属本部 化学本部

上流権益中心の事業モデルから、市況
影響を受けにくいガス関連中下流分野
中心の資産ポートフォリオへの再構築を
図る。

• 3ヵ年想定投融資額：250億円
• ROA＊: 2.1%→2.3%

総資産を増やすことなく資産入替を行い
ながら、強みを活かせる分野（石炭事業
など）での収益基盤の再構築を図る。

• 3ヵ年想定投融資額：350億円
• ROA＊: － %→2.8%

トレードにて培った顧客との関係を礎に、
グローバルトレードの拡大と工業塩・合
成樹脂・石油樹脂などへの事業投資の両
輪による成長を図る。

• 3ヵ年想定投融資額：400億円
• ROA＊: 2.2%→3.2%

食料・アグリビジネス本部 生活資材本部 リテール事業本部

肥料など強みのある事業における幅出し
やバリューチェーン構築により、アジア
の成長を取り込む。

• 3ヵ年想定投融資額：300億円
• ROA＊: 1.6%→2.8%

繊維や林産など既存商権における事業
モデルの見直しなどにより収益力の向上
を図るとともに、成長が見込まれるアジ
アへの展開を図る。

• 3ヵ年想定投融資額：100億円
• ROA＊: 1.1%→2.0%

ASEANにおけるリテール事業展開・工
業団地事業・商業施設運営などの機能
提供を通じて、地域・市場の成長を取り
込む。

• 3ヵ年想定投融資額：400億円
• ROA＊: 1.9%→2.2%

＊ROAは2015年3月期の実績と2018年3月期の見通しを記載しています。
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中期経営計画2017の解説
（社長インタビュー）

スピードを重視し、
成長を実現。

代表取締役社長 CEO

佐藤 洋二

　前中期経営計画2014は、資産の質を向上させ、財務

基盤をもう一段強化することで、「強い会社」へと変わって

いくことを目指してきました。この計画の結果を端的に申

し上げると、財務基盤の確立と新たな成長に向けた体制

強化には一定の成果を上げたということができます。

　具体的に、前中期経営計画2014を振り返ってみます

と、まず、全社をあげて進めてきた「資産の質の改善」に

おいては、大きな成果が上がりました。これは、資産規模

を大きく変えず、資産の入れ替えを通じて、収益基盤の

強化を目指したもので、3ヵ年累計で1,780億円の資産

を圧縮（資金回収は1,530億円）し、1,550億円の投融資

を実行しました。投融資の内容としては、中東IPP事業や

国内太陽光発電事業をはじめ、米国自動車ディーラー事

業、インドマリンケミカル事業、ブラジル農業・穀物集荷

ターミナル事業など、中長期にわたって安定収益を生み

出すものが多くを占めます。こうした取り組みを通じ、

セグメント別の収益性を見ても、市況悪化の影響を受け

たエネルギー・金属部門以外では格段に向上したこと

2012年3月期（Shine 2011最終年度）
高ROA

純利益（大）

エネルギー・
金属

その他

化学

機械生活産業

高ROA

純利益（大）
エネルギー・
金属

機械

その他

生活産業

化学

資産入替の成果

2015年3月期（中期経営計画2014最終年度）

新たな成長に向けた基盤確立は完了。

資産入替による収益性の改善
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が分かります。

また、これら優良資産の積み上げにおいて不可欠とな

るリスクマネジメントについても、コントローラー室を全

部門に設置したことなどにより、営業現場におけるリスク

マネジメントの強化・高度化が図られ、案件構築のスピー

ドも飛躍的に高まっています。

そして、収益の積み上げに加え、円安・株価回復などの

要因も相まって、自己資本は5,000億円を超え、ネット

DERは目標の「2.0倍以下」を大きく下回る1.1倍となる

など、財務基盤は外部からも評価いただけるものとなり

ました。

一方で、課題としては「稼ぐ力の強化」があげられます。

資源価格の急落やベネズエラの政情悪化などを主因と

し、当初掲げた「ROA2%」という目標は未達に終わりまし

たが、保有資産の再評価に伴う減損処理や、ベネズエラ

の為替・インフレーションに対する抜本的な対策を講じた

ことにより、収益のダウンサイドリスクを一定程度コント

ロールできる基盤が整ったと評価をしています。

これまでの取り組みを通じ、準備は整いました。双日

は、今後、成長に向けて大きく舵を切ります。

その成長軌道を示す計画として策定したのが、2018年

3月期を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画2017です。

中期経営計画2017は「Challenge for Growth」とい

う副題を掲げていますが、これは、前中期経営計画2014

の副題「Change for Challenge」における「Change」の

ステージが終わり、今後は将来の「Growth」に向けた挑

戦をしていく、という意味を込めています。私たちが挑戦

したいこと、成し遂げたいことを実現するには、より大き

な収益規模が必要ですし、ステークホルダーの皆様から

も収益や配当の伸長が期待されていることを実感してい

ます。そのため、この3ヵ年は、当社のビジネスを大きく 

成長させることで安定的な収益基盤を拡大させ、2019年

3月期以降のさらなる飛躍を確たるものにしていきます。

2019年3月期以降については、長期ビジョンとなりま

すが、「双日らしさ」を発揮し、独自の価値を創出すること

で、「世界の人々の豊かさ」を築く企業として、今以上に

マーケットに存在感を示していきたいと考えており、その

実現に向けては安定的にROA3%以上、ROE10%以上

を実現していく企業像を描いています。

ネルギ

その他

化学

生

エネルギー

機械

その他

生活産業

化学

 

 

 
 

 

 

 

 

 

新たな価値と豊かな未来を創造

【財務基盤の確立】

将来の成長を見据えた挑戦
(Challenge)
• 安定的な収益基盤の拡大
• 双日らしさの確立

成長に向けた基盤固め
(Change)
• 自己資本の確実な積み上げ
• 成長軌道に向けた改革の推進

さ
ら
な
る
飛
躍

成
長
軌
道
へ
の
移
行

【安定的な収益基盤の拡大】

「双日らしさ」を発揮し、さらなる成長へ
• マーケットに存在感を示す
• 安定的にROA3%以上、ROE10%以上

 

 

【双日らしさの発揮】

中期経営計画2014

～Change for Challenge～

中期経営計画2017

～Challenge for Growth～

次期中期経営計画以降

中期経営計画2017の位置付け

成長軌道に向け、大きく舵を切る。

双日株式会社     統合報告書2015 25



　中期経営計画2017の中核となる成長戦略では、「双日

らしさ」の確立に向けて、「収益の塊となる事業領域の拡

大・創出」をテーマとしています。成長への挑戦を続けら

れる収益基盤を構築するとともに、個々の事業領域を拡

大し、双日の強み、双日らしい事業領域の塊を作り上げる

ことにより、収益を拡大していく構えです。

　この成長戦略の推進にあたっては、スピードと収益・リ

スクの見える化が重要になると考え、2015年4月から本

部制を導入しました。従来の4部門から9つの本部へと

事業のくくりを変更したわけですが、組織のフラット化を

通じ、経営と現場が一体となったスピード経営の実現など

を目的としています。

　中期経営計画2017の資産ポートフォリオ戦略におい

ては、各本部を「注力分野」と「基盤構築分野」とに分け、

経営資源を投下していく方針です。「注力分野」は、航空

産業・情報、環境・産業インフラ、リテール事業の3本部

で、新たな機能の獲得と新しい領域の開拓を通じて成長

させていきます。例えば、航空産業・情報本部は、航空機

　各本部では、大幅な権限委譲の下、それぞれが強みや

知見のある分野への投融資をスピードをもって実行する

ことによって事業領域の拡大を図り、収益成長を目指すこ

ととなります。この「収益の塊」を捉える上では、当期純利

益で50億円という規模が一つの目安となります。2015

年3月期においては、化学本部のみが50億円を超える

状況でしたが、2016年3月期についてはこれに自動車本

部、石炭・金属本部が加わり、3本部が50億円超の塊と

なる見通しです。さらに、2018年3月期には6本部が

50億円を超える計画で、将来的には各本部が100億円

を目指すところまで持っていきたいと考えています。

代理店事業で国内No.1のポジションを築いていますが、

今後はここで培ってきた知見やネットワークを活かしなが

ら事業領域を広げ、中古機・部品関連事業、さらには空港

ターミナル・インフラ事業などに進出していくことを計画

しています。

　一方、「基盤構築分野」は現在の強みを拡大していく分

50億円、100億円の収益の塊

18/3期見通し

自動車

航空産業・情報

環境・ 
産業インフラ

エネルギー

石炭・金属

化学

食料・ 
アグリビジネス

生活資材

リテール事業

100億円50億円 100億円50億円当期純利益
（親会社の所有者に帰属）

当期純利益
（親会社の所有者に帰属）

本部名
15/3期実績＊

16/3期見通し

27

55

63

90

△26

95

27

40

27

35

30

20

33

30

44

40

33

15

収益の塊を拡大・創出していく成長戦略。

「注力分野」と「基盤構築分野」による資産ポートフォリオの構築。

＊2015年3月期実績については、旧組織を簡易的に新組織に組み替えたものであり、将来公表する数値と異なる可能性があります。
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野です。前述以外の6本部がこれにあたり、既存事業の

拡充や事業基盤の幅出し、地域拡大などによって成長を

図ります。また、これらの事業においては、トレードと事

業投資の両輪での収益モデル構築も重要になることか

ら、バリューチェーンの各機能への事業投資も積極的に

行っていきます。

　以上に加え、前中期経営計画2014で実行してきた資

産入替に今後も継続的に取り組んでいくほか、赤字事業

の削減・業績改善を図り、資産の質の向上についても引

き続き注力していきます。

　地域戦略については、双日が強く、成長・所得増加を

続けるアジアが重点領域となります。北中米の堅調な経

済成長と産業構造の変化を捉えた取り組みや、巨大消費

市場かつ輸出拠点としての中国での展開も肝要ですが、

やはりアジアの市場・インフラ需要を確実に取り込んでい

くことが重要です。アジア域内での機能拡充はもとより、

穀物事業での展開に代表されるように世界各地の事業

基盤や機能を強化・活用し、アジアへの供給を加速して

いきます。

中期経営計画2017の解説

高ROA

純利益（大）

● 航空産業・情報
● 環境・産業インフラ
● リテール事業

● 自動車
● 石炭・金属
● 食料・アグリビジネス

● エネルギー
● 化学
● 生活資材

高ROA

純利益（大）

15/3期実績
18/3期見通し

15/3期実績
18/3期見通し

中期経営計画2017の注力分野 中期経営計画2017の基盤構築分野

　成長戦略を支える柱となるのが、投融資とリスクマネ

ジメントです。

　投融資計画としては、3年間累計で3,000億円の実行

を予定しています。ただし、単なる利益計上のみを目的と

した投資は行わず、①機能の獲得・拡大、②マーケットの

拡張・獲得・創造、③本部の幹を太くするための新たな領

域への拡大、といった3つの基本方針に即した投資を進

めます。

スピードを重視した投融資を実行。

双日の強み・双日らしさを発揮できる資産ポートフォリオの構築
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　一方、投資実行に向けては、従来以上にリスク管理を

強化していくことが必要です。特に留意すべきなのは案

件組成の初期段階であり、この段階でのリスクシナリオ

分析やリスク計量の高度化を図ると同時に、コントロー

ラー室を中心に現場の即時対応力を強化していきます。

　こうした投資とリスクマネジメントの成功を担うのは、

やはりスピードです。ある部署で試験的に、意思決定ス

ピードを上げるために一定の権限委譲を行いましたが、

スピードはもとより、リスク管理精度、投資実効性、業界

におけるレピュテーションなどの面で非常に好結果を残し

ています。こういった取り組みを全社的に広げていきた

いと考えています。

「信頼」と「スピード」を重視し、独自性を確立。
　ここで、先ほど申し上げた「双日らしさ」について説明い

たします。

　株主・投資家を含め、さまざまな方々とお話する際、双

日の特徴や強みを質問されることが少なくありません。

一言で表すことはなかなか難しいのですが、今後の飛躍

においては、明快な独自性を確立することが必要だと感

じています。

　では、何が双日の独自性になり得るのか。企業理念にも

「誠実な心」を掲げてきた双日にとって、ステークホル

ダーから「信頼」を勝ち得る存在であることは何よりも大

切ですし、「信頼」はさまざまな事業の基盤ともなる重要な

経営資源です。諸外国の政府高官の方々と会談する中で

も、当社を誠実な企業であるとご評価いただくことも増

え、企業理念を体現できてきたものとうれしく感じていま

す。また、現在のグローバル社会において、競争に勝ち、

価値を創出するために「スピード」は不可欠です。双日の

持ち味はスピードだと認識していただければ、これは大き

な強みとなります。

　こうした考えから、私は、「信頼」と「スピード」を重視した

事業展開を積み重ねていくことで、「双日らしさ」を確立し

ていきたい。そう強く思っています。

　「双日らしさ」を確立していく上では、私たちの姿をより

的確に説明していく必要があります。今回、本部制を導

入しましたが、資本市場に、より細分化した当社の実態を

お示しすることで、外部の方々を含めて今後の成長に向

けた議論を行っていきたいと考えています。

　成長ステージに入った中期経営計画2017の定量計画

では、従来のROAに加えてROEについても外部に公表

する目標とし、当計画期間中にROA2%以上、ROE8%

以上を目指します。当期純利益については、安定的に

500億円以上を稼げる収益基盤構築を進め、当計画の最

終年度となる2018年3月期には600億円以上を目指し

ていきます。以上のように大きく成長路線にシフトする計

画となりますが、これまで同様、財務規律は堅持し、ネッ

成長路線へのシフトと株主還元の充実。
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トDERは1.5倍以下でマネージしていきます。

　また、中期経営計画2017では配当についても充実さ

せていきます。安定的かつ継続的な配当を実施するとい

う基本方針は不変ですが、連結配当性向を従来の20%

から25%程度に引き上げます。これは、成長投資に必要

な資金は増加するものの、自己資本をはじめとした体力

が備わったことや、市場における配当性向拡充の動向な

どを踏まえたもので、株主の皆様にもしっかりと還元して

いく所存です。

　総合商社という業態を、私なりに定義しますと「あらゆ

る課題に対してソリューションを提供できる会社」と捉え

ています。エネルギーの大規模調達が必要になれば供給

元を確保し、産業発展が進めばインフラや物流網を整備

し、食料需要が高まれば穀物のバリューチェーンを構築す

る。自らが保有している資産・機能によって提供すること

もありますし、他社と協働したり他の機能を獲得して提供

することもあります。このように提供したソリューションに

よって顧客、取引先、パートナー、地域の方々といったス

テークホルダーの皆様と、お互いに良い条件、良い結果

を共有することができれば、次なる事業の創出につな

がっていきます。

　自分たちの活躍によって、人々の豊かさに貢献できる。

こういった企業であることを、私は誇りに思います。だか

らこそ、私たちの活躍できるフィールドをより広げ、ス

テークホルダーの皆様と双日に共通する価値をより大き

く創出していかなければならないと思うのです。

　私は昨年、設立10周年を迎えるにあたり、双日はこれか

ら「収益性」と「企業価値」にフォーカスし、成長を実現して

いくと宣言しました。この意志は一層強くなっており、これ

まで以上のスピードで会社を動かし、成長の道を駆け上

がっていく覚悟です。そして、成長軌道に軸足を移してい

く中においても、誠実さをもって「信頼」を一つひとつ勝ち

得ていき、こうした取り組みを通じ、「双日らしさ」がステー

クホルダーの皆様に認めていただける会社を目指します。

　双日の未来に、是非ご期待ください。

 2015年8月

        代表取締役社長 CEO

　中期経営計画2017、さらにはその後の成長において、

成功の鍵を握るのは人材であることは間違いありません。

「双日らしさ」としていきたい「信頼」と「スピード」を作り上

げるのも人材です。私たちの創出価値は、多様な人材力

の拡大を通じて増えていくと換言することもできます。

　これまで、グローバル人材の育成を標榜し、海外で事

業経営を推進できる経営人材の創出や、海外拠点の現場

力向上に注力してきました。人材育成プログラムの刷新

および積極展開をはじめ、海外拠点の人事制度改定や研

修拡充なども実施してきました。これからは、こうした施

策の成果を実践の場で発揮していくフェーズとなります。

人材力は現場でこそ高まります。本部制の下、責任と権

限は大幅に委譲され、若手の抜擢も進んでいます。人材

の育成においてもスピードを重視し、さらなる飛躍を目

指します。

多様な人材力の向上が成功の鍵。

成長にこだわり、「双日らしさ」を認めていただけるように。

中期経営計画2017の解説
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CFOメッセージ

前中期経営計画2014では
資産の質が向上し、
成長基盤が着実に強化されました。

　「積極的に攻めに打って出られる財務基盤を確立す

る。」ーこの確たる意志の下、前中期経営計画2014

では、資産の質の改善を通じた自己資本の充実および

財務体質の強化を目指してきました。資源価格の急激

な低下などにより、当初掲げたROAや当期純利益の目

標は未達となりましたが、成長基盤の確立という、当計

画の本懐に鑑みれば、大きな成果を上げたと捉えていま

す。なにより、中核施策であった資産の入れ替えが想定

以上に順調に進捗し、財務体質はもとより、収益基盤も

着実に強化されたことには達成感を得ています。

　その結果、当計画の最終年度となる2015年3月期の

自己資本は、3年前から2,209億円増えて5,509億円と

なり、ネットDERは目標の「2.0倍以下」に対し1.1倍。長

期調達比率も年々増加し79.9%となり、投資家、格付機

関、金融機関などの方々からも、財務基盤の面では一定

の評価をいただいています。

　しかし、この結果で慢心するわけにはいきません。自

己資本の増加額の内訳を見ると、為替の円安進行や株

価の回復による部分も少なくなく、これらの要因を除い

ても十分な財務基盤を堅持できるような備えが必要だ

と考えています。

成長に軸足を移しながら、
引き続き財務の健全性は担保して
いきます。

　これらを踏まえ、より大きな成長軌道を描いた計画

が中期経営計画2017です。スピードを重視した成長

戦略の下、着実に収益を伸ばしながら、ネットDERは

1.5倍以下に維持し、財務の健全性を担保していきま

す。将来の成長に向けた投融資についても前中期経営

計画2014のおよそ倍となる3,000億円を計画してい

ます。フリー・キャッシュ・フローについては、前回と今

回の中期経営計画を合わせた6ヵ年累計で黒字を維持

するという方針を掲げています。この方針の下、投融

資の原資としては、前中期経営計画2014での資産入

替などで創出した約900億円のキャッシュと、中期経営

計画2017期間中の収益計上や継続的な資産入替、さ

らには300～400億円程度の有利子負債による調達を

見込んでいます。

よりチャレンジできる会社を目指し、
財務体質の強化やリスク管理の
高度化を進めながら
大きく成長軌道を描いていきます。

代表取締役副社長執行役員
CFO 兼 財経･リスクマネジメント管掌

茂木 良夫
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　こうした戦略を進めるにあたり、リスク管理の重要性

が一層増すことはいうまでもありません。投融資にお

いても、事業投資が中心になることから、事前のリスク

計量・リスク分析が重要なのはもとより、投融資後の事

業経営に対するリスク管理についても、徹底的に高度

化を図っていきます。

着実に目標を達成していくことで、
より強い会社への進化を果たして
いきます。

　中期経営計画2017の達成に向けて、まずは2016年

3月期の当期純利益400億円という目標は確実にクリア

していかなければなりません。

　その上で、2018年3月期の当期純利益600億円以

上の実現に向けて走っていくわけですが、ポイントとな

るのは既存事業の成長です。赤字会社もまだ存在しま

すし、収益力を格段に上げうる会社・事業も少なくあり

ません。過去を振り返れば、今では安定収益を計上し

ている事業会社の中には、事業投資からしばらくは赤

字が続いており、その立て直しに成功したことが現在

の成長の起点となっている事業会社も1社や2社では

ありません。すでに、既存事業の採算性向上・収益力強

化には一定の目処がついており、こうした計画の着実

かつ迅速な実行に力を注ぐ構えです。

　私がCFOとして目指すのは、各現場の社員がやりた

いことをできる会社、今まで以上にもっとチャレンジで

きる財務基盤、そして事業基盤がある強い会社にしてい

くことです。中期経営計画2017の推進によって、双日

のプレゼンスを高め、双日をより強い会社にしていきま

す。双日の価値創造、そして企業価値向上は、これから

が本番です。

 2015年8月

2015年3月期実績・2016年3月期見通し （億円）

15.3（実績） 16.3（見通し）

経営成績

売上総利益 1,977 2,150

営業活動に係る利益 336 405

当期純利益（親会社の所有者に帰属） 331 400

財政状態

総資産 22,974 24,000

自己資本（親会社の所有者に帰属する持分） 5,509 5,800

自己資本比率 24.0% 24.2%

ネット有利子負債 6,296 6,800

ネットDER 1.1倍 1.2倍

配当

1株当たり年間配当金 6円 8円

＊  2015年3月期実績については、旧組織を簡易的に新組織に組
み替えたものであり、将来公表する数値と異なる可能性があり
ます。

代表取締役副社長執行役員
CFO 兼 財経･リスクマネジメント管掌

本部別当期純利益（親会社の所有者に帰属）

400億円

331億円
27

55

30
40
15

95

90

40
35
20
△20

33

44

33

63

27
27
30

73

△26

16.3
（見通し）

15.3＊
（実績）

自動車
航空産業・情報
環境・産業インフラ
エネルギー
石炭・金属
化学
食料・アグリビジネス
生活資材
リテール事業
その他
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