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双日は、9つの本部を通して多種多様な事業をグローバルで
展開しています。ここでは各本部の事業概要や中期経営計
画2017における成長戦略をはじめ、本部の提供価値やリス
ク・機会についても言及し、どのような価値を創造していくか
を具体的に説明します。

本部別価値創造セクション
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双日の価値創造モデル
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双日株式会社     統合報告書2015 33



旧4部門

機械部門

△23

14.3

120

90

60

30

0

△30

（億円）

11.3 12.3 13.3

34

63

△8

103

15.3

IFRS日本基準

当期純利益（親会社の所有者に帰属）

4,441

△0.2

11.3 12.3 13.3 14.3 15.3

5,000
（億円）

5.0
（%）

4,000 4.0

3,000 3.0

2,000 2.0

1,000

0

1.0

0

△1.0

3,780
4,161 3,998

0.9
1.6

総資産（左軸） ROA（右軸）

△0.5

4,605

2.3

IFRS日本基準

総資産・ROA

エネルギー・金属部門

14.311.3 12.3 13.3

45

400

300

200

100

0

（億円）

265 251

127

15.3

8

IFRS日本基準

当期純利益（親会社の所有者に帰属）

11.3 12.3 13.3 14.3

5,908

0.8

8,000

4,000

2,000

6,000

0

（億円）
10.0
（%）

8.0

6.0

4.0

2.0

0

5,437 5,809 5,597

総資産（左軸） ROA（右軸）

5.2
4.5

15.3

6,230

0.1

2.2

IFRS日本基準

総資産・ROA

化学部門

14.311.3 12.3 13.3

79
80

60

40

20

0

（億円）

27

66

32

15.3

63

IFRS日本基準

当期純利益（親会社の所有者に帰属）

11.3 12.3 13.3 14.3

2,595 2,774 2,803

2.8

4,000

2,000

3,000

1,000

0

（億円）
5.0
（%）

4.0

3.0

2.0

1.0

0

2,746

総資産（左軸） ROA（右軸）

1.0

2.5

15.3

2,901

2.2

1.2

IFRS日本基準

総資産・ROA

生活産業部門

14.311.3 12.3 13.3

172
200

150

100

50

0

（億円）

11

43

74

15.3

68

IFRS日本基準

当期純利益（親会社の所有者に帰属）

11.3 12.3 13.3 14.3

4,200 4,043
4,784

4,205

1.8

6,000

4,000

2,000

0

（億円）
6.0
（%）

4.0

2.0

0

総資産（左軸） ROA（右軸）

0.3
1.0

3.8

15.3

4,913

1.4

IFRS日本基準

総資産・ROA

At a Glance ̶セグメント変更について̶

※ 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。

2016年3月期より、従来の4部門制から営業組織を刷新し、9本部制を導入しました。これは、商品や機能・
産業領域を基に再編したもので、ステークホルダーに事業のイメージをより伝えやすくするとともに、組織の
フラット化によるスピード経営の実現を目的としています。双日では、この新しい9本部制の下、組織の枠組み
を超えた価値創造を目指します。
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旧営業組織 新9本部

※1 上記組み替えについては、主な組織再編について記載しています。
※2 2015年3月期実績については、旧組織（4部門およびその他）を簡易的に新組織（9本部およびその他）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。

当期純利益＊ （億円）

自動車本部 自動車本部

産業情報部

エネルギー本部
エネルギー本部

石炭・金属本部金属・
ユーティリティ本部

化学本部化学品本部

食料・
アグリビジネス本部

食料・
アグリビジネス本部

生活資材本部

林産・生活資材本部

アセットマネジメント部

投資マネジメント部

リテール事業本部

インフラプロジェクト・
産機本部 航空産業・情報本部

船舶・宇宙航空本部

環境・産業インフラ本部

環境資材本部

15.3 16.3（見通し）

27

55

15.3 16.3（見通し）

33 30

15.3 16.3（見通し）

44 40

15.3 16.3（見通し）

33

15

15.3 16.3（見通し）

△26

95

15.3 16.3（見通し）

63
90

15.3 16.3（見通し）

27
40

15.3 16.3（見通し）

27
35

15.3 16.3（見通し）

30
20

＊ 親会社の所有者に帰属

双日株式会社     統合報告書2015 35



執行役員
自動車本部長

倉田 良純

自動車を通じ
地域社会との
関係を深化させ、
ステークホルダーと
ともに未来の創造と
夢の実現を目指します。

事業概要
　自動車本部では、経済成長が著しく、今後も自動車

需要の拡大が見込まれるASEANや、ロシアNIS、中

南米などで事業を展開しています。中核事業である

組立・卸売事業では、当本部の知見を最大限に活かせ

る市場において、メーカーやパートナーとの明確な役

割分担、当該国のリスクマネージを通じて、安定的な

収益確保に取り組んでいます。部品事業においては、

自動車メーカー、部品メーカーの多様化するニーズ、

各市場の特性をいち早くつかみ、最適な打ち手を講

じるとともに、メーカーの海外展開に際しては、顧客

が期待するソリューションを提供する体制を構築して

います。さらにディーラー事業、アフターマーケット

事業においても、市場の特性を踏まえたビジネスを

積極的に展開しており、総合的・効率的なポートフォリ

オを構築しています。

中期経営計画2017における戦略
　前中期経営計画期間においては、ベネズエラの政情

悪化により同国での自動車事業は大きな影響を受けま

したが、2015年3月期にベネズエラの為替・インフレ

提供価値
▶  各国の社会インフラ整備、地域雇
用創出に貢献する組立・卸売事業
の展開

▶  顧客ニーズの拡大・多様化に応え
る完成車輸出、小売流通網の整
備・充実

▶  自動車メーカーの生産拠点のグ
ローバル化・効率化に応える部品
供給体制の提供

機 会
▶  アジアの中所得層増加に伴う組
立・卸売事業での販売台数の増加

▶  社会インフラ整備が進む新興国
における新規卸売事業の確立

▶  ニーズの多様化、グローバル化
を見据えた小売事業、部品事業
の展開

リスク
▶  各国での政治・経済情勢に起因す
るカントリーリスクの変化

▶  環境規制強化など、社会環境の
変化に伴う自動車需要への影響

▶  メーカーの海外展開など、事業環
境、機能、収益性の変化への対応

自動車本部 完成車輸出、現地組立製造販売、自動車卸・小売事業、
四輪・二輪部品事業、タイヤ販売

 
▲

 

フィリピンMMPC新本社・工場
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に対する抜本的な対策を実施したことで、中期経営計

画2017における影響は限定的なものとなりました。

　自動車市場全体は拡大基調にあり、世界の年間生

産台数は2017年までに1億台に到達するといわれて

います。また、2016年には新興国での販売台数が成

熟市場を超える見込みで、これに伴って生産も新興国

で伸長し、成熟国では販売、生産の両面で多様化に向

かう見込みです。その中で、当社として歴史的に機能

を持ち、現在の中核事業領域である組立・卸売事業で

は、既存事業の成長に加え、今後の成長が期待できる

地域、メーカーとの卸売事業などの新規展開も積極的

に推進します。また、組立・卸売事業を補完する車両ト

レードへの関与や現地パートナーと組んだトレードビ

ジネスにも取り組んでいきます。さらに、組立・卸売事

業に次ぐ収益の塊を目指して、米国での自動車ディー

ラー事業のビジネスモデルを横展開し、M&Aによる

優良資産の積み上げと収益拡大を狙います。自動車

部品の分野では、子会社の双日オートモーティブエン

ジニアリング株式会社を中心に取り組んでいる部品

事業を、オートランス社を軸とした地域面展開を通じ、

また部品メーカーへの出資も視野に、将来的な成長を

目指します。

　一方で、当本部のリスク管理、エクスポージャー管理

の深化に努め、ボラティリティを極力排除することで収

益の質の改善を進めます。また、外部環境変化への耐

性を強化して安定持続的に収益を確保するため、将来

の柱となり得る新規事業案件の組成、適切な事業ポー

トフォリオの形成を図ります。同時に、事業会社経営人

材の確保・育成も行いながら、自動車という事業を通し

て雇用・環境・交通インフラ整備など地域社会との関係

をますます深化させ、常に関係者全員の未来の創造と

夢の実現を目指します。

双日：自動車販売台数実績 自動車地域別販売台数見通し
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執行役員
航空産業・情報本部長

山口 幸一

航空・IT産業のシナジー
創出を図りながら、
組織を活性化し、
事業の塊を
作っていきます。

事業概要
　航空事業は、民間航空機代理店および防衛関連機

器代理店として、長年にわたる機体、機器メーカー、

エアラインなどの業界の主要プレーヤーとの多階層

にわたる良好な関係やビジネス実績を強みとしてい

ます。船舶事業では、長年に及ぶバルクキャリアを中

心とした新造船、中古船、傭船、不定期船および国内

外主要造船所向け舶用機器への取り組み実績を通じ

た、業界でも有数のポジションを有しています。

　IT事業は、関係会社を通じて国内主要通信事業会

社向けネットワークインフラ構築事業や、インターネッ

ト関連事業者向けデータセンター事業などを強みとし

ています。

中期経営計画2017における戦略
　2015年3月期の航空事業は、好調に推移しました。

特に、民間航空機代理店事業は新機材導入における大

型商戦で成果が上がり、新たな戦略領域である中古

機・部品関連事業も順調に実績を積み上げました。

　中期経営計画2017において、航空事業は従来の戦

略領域に新たに空港関連ビジネスを加え、人的資源を

集中して投入しつつ最適なパートナーとともに投資を

実行し、長期の安定的収益基盤を構築していきます。

さらには中古機・部品関連事業についても継続して取り

組み、これらを中心に良質な資産を積み上げるととも

に、民間航空機・防衛関連機器代理店事業やビジネス

ジェット事業においても、投資を含めて、より強固かつ

安定的な収益基盤を積み上げます。

　船舶事業は、海運市況の低迷が続く厳しい環境では

ありますが、双日マリン アンド エンジニアリング株式

提供価値
▶  安心・安全な社会インフラ整備に
貢献する各種航空機、および関
連機器の提供

▶  各国間の物流インフラ整備に貢
献する各種船舶・関連機器、およ
びそれらの利便性向上に貢献す
る運航・管理サービスの提供

▶  社会全体のデジタル化・スマート
化に貢献する最先端ITサービス
の提供

機 会
▶  海外からの観光客増加を見越し
た社会インフラ整備需要の高まり
に伴う各種航空機・セキュリティ
サービスの事業機会の増加

▶  省エネルギー船・LNG専用船の
需要増加に伴う船舶・関連機器の
取扱量の増加

▶  各本部が持つ機能とITサービス
機能を掛け合わせた事業機会の
増加

リスク
▶  日本国内の人口減少に伴う航空
機需要の減少

▶  日本の造船産業の悪化に伴う取
扱量の減少

▶  一層の IT技術革新の加速に伴う
競争力低下、および事業機会の
減少

航空産業・情報本部 ボーイング社、ボンバルディア社などの民間航空機代理店事業／
防衛関連機器代理店および販売事業／ビジネスジェット事業
新造船、中古船、傭船、不定期船、舶用機器販売事業、自社
船保有事業
ITソリューションサービス、データセンター事業

 
▲

▲
▲
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会社を中心に、船会社機能および舶用機器エンジニア

リング機能を備えた総合船舶事業体を目指します。既

存事業の拡大に加え、環境への配慮から、省エネル

ギー船需要のさらなる高まりや、LNG燃料船需要の拡

大、環境関連機器の販売機会増加を見込み、新規領域

への展開も含めて取り組んでいきます。

　IT事業は、外部パートナーとの提携を含めた機能強

化を図り、「IT融合新産業」を軸として、リテール事業本

部や自動車本部など他本部とも連携し、新事業を創出

していきます。また、空港関連のITへの取り組みの強

化と、ASEAN諸国など成長著しいアジアマーケットで

世界の地域別航空旅客需要予測結果 世界のジェット旅客機の需要予測結果

2014実績 2015-2034追加分

出典：一般財団法人 日本航空機開発協会
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32,688
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53%
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15,418
47%

既存機
4,459

ボーイング社製787-9「ドリームライナー」

自社保有船（バルクキャリア）

の新規事業の立ち上げを積極的に進めていきます。

　アジアを中心とした新興国の経済成長やASEAN経

済共同体発足による一大経済圏の誕生に向けてヒト・モ

ノの往来がより活発となることが想定される中、国内

外における空港運営事業やIT事業などへの事業領域

の拡大を行い、本中期経営計画期間中にゆるぎない強

さを育成し、将来の双日を支える部隊になることを目指

します。
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常務執行役員
環境・産業インフラ本部長

吉村 利治

環境に配慮した案件、
再生エネルギー事業や
水事業で社会に貢献し、
新興国の発展にも
寄与していきます。

事業概要
　環境インフラ事業では、インド向け鉄道インフラプ

ロジェクトに加えて、米州での鉄道事業への参画を目

指しています。また、国内外の再生可能エネルギー需

要に対応し、太陽光発電から風力、地熱発電などの取

り組みを展開しており、水分野では海水淡水化事業に

加え、上下水道分野への参入を目指しています。イン

フラ事業では優良なパートナーとともに中東、アジア、

米州にて複数のIPP事業投資を行っており、新規開発

案件に加えて既存事業買収も取り組み対象としていま

す。プラント事業では肥料、石油ガス化学、製鉄、電

力など大型プラントビジネスを展開し、ガス関連事業

や環境事業への投資にも取り組んでいます。軸受事業

では在庫オペレーションや共有在庫システムの展開な

ど出資も交えた物流ビジネスを展開し、産業機械事業

では実装機分野において有力メーカーとともに中国、

アジア、南米で販売会社を展開しています。

中期経営計画2017における戦略
　2015年3月期には、

これまで取り組んでき

た国内太陽光発電事

業のうち、熊本県およ

び北海道で操業を開

始、ガーナでの海水淡

水化事業も2015年2

月に商業運転を開始し

ました。プラント事業

においてもトルクメニ

スタンでのガスツーガソリン製造設備など大型案件の受

注に成功し、全体として業績は好調に推移しました。

提供価値
▶  日本のエネルギー多元化に貢献
する太陽光発電などの再生可能
エネルギーの提供

▶  新興国の社会インフラ整備・生活
水準向上に貢献する各種インフラ
(鉄道・水・電力各種プラント)の
提供

▶  国内外の各産業を支える産業機
械・ベアリングの提供

機 会
▶  国内外の再生可能エネルギー需
要の増加に伴う各種再生可能エ
ネルギーの事業機会の増加

▶  新興国での経済成長・人口増加・
都市化に伴う各種インフラの事
業機会の増加

▶  各メーカーの製造拠点のグロー
バル化に伴う新規トレーディン
グ・投資機会の増加

リスク
▶   国際的な政情不安に伴うインフ
ラ開発国のカントリーリスク・操業
停止リスクの増加

▶   エネルギー価格下落の長期化に
伴う産油国でのインフラ需要低下
と事業機会の減少

▶   主要マーケットの下振れに伴う
ベアリング・産業機械の取扱量の
減少

環境・
産業インフラ本部

プラント（電力／製鉄／肥料／化学／エネルギー）、
インフラ（電力／交通／水・再生可能エネルギー）

産業機械・生産設備（実装機、軸受、環境・新エネルギー関連
設備など）

 
▲

 

 
▲

 

ガーナ　海水淡水化プラント

トルクメニスタン　肥料製造プラント

双日株式会社     統合報告書201540



　中期経営計画2017において、環境インフラ事業では

新興国での経済成長、人口増大、都市化、生活水準の向

上を背景としたインフラ需要に対応し、鉄道MRO（整備・

修理）事業、交通インフラ運営事業への参入を検討して

おり、インド貨物鉄道プロジェクト案件の追加受注を狙い

ます。再生可能エネルギー事業では、国内太陽光発電事

業の積み上げに加えて、海外を含めた風力発電、地熱発

電などの幅広い優良資産の取り込みを国内外で図ってい

きます。インフラ事業では、全世界的な需要増を見込み、

上下水道、海水淡水化事業を加速していきます。

　電力事業では、新興国でのインフラ需要、油価下落

による原油輸入国の経済および電力需要の伸長を見越

し、従来の取り組み地域である、サウジアラビア、アラ

ブ首長国連邦、クウェート、カタール、バーレーン、オ

マーンなどの中東諸国およびベトナム、スリランカに加

え、ミャンマー、インドネシアを含むアジア地域、一部ア

フリカ地域や米州におけるIPP入札案件ならびに既設事

業案件への取り組みも進めると同時に、EPC事業では

中東諸国およびベトナム周辺国に注力し、IPP分野への

波及効果を意識した取り組みも進めていきます。

　プラント事業では、新興国の経済発展に伴う肥料、化

学、製鉄分野での需要増加により、大型プラントの継続受

注をロシアNIS、アジア、アフリカ地域で展開するととも

に、ガス関連や環境事業の新規立ち上げも目指します。

　軸受事業では、グローバル化したマーケットに対応

するべく、現地調達化の促進に伴うサプライチェーン

の構築に努め、中国以外でもベアリング部品製造分野

への新規投資を検討、推進していきます。

　本部名に「環境」とあるとおり、環境にやさしい案件、

再生エネルギー事業や水事業で社会に貢献すると同時

に、日本の最高の技術をもって新興国の発展に寄与し、

「さすが双日」といわれる仕事を担っていきます。

双日：インフラ・プラント受注実績一覧

双日：IPP事業 持分総発電容量
プロジェクト名 国名 持分容量

（MW）
運転
開始年

Riyadh PP11 サウジアラビア 260 2013

Merida-3 メキシコ 121 2000

Barka 3／
Sohar 2 オマーン 106 2013

Phu My 3 ベトナム 49 2004

Carib Power トリニダード・トバゴ 41 1999

Shajiao-C 中国 40 1996

Asia Power スリランカ 24 1998

Mixdorf＊ ドイツ 24 2011

佐和田 日本 14 ① 2000
② 2005

Tianshi 中国 6 2002

未来創電斜里小清水＊ 日本 9 2014

未来創電球磨錦町＊ 日本 13 2014

合計 707

＊ 太陽光発電事業

地域 案件名

ロシア

アンモニア・メタノール・尿素製造プラント
アンモニア製造プラント
アクリル酸製造プラント
ガスタービン設備
貨車製造設備

トルクメニスタン
アンモニア・尿素製造プラント
硫酸製造プラント
ガソリン製造プラント

イタリア 製鉄会社向け製鉄プラント
ガーナ 海水淡水化事業
アンゴラ セメントプラント
ナイジェリア 原油生産設備
サウジアラビア 超高圧変電設備
アラブ首長国連邦 アルミ精錬工場向け整流器・超高圧変電機器

中国
製鉄会社向け製鉄プラント
合繊プラント

地域 案件名
韓国 製鉄会社向け製鉄プラント
台湾 製鉄会社向け製鉄プラント
ベトナム 大型火力発電用設備
タイ 製鉄会社向け製鉄プラント
マレーシア 製鉄会社向け製鉄プラント
インドネシア 製鉄会社向け製鉄プラント

インド
デリー～ムンバイ間貨物鉄道軌道敷設工事
デリー～ムンバイ間貨物鉄道軌道電化工事
製鉄会社向け製鉄プラント

パキスタン
アンモニア・尿素製造プラント
大型火力発電用設備

米国 鉄道車両
ブラジル 合繊プラント
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エネルギー本部長

川原 博司

エネルギーの確保という
重要な役割を担い、
幅広いエネルギー
需要に応えます。

事業概要
　エネルギー本部では、石油・ガス、LNG、原子力な

どの第一次エネルギー産業に取り組んでおり、エネル

ギー資源のない日本において重要となるエネルギー

資源の確保およびエネルギーポートフォリオの実現に

貢献しています。

　石油・ガス事業では、米国・英国領北海・中東・アフリカ

などの地域で、バランスの取れた権益資産ポートフォリ

オを形成しています。LNG事業では、インドネシア

LNGのパイオニアとして長年蓄積したLNG取引に関

する幅広い経験や国内外のネットワークを有し、関連会

社エルエヌジージャパン株式会社を通じて、インドネシ

アLNGを年間約600万トン取り扱っています。原子力

事業では、世界最大の原子力産業複合企業である仏ア

レバグループの対日総代理店として、日本の原子燃料

サイクルビジネス全般に関与しています。

中期経営計画2017における戦略
　原油価格の下落や原子力問題など、当本部にとって

引き続き厳しい環境が続いています。2015年3月期

において、LNG事業はLNGプロジェクトからの順調な

生産を受けて好調だったものの、期中からの原油価格

の大幅な下落に伴い、期末に石油・ガスの上流権益の

一部にて減損損失を計上しました。

　市況耐性への弱さや業績のボラティリティの高さと

いう課題が見えた一方、それにより当本部が追求すべ

き姿も改めて明確になりました。中期経営計画2017

では、市況耐性の高い石油・ガス上流資産ポートフォリ

オへの組み替え推進や、市況にさらされにくい石油・ガ

スの中・下流事業の取り組みを通じ、エネルギーバ

提供価値
▶  日本のエネルギー多元化実現に
寄与するLNGを中心とする各種
エネルギーの安定供給、および
ニーズ変化（価格低廉性、供給柔
軟性）に対応する機能の発揮

▶  アジア各地域のエネルギーポー
トフォリオ最適化に寄与する多彩
なエネルギーの供給

機 会
▶  ガス生産各国における川上から
川下までのバリューチェーン構築
に伴う事業機会の増加

▶  原発の廃炉に伴う新規燃料、およ
び事故処理に用いる各種機器の
供給機会増加

▶  新興国でのエネルギー需要増加
に伴う新規バリューチェーン創出
機会の増加

リスク
▶  エネルギー市況の低迷の長期化
による収益減少、あるいは保有資
産の減損発生リスク

▶  原発再稼働の遅延による、原子
燃料供給ビジネスの減少

▶  上記に伴う事業再編リスク、およ
び新規事業領域における収益化
までの遅れ

エネルギー本部 石油、天然ガス、LNG、石油製品（ガソリン、灯軽油、重油、
アスファルトなど）

原子力燃料サイクルに関するサービス、原子力関連機器

 
▲

 

 
▲
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リューチェーンの構築をしていきます。

　具体的には、LNG分野において、幅広い経験やネッ

トワークなどの強みを活かし、第一次エネルギーとして

重要性が増すLNG事業の幅出しを、関連会社である

エルエヌジージャパン株式会社と推進します。さらな

るLNGプロジェクトへの参画を行いながら、価格低簾

性や供給柔軟性を持った供給機能を確立し、国内顧客

へのLNGの安定供給を実現していきます。ガス事業

においては、LNG輸出を背景に豊富なガス生産が望

まれる北米や、旺盛なガス需要が期待されるアジアを

中心としたガス関連ビジネスを推進していきます。原

子力分野では、仏アレバ社との関係を梃とした新規事

業機会の発掘に取り組み、多様なエネルギー需要に応

えていきます。

　加えて、2015年4月から従来の商品分けを軸とした

体制から、機能や事業領域を軸とした組織体制に変更

しました。これにより、顧客をベースとした本部内の連

携体制を強化し、事業のさらなる幅出しや、シナジーの

発揮を推進していきます。

　エネルギー開発から需要家に届くまでの一貫したエ

ネルギーバリューチェーンを既存事業の幅出しにより

確保することで、市況耐性の強い収益基盤を構築し、

顧客のニーズにも機動的に対応できる事業ポートフォ

リオを構築していきます。

世界の天然ガス需要見通し エネルギー本部 事業領域

3,4323,432

4,6264,626

6,000

0

2,000

4,000

（Bcm）

5,3785,378

12 20
（見通し）

30
（見通し）

40
（見通し）

北米・中南米 欧州・ロシア 中東・アフリカ
その他アジア

出典：IEA
中国

3,8723,872

カタール国沖合　カルカラ油田

エルエヌジージャパン株式会社一部保有のLNG船　Dwiputra号

上流事業

中流事業

下流事業

• 石油・ガス探鉱・開発・権益投資
• 上流オペレーション

• LNG液化販売事業投資
• ガスの精製、分留、輸送事業展開

• LNG輸入、物流、利用事業展開
• LNGトレーディング
• 石油製品トレーディング
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常務執行役員
石炭・金属本部長

松村 博史

リスク耐性の強い
資産ポートフォリオへの
転換とトレード機能の
強化を通じて、
収益ボラティリティを
ミニマイズした
収益基盤を構築します。

事業概要
　石炭・金属本部では、石炭、鉄鋼、ベースメタル事

業において幅広いネットワークと豊かな知見に基づく

トレーディング機能と優良権益投資の確保を通じて、

日本をはじめ世界各国で多岐にわたる商品を安定供

給しています。

　石炭事業では一般炭を中心に豪州・インドネシア権

益に投資を行い、豪州ミネルバ炭鉱では本邦商社唯

一のオペレーター機能を有しています。また、トレー

ディングではロシアからの日本向け輸入炭の取扱い

がNo.1であるなど、販売先・供給ソースの拡大と業

界内でのプレゼンス向上を実現しています。

　その他、ニオブやニッケルなどのレアメタル、アル

ミナの製錬事業などの鉄鋼関連およびベースメタル

事業に投資を行っているほか、高品位鉄鉱石やフェロ

ニッケルなどにおいては日本向けの高いシェアを有し

ており、日本の産業発展に不可欠な資源・エネルギー

原料を安定的に調達・供給するとともに、アジアをは

じめとする第三国への供給にも注力しています。

中期経営計画2017における戦略
　2015年3月期には、中国など新興国経済の成長鈍

化の影響などにより、厳しい事業環境となりました。石

提供価値
▶  さまざまなモノづくり・産業発展
を下支えする資源・エネルギー原
料の安定供給

▶  豊富なネットワークと幅広い資源・
エネルギー商品ラインアップを強
みとし、顧客・サプライヤー双方へ
のビジネス機会の提供

機 会
▶  保有資産の価値最大化を目的と
するコスト削減と生産管理の一層
強化

▶  業界再編に伴う権益取得機会の
増加を見込んだ、新規投資先の
吟味・選択と競争力ある資産の獲
得機会の増加

▶  バリューチェーンの川中・川下分
野における、価格変動性の低い
事業基盤の構築

リスク
▶   エネルギーの市況価格低迷の長
期化による収益減少、あるいは保
有資産の減損発生リスク

▶   技術革新や環境規制強化に起因
する、市場構造および顧客ニー
ズの変化への対応

▶   権益取得機会の増加に伴う、資源
メジャーによる市場の寡占化

石炭・金属本部
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）

 
▲

 

 
▲

 

 
▲

 
▲

 

 
▲

 

豪州　ワースレーアルミナ製錬事業
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炭事業では、操業コストの改善や管理費の削減などに

より価格低迷の影響を最小限に抑制することができま

した。一方、鉄鋼関連およびベースメタル事業では、

操業効率・コスト改善などの市況耐性の強化に向けた

取り組みを実施したものの、市況低迷に伴い、合金鉄

や非鉄金属の一部権益での減損損失を計上しました。

　長期的には、新興国の経済成長による需要の増加に

伴い、資源価格も上昇することが見込まれるものの、

2016年3月期から始まった中期経営計画2017期間

中は足元の厳しい状況が継続する見通しです。

　中期経営計画2017では、市況耐性のある上流資産

ポートフォリオの構築と、トレード機能の強化による基礎

的収益力の拡大により、収益ボラティリティをできるだ

けミニマイズした収益基盤の構築を目指します。前中期

経営計画に続き、総資産を増やすことなく資産入替を行

いながら、当社の強みを活かせる分野を選別し、優良資

産の価値を最大化する一方、非効率な資産や戦略的な

意義を失った事業から早期撤退をすることで、リスク耐

性の高いポートフォリオへ転換していきます。

　トレーディングにおいては、強みのあるインドネシア

炭およびロシア炭、高品位鉄鉱石の取扱いを増やすな

どの取り組み拡大とともに、付加価値向上を目指しま

す。権益事業においては、操業機能を自前で持つ強み

を活かし、知見を有する石炭分野の維持・拡大および周

辺事業の展開を図ります。

　また2015年4月より、従来の商品を軸とした組織か

ら、トレードを主体とする組織と権益事業を主体とする

組織に再編しました。これにより共通の取引先に対する

対応を強化し、各部が有する機能をより効果的に発揮

できる組織体制を確立しました。事業環境の変化に伴

い、業界全体で再編、事業の選択と集中の気運が高ま

る中、当社の得意分野をさらに強化し、専門人材の育

成を行いながらトレードにおけるリスク管理、権益にお

ける経営管理と運営能力を向上していくことで、他社

の追随を許さないような存在を目指します。

世界の石炭需要見通し 双日：石炭持分生産量

6,0166,016
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（見通し）

6,2036,203
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豪州　ミネルバ炭鉱
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常務執行役員
化学本部長

田中 勤

「成長と資産効率の
両取り」に向け、
既存事業の収益拡大と
同時に新規ビジネスの
取り組みにチャレンジ
していきます。

事業概要
　化学というフィールドはあらゆる産業にかかわりが

あり、その裾野の広さが特徴です。化学本部では、メ

タノールを中心とする液体ケミカルや、ブタジエン、

合成樹脂などの石油化学製品、レアアース、リチウム

といった無機化学・鉱産系商品のトレーディングビジ

ネスを主体に、メタノール事業、マリンケミカル事業

など上流分野への事業投資にも積極的に取り組んで

います。メディカルヘルスケア事業推進室では事業

パートナーとなる病院経営支援会社への出資も実行

し、新しい事業領域

へもチャレンジして

います。地域として

はアジア地域に強

みを持ち、インドネ

シアではメタノール

製造会社を経営しており、インド工業塩も日本を含む

極東ならびに東南アジア、中国において一定のシェア

を有しています。当本部の顧客は国内外で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。

中期経営計画2017における戦略
　2015年3月期において、化学品分野では主力であ

るインドネシアのメタノール事業が市況変動の影響を

受けましたが、アジアにおける液体ケミカル事業は堅

調に推移し、またアジアと中国の三国間取引の拡大に

より増収となりました。環境資材分野では、レアアース

事業が回復して堅調に推移したものの、一部の輸入製

品において円安の影響を受けました。また、2012年3

月期に出資参画したインド工業塩事業、2013年3月期

に出資参画したシェールガス・シェールオイルの掘削に

提供価値
▶  産業の血液として、ライフスタイ
ルの価値向上および持続的発展
に向けた各種原料の提供

 衣： 機能性繊維素材の開発

 食：  食料増産に向けた化学合成農
薬、非可食資源の活用

 住：  太陽光発電・部材、車両部品
軽量化や燃費改善などの住環
境整備

機 会
▶  産業の構造変化・新興国の経済成
長に基づく化学品の需要増加に
応えるグローバルトレードの拡大

▶  各国の社会・環境問題の深刻化に
対応する、収量増大や効率化に
つながる化学合成農薬や非可食
資源の取扱量の増加

▶  上記に伴うバリューチェーン構築
のための新規投融資機会の増加

リスク
▶  各国の安全・環境規制強化に伴う
一部取扱商品の競争力低下・取扱
量の減少

▶  シェールガス産業失速の長期化
に伴う各種化学品取扱量の伸び
悩み

化学本部

 
▲

 

 
▲

 

 
▲

 

 
▲

 

化学品分野 
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
環境資材分野 
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
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】

合成樹脂原料
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も使用されるバライトのメキシコにおける製造・販売事

業は2015年3月期から商業生産を開始しており、一

定の収益貢献を果たしています。さらに、アジアにおけ

る医療分野を新たな成長事業分野の一つとして捉え、

病院経営ノウハウを持つ企業と提携を行い、日本式医

療サービス・病院運営システムの輸出などを展開してい

くための布石も打ちました。

　中期経営計画2017においては、優良な顧客資産お

よび海外販売ネットワークを活用し、伸びる市場に競争

力のある商品を展開することによりグローバルトレード

を拡大していきます。さらに、競争優位性のある供給

ソースを確保すべく上流と、付加価値の創造を目的とし

た下流への事業投資を行っていきます。例えば、メタ

ノール事業では、これまでに蓄積した経営・操業ノウハウ

を基に、新たなメタノール事業会社の設立を目指しま

す。マリンケミカル（工業塩）事業では、インド工業塩の

確保を目的にさらなる投融資を実行します。海外合成樹

脂事業では、販売ネットワーク構築による樹脂トレードの

拡大、アジアでの包装資材事業への参画によるバリュー

チェーン構築、合成樹脂と密接な関係のあるヘルスケア

事業への進出による物流収益の拡大を進めます。

　化学業界が毎年のように変化する中で、当社の周りに

はさまざまなチャンスがあります。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が重要であり、当本部はさらに上

を目指すべく強い意志を持って取り組んでいきます。

世界とアジアのメタノールの需要量 世界の塩の需要量
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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

インド　Archean Chemical Industries社製工業塩
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執行役員
食料・アグリビジネス本部長

市村 由昭

食の安全・安心を
本部の中心に据えて、
ステークホルダーより
愛され、信頼される、
味のある本部を
目指します。

事業概要
　アジアをはじめとする新興国において需要が増大す

る食料の安定供給に資するため、安全・安心な食料資

源の安定確保が当本部の最重要使命です。食料バ

リューチェーンの川上（肥料製造、農業、飼料製造、養

殖事業など）から川中・川下（穀物集荷、食品原料、食

品製造事業など）に至るまで要所に優良な資産を保有

しながら、日本とアジア諸国への食料供給の一翼を

担っています。タイ、ベトナム、フィリピンで推進する

高度化成肥料の製

造・販売事業は各

国でトップクラス

の市場シェアを占

めており、グルー

プ全体の生産能力

が合計200万トン

と東南アジアでも有数の規模を有しています。また、

ブラジルの農業・穀物集荷ターミナル事業に参画し、

中国向けのほか、ベトナムに保有している港湾を活用

した穀物販売が堅調に推移しています。

中期経営計画2017における戦略
　2015年3月期は、当本部の収益の柱である肥料事

業においてタイにおける価格統制による収益機会の減

少といった外部環境の変化はあったものの、それらに

対応した事業経営を実行し、計画を達成することがで

きました。また、2014年1月に出資したブラジルの農

業・穀物集荷ターミナル事業に関しては当期より中国・

アジア向けに販売を開始し、ベトナム南部にASEAN

最大級の穀物専用港を有する港湾・製粉事業会社にお

いても順調に取扱いを拡大しました。

提供価値
▶  新興国での農業生産拡大・農村部
の生活向上に寄与する同国内・
近隣国内での肥料生産と物流網
の整備

▶  アジアでの食料需要拡大・多様化
を支える食料資源供給ルートの
提供と生産技術の移植

▶  日本食文化を支えるための食材
提供（養殖・農業生産)および技術
確立などのインフラ整備

機 会
▶  農業生産拡大に伴う資材（肥料な
ど）、農産物（穀物など）の取扱量
の増加

▶  アジアでの食の多様化に伴う、製
粉・製パンなどの事業機会の増加

▶  食の安心・安全を求める声に応え
る食料原料（生マグロ、生鮮野
菜）の提供機会の増加

リスク
▶   生産国での気候変動や供給過多
など、需給バランスが崩れた際の
価格変動リスク

▶   生産国と需要国の物流能力の
アンマッチによる輸送コスト負担
リスク

▶   生産国での政策変更・規制強化な
どによるマージン圧迫など

食料・
アグリビジネス本部

アグリビジネス事業：高度化成肥料の生産・販売、肥料ト
レード、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、穀物
集荷ターミナル、港湾運営
食料事業：砂糖・コーヒー・水産品・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

 
▲

 
▲

 
▲

フィリピンで展開する高度化成肥料製造・
販売事業（アトラス・ファーティライザー社）
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　 中 期 経 営 計 画

2017においては、

伸ばすべき事業、撤

退・整理すべき事業

をしっかりと見極め、

優先順位を明確化し

ていきます。注力地域としては、今後の急成長が予想

されるアジアでの内需獲得に加え、南米ブラジルでの

農業・穀物集荷ターミナル事業の強化です。具体的に

は、肥料事業、穀物事業における当社の機能・強みを活

かした取り組みを進めます。肥料事業に関しては、まず

既存事業においてプラントの増強や周辺国への輸出強

化を通じてシェアの向上を図ります。その上で、当社の

持つ強みを活かし、アジアの他地域への同事業の水平

展開および上流権益獲得による垂直展開を図っていき

ます。

　穀物事業については、当社のトレード機能を活かし

つつ、ブラジルでの農業・穀物集荷ターミナル事業を

安定的成長軌道に乗せていきます。また、穀物バ

リューチェーンの川下事業構築については、小麦関連

の製造業（アジアでの製粉、プレミックス、製パンなど）

において有力パートナーとの提携を通じ、スピードを重

視しながら早期の収益化を図っていきます。

　当本部が全社収益の牽引役となり、将来的に大きく

飛躍していくために、一致

団結し、新規事業の立ち上

げ、事業基盤の安定、成長

軌道に乗せるといった各事

業の課題に強い信念を

持って前向きに取り組み、

結果としてステークホル

ダーから信頼される本部を

目指します。

世界の大豆の輸入量 東南アジアの肥料の需要の推移
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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
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トララリアラリ
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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、とうもろこし

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　
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サントス港

日本国内で野菜を栽培
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生活資材本部長

木ノ下 忠宏

生活に密接にかかわり、
社会のニーズに適した
商品の提供を通じ、
安全で豊かな
ライフスタイルの確立に
貢献します。

事業概要
　衣食住の「衣」と「住」を中心とした分野において、林産

資源、繊維、物資・ライフスタイルという幅広い領域で

事業を展開しています。国内市場の収益基盤を強化す

るとともに、アジアを中心とした新興国市場での新たな

収益基盤の構築に取り組んでいます。子会社の双日建

材株式会社を中核とする木材事業は、合板・木材・建材

の取扱いを主業務とし、日本国内の合板販売では業界

最大手として建材市場における強固な顧客基盤を有し

ています。繊維事業分野では、衣料品OEM事業で長年

にわたり国内大手SPAの生産支援を継続し、インドネシ

アをはじめとしたASEANへの生産拠点・調達ソース拡

大を支援しています。物資・ライフスタイル事業分野で

は、1972年のNike社発足以来のビジネスパートナー

として、トレードファイナンスサービスや物流決済機能を

提供することで、同社のアジアや南米をはじめとする新

興国を中心とした世界展開をサポートしています。

中期経営計画2017における戦略
　2015年3月期を振り返ってみると、生活資材分野で

は衣料品OEM事業の拡大およびテキスタイル販売事

業の拡大など、計画どおりに成果の上がった事業があっ

た一方、2014年4月の消費税増税による駆け込み需要

増の反動により木材事業は減益となりました。繊維事業

における一部再構築や物資・ライフスタイル事業におけ

生活資材本部 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
繊維事業：衣料品OEM事業、アパレルブランド事業
消費財流通事業

 
▲

 

 
▲

 

 
▲

 

提供価値
▶  持続可能な森林資源の確保およ
び生産者(少数民族含む)の雇用
拡大・生活改善に寄与する製紙用
チップの製造・供給

▶  日本・アジアを中心としたライフ
スタイルの多様化に貢献する多
彩な繊維製品の製造・供給

▶  消費財・アパレル分野でのトレー
ドファイナンス、生産管理、在庫
オペレーション機能

機 会
▶   中国・アジアにおける人口増加・
経済成長を背景とした製紙原料・
繊維製品の取扱量の増加

▶   アジアでの人件費増加を起因と
する日本の生産性向上技術の導
入機会の増加

▶   一層の国際的環境意識の高まりに
応える植林木を原料とした製品の
取扱量増加および製品の高付加価
値化を狙った新規投資機会の増加

リスク
▶  新興国などでの政策・法制度変
更・賃金上昇などによる収益性圧
迫の懸念

▶  急激な為替変動によるトレード収
益の圧迫懸念

▶  各生産国での社会(人権)・環境リ
スクの増加

双日ファッション展示会の様子
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る新規事業開拓は、前中期経営計画から継続した課題

と認識しており、これらの課題についてはスピードを上

げて実行し、収益力の向上を図っていく方針です。

　中期経営計画2017においては、中長期的な成長に

向けた事業ポートフォリオの入れ替えの中で、事業の

絞込みを図るとともに、新たな収益基盤確立に向けた

規模感のある投資も積極的に実行していく方針です。

注力する地域は今後も成長が見込まれるアジアです。

　林産資源分野では、主要事業である建材・製紙用チッ

プなどにおいて、植林・チップ・パルプ・合板の川上からの

バリューチェーン構築を推進する方針です。繊維事業分

野では、既存の衣料品OEM事業の拡大、子会社である

双日ファッション株式会社を中心としたテキスタイル販

売事業などで新規市場への展開を図ります。物資・ライ

フスタイル分野で

は、これまで、Nike

社や日系SPAといっ

た事業パートナーや

顧客に対して、トレー

ドファイナンス機能

や生産管理・在庫オ

ペレーション機能を

提供することで、各社の世界展開に協力し、ともに成長

していくという事業モデルを確立してきました。今後は

この事業モデルをさらに発展させ、ブランド資産を保有

し製造卸売事業を展開する商標権保有モデルの確立・拡

大を目指していきます。また、高い成長が期待されるヘ

ルスケア事業への参画も検討していきます。

　人々の生活に密接にかかわり、かつ社会のニーズに適

した商品の提供を通じて、安全で豊かなライフスタイル

の確立に貢献していくことが当本部の使命です。例えば、

植林木については持続可能な森林資源の調達や効率利

用を推進することで、循環型社会の実現に取り組むなど、

豊かな社会づくりに貢献していきます。当本部は複数の

業界の集合体です。本部内の情報交換や意見交換をし

ながら、目的を共有し、ビジネスチャンスの拡大と多角的

な事業展開を進めることで成長につなげていきます。

生活資材本部概略

「衣と住」を中心とした分野での豊かなライフスタイルの確立に貢献

事業体間のシナジーによるビジネスチャンスの拡大と多角的な事業展開

日本、ASEAN・中国を中心とした新興市場での新たな収益基盤の構築

林産資源分野

× ×
合板・建材卸

植林・製紙用チップ
原木販売

物資・ライフスタイル分野

ブランドライセンス
タバコ輸入販売

繊維事業分野

衣料品ＯＥＭ
テキスタイル販売

双日建材が総販売元として独占使用権を有する
ガリッドウォール工法の施工例

Nike社製品
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執行役員
リテール事業本部長

西村 康

変わり続ける
消費者・顧客ニーズを
的確に捉え、
機能提供型の事業集団を
作り上げます。

事業概要
　リテール事業本部では、日本国内およびアジアを中

心に、食品流通事業、ショッピングセンターをはじめと

する商業施設運営事業、子会社である双日ジーエム

シー株式会社の「Admiral」や双日インフィニティ株式

会社の「McGREGOR」を中核とするブランド事業、

マンション分譲賃貸事業、J-REIT事業、海外工業団地

開発事業などの多種多様な事業領域を有しています。

日本国内については、今後の日本の社会構造の変化、

それに伴うニーズの変化を精緻かつスピーディに捉

え、国内不動産事業、商業・リテール関連事業を深化、

拡充していきます。アジアについては、経済の発展に

伴い需要が拡大する食品を中心とした消費財、社会

インフラ関連事業において、当社の経営リソースを拡

充することにより収益を最大化していきます。

中期経営計画2017における戦略
　中期経営計画2017において、リテール事業本部で

は、ベトナムの伸びゆく内需を捉えるべく、食品卸事

業、ミニストップ株式会社と共同でのコンビニエンスス

トア事業、さらには食品製造の川上事業にも取り組み

ます。また、ミャンマーにおいては、同国最大の小売り

流通グループであるCITYMARTグループと3温度帯

物流システムを構築するなど、ASEANを中心に、優良

提供価値
▶  日本の社会構造変化への対応お
よび地域活性化に貢献する不動
産開発・商業施設の運営支援

▶  アジアにおける消費者ニーズの
多様化に応える食品・消費財流通
網の整備・拡大

▶  開発国側の社会インフラ整備・雇
用創出に寄与する工業団地開発
および関連するインフラ開発

機 会
▶    アジアにおける食品を中心とした
消費財の内需拡大・趣向の多様化
による製品取扱量の増加

▶    日系メーカーのアジア製造拠点
の新設に伴う工業団地開発・操業
サポート機会の増加

▶    東京オリンピック特需、国内不動
産市況の上向きによる事業機会
の増加

リスク
▶  増税・株価下落など、日本の経済
環境の変化による消費者の購買
意欲低下

▶  アジア各国の法律・制度変更、為
替変動リスク

▶  アジアでの食の安全意識向上に
伴う消費者クレームの増加・品質
管理の厳格化によるコスト増加

リテール事業本部
食品リテール分野：国内外食品卸・物流事業、海外小売事業
産業・都市基盤開発分野：海外工業団地開発・運営および
周辺インフラ事業、空港・都市インフラ関連事業
投資マネジメント分野：国内・海外商業施設運営事業、
アパレル・シューズブランド事業
アセットマネジメント分野：分譲マンション事業、J-REIT事業

 ▲
 ▲

 ▲
 ▲

ミニストップベトナム
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パートナーとの協業を通じた食のバリューチェーン構築

を目指していきます。

　一方、国内においては、これまでに国内商業施設の

価値向上に資するコンサルティングおよびオペレー

ション契約を受託し、商業施設運営における機能提供型

事業の基盤を確立しました。今後は、この商業施設運営

を通じて蓄積さ

れたリテールマ

ネジメント機能

を武器に、日本

およびASEAN

において、消費

者目線に立脚した機能連結型リテールプラットフォーム

事業を展開していきます。また、2014年4月に国内不

動産総合型REITを上場しました。今後は、幅広い投資

家ニーズに応えるべく、多種多様な資産を取得し、ポー

トフォリオ拡大に取り組んでいきます。

　また、当本部が主管する双日食料株式会社において

は、牛肉販売事業を強みとしており、価格競争力のあ

る周辺部位の商品開発をサプライヤーと共同で行い、

日本の大手ユーザー向けに安定的な高収益商権を確

立しています。日本市場においては、原料・加工品の供

給およびその生産・加工機能の幅出しを行いつつ、ア

ジア展開も見据え、当社ならではの価値とサービスを

顧客に提供していきます。

　機能提供型事業集団として、常に市場の動向・消費

者の動向をウオッチし、考え続け、知恵を絞り、行動し、

顧客満足度の高い機能を提供していきます。

ASEAN各国のGDP成長率の推移（国際通貨ベース） 機能連結型リテールプラットフォーム事業

09 10 11 12 1413

ベトナム タイ シンガポール フィリピン
ミャンマー マレーシア ラオス インドネシア
カンボジア ブルネイ

出典：IMF
※2009年のGDPを100として数値化しています。
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Platform to Retailers
投資マネジメント機能

プロジェクトマネジメント機能
オペレーション機能

リテールマネジメント機能
テナントマネジメント機能

Facility

ContentsOperation

TransportationPromotion

集客プロモーション
ブランドプロモーション
One Stop 旅行サービス

海外工業団地One Stop 物流サービス
食品／消費財 輸出入／卸
Cool Japan 商材／ブランド海外展開

商業施設管理運営
オフィス／ビル施設管理
海外工業団地運営

ォ ム事業
商業施設Value-up
国内マンション分譲
海外工業団地開発
ASEANコンビニエンスストア

能

能
能

ブランド発掘／供与
Cool Japan 商材発掘／供与
REIT 事業

モラージュ佐賀

ベトナムロンドウック工場団地

インプレスト大倉山

双日株式会社     統合報告書2015 53




