
顧客とのつながり・ビジネスノウハウ・ブランド
ベトナムに見る 3つの基盤の組み合わせ事例
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　双日は保有するさまざまな各事業基盤を組み合わせて
当社ならではの機能を発揮し、時代ごとに変わるニーズに
対し、事業を通じてソリューションを提供しています。すべて
の源となるニーズの把握は特に重要であり、顧客からのさ
まざまな声を受け、それらを適える・超える機能を発揮する
にはどのような事業が最適かを検証します。機能を形づく
る上では、過去の事業ノウハウのみならず、国・地域特有の
知見といった優位性も活かしニーズに合わせてカスタマイ
ズすることで、地域に根差す事業の創出につなげています。
　しかし、全事業の機能が当社のノウハウ・知見のみで発揮

できるわけではありません。ビジネスパートナーが持つ別
の機能との組合わせや、バイヤー・サプライヤーをはじめと
する取引先など、さまざまな顧客とのつながりが掛け合わさ
り、初めて事業は歯車のように回り続けることができます。
　このように回り続ける事業の一つひとつが双日のブラン
ドであり、それらの連鎖によって高まった認知度が新たな事
業機会を生むきっかけとなります。双日は特にベトナムの
発展と歴史的にかかわりが深く、長年築き上げてきた各ブ
ランドが事業基盤として当社の認知度を向上させ、さらな
る新規事業の展開につながっています。

対する双日の事業展開

変わりゆくベトナムのニーズ

1986年
ハノイに駐在員
事務所を開設

1986年
ドイモイ政策スタート
戦後の復興が急務

ベトナムの経済発展への貢献を通して、
同国での認知度を徐々に向上

2006

変化するニーズに貢献すべく、
さらなる事業の拡充に注力中

発電事業と工業団地事業により
社会インフラの整備に貢献

植林事業と肥料事業により
荒廃地・農業の再生に貢献

第一次産業（農業）
荒廃地と農業の再生 経済発展に伴う環境保全意識の高まり

都心への人口流出による農業人口の減少
電力などの社会インフラの需要増加 自国の生産技術の向上

生活水準向上に伴う食料需要の増加と食の多様化

第二次産業(工業)

第三次産業(食品・サービス)

＝ 双日の事業活動
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ベトナムにおける各事業の成り立ち
 ① 植林チップ事業
 VIJACHIP  Cai Lan Corp. (2004～)
 VIJACHIP  Vung Ang Corp. (2001～)
 VIJACHIP  Corp. (1993～)
 VIJACHIP  Dung Quat Corp. (2014～)
 ② 高度化成肥料事業
 Japan Vietnam Fertilizer Company (1995～)
 IPP電力事業
 Phu My 3 BOT Power Co., Ltd. (2003～)
 ③ 海外工業団地事業
 The Long Binh Industrial Zone (1996～)
 Long Duc Investment Co., Ltd. (2011～)
 ④ 穀物ターミナル事業
 Interfl our Vietnam Ltd. (2007～)
 ⑤ 食品卸事業
 Houng Thuy Manufacture Service Trading Corp. (2008～)
 ⑥ 配合飼料事業
 Kyodo Sojitz Feed Company (2011～)
 小売事業
 MINISTOP VIETNAM CO., LTD. (2015～)
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※ ベトナムにおける事業についての詳細は、当社ウェブサイトでも紹介していますのでご覧ください。
 重点取り組みテーマ （https://www.sojitz.com/jp/csr/priority/）
 プロジェクトストーリー （https://www.sojitz.com/jp/special/project/）

ベトナムにおける事業展開の始まり それから20年後

　1986年に双日は、ベトナム統一後に日系企業で初めて
駐在員事務所をハノイに開設しました。翌1987年からベ
トナム政府幹部が参加する「日商岩井・ベトナム経済・技術
合同委員会」を開催し、復興策や将来の発展策の協議を通
じて、多くの人脈を培い、また、その後の事業展開を図る
上での発想を得る重要なきっかけとなりました。

　2006年にはベトナムと
双日との長年の友好関係お
よび経済発展への貢献が認
められ、日系企業では初とな
るベトナム国友好勲章を受
章するに至りました。 2006年12月6日、ハノイ事務

所設立20周年記念式典が開
催された際に授与されたベト
ナム国友好勲章

各産業に寄与する事業の代表例

第一次産業(農業)に寄与する事業

第三次産業（食品・サービス）に寄与する事業

① 植林チップ事業(1993～) ② 高度化成肥料事業(1995～) ③ 海外工業団地事業(1996～)

各パートナーの機能・ノウハウ
ベトナム林業会社5社
 •幅広い農家とのネットワークを保有
 •農家に対する植林技術の提供

（１） ベトナム化学公団
 事業地の提供・許認可取得

（２） セントラル硝子株式会社
 肥料製造ノウハウ

（１） 大和ハウス工業株式会社
 工場設計・施工ノウハウ

（２） 株式会社神鋼環境ソリューション
 水処理・環境整備ノウハウ

× × ×

組み合わせた双日の機能・ノウハウ
 •植林チップ事業への参画（事業投資)
 •農家に対する植林木の買い取り保証

 •肥料事業への参画(事業投資)
 •東南アジアでの肥料事業ノウハウ

 •開発地の土地使用権取得(事業投資)
 •高度なインフラ整備・提供、顧客サービス

VIJACHIP Corporation Japan Vietnam Fertilizer Company Long Duc Investment Co., Ltd.
農家の雇用促進と持続可能な森林資源を原
料とするチップの供給体制

農作物の品質と面積当たりの収穫量を向上
させる肥料の製造・販売

日系製造メーカーを中心とした誘致促進と進
出企業の操業サポートサービス

環境に配慮した
持続的社会の実現に貢献

少ない労働力での収穫量向上と
食料資源の供給維持に貢献

企業誘致による雇用の創出と
ベトナムの生産技術の向上を促進

④ 穀物ターミナル事業（2007～） ⑤ 食品卸事業（2008～） ⑥ 配合飼料事業（2011～）

各パートナーの機能・ノウハウ
Interfl our Holdings Limited
 •保有する穀物専用岸壁の港湾機能整備
 •製粉設備の拡張による生産能力の倍増

（１） New Land Corp.(NL社)
 ベトナムでの幅広い物流網

（2） 国分株式会社
 日本での卸事業ノウハウ

協同飼料株式会社
 日本での畜産用飼料生産ノウハウ

× × ×

組み合わせた双日の機能・ノウハウ
 •港湾整備へ出資・参画（事業投資）
 •海外からの穀物原料供給（トレーディング）

 •NL社からの株式取得（事業投資）
 •ベトナムでの各種知見と知名度

 •ベトナムでの事業立ち上げ（事業投資）
 •生産設備・原料調達（トレーディング）

Interfl our Vietnam Ltd. Houng Thuy MST Corporation Kyodo Sojitz Feed Company
小麦粉・各種穀物原料の取扱量の増加と安定
した供給体制の確立

交通事情に則した物流網の整備と独自流通シ
ステムなどによる効率化

家畜の健康的な成長と肉質の向上を促す飼
料の製造・販売

ベトナムでの食料需要の増加や食の多様化を支える食料バリューチェーンの構築

第二次産業(工業)に寄与する事業

新機能の発揮

新機能の発揮

新機能の発揮

新機能の発揮

新機能の発揮

新機能の発揮

双日株式会社     統合報告書2015 85




