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中期経営計画2017 ～Challenge for Growth～ 成長戦略・施策

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

機能を軸とした
価値創造サイクル
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社長メッセージ

代表取締役社長 CEO

佐藤 洋二



成長にこだわり、スピードをもって

価値創造を果たす。

　「Challenge for Growth」。これは、現在進めている

中期経営計画2017（2016年3月期～2018年3月期）

の副題です。これまでの取り組みを通じ、事業基盤・財務

基盤が整った双日にとって、成長に向け大きく軸足を移し

ていく価値創造戦略として、本中期経営計画があります。

　双日は、前中期経営計画までで財務基盤の強化や、資

産の質の改善、キャッシュ・フローをベースにした収益構造

の確立などを徹底してきました。事業ポートフォリオとし

ても、市況の変化などに影響を受けにくい、リスク耐性の

ある構造を志向し、非資源ビジネスの強化・加速に取り

組んできました。為替や株価回復の影響もありましたが、

これらにより自己資本は5,000億円を超え、ネットDERに

ついても前中期経営計画の目標「2.0倍以下」を大きく下

回る1.1倍程度となるなど、財務基盤は外部からも評価い

ただける水準となっています。収益ボラティリティも一定

程度マネージできる安定的な収益基盤を構築できました。

　私は常々、安定的に当期純利益500億円以上を稼ぐ

力をつけたいということを社内外でお話ししています。

中期経営計画2017の定量目標の一つに、2018年3月

期に「当期純利益600億円以上」を掲げていますが、こ

れは、安定的に500億円以上を稼げる収益基盤を構築

したいという意味です。当期純利益500億円を計上した

場合、仮に現行の株主還元方針を継続し、配当性向を

25%とすると配当原資は125億円。つまり、1株当たり

配当金が10円となり、2桁をクリアするということで、一

つの区切りとなります。

　加えて、配当以外の再投資に振り向けられる資金も

これまでとは異なる水準を見込むことができます。

500億円から配当原資125億円を差し引いた残りの

375億円は、3年間累計で1,000億円を超えます。こ

れと同水準の投資回収を行っていくことと、自己資本の

増加による資金調達余力が増えることを踏まえると、

安定的に当期純利益500億円以上を稼ぐ力をつけたい。
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前中期経営計画2014の副題である「Change for Challenge」における「Change」のステージを
終え、中期経営計画2017では「Challenge for Growth」という副題を掲げています。2019年
3月期以降のさらなる飛躍を確たるものとしていくため、ステークホルダーの皆様にご協力いただき
ながら、安定的な収益基盤を拡大し、将来の成長に向けた挑戦をしていきます。
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　双日はこれまで、統合後の経営再建やリーマンショック

による打撃など、さまざまな困難に直面しながらも、眼

前の課題に向き合い、一つひとつ克服することで、現在

の収益基盤を手に入れてきました。優先株式の買入消

却、財務体質の見直し、事業再構築、資産の質の改善。

その道のりは決して容易ではなく、ひと時も安穏とする

ことなく走ってきました。現場の社員は、本当によく頑

張ってきたと感じています。

　こうした克服力は、当社の強みであり、今後の成長に

向けても原動力となってくるでしょう。しかし、これから

は、より新たな価値を生み出し、飛躍していくことが必要

です。これまでのように、目の前に乗り越えなければなら

ない山が明確に見えている場合、それに向かってスピー

ド感をもって突き進んでいくことができます。しかしなが

ら、当社はすでにそれらを乗り越え、今は、これまでに乗

　当期は世界経済全体に不透明感が高まり、中国を含め

た新興国の経済成長鈍化や資源価格の急落などは、私た

ち総合商社に非常に大きなインパクトを与えることとなり

ました。

り越えた山ほどにははっきりと見えないけれども、成長の

ためには必ず乗り越えなければならない山に向かって

チャレンジしている状況です。つまり、自分たちで将来を

描き、スピードをもってチャレンジする。そういった成長

軌道を進むためには、一層、人材の力を高めていくこと

が重要になってきます。

　現在の社員を見ても、非常に優秀な人材が集まってい

ると実感しています。私が社長に就任したとき、社員が

チャレンジできる会社にしたいと申し上げましたが、その

基盤はできました。引き続き、全社をあげて人材育成に

経営資源を投下していくとともに、社員一人ひとりの「や

りたいこと」「実現したいこと」と、会社の成長や戦略が、

うまくかみ合う状態を作り上げ、成長スピードを加速して

いきたいと思います。

　こうした厳しい環境下、当社は当期純利益（当社株主帰

属）で前期比10.4%の増益となる365億円、当初計画

400億円に対して91％の達成率となりました。資源を扱

う2本部（エネルギー本部、石炭・金属本部）は一部保有資

克服力に強み。さらに人材力を高める。

2016年3月期、基盤強化の成果が顕在化。

合計で3,000億円以上の資金を活用できることが想定

されます。過去からのフリー・キャッシュ・フローの積み

上げがなくとも、3ヵ年で3,000億円の資金を投下でき

る体力であれば、当社の持つ選択肢の幅は、今まで以

上に広がります。

　もちろん、配当水準などは再検討が必要ですが、当

社の成長ステージが一段階上がる「安定的に当期純利

益500億円を稼げる」という地点に到達するということ

は、これまでにやってきたことが間違っていなかったと

いうことの証左であり、社員にとっても大きな自信にな

るはずです。
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　2017年3月期は、資源市況の厳しさは継続すると想

定するものの、非資源事業での安定的な収益寄与を背景

に、当期純利益で前期比9.6%（35億円）増益の400億

円を目指します。ROAは1.9%、ROEは7.5%を見込ん

でおり、中期経営計画2017の各定量目標達成に向け

て、力強い歩みを進めていく考えです。

　中期経営計画2017では、「収益の塊となる事業領域の

拡大・創出」をテーマに、双日独自の強みを発揮しうる、事

業領域の塊を作り上げることに注力しています。規模とし

ても、当期純利益で50億円、100億円の収益の塊を創

出していくことを標榜しているわけですが、この価値創造

戦略の推進にあたり、2015年4月から本部制を導入して

います。従来の4部門から9つの本部へと事業のくくりを

　株主還元については、安定的かつ継続的な配当を行う

とともに、企業競争力と株主価値の向上を重要課題と位

置付け、中期経営計画2017から配当性向を25%に引

き上げています。従い、2017年3月期の業績見通しを

踏まえ、1株当たり配当金は、8円を予想しています。

変更し、スピードと収益、リスクの見える化を狙ったもの

です。その効果として、各本部長の権限と責任が明確化

され、意思決定のスピードも上がっていると感じています。

「飛び跳ねている」といっては言い過ぎかもしれませんが、

各本部長が将来に向けて自らのビジョンを描き実行して

いるということは、良い変化だと捉えています。

　この体制下、航空産業・情報、環境・産業インフラ、リ

安定的かつ継続的な配当による株主還元。

引き続き、収益の塊を創出していく。

産において減損損失を計上するなど厳しい業績となりまし

たが、他の7本部では概ね当初の想定どおりに収益基盤

の強化や成長を加速させる取り組みが奏効している構図

で、全体で見れば堅調といえるものと捉えています。

ROAは前期から0.2ポイント増の1.7%、ROEは同0.3ポ

イント増の6.8％と、中期経営計画2017で目標としてい

るROA2％以上、ROE8％以上に向かって着実に進捗して

います。

50億円、100億円の収益の塊へ ～本部別当期純利益～

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
（当社株主帰属）

当期純利益
（当社株主帰属）

本部名
16/3期実績

17/3期見通し

59

50

90

95

47

30

50

50

31

45

34

40

31

45

22

65

△69

△20



2016年3月期
投融資 実績

2017年3月期
投融資 予定

▶ 米国
 自動車ディーラー事業
▶ ブラジル
 自動車ディーラー事業
▶ 航空機
 パーツアウト事業
▶ 国内 太陽光発電事業

▶ カナダ 鉄道車両
 総合メンテナンス事業
▶ スリランカ IPP事業
▶ ベトナム
 コンビニエンスストア事業
▶ 米国 物流事業
▶ 資源事業CAPEX

2016年3月期の主な投資案件 注力分野

1,250億円710億円

約50億円

注力分野における
投融資の

2018年3月期
純利益予想影響額うち、注力分野

900億円
うち、注力分野

310億円

自動車関連事業

再生可能エネルギー事業

化学関連事業

航空関連事業

インフラ関連事業

ASEANリテール事業

　収益の塊を創出していく上で重要となるのは、新規投

融資とリスクマネジメントです。リーマンショックなどの経

験を踏まえ、「資産の質」を重視し、キャッシュを生み出す

資産を積み増すという考え方は不変ですが、スピード感

をもって安定収益を獲得していく考えです。

　投資規模でいえば、中期経営計画2017の3年間累計

では、これまでに積み上げてきたキャッシュ・フローと資産

入れ替えに伴う資金回収に加え、借入による原資をもと

に、3,000億円の実行を予定。案件組成の初期段階をは

じめ、従来以上にリスク管理を強化しながら、新規投融資

を実行していく構えです。

　その中では、M&Aも一つの有力な手段であると考え

ています。以前からM&Aにも取り組みたいという想い

を持っていましたが、当社の陣容や経験を考え、控えて

きました。成長へ軸足を移しつつある中、2016年4月に

戦略投資推進室を発足させました。当面は事前調査や

ケーススタディを行い、2017年3月期後半から来期に

かけて実働させていきたいと考えています。ただし、こ

れまでも社内にはキャッシュを伴わない投資はやるなと

何度も繰り返し話してきており、適切なキャッシュを伴う

利益貢献のない案件に投資していくという考えは一切あ

りません。

3,000億円規模の新規投融資。

テール事業の3本部では、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、上記以外の6本部では既存

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の構築も重要になる

ことから、バリューチェーンにおける各機能への事業投

資も積極的に行っていきます（各本部の価値創造戦略に

ついては、P62～97をご覧ください）。

投融資の実績とこれから

双日株式会社    統合報告書201632



　以上のように、双日は今後、成長にこだわり、スピード

をもって価値創造に取り組んでいきますが、その道筋では、

「2つの価値」の概念を大切にすることと定めています。

　当社が、鈴木商店や岩井産業、日本綿花といった母

体企業の創業から、いかなる価値を生み出してきたか

を考えると、そこには、エネルギー資源の調達やインフ

ラの整備、供給・物流網の構築など、社会的課題に応え

てきた歴史があります。人材力やノウハウ、利益など企

業基盤の強化という「双日が得る価値」と、国・地域の経

済・産業・生活の発展に向けた社会的課題を解決する

「社会に還元する価値」。この2つの重なる価値を最大

化していくことこそ、当社がこれまで、そしてこれから

も進むべき価値創造の姿です。利益を創出できない企

業が社会に貢献できる範囲は限られます。持続的に利

益を生み出し続けることで、より多くの役割を担えるは

ずです。2016年には熊本で震災が起こりました。双日

でも被災地支援を行いましたが、より大きな価値を創

出できる企業となり、もっと多くの貢献をしていきたい

と痛感しています。

　近年、ESG（Environment、 Social、 Governance）と

いう言葉がよく聞かれますが、私なりに、このESGの持

つ意味を解釈すると、今申し上げた、企業が社会に発揮

していく価値や役割を明確に説明することが求められて

いるということなのだと思っています。企業が長期的にど

こに向かうのか、分かりやすくして欲しいというニーズと

もいえます。そう考えますと、私、トップ自らがその考え

方やビジョンを提示し、ステークホルダーの皆様にご説明

していくことにも力を注いでいきます。

　今後とも、皆様との対話を重視し、価値創造に邁進す

る所存ですので、引き続き、当社にご期待いただければ

と存じます。

 2016年8月

        代表取締役社長 CEO

私自ら、価値創造の姿を提示し対話していく。

　2016年3月期は、自動車、航空、インフラ、ASEANリ

テールなどの注力分野を中心に、710億円の投融資を実

行しました。従前から着手している米国・サンフランシス

コ湾岸地域を中心とした自動車ディーラー事業は着実に

拠点数を増やし、すでに収益基盤として貢献しており、再

生可能エネルギーやIPP、鉄道といった環境・産業インフ

ラ本部の案件についても安定収益源として収益貢献が

進んでいます。当社が強みを持つ航空機関連について

も、パーツアウトビジネスや中古機関連事業などの事業

領域の拡大に取り組んでおり、2018年3月期からは本格

的に収益の厚みが増してくる見込みです。ASEANリテー

ルとしてのベトナムでのコンビニエンスストア事業は、人

口増加やライフスタイルの変化に伴う消費ニーズの取り

込みを目指し、周辺事業も合わせ、長期的な視点で取り

組んでいます。
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CFOメッセージ

2016年4月より、
CFOおよび投融資審議会議長に
就任した田中です。
株主・投資家の皆様とは、
今後、積極的な対話を
図っていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

常務執行役員
CFO 兼 財務、主計担当

田中 精一

　双日は現在、成長路線に舵を切った中期経営計画

2017を進めていますが、その成長戦略を支えるのは、

投融資とリスクマネジメントです。前中期経営計画の推

進を通じ、3年間累計で3,000億円規模の投融資を実行

できる体力がついた双日にとって、成長に向けた取り組

みを加速することは不可欠です。一方で、リスク要因は

ますます増加かつ複雑化しており、これまでと同様、財

務規律を堅持するとともに、リスク管理の徹底・高度化に

努めていきます。

　具体的な戦略をご説明しますと、まず、投融資におい

ては、中期経営計画2017の投資方針として、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、の3つを掲げて

おり、これらに資する案件かどうかを的確に見極めるこ

とはもとより、キャッシュ・フローに裏付けられた収益が

確保できるか、という点を重視します。双日はキャッ

シュ・フロー管理を含めたBS経営を標榜しており、8年

間にわたって、フリー・キャッシュ・フローを黒字でマネー

ジしてきました。中期経営計画2017では、過年度で積

み上げてきたキャッシュ・フローを活用し、成長を加速さ

せていく一方、この中期経営計画期間中の累計では、黒

字としていく構えです。

　また、こうした投資を実行する上で、キャッシュマネジ

メントは要諦になります。円貨1,000億円の長期コミッ

トメントライン契約の維持に加え、2016年3月期は、こ

れまで国内で安定的に運用してきたキャッシュマネジ

メントシステム（CMS）を拡充し、グローバルCMSを導

入しました。これに伴い、外貨の調達について、従来の

マルチカレンシー型のコミットメントライン契約（3億米ド

ル相当額）に代え、合計8億米ドル相当額の長期外貨

ファシリティ契約および長期外貨コミットメントライン契

約を締結しました。為替リスクの抑制を図りながら、外

貨の安定的調達と効率的活用を実現するスキームがで

成長戦略を支える投融資と
リスクマネジメント。

キャッシュマネジメントの
高度化を通じ成長を加速。
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営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー フリー・キャッシュ・フロー（累計）

13.3
実績

14.3
実績

15.3
実績

16.3
実績

17.3
見通し

2,000

△1,000

（億円）
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△500
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0
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中期経営計画2014
～ Change for Challenge ～

中期経営計画2017
～ Challenge for Growth ～

きたと捉えており、これらの活用を通じて、成長を加速

させていきます。

　業績については、2016年3月期、厳しい外部環境の

中、一定の成果が上げられました。これまで進めてきた

資源分野から非資源分野へのシフトが奏効したほか、北

米などの安定市場での取り組みやアジアなどでの新規

事業分野の開拓なども進捗がありました。ただし、新規

投融資についてはクロージングの遅れなどもあり、まだ

まだスピードを上げていく必要があります。前述の投融

資およびリスクマネジメントの考え方の下、選択と集中

に継続して取り組み、キャッシュ・フローに裏付けられた

安定的な収益基盤を確立してまいりますので、当該中期

経営計画の推進とその後の中長期的な成長に、是非ご

期待ください。

　私たちのビジネスは、事業を運営するのも、投融資案

件を作り出すのも、審議するのも、すべて社員です。こ

れらに携わる、人材の資質、能力、そして信念によって

企業価値は大きく左右されます。会社の発展に向けて

は、人材育成が鍵であり、社員が皆「双日に入って良かっ

た」「この仕事を誇れる」と思える会社としていくことが大

切なのだと考えています。そのためには、先人たちから

受け継いだ資産を守るだけでなく、次の世代が誇れるよ

うな優良資産・収益基盤を残していきたいですし、社員

がイノベイティブな仕事に挑戦し続けられる土壌を作る

所存です。

　そして、そのためには、自己資本を堅持し、リスク耐性

を持った組織体としていくことが不可欠です。私自身、

CFOおよび投融資審議会議長として、全力を注いでい

きますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

キャッシュ・フローに裏付けられた
安定的な収益基盤を確立する。

社員が誇れる会社に。

キャッシュ・フロー推移



特集：双日のリスク管理

リスクマネジメントの現場化
　当社グループは総合商社として、グローバルにさまざま
な領域で事業に取り組んでいます。それは、常に変化する
リスクとの闘いでもあります。中国・新興国での景気減速、
中東などの地政学リスク、英国のEU離脱、資源価格低
迷、世界的な低金利政策など、リスクの要因は余りにもさ
まざまですが、当社グループは、常に立ち止まらず、目ま
ぐるしい変化の中でリスクマネジメントの予見機能を積み
重ねています。

　中期経営計画2017では成長戦略を支える柱として、
「現場におけるリスクマネジメント力の強化」をテーマとし
ています。この実行のため、当社グループとしてユニーク
な組織であるコントローラー室の存在が欠かせません。こ
の取り組みは、リスク管理、経理、財務、法務などコーポ
レート人材を営業本部に分散配置させ、事業推進の要とし
て営業支援を行うものです。常にスピードと緊張感を持ち
機動的に、双日らしいといわれるような取り組みを行って
いきたいと考えています。

執行役員
リスク管理企画、リスク管理、
コントローラー室担当

櫛引 雅亮

現場での
リスクマネジメント力を高め、
資産の質の向上や
ポートフォリオの改善を図ります。

リスクアセット推移

（左軸）
  リスクバッファー
 リスクアセット         
    市場リスク
   事業リスク
   信用リスク
   カントリーリスク
  自己資本

07.306.3 08.3 09.3 10.3 11.3

6,000

0

（億円）

5,000
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（右軸）
  リスクアセット／自己資本倍率

0.9

0.7

0.8

1.1

0.9 0.9

＊IFRSにおける自己資本は、
 資本の「親会社の所有者に 
   帰属する持分」
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リスクマネジメント力強化に
向けた取り組み

統合リスク計量体制を構築。リーマン
ショック後の金融危機と景気後退を受
け、ERM（全社的リスクマネジメント）
への取り組みを強化。

アラブの春以降の地政学リスクの高高
まりを受け、カントリーリスクマネジジ
メント体制を強化。



リスクコントロールについて
　当社グループはリスクコントロールにおいて２つの目
標を設定しています。一つは、「数値化されたリスク量を自
社の体力（＝自己資本）の範囲内に抑える」ことです。これ
は全社目線でのコントロールになります。もう一つは、「リ
スクに見合った収益の拡大を図る」ことで、これは個別事
業目線でのコントロールになります。個々の事業において
リスク・リターンを認識しながら、リスクに見合った収益達
成の蓋然性を高めることを追求しています。主要な事業
ポートフォリオに関しては、各営業本部とともにリスクシナ
リオ分析に取り組んでいます。

事業投資の３つの基本方針
　中期経営計画2017において、新規投融資については
３つの基本方針を掲げています。
　①機能の獲得・拡大
　②マーケットの拡張・獲得・創造
　③各本部の幹を太くするための新たな領域拡大
　以上の方針の下、スピードと実現性を高めて事業投資の
取り組みを実行しています。営業本部とともに、これまで
培ってきた専門的見地からリスクを洗い出し、当社グループ
の資産の質の向上、ポートフォリオの改善を図っていきます。

1st 営業本部+コントローラー室：

  現場でのリスクマネジメント、
情報の早期共有

12.3 13.3 14.3 15.3 16.3
0.0

1.2
（倍）
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ポートフォリオ管理の観点から、一定の

リスクバッファーの確保のため、リスクア

セット自己資本倍率 (RA/ 自己資本 )

を、1倍以内に収めるよう、マネージして

います。

リスクアセット実績と見通しは四半期ご

とに、取締役会および経営会議に報告

し、安定的な健全性の維持を目指して

います。
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政治・経済・地政政学・マーケットのボラ
ティリティが高ままる中、現場でのリスク
マネジメント強化化の目的で、営業本部
にコントローラーー室を分散配置。

リスクマネジメントの現場化のさら
なる強化とともに、主要事業のリス
クシナリオ分析でリスクへの即時対
応力の強化を実施中。

重層的なリスクマネジメント構造

3rd 社長・経営会議・投融資審議会：
  全社的ならびに中長期的観点で

経営判断（意思決定）

2nd コーポレート部署（リスク管理、経理、財務、法務など）：
  それぞれの専門的見地からの

リスクマネジメント
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• ターゲットとする事業投資案件の市場
環境（マクロ環境や競合他社）や、当社
のビジネスモデルとの適合性の分析
• 案件固有のリスク事象を洗い出して、
適切なヘッジ策の実施
• 契約条件交渉、デューデリジェンスの
実施

（定 量）
• 事業計画の精査
• ハードルレートとリターン（IRR：内部収
益率）にて、リスク・リターンを分析

（定 性）
• 案件の取り組み意義、競合他社を洗い
出し、定性面のリスク事象の精査
⇒ 以上を統合的に勘案して、
 投資意思決定

投資実行後、迅速に経営管理体制（含む
PMI）を構築
⇒ 事業会社ごとに適した、経験や
 知見を有する経営人材を配置
⇒ 経理・情報システム・内部統制の整備

投資実行後 
投資実行後のPMI（経営統合）、
経営管理体制の構築・整備

Invest
投資判断

定量面（リスク・リターン）、定
性面（案件意義、競合分析）を
総合的に勘案して、投資判断

Judge
案件創出

案件創出時から、営業現場と
一体となってリスクを洗い出
し、対策を講じる

Generate

事業ポートフォリオマネジメント
双日の強み・双日らしさを発揮できる事業ポートフォリオの構築

事業投資のマネジメントサイクル

事業投資案件のマネジメント体制

　事業投資案件は、社長が任命した議長、審議員をもって構成する投融資審議会で行っています。事業投資案件の審議
では、キャッシュ・フロー計画を含めた事業計画全体を精査し、事業性を厳格に評価するとともに、内部収益率（IRR）の
ハードルを設定、リスクに見合ったリターンが得られる案件を選別する仕組みを整えています。また案件に応じ、各コー
ポレート部署がそれぞれの専門的見地から事前審議を行っています。 
　事業会社経営では、事業会社の社会的存在意義を意識しつつ、主体的に取り組むことで事業の競争力と収益力強化を
実現し、事業価値向上(事業のValue-up)を図っています。すでに実行済みの事業投資案件については、定期的に事業
性を評価するなどプロセス管理を徹底して、適時適切に事業継続判断の意思決定をしています。 
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特集：双日のリスク管理

事業会社経営
事業会社経営に主体的に取り組むことで、
事業の競争力強化と収益力強化を実現し、
事業価値向上（事業のValue-up）を図る

定期的な事業性評価と、きめ細かな業績
モニタリングを実施

Manage

撤 退

Value-up
Withdraw

継 続

事業継続判断
事業投資案件の問題点を早期・
事前に把握するとともに、事業
の経営意義に鑑み、事業継続・
撤退を判断

• 事業計画からの乖離発生（撤退
基準）時の事業継続是非を議論
• 当社のビジネスモデルとの適
合性を踏まえた、保有意義の見
直しを議論
⇒ 事業の継続か撤退を決定

Evaluate

事業会社の社会的存在意義を意識しつつ、
新たなマーケットを創出し、事業収益の極大化
を図ることで、事業のValue-upを実現する

自動車ディーラー事業 太陽光発電事業




