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環境・産業インフラ本部

Building a

Foundation for the Future
本部の概要と目指す姿

　世界的に高まるエネルギー需要への対応をはじめ、各種
プラントなどの社会インフラ整備など、世界各国の発展に
寄与する礎を作ることが、環境・産業インフラ本部の提供価
値です。再生可能エネルギー分野では、国内太陽光発電の
豊富な経験を基に、日本、米州、欧州、中東、アジアなどで
太陽光から風力、地熱発電など電源の幅出しに注力。優良
なパートナーとの連携を通して複数のIPP事業に取り組む
ほか、交通インフラでは、インド向け貨物専用鉄道プロジェ
クトに加え、米州・アジア大洋州での鉄道事業への参画を目
指した活動に努めています。社会インフラ事業では、病院な
どのPPP（PFI）案件を注力事業と位置付け、案件開発・融資
組成・運営管理サービスの提供も含むプロジェクト組成を
行っています。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に取り組んでいます。軸
受事業では中国などで軸受製品・部品の製造メーカーに出
資し、在庫機能を発揮してグローバルサプライチェーンを
構築しています。また、産業機械事業では中国、アジア、南
米において、実装機分野の販売会社を展開しています。

再生可能エネルギーや交通、
社会インフラ、プラント事業などを通じて
地域・社会の発展を支える

【機会】
▶ 国内外の再生可能エネルギーへの高いニーズ
▶新興国での交通･社会インフラ強化へのニーズの
 高まり
▶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】
▶新興国におけるカントリーリスク
▶ 他社との競争激化
▶ 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
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当期純利益（当社株主帰属）およびROA

当期の振り返り
▶  海外電力事業や国内および海外での再生可能エネ
ルギー事業（太陽光発電）への取り組みが順調に拡大

▶  鉄道関連事業では、2013年3月期より取り組む
インドでの貨物専用鉄道プロジェクトにおいて新た
に軌道敷設工事などを受注。さらに、北米では鉄
道車両の総合メンテナンス事業へ進出
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価値創造を可能にする強み

　当本部は、専門性と国内外の独自のネットワーク、さら
には総合商社ならではの多様な機能を活用し、バリュー
チェーンを構築できることを強みとしています。こうした強
みをベースに、双日ならではの付加価値として、単にプ
ラントを完成させるだけではなく、新しい技術や運営サー
ビスのノウハウの紹介・導入など、きめ細かな対応を徹底し
ています。これらは、例えばロシアNIS地域を中心とした
新興国における大型プラントビジネスや、世界各地で事業
運営に携わる火力IPP・再生可能エネルギーIPP事業など
で蓄積してきた知見・ネットワークに基づくものです。「双日
はプロジェクト提案だけでなく、技術面に詳しく、完成後の
運営に至るサポートまで一緒に取り組んでくれる」という顧
客からの評価も、私たちの活動の支えとなっています。当
本部はこのような、常にプラスアルファの付加価値を提供
し続けることで、差別化を図っていく考えです。

環境認識と価値創造戦略
注力事業：火力・再生可能エネルギーIPP事業

　前述のとおり、世界的にエネルギー需要はますます高
まっており、IPP事業はその中心にあります。長期にわたっ
て安定収益を計上しうる事業であり、スピードを持って良
質な資産を積み上げる考えです。IPP事業においては、新

規だけでなく、既存事業案件にも注力しており、2016年
2月、スリランカにおける火力IPP事業の権益を米国の大
手電力事業会社から取得しました。同事業では運営面に
も本格的に関与し、発電プラントの運転管理・保守点検な
どの経営ノウハウの吸収・蓄積を図り、優位性を高めてい
く考えです。また、再生可能エネルギーでは、国内で複数
の太陽光発電所を稼働・建設中。太陽光にとどまらず、風
力・地熱発電などの案件について、国内のみならず海外を
含めて推進しています。

注力事業：交通インフラ事業

　インドにおける鉄道事業においては、同国の国家プロ
ジェクトである「デリー～ムンバイ間産業大動脈構想」の一
環として、2013年の貨物専用鉄道軌道敷設工事の受注を
皮切りに、引き続きインド最大のエンジニアリング会社で
あるLarsen&Toubro社との協働を進めています。2016
年3月期には新たに別区間の軌道敷設工事、電化工事な
どを受注しています。今後も本案件での追加受注が期待
されるため、着実に取り組み、収益の拡大を図ります。さ
らに、北米で鉄道車両総合メンテナンス事業を運営する会
社へ出資しました。これらの取り組みで得られたノウハウ
を活かし、インド以外のアジア諸国を中心とした展開も検
討しています。

専門性と独自の知見・ネットワークを
強みに高付加価値なサービスを提供

専務執行役員
環境･産業インフラ本部長

吉村 利治

新興国をはじめ、世界各国の
発展の礎を築き上げることが
私たちの使命です。

スピードを持って
良質な資産を積み上げる

ノウハウを蓄積し、
鉄道バリューチェーンを開拓
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通・社会インフラ事業部を新設。これまでの交通案件に加え
て、病院PPP事業などの社会インフラ事業に注力し、新規
事業獲得に向けて、積極的に取り組む体制を整備しました。
　当社は4部門から9本部制となり、より事業単位の収益
性が問われる緊張感のある経営体制になっています。当本
部の由来するニチメン・日商岩井の機械部門は、かつては
収益基盤の柱の一つでした。私たちは収益力の格段の強
化を実現し、双日の中核事業としての復権を目指していく
決意です。

人材育成

　当本部の事業の多くはパートナーとの協業です。顧客
からの声を聞き、柔軟に対応していくためにもパートナー
との信頼構築を重視しています。そして、こうしたパート
ナーから選ばれる存在であり続けるためにも、人材育成に
注力しています。経験を大切にしつつ、自己研鑽に加え
て、自ら得た知見・経験を自身や組織に還元できるような
取り組みを進めています。プラントやIPP、社会インフラ
などの事業は、時には商売の種がないところに果敢に飛
び込み、自らニーズを掘り起こすことも必要です。積極的
に現場に人材を送り込み、育成を活性化させることで、全
社で活躍できる人材を育みたいと考えています。

今後の取り組み

　2016年3月期は、大型EPC案件の遅延などにより計画
に対して未達となりました。業績のアップダウンがあること
は課題であり、今後取り組むべきは、収益の安定化と捉えて
います。このためにIPP、社会インフラなどの事業比率を高
め、良質な資産を積み上げることで、安定基盤を作ることを
最優先に取り組みます。将来に向けて、世界的に拡大する
交通、インフラ整備への需要を機動的に取り込むべく、交

安定した収益基盤の再構築により、
双日の中核事業として復興する

パートナーから選ばれる存在として、
信頼獲得を目指す

スリランカ 複合火力発電所

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

Sojitz Kelanitissa スリランカ 147 2003

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

マヘス／レパルティシオン＊ ペルー 22 2012

佐和田 日本 14
① 2000
② 2005

未来創電知多美浜＊ 日本 13 2015

未来創電上三緒＊ 日本 10 2016

Tianshi 中国 6 2002

未来創電球磨錦町＊ 日本 6 2014

未来創電斜里小清水＊ 日本 5 2014

合計 888

＊ 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
ガスタービン発電設備
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 超高圧送変電設備
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
バーレーン アルミ精錬工場向け超高圧変電機器

中国
製鉄会社向け製鉄プラント
合繊プラント

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・水力発電用設備
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
ジャカルタ都市鉄道車両基地設備

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 ポリエステル合繊プラント
ミャンマー セメントプラント



双日株式会社    統合報告書2016 73

カナダMRO事業

持続的な収益基盤となる
ポートフォリオの形成へ

　当社は、北米で鉄道車両の総合メンテナンス事業
（MRO）を運営するキャドレイルウェイ社（Cad Railway 
Industries Limited）の株式約41％を2015年11月に取
得し、日本企業では初となる北米での鉄道車両の総合メン
テナンス事業へ参入しました。キャドレイルウェイ社は、カ
ナダ・モントリオールを拠点に、北米の大手貨物鉄道事業
者やカナダ政府･州政府の交通当局などに向け、旅客車・
機関車・貨車の保守から修理、改造、改装までの幅広い
サービスの提供を強みとしています。同社への出資によ
り、当社にその機能やノウハウを取り込みます。
　鉄道は輸送単位当たりの二酸化炭素排出量が自動車の
約8分の1と地球環境にやさしく、大量一括輸送による効
率性の高さから、世界各国で鉄道インフラの需要拡大が見
込まれています。また、鉄道輸送量および鉄道車両数の伸
びに伴って、安全性や利便性を確保・向上させつつ、鉄道
車両を長期使用するためのメンテナンス需要の持続的な
拡大も予想されます。

　北米は､ 世界最大の運行路線長および鉄道輸送量を誇
り､ 長期的な人口増加と経済成長を背景とする鉄道輸送の
有望市場であることから、キャドレイルウェイ社と協力し同
社の事業を拡大します。今後は、双日グループが培った世
界各国での鉄道インフラ事業での経験を活かし、鉄道イン
フラ整備が見込めるアジアやその他各国でも鉄道車両
メンテナンス事業に進出し、さらには鉄道運営事業への展
開も視野に入れ、持続的な収益基盤となるポートフォリオ
の形成を目指します。

【主要関係会社 出資比率（2016年3月31日現在）】
● 双日マシナリー株式会社（一般産業機械類の輸出入・販売／子会社） 100.0%
● 未来創電上北六ヶ所株式会社（太陽光発電事業／子会社） 100.0%
● Blue Horizon Power International Ltd.（発電事業への投資／子会社） 100.0%
● First Technology China Ltd.（表面実装機・半導体関連機械の販売・サービス／子会社） 100.0%
連結子会社  34社　　持分法適用会社  21社




