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巻頭特集

双日は、経営統合後の財務体質改革、リーマンショックや欧州債務危機などの外部環境の変化を一つひとつ

乗り越え、克服しながら企業として進化してきました。

強固な収益・財務基盤が確立できた今、双日は新たな局面を迎えています。安定的に当期純利益で500億円

以上を稼げるような、本格的な成長フェーズです。ここで双日が重視しているのは、当期純利益で50～100

億円を生み出す「収益の塊」を数多く創り上げていくこと。個別の地域・事業では確たる強みを発揮し、すでに

収益の塊を確立している事業も少なくありません。現在は、既存事業の拡張を図るとともに、新規事業の創

出に注力しています。
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積み上げ勝ち続けていく「収益の塊」をスピーディに 積み上げ勝ち続けていく
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▶資産ポートフォリオの推移

そして、この成長に向けて、今後の大きなテーマとなるのは「スピード」です。組織体制や意思決定の迅速化は

もとより、取引先やパートナーに対する対応の早さも含めた現場でのスピードアップが必要になります。

「収益の塊」をスピーディに積み上げていく―。

これを推進していくためには、顧客に、そして社会に価値を届けることを念頭に置きながらも、他社との競争

に打ち勝っていくことが求められます。「適材適所」な人材配置や投融資など、スピード感を持って戦略実行に

取り組んでいくことで、勝負を制していきます。そして、本格的な成長フェーズを駆け上がる強い双日を創り

上げていく考えです。

※生活資材本部とリテール事業本部は2017年4月より、リテール・生活産業本部、産業基盤・都市開発本部に変更しています。
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肥料事業の概要
▶		高度化成肥料の製造・販売をASEAN諸国で展開

▶		タイ・ベトナム・フィリピンではトップシェアを確立

▶		グループ全体としての製造・販売量は合計180万トンと
ASEAN有数の規模

現場での取り組み
　私は、タイ・TCCC社の事業経営、フィリピン・アトラス社の買収・事業運営
など、東南アジアで多くの肥料事業に携わってきました。現在は、高度化成
肥料の輸入販売をするTCCCミャンマー社の社長として、ミャンマーにおけ
る化成肥料事業の拡大が私のミッションです。
　ミャンマーと他ASEAN諸国は、文化・地理の違いはあれど、事業展開で重
要なのは、現地でのネットワークを密に築くことと、ブランドを確立することの
2つであることは変わらないと考えています。これらは、すなわち農家の皆様
の支持を得ることにほかなりません。そのため、現地の卸問屋・販売会社との
関係構築による販売網の確立に加え、農家の方々に直接、高度化成肥料を使
用するメリットをお伝えしています。彼らは農業に対する知識がまだ浅いため、
高度化成肥料の優位性を説明、アカデミックな論拠も含めて積極的に話す機

TCCC Myanmar Limited 社長
東島	恒
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特集：「収益の塊」をスピーディに積み上げ勝ち続けていく

現地パートナーとミーティングする様子

新規地域・ミャンマーへと進出
　肥料事業においては、これまでASEAN諸国で築き上げた圧倒的ブランド力を活かし、タイ・ベトナム・フィリピン
での既存事業の拡充と周辺地域への横展開に取り組んでいます。中でも、横展開においては、東南アジア、特に
ミャンマーに注目しています。国土の約2割を農地が占め、人口の約7割が農業に従事する東南アジア有数の農業
大国でありながら、農業の発展には課題を抱えています。良質な肥料の普及も大きな課題です。毎年、二桁パー
セントで需要が増加しており、市場の成長率は東南アジア随一です。
　こうした魅力から競合企業の進出も数多いミャンマーですが、双日はヤンゴンに支店を開いて100年以上が経つ
という優位性があります。肥料事業については、タイからの高度化成肥料の輸入・販売を拡大しながら、同市場の需
要増加をにらみ、同国内での製造事業を展開していく計画です。

既存事業の拡充と
新規地域への展開

新規地域では現地に根付いた
ネットワーク・関係性を早期に確立

需要家の支持をしっかりとつかみ、
ブランドを確立

海外経験の豊富な人材を配置し、
現地ニーズを的確に把握して

拡大を加速

ベテランを配置しプレゼンスを早期獲得
　ミャンマーでの肥料事業の発展・成長においては、地域に根付
いたネットワークの構築が鍵となります。地方の肥料販売店が自
身の担当領域で、需要者である農家の方々と深い関係性を築いて
いるため、彼らと連携しながら、双日として開拓や整備経験が豊富
な人材を配置し、販売ネットワークを早期に確立していきます。
　その実現に向けて、最終需要者のニーズを捉えるべく足しげ
く肥料販売店などに赴き、彼らからヒアリングするほか、直接、
最終需要者である農家の方々に働きかけるなど、地域に密着し
た活動も行っています。また、事業の拡大においては、ミャン
マー人スタッフの拡充も重要で、管理職も含めた現地スタッフ
の登用と育成を通じて、現地に合致した事業モデルの構築を
図っています。
　まだ市場開拓の余地があるミャンマーでは、スピードが勝負
の分かれ目だと捉えています。経験豊富なベテランと現地ス
タッフを配置し、早急に同国での地位を確立させていくことで、
「収益の塊」としての肥料事業を追求していきます。

肥料事業

「収益の塊」に向けたロードマップ

会を作っています。
　ミャンマーには多くの可能性があります。主要産業は農業ですが、都
市部は最先端の商業施設が建設されるなど、その成長エネルギーを肌で
感じます。私たちがこの地で圧倒的なプレゼンスを獲得していくために
は、肥料事業としてだけでなく、ミャンマー事業としての収益の塊を作っ
ていくことが求められます。双日はすでに、現地の有力企業であるCity 
Mart社と提携し、コールドチェーン事業や外食事業を展開していますが、
こうした事業と肥料事業をつなぐこと、つまり現地スタッフの力を活かし、
肥料から農業・物流・小売というバリューチェーンを構築できれば、さらな
る発展が期待できます。一日も早く「ミャンマーに双日あり」、そう言われ
たいと強く思っています。
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現場での取り組み
　私は一貫して自動車業界に携わり、米国や欧州などで経験を積んでき
ました。現在は、双日の子会社であるディーラー3社の代表などを務め、
米国ディーラー事業の成長拡大が私の責務です。また、私がポルトガル
出身ということもあり、米国で培ったアイデアや手法をブラジルへも共
有しています。
　米国のディーラー業界はとても魅力的な市場だと考えています。なぜ
ならば個人経営が多く、ここ20年の間に淘汰が進んでいるからです。
この状況をチャンスと捉え、双日が持っている資金力・総合力を背景に、
個人経営企業を買収・組織化することで、他社にはない発展を遂げてい
くことが可能となります。ディーラービジネスの基本は「①商品、②戦略、
③人材」の3つと考えており、私たちが取り扱っているBMW・MINI

President, Weatherford BMW of Berkeley
President, BMW Concord & MINI of Concord

President, BMW of San Rafael
Luis Garcia

グローバルモデルとローカルス
ディーラー事業ディーラー事業

成長ドライバーとしての 
ディーラー事業
　自動車本部では、価値創造モデルとして「組立・卸売事業の
進化」「ディーラー事業の成長」「新規事業モデルの開発」の3つ
の柱を掲げています。その中でも特に重要となるディーラー事
業は、当本部だけでなく、双日全体の安定収益基盤の拡充に向
けた成長ドライバーとして注力しています。「中期経営計画
2017」から本格的に強化し、M&Aにより事業会社を増やして
いくことで、成長機会を着実に捉えています。

米国での実績を基点に、 
他地域へと展開
　双日のディーラー事業のルーツは、1987年、BMWブラン
ド自動車の認定ディーラーである米国カリフォルニア州・ウェ
ザーフォード・モーターズ社（Weatherford Motors Inc.）の買収

ディーラー事業の概要
▶  米国カリフォルニア州で約30年の実績

▶  現在、米国サンフランシスコ湾岸地域
において、BMW、MINIディーラーを4
店経営し、年間販売台数は約8,000台

▶  中古車販売・アフターサービスに特徴
があり、高収益を上げるビジネスモデ
ルを確立

▶  2015年にブラジルでBMW、MINI
ディーラーを1社買収
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特集：「収益の塊」をスピーディに積み上げ勝ち続けていく特集特集：「収益収益の塊の塊」を」をスピピーデーディに積み積み上げげ勝ち勝ち続け続けていいくく特集：「収益の塊」をスピーディに積み上げ勝ち続けていく

の商品は、世界有数のブランドを誇っています。戦略については組織と
して共有することで共通化された販売方法が実現できます。
　そして、人材については統合後のマネジメント人材の配置が重要にな
ります。すなわち、企業文化が違うM&A先企業の文化や背景を理解し
た上で、新たな方向性を生み出せる人材が必要となります。
　また、こうした経営人材は限りがあるため、早急に育成していくことが
重要です。若いうちに採用し、責任を持って現場で実践しつつ学ばせて
いくことが一番の近道だと私は考えており、それは幸いにも双日のマネ
ジメント層と同じ考えです。このようなモデルを米国で確立させ、他地
域展開に活かしていけるよう努めていきます。 Weatherford Motors Inc.（BMWディーラー）

タイルを組み合わせ成長へ
ディーラー事業

有望市場でM&Aを通じ事業拡大

経験豊富な経営人材を投入し
統合を成功

現場での経験を積ませ、
より多くの経営人材を輩出

まで遡ります。同社は買収以降、いかなる環境においても利益
を創出し、着実に事業を推進してきました。双日はこの安定収
益モデルに着目し、2014年、2015年と、同じカリフォルニア
州のディーラーを、順次M&Aを通じて取得することで事業を
拡大してきました。買収した各ディーラーはそれぞれ地域に根
差し40年近くの実績を有しており、このような企業を双日の陣
営に加えることで、米国でのプレゼンス向上を強力に推し進め
ています。現在、その3社（4店）のディーラーの社長は、現地
で業界に精通した人材が担っています。
　さらに、米国市場で培ったビジネスモデルを他地域でも展開
しており、2015年にはブラジルのBMWおよびMINIブラン
ド自動車のディーラーを買収しました。今後も新しい地域へと
展開を広げていく考えです。

「収益の塊」に向けたロードマップ

双日株式会社    統合報告書2017 11



「収益の塊」として
アジア地域で確固たる地位を確立
　メタノールは、あらゆる素材の原料として取り扱われると同時
に、未来のクリーンエネルギーとして注目されるなど、必要不可
欠な基礎原料です。中間所得層の増加によって成長著しいアジ
ア地域を中心に、世界的に年々需要が増しており、非常に期待
の高い市場となっています。
　双日は現在、インドネシアのメタノール製造会社、PT. Kaltim 
Methanol Industri（KMI）に85%出資しており、製品である
メタノールを、アジアのお客様を中心に販売しています。特に、
短期間でのデリバリーやフレキシブルなロットサイズの提供など
の機動力が評価されており、これまで年間取扱量100万トン規模
のメタノールを取扱い、確固たるプレゼンスを獲得しています。
すでにアジアで構築されている現地パートナーを含めた強固な
販売ネットワークを、さらに拡大しながらマネジメントを強化する
ことで、圧倒的な地位を確たるものにしていきます。

メタノール事業の概要
▶  インドネシアに業界屈指の年間70万
トン規模の生産量を誇る製造拠点（KMI
社）を有する

▶  アジア地域を中心に外部調達品も含め
年間100万トンを販売。多くの現地
パートナー・顧客ネットワークを構築

▶  2017年にドイツ・大手化学品商社を買
収し、年間取扱数量は200万トン規模
に拡大

アジア、そして欧州へと
拡大成長に向けて拡大成長に向けて

メタノール事業メタノール事業

双日株式会社    統合報告書201712



生産・販売能力を拡大し、
アジアでのプレゼンスを確立

M&Aを通じた
グローバル展開

双日と買収先企業との
シナジーを生み出し、

規模を拡大

「収益の塊」に向けたロードマップ

特集：「収益の塊」をスピーディに積み上げ勝ち続けていく

現場での取り組み
　新しく買収したソルバディス社はメタノールをはじめ、硫酸、
硫黄などの基礎化学品の販売に強みを持ち、すでに一定の知
名度を誇る企業です。双日の100%子会社にすることにより、
双方が持っている資産・知見・ノウハウを融合し、欧州市場にお
ける安定収益基盤を構築していきます。具体的には、3年後に
取扱高1,200億円規模の事業へと成長させ、欧州における化
学品商社トップ5に入ることを目指しています。このスピード感

で実現していくためにも、積極的に両社
の若手を含めた人材を交流させ、交換研
修や共同開発案件創出などを推進させ
ていくことで、早期にシナジーを生み出
していく考えです。

　「双日欧州化学品事業の拡大」。こ
れが私に課せられたミッション
であり、必ず遂行します。

PT. Kaltim Methanol Industri

鈴木 遥

ソルバディス社の
買収を通じ、グローバル
プレイヤーとしての
ポジションを獲得
　2017年には、ドイツでの大手化学品商社
であるソルバディス・ホールディング社（ソル
バディス社）の買収を行いました。同社は
1881年に設立された老舗企業をルーツに
持ち、ドイツを中心とする欧州域内に販売拠
点・物流基地を保有しています。また、年間
100万トン以上のメタノール取扱数量を誇
るほか、現地の優良化学メーカーと長年に
わたり安定した取引関係と信頼関係を構築
しているなど、欧州に根付いている企業で
す。この買収により、双日グループとしての
メタノール取扱数量を年間合計200万トン
規模まで拡大し、業界内でのグローバルプ
レイヤーとしてのポジションを確立します。

学品商社トップ5に入ることを目指しています。このス
で実現していくためにも、積極
の若手を含めた人材を交流させ
修や共同開発案件創出などを
ていくことで、早期にシナジー
していく考えです。

　「双日欧州化学品事業の拡
れが私に課せられたミ
であり、必ず遂行しま

solvadis deutschland gmbh

瀬戸 章友

現場での取り組み
　KMIに赴任し、基幹システム導入プロジェクトのリーダーを
任されています。メタノール事業の中核を担う同社のさらなる
発展・成長において、経営インフラの整備は不可欠。一方、プ
ロジェクト成功のためにはメンバーを含む関係者全員の協力が
何よりも重要です。これまで私が培った会計・税務知識に加え、
メンバー一人ひとりとの密な対話を行うなど、若手ならではの
機動力・推進力を意識し、現地に即したマネジメントを実行して
います。
　KMIの成長を支えるのはもちろんのことで
すが、もう一方で私自身が女性リーダーとし
て活躍することで、女性のロールモデル像
を確立させていきたいと思います。そうす
ることで、双日としての人材力の底上げに
貢献したいと思います。
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