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「中期経営計画2017 ～Challenge for Growth～」

定量目標に対する進捗

当期純利益

ROA

ROE

ネットDER

3ヵ年投融資額

株主還元配当性向

408億円

2017年3月期
実績

1.9％

7.6％

1.1倍

1,570億円
（2ヵ年分の累計）

24.6％

 500億円

2018年3月期
見通し

2.2％

8.6％

1.1倍

約3,000億円
（3ヵ年分の累計）

25.0％

600億円以上

2018年3月期
当初目標

2％以上

8％以上

1.5倍以下

3,000億円
（3ヵ年分の累計）

25％程度

中期経営計画2017
～ Challenge for Growth ～

「　　　　　　　　　」
改革の着実な実行による基盤固めを終え、さらなる飛躍に向けた成長軌道に軸足を移し

信頼とスピードにより将来の成長を見据えた挑戦を果たす

安定的な収益基盤の拡大 機能を軸とした価値創造による事業領域の塊の創出

•  環境変化への耐性を有し、成長への挑戦を続けられる収益
基盤の拡大
• 資産の質の改善に向けた継続的な取り組み

• 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

財務戦略

投資戦略 リスク
マネジメント戦略

人材戦略

持続的成長に資するポートフォリオ経営

強みのある事業領域・基盤の確立
【双日らしさの確立】

発揮

絶え間ない変革と挑戦による
新たな価値と豊かな未来の創造
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各本部の当期純利益の進捗と取り組み

自動車本部

エネルギー本部

食料・
アグリビジネス本部

• 既存事業の収益改善
• 新規投融資に伴う収益増加
• 有望成長市場におけるディーラー事業拡大
• 将来の成長に向けた新規分野への進出

•  不採算事業からの撤退や油価の回復に
伴う事業収益改善
• LNGやガス関連中下流事業への投資
• 上流権益資産入替

• 肥料事業の堅調推移
• 肥料分野における既存事業の強化
• ASEAN諸国における食料分野への 
 事業投資

• 米州ディーラー事業の堅調
•  プエルトリコ、タイでの輸入販売事業の 
堅調

• 石油ガス権益の売却益
• 持分法による投資損益の減少

• 肥料事業の好調
• 穀物集荷事業における業績低迷・減損損失

40億円

10億円

50億円

36億円

△6億円

△69億円

航空産業・情報本部

石炭・金属本部

リテール・
生活産業本部

•  航空関連（パーツアウト事業等）および
情報産業関連が堅調に推移
• 航空分野での幅出し
• 空港運営事業への取り組み

•  足元市況の継続や鉄鋼市況の回復による
事業収益改善
• 石炭トレード取扱拡大
• 資産ポートフォリオの再構築
• 新規中下流事業の創出
• 市況変動リスクを織込む

•  繊維事業ならびに物資関連の堅調推移
•  ASEANリテール事業への取り組み
•  国内およびASEAN商業施設事業への
取り組み

• 航空機関連取引の増加
•  情報関連子会社の一部売却による 
関連会社化
• 保有船舶における減損損失

• 石炭事業の販売価格上昇

• 物資関連の堅調
• 国内商業施設の売却

50億円

130億円

50億円

99億円

100億円

73億円

環境・
産業インフラ本部

化学本部

産業基盤・
都市開発本部

• インフラ関連における案件成立
• 交通・社会インフラ事業への取り組み
•  火力/再生可能エネルギー事業への取り
組み
• 新興国における案件組成の遅れを織込む

• 欧州化学品商社の収益貢献
• 合成樹脂関連の取扱増加
• グローバルトレードの拡大
• トレードに繋がる事業投資
• 円高・商品価格低下リスクを織込む

•  海外工業団地および国内販売用不動産
の収益計上
•  国内および海外都市/インフラ開発事業
への取り組み

• 国内太陽光発電事業の順調な拡大

•  アジア・中国を中心とするトレーディング 
の堅調
• 北米石油樹脂事業の堅調
• 市況下落の影響

• 海外工業団地事業の堅調

50億円

80億円

20億円

42億円

83億円

13億円

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

（見通し）

（実績）

18/3

17/3

※  2017年3月期の実績については、2017年4月1日付の組織再編に伴い、公表数値より一部変更になっています。
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社長による戦略解説

代表取締役社長  CEO

スピードを重視し、
双日の強みを有する「収益の塊」を
創り出し、育てていく。
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順調に成果を上げ、計画当初の 
絵姿が実現しつつあります。

　「中期経営計画2017」の2年目が終わりました。ここま

では一定の成果を上げられたものと捉えています。

　私は、2017年6月の代表取締役社長就任前は、経営企

画やIRの担当役員として従事しており、この中期経営計画

は経営企画担当役員として策定し、実行してきました。ま

た、IR担当役員として、投資家の皆様との対話を重ねてお

り、その中でよくご質問いただいたポイントなどにもフォー

カスし、双日の戦略をご説明していきたいと思います。

　はじめに、2017年3月期を簡単に総括いたします。各本

部が着実に戦略を推進し、業績も米国経済の安定成長や新

興国経済の持ち直し、一部資源価格の復調などを背景に当

期純利益で前期比43億円増益の408億円となりました。当

期においては、懸念であった穀物集荷事業について処理を

行い、将来の損失発生リスクを遮断するなど、資産健全化に

一定の目処もつけました。その結果、安定収益基盤は強化

され、着実な推移が見込める体質へと進化を遂げています。

　2018年3月期は、当期純利益500億円の見通しです。



本計画策定当初に掲げた最終年度目標には到達しません

が、まずはこの見通しを達成し、安定的に500億円を稼ぐ

収益基盤を構築していきます。一方、ROA2％以上、

ROE8％以上という経営指標の目標は着実にクリアする見

込みです。

　そして、500億円以上の稼ぐ力をつけていくために、当

社は「中期経営計画2017」で純利益ベースで50億円、

100億円の「収益の塊」を創出することを目指してきまし

た。本計画開始時点では、50億円を超えていたのは化学

本部だけでしたが、2018年3月期は9本部のうち6本部

が50億円を超える計画となっています。各本部が一定の

存在感、優位性を発揮できる規模に育ってきており、本計

画策定時に描いていた「収益の塊」は着実に実現しつつあ

ります。

　株主の皆様への還元については、まずはしっかりと成長

への道筋をご提示しながら、確たる成長を実現し、株主価

値を高めていく考えです。配当については、現中期経営

計画において配当性向25%程度を基本方針とし、安定的

かつ継続的な配当を実施することで、株主の皆様のご期

待に応えていく所存です。

今後の新規投融資の計画実行には
自信があります。

　投資家の皆様からは、当社の新規投融資の考え方に関

して多くのご質問を寄せられています。

　一番多いご質問は、2018年3月期の1年間で、本当に

1,500億円の投融資を実行することができるのかというご

質問です。「中期経営計画2017」の3年間の投融資計画

3,000億円のうち、半分の金額を最終年度の1年間で実行

する計画となっているためです。これに対し、私はご心配を

いただく必要はありませんとお答えしています。現中期経

営計画の2年間はなかなか投融資が進みませんでしたが、

昨年後半から案件の組成に大きな変化が表れています。過

去から粘り強く交渉し続けてきた努力もあり、最近の投融

資審議会にかけられる案件数は、前期と比べるとほぼ倍と

なっています。そのほかにも実現性の高い案件が数多く案

件リスト化されており、概ね計画どおりに進められると考え

ています。

新規投融資

「中期経営計画2017」
3ヵ年投融資計画

3,000億円

自動車関連事業

航空関連事業

インフラ関連事業

化学関連事業

ASEAN食料・リテール関連事業

投融資実績

1,570億円

•米州ディーラー事業　等

•パーツアウト事業　等

•国内太陽光
•北米鉄道事業
•IPP　等

•欧州化学品商社買収　等

•コンビニエンスストア事業
•ミャンマー肥料   等

2016年3月期・2017年3月期

（主な案件）

投融資予定額

1,500億円

•ディーラー事業
•自動車関連サービス事業　等

•機体販売事業、リース事業
•パーツアウト事業　等

•新興国PPP
•再生可能エネルギー発電事業
•新興国／米国IPP　等

•資源化学事業　等

•ASEAN食料バリューチェーン　　
•消費財流通卸　等

2018年3月期

（主な候補案件）
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の中では米国デトロイト、ポーランドでの駐在を経験し、

2008年からの3年間、ベネズエラ自動車組立販売会社

の社長を務めました。この会社は従業員が1,800人とい

う規模で、双日に大きく利益貢献した時期もありました。

その一方で、大規模な労働争議、資源価格下落による現

地通貨の急落など、次々に巻き起こる問題に対して社長と

して決断を下していかなければならない状況にも見舞わ

れ、カントリーリスクの怖さ、厳しさについて、身をもって

体験しました。そこで何よりも感じたのは、経営判断は「ス

ピード」が命であるということです。スピードは物事を早く

前進させることはもちろん、問題に直面した時に修正する

時間の確保を可能にし、その結果、リスクを最小限にとど

めることができます。また、グローバル企業と伍していく

中、彼らのレポートラインの明確さと、それによる意思決

定スピードの速さを実感してきました。

　双日の社長に就任した今、これから当社が成長を加速

するための重点課題も、この「スピード」です。資産規模で

差がある大手総合商社などの競合企業に対し、それぞれ

の現場で勝ち抜いていくためには「スピード」が優位性に

なると考えるからです。

　具体的には、新規投融資において決して規律を緩めて

　逆に、商社の投資があまりうまくいっていないというイ

メージもあり、当社が積極的に投融資を進めていく姿勢

に対する懸念を示されることもあります。しかし、投資規

律については従来と何も変えておらず、徹底的に厳格性

を維持し、綿密なリスクコントロールを遂行してまいりま

す。また、投融資の実行にあたっては、当社が強み、知

見、パートナーを有する、自動車関連、航空関連、インフ

ラ関連といった分野に重点的に資金を振り向けていく考

えです。今後は、将来のアジアの成長を確実に取り込む

べく、強みを持つベトナムを中心にASEAN食料・リテー

ル関連事業への取り組みを着実に進めます。5年後には

これらの分野において隆々とした資産を有し、アジアで

着実に収益を伸ばしている姿をお示しできるよう、取り

組んでいきます。これらの新規投資実行とともに、従来

どおり資産リサイクルを継続して行っていく所存です。

徹底して「スピード」を重視し、
企業価値向上を目指します。

　ここで、私自身について少しお話したいと思います。私

は入社以来、主に自動車関連事業に携わってきました。そ

当期純利益(当社株主帰属)／ROA

12.3
実績

13.3
実績

14.3
実績

15.3
実績

16.3
実績

17.3
実績

18.3
見通し

（億円）
500

400

300

200

100

0

△100

（%）
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

△0.5

当期純利益（左軸） ROA（右軸）

△0.0%

0.6%

1.2%

1.5%

1.7%

1.9%

2.2%

△10

134

273

331

365

408

500
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拙速に進めるつもりはありませんが、事業着想の初期動

作や案件の組成に関しては、まだ迅速化に向けた改善の

余地があります。こうした点を改善・強化し、全社的にス

ピードを持った取り組みを実現できる風土へと変革してい

く構えです。

現場で人材を育て、「自分の夢」を
実現していってもらいたい。

　双日では、価値創造において「2つの価値」という概念を

重視しています。利益や人材、ノウハウなど企業基盤の強

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が双

日の考える価値創造の姿です。

　そして、こうした価値創造の源泉となり、先に述べた成

長戦略を実現していくのは、やはり人材の力にほかなりま

せん。私は、総合商社という、自らで社会課題を解決する

事業を生み出せる会社にいる以上、社員の皆が「自分の

夢」をどんどん実現できる、そんな会社にしていきたいと

思います。

　人材の力を伸ばす方策としては、「適材適所」と「現場で

の育成」を重視していきます。私の経験上のこだわりでも

あるのですが、例えば、海外現地法人などでは、共通の

目的・思想を持ち、知見、ノウハウ、人脈が豊富な現地の

人材に任せることで、極めて大きな成果が上がることは

少なくありません。また、育成については、研修や教育

制度も大切ですが、若手のうちから、自らの責任で交渉・

折衝を重ね、自分で事業を作り、マネジメントしていく経

験を積んでいけるよう、環境を整えていきたいと考えま

す。また、双日には5つの行動指針がありますが、「創意

工夫」や「やり遂げる」といったことをはじめ、この5つの

行動指針を双日が目指す姿を実現する道標とし、社員が

今まで以上にこれを実践・定着できるよう、私も自ら力を

注いでいきます。

着実に右肩上がりの成長を続けて
きた軌跡を途絶えさせることなく、 
続けていくことが
私に課せられた使命です。

　新たに代表取締役社長に就任した私にとって、双日の

成長・発展を確たるものとして加速させていくことが何よ

りも重要であると認識しています。これまでの双日の歩

み・価値を引き継ぎながら新たな成長を遂げていく考えで

す。また、佐藤会長は社長交代記者会見の席上で、私の

ことを「分かりやすい」と評しましたが、私は自分の考えて

いることをストレートに伝えることを信条としています。明

快なビジョンとその考え方を提示し、裏表なくスピーディ

に舵取りを行っていく所存です。

　そして、双日が社会に価値を発揮し、企業価値を高めて

いくためには、ステークホルダーの皆様のご理解、ご協力

も重要です。私自身、これまで着実に右肩上がりの成長を

続けてきた軌跡を途絶えさせることなく、この成長基調を

確実に続けていくことが、私に課せられた使命であると考

えています。その過程において、皆様との対話を重視し、

社会から信頼される企業となっていくことにコミットしてま

いりますので、今後ともご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお

願いいたします。
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CFOインタビュー

強固な財務基盤を維持し、
一層の成長を目指す。
代表取締役専務執行役員
CFO

田中 精一

　これまで取り組んできた財務健全性の強化施策によっ

て、すでに財務基盤の安定は確立できていると捉えてい

ます。当社が経営指標の一つとしているネットDERは、

過去 3期連続で 1.1倍となっており、「中期経営計画

2017」の目標である「1.5倍以下」をしっかりと維持して

います。地政学リスクや金融市場のボラティリティが高

まっている経営環境下にありますが、これらの影響により

一時的にネットDERが1.5倍を超えるようなことがあった

としても、すぐに目標値以下に復元できるだけの資産の

流動性を確保していくことが基本的な考え方です。

　2018年3月期には1,500億円の投融資を計画してい

ますが、その計画を織り込んだ上でも2018年3月期の

ネットDERは1.1倍の見通しで、これまでと同様、財務の

健全性は維持していきます。また、安定的に当期純利益

500億円を稼ぐ力を身に付けることにより、借入を大きく

増加させることなく、ネットDERを現状水準に保った状態

で継続的に成長投資を実行していくことが可能となりま

す。この点からも、今期の投融資計画を着実に実行し、収

益基盤を拡大していくことが重要だと考えています。

　なお、ネットDERは今後1倍以下の水準に引き下げる

必要はないと考えており、現状レベルのレバレッジ水準

で進めていく方針です。

Q1. 双日の現状の財務基盤について、どのように評価していますか？

ネット有利子負債、自己資本、ネットDERの推移

ネット有利子負債（左軸） 自己資本（左軸） ネットDER（右軸）

13.3
実績

14.3
実績

15.3
実績

16.3
実績

17.3
実績

18.3
見通し

8,000

6,000

（億円）

2,000

4,000

0

（倍）
2.0

1.5

0.5

1.0

0.0

6,433
1.7 1.4

1.1 1.1 1.1
1.13,826

5,509 5,203

6,402 6,296
5,716 5,505 5,8006,111

6,500

中期経営計画2014
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中期経営計画2017
～ Challenge for Growth ～

4,599
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　総合商社として新たなビジネスチャンスを求め、多岐にわ

たる事業分野に投資をしていく以上、すべての案件が成功

するというのは現実的ではなく、減損リスクは常に存在する

と考えています。大事なことは、リスクに見合ったリターン

を得られる案件であること、最大損失額が明確になっている

こと、そして何よりも、失敗の原因をしっかりと分析し次の

事業機会に教訓として活かすことだと考えています。

　投資の成功確度を上げていくためには、案件の初期交

渉から投資実行に至るまで、適切なタイミングで適切な

行動をとれるよう継続的に投資実行プロセスをレビュー

し改善を図るという意識を、営業、コーポレートを問わず

定着させていくことが必要だと考えています。

　そして投資に限らず、どのような仕事でも総合商社の

最も大事な財産である「人」が行うことですから、投資先

に派遣する人材の選定や、その役割・責務の明確化を徹

底して行うとともに、投資実行に先行して買収先の経営

陣に対するインタビューを行うことで、意思疎通の充実

や目的の共通化を図っていきたいと考えています。

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

13.3
実績

14.3
実績

15.3
実績

16.3
実績

17.3
実績

18.3
見通し

1,200

△800

（億円）

400

△400

800

0

551

435

225
253

660

470

△339 △322
△313

391

△138
△245

△117

999

9

中期経営計画2014
～ Change for Challenge ～

中期経営計画2017
～ Challenge for Growth ～

キャッシュ・フローの推移

　フリー・キャッシュ・フローを単年度ベースでプラスにす

ることが基本方針であることに変更はありませんが、当期

のフリー・キャッシュ・フローについては、将来の成長を見

据えた投融資の実行や、期末におけるワーキングキャピタ

ルの一時的な積み上がりにより、単年度ベースでマイナス

となりました。2018年3月期も、成長を加速させる投融

資を進めていく計画のためマイナスとなる見通しですが、

ワーキングキャピタルの変動を除いた営業キャッシュ・フ

ローを安定的に成長させていくとともに、継続的に資産リ

サイクルを行うことで、一定期間（中期経営計画3ヵ年）に

おける累積フリー・キャッシュ・フローの黒字は維持してい

きます。

Q2. キャッシュ・フローのマネジメント方針について教えてください。

Q3. 投融資審議会議長として、投資と減損について
 どのように考えていますか？
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