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投資プロセス

基
本
方
針

１．機能の獲得・拡大・活用　
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

規律ある投融資
中計3ヵ年での全社基礎的CFの
黒字維持

構想段階から事業モデルを多面的に検証

競争
優位性 規模感 収益性 安定性 安全性 拡張性 実現性 時間軸 創造性 流動性

3,000億円程度

1,500億円程度

継続的な
資産入替と
投融資の
実行・回収を継続

①案件創出 ②投資判断 ③投資実行 ④事業経営・モニタリング

● 戦略に伴った案件創出
機会の検討

●リスクの洗い出し

● 定量・定性分析による
投資判断＊

● PMI(経営統合)
● 経営管理体制の構築・整備

● 業績とバリューアップ施策
進捗のモニタリング

● 課題の把握と対策の実行
● 継続・撤退判断
● 継続的な資産入替

＊ 個別案件で内部収益率（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か選別し、事業性を評価する。

PMI支援

毎年実施

コーポレートで全投資案件のレビューを行い、改善策策定・取
り組み方針の見直しを実行（撤退基準に抵触する場合は、投融
資審議会で事業継続・投資判断を行う）

随時実施

投資実行後における本部長を中心とした計画の機動的な見
直し、対応策の実行

施策例 ・与信管理
・予算・実績管理
・人員体制

・各種規程整備
・連結決算体制整備・決算業務支援
・双日グループ内での資金の有効活用

1,510億円

3,150億円

案件創出から投資実行、事業経営に至るまで、営業本部をコーポレートがサポートしています。投融資審議会における審議、取締
役会による監督を実施し、全社を挙げて取り組んでいます。

投融資対象

●サステナビリティの考えに沿った事業
●全社・本部戦略に基づく投融資、投資目的が明確である事業
●投資目的の実現とバリューアップが可能な事業
●当社の裁量でExitが可能な事業

投融資の入れ替えについて

中期経営計画2017の累計3ヵ年実績 中期経営計画2020における想定

基礎的CFの
3ヵ年累計での黒字
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M&Aマネジメント室の役割
●事業投資やM&Aの推進を専門性を持って支援する
●案件開発初期から関与することで、主要な課題を早期把握
し、解決する

●PMI実行のノウハウを集約し、個別案件のPMIプラン策定
にあたり最適な助言・指示を行う

各営業本部の案件組成力・クロージング力を
サポートする組織（代表例）

●海外プロジェクト推進室（2016年4月始動）　　　
●プロジェクト開発室（2018年4月始動、化学本部）

投資の質のさらなる改善と
着実な収益化のために

当社は、従前より、規律ある投融資を実行し、その後の適切なPMIとモニタリングにより
優良な資産の積み上げと入れ替えを同時に実現してきました。
中計2020においては、投資プロセスの初期における案件構想段階で
事業モデル検証とリスクの洗い出しを強化するとともに、
投資を確実に収益化し継続的に事業価値を向上させるため、体制の充実を図ります。

案件創出機会を取りこぼすことなくスクリーニングし、将来、収益が見込める案件を着実に実行して、投資効果を最大化していく支援
体制を整備しています。2018年4月からM&Aマネジメント室を設置したほか、各営業本部で案件組成力・クロージング力を強化してい
くために必要な組織を適宜設置し、投資の成功確率向上を図ります。

投資案件実行後にグループのシナジーを発揮し、事業成長を最大限に引き出すために、営業本部ではM&A実行後にPMIを実行しま
す。M&Aマネジメント室ほかコーポレート各部署では、買収契約以前から投融資実行後の経営・人員体制を整備していくことで営業本
部のPMI実行を支援します。

投資実行後の事業会社経営では、事業の競争力と収益力強化を実現させ、事業価値向上を図るべく、定期的にモニタリングしています。

持続的な成長・収益力強化に向けた優良資産積み上げの原資創出のため、期間収益の積み上げとともに、撤退基準の抵触にかかわら
ず継続した資産入替を行います。資産入替にあたっては、時間軸と収益性のバランスを見つつ、今後の成長が見込めない案件等の資産
を回収し、収益性の高い案件への再投資を実施していきます。中計2017においては、1,510億円の資産圧縮を行い、投融資3,150億円
を実行しました。中計2020においても、3年間で基礎的CFの黒字化を前提とし、優良資産の積み上げと資産入替を継続していきます。

体制整備

PMI・PMI支援

定期的なモニタリングによる事業経営支援の強化

優良資産積み上げのための資産入替の継続

投資の成功確率向上に向けた施策

中計2020における投資方針

Where We’re GoingCFOメッセージ
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