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＊1 2018年3月期の本部別実績数値については、2018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。
＊2 会社合計はその他・調整を含みます。

自動車本部 航空産業・交通
プロジェクト本部

機械・医療
インフラ本部

化学本部 食料・アグリ
ビジネス本部

リテール・
生活産業本部

産業基盤・
都市開発本部

エネルギー・
社会インフラ本部

金属・資源本部

会社合計＊2

（単位：億円）

自動車本部
航空産業・交通プロジェクト本部
機械・医療インフラ本部
エネルギー・社会インフラ本部
金属・資源本部
化学本部
食料・アグリビジネス本部
リテール・生活産業本部
産業基盤・都市開発本部

※ 上記本部別構成比は「その他」を除いています。
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How We Get There
多彩な事業分野で成長戦略を実践

2018年4月、双日は各本部のミッションをより明確にし、
またスピーディな事業間連携を実現していくために、
９つの本部を通じてグローバルに事業を展開する機構改革を実施しました。

「航空産業・情報本部」を「航空産業・交通プロジェクト本部」、
「環境・産業インフラ本部」を「機械・医療インフラ本部」、
「エネルギー本部」を「エネルギー・社会インフラ本部」に再編したほか、
「石炭・金属本部」を「金属・資源本部」に名称変更しました。
企業理念の実現に向けて、社会のニーズをいち早く捉え、
多彩な機能を活かして成長戦略を実践していきます。
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●新興国の経済発展に伴う自動車需要の長期的な
増加

●開発・生産・販売のボーダーレス化に伴う
部品品質検査等の新たな需要

●技術の高度化・複雑化に伴うアフターマーケット
需要の高まり

全世界18ヵ国・35社のグループ会社において、
完成車の組立・卸売事業等に加え、ディーラー事業・
自動車部品品質検査事業などの取り組みを加速

常に中計2020の先も見据え、既存の事業領域
から将来への布石まで、バランスを考えた投資の
実行による事業資産ポートフォリオの形成

異なる文化やバックグラウンドを持つ約4,900名
の多様な人材の活用と、それを通じて蓄積
されたグローバルな経営ノウハウ

●需要が高まる新興国の政治・経済・社会環境の
変化に伴うカントリーリスク

●自動車メーカーの国際戦略の変化

●環境規制強化や自動運転技術の発展など、
ニーズの多様化、社会環境の急速な変化による
需要動向の変化

既存ビジネスの強化・洗練に向けた事業

●ディストリビューター事業
　（タイ、プエルトリコ、ロシア、パキスタン）

新たな収益の柱を構築する事業

●ディーラー事業
　（米国、ブラジル、ロシア、日本）

●自動車部品品質検査事業

将来の成長への布石となる事業

●オートローン事業
●IoT技術を取り入れ、FinTechサービスを提供

How We Get There 2

21/3期
（目標）

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

3.2%
21/3期 ROA目標

18/3期

65
億円

外部環境 事業

自動車本部

有望成長市場におけるディーラー事業や
自動車部品検査事業の拡大をはじめ
将来の成長に向けた機能強化と資産積み上げを実践し、
安定的な成長を目指していきます。

成長戦略

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
自動車本部長

村井 宏人

本部別レポーティング

事業展開

18ヵ国・
35社

グループ会社
約4,900名

投資
実行力

リ
ス
ク

機
会

　経済発展に伴う人とモノの移動はアジア、南米などの新

興国を中心にますます旺盛となり、これら地域の自動車需

要は引き続き拡大することが見込まれます。一方、欧米を中

心とした先進国では、電動化、自動化という技術革新ととも

にシェアリングサービスの登場など大きな変化の波が押し

寄せてきています。

　こうした中、当本部は中期経営計画2020（以下、中計

2020）の期間中に300億円の投資を想定。中期経営計画

2017（以下、中計2017）で拡大し知見を有するディーラー

事業を安定収益基盤と位置づけ、すでに実績のある米国や

ブラジルなど有望市場で優良案件の新たなM＆Aを仕掛け

るとともに、新車販売に加えて、メンテナンスサービス、部

品、中古車販売の拡大を通じてさらなるバリューアップを図

ります。

　さらに、新興国での購買促進に向けたオートローン事業

にも注力するほか、国境を越えますます多様化するサプラ

イチェーンの中で高まる部品品質への要求に応えるべく、

自動車部品品質検査事業を拡大していきます。これらの機

能強化と事業ノウハウの蓄積を進める一方、既存事業にお

いても市場環境の変化を見据えた資産入替・強化を進める

ことで安定的な成長を目指していきます。

　当本部は、世界各地で35社、約4,900名規模の従業員を

有し、着実な成長を目指して事業会社を経営するなか、地域

に貢献しながら現場経験を蓄積した次代の経営人材の育

成に常に取り組んでいます。さらに、中計2020では経営人材

に加えて、自動車産業の変化に対応した新たな機能や事業

を創出する開発人材を育成していくことを目指しています。
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成に常に取り組んでいます。さらに、中計2020では経営人材

に加えて、自動車産業の変化に対応した新たな機能や事業
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How We Get There 2自動車本部

Hyundai Motor （Thailand） Co., Ltd. （タイ）

Top Car Veiculous S.A. のサービスショップ（ブラジル）

ストラトスフィア・クオリティ社

Import Motors, Inc. （米国）

Stratosphere Quality, LLC. （米国） 自動車世界会議参加メンバー

持続的な成長への取り組み事例

ディーラー事業

地域に根差したサービスで、付加価値の高いディーラー事業を展開

主要事業

本部別レポーティング

世界に拡がるサプライチェーンを支える品質検査事業

事業会社の運営を通じて次世代の経営人材、開発人材を育成
人材育成

自動車部品品質検査事業

　コストと品質の最適化を目指し、国境を超えたサプライ

チェーンの拡大と部品のモジュール化が進む中、品質検査

に対する重要性が高まっています。そのような環境のなか

で、当社は自動車部品品質検査会社として国内最大手の株

式会社グリーンテックと共同で、米国最大手の品質検査会

社ストラトスフィア・クオリティ社（インディアナ州）の全経

営権を取得。同社が有する北米約3,000社の顧客基盤を活

かし安定した収益構造を維持する一方、米州での事業拡大

に加え、欧州やアジアでの事業展開を目指します。

　自動車本部には、世界各地で35社、現地雇用の人材を含め

て約4,900名が従事しています。地域の発展・雇用拡大・人材育

成に貢献しながら現場経験を蓄積した次代の経営人材を輩出

していくことがますます重要となっており、当本部ではすべて

の世代を対象とした独自の人材育成プログラムを導入し、事

業や国境を越えた積極的な登用・配置を通じ育成の加速を

図っています。さらに中計2020では経営人材に加えて「開発人

材の育成」というテーマを掲げ、電動化・自動化など自動車業

界の変化に対応した新たな機能や事業を創出し、社会へ貢献

できる人材を育成していくことを目指しています。

　自動車の精密化・機能の高度化が進むなか、ディーラーに

はユーザーのニーズにこれまで以上にきめ細かく対応した

高度な知見とサービスレベルの向上が求められています。当

社は、高度なアフターサービスや中古車販売などで培ってき

た収益性の高いビジネスモデルを基軸に、世界のさまざま

な地域でディーラー事業を展開しています。

　個人事業主の多いディーラー業界において、事業承継の

受け皿となり、企業のマネジメントに豊富な経験を蓄積した

経営人材を配置し、また企業の文化を尊重した経営方針を

採用、地域に根差した付加価値の高い事業運営を推進して

いきます。さらには、当社の経営ノウハウとのシナジーでより

一層のバリューアップを図ります。

■部品製造、部品物流
・双日オートランス

■小売販売
・双日オートグループ大阪 

■Fintechサービスの提供
・Global Mobility Service Inc.

日本

■小売販売
・Weatherford Motors, Inc. (米国)
・Import Motors, Inc. (米国)
・Mill Valley Motors, Inc. (米国)
・Import Motors Ⅱ, Inc. (米国)

■品質検査
・Stratosphere Quality, LLC. （米国・カナダ・メキシコ）

■簡易組立、部品物流
・Autrans Corp. (米国)

北米

■部品製造、部品物流
・Kyowa Synchro Technology 
  Europe S.A.S. (フランス)

欧州

■小売販売
・Top Car Veiculos S.A. (ブラジル)
・Intercontinental Comercio de Veiculos S.A.

■卸売（輸出入含む）
・Hyundai Motor Argentina S.A. (アルゼンチン)
・Sojitz de Puerto Rico Corp. (プエルトリコ)
・Central Motriz S.A. (グアテマラ)

中南米

■ノックダウン組立製造・卸売
・Hyundai Nishat Motor （Private Limited） (パキスタン)

■卸売（輸出入含む）
・Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd. (タイ)
・Sojitz Sunrise Automobile Co., Ltd. (ミャンマー）

■販売金融
・MMPC Auto Financial Services Corp. （フィリピン）

■簡易組立・部品物流
・Autrans （Thailand） Co., Ltd. (タイ)
・Pt. Autrans Asia Indonesia (インドネシア)
・Autrans （Thailand) Co., Ltd. Chennai Branch (インド)
・Motherson Auto Solutions Limited (インド)

アジア

■ノックダウン組立製造・卸売
・JSC Isuzu Rus (ロシア)

■卸売販売（輸出入含む）
・Subaru Motor LLC (ロシア)
・Subaru Ukraine LLC (ウクライナ)

■小売販売
・U Service Sunrise LLC (ロシア）
・Center Sunrise LLC (ロシア)

ロシア・NIS

■既存ビジネスの強化・洗練
■新たな収益の柱を構築
■将来の成長への布石

本部戦略3つの柱

双日株式会社    統合報告書201854



How We Get There 2自動車本部

Hyundai Motor （Thailand） Co., Ltd. （タイ）

Top Car Veiculous S.A. のサービスショップ（ブラジル）

ストラトスフィア・クオリティ社

Import Motors, Inc. （米国）

Stratosphere Quality, LLC. （米国） 自動車世界会議参加メンバー

持続的な成長への取り組み事例

ディーラー事業

地域に根差したサービスで、付加価値の高いディーラー事業を展開

主要事業

本部別レポーティング

世界に拡がるサプライチェーンを支える品質検査事業

事業会社の運営を通じて次世代の経営人材、開発人材を育成
人材育成

自動車部品品質検査事業

　コストと品質の最適化を目指し、国境を超えたサプライ

チェーンの拡大と部品のモジュール化が進む中、品質検査

に対する重要性が高まっています。そのような環境のなか

で、当社は自動車部品品質検査会社として国内最大手の株

式会社グリーンテックと共同で、米国最大手の品質検査会

社ストラトスフィア・クオリティ社（インディアナ州）の全経

営権を取得。同社が有する北米約3,000社の顧客基盤を活

かし安定した収益構造を維持する一方、米州での事業拡大

に加え、欧州やアジアでの事業展開を目指します。

　自動車本部には、世界各地で35社、現地雇用の人材を含め

て約4,900名が従事しています。地域の発展・雇用拡大・人材育

成に貢献しながら現場経験を蓄積した次代の経営人材を輩出

していくことがますます重要となっており、当本部ではすべて

の世代を対象とした独自の人材育成プログラムを導入し、事

業や国境を越えた積極的な登用・配置を通じ育成の加速を

図っています。さらに中計2020では経営人材に加えて「開発人

材の育成」というテーマを掲げ、電動化・自動化など自動車業

界の変化に対応した新たな機能や事業を創出し、社会へ貢献

できる人材を育成していくことを目指しています。

　自動車の精密化・機能の高度化が進むなか、ディーラーに

はユーザーのニーズにこれまで以上にきめ細かく対応した

高度な知見とサービスレベルの向上が求められています。当

社は、高度なアフターサービスや中古車販売などで培ってき

た収益性の高いビジネスモデルを基軸に、世界のさまざま

な地域でディーラー事業を展開しています。

　個人事業主の多いディーラー業界において、事業承継の

受け皿となり、企業のマネジメントに豊富な経験を蓄積した

経営人材を配置し、また企業の文化を尊重した経営方針を

採用、地域に根差した付加価値の高い事業運営を推進して

いきます。さらには、当社の経営ノウハウとのシナジーでより

一層のバリューアップを図ります。

■部品製造、部品物流
・双日オートランス

■小売販売
・双日オートグループ大阪 

■Fintechサービスの提供
・Global Mobility Service Inc.

日本

■小売販売
・Weatherford Motors, Inc. (米国)
・Import Motors, Inc. (米国)
・Mill Valley Motors, Inc. (米国)
・Import Motors Ⅱ, Inc. (米国)

■品質検査
・Stratosphere Quality, LLC. （米国・カナダ・メキシコ）

■簡易組立、部品物流
・Autrans Corp. (米国)

北米

■部品製造、部品物流
・Kyowa Synchro Technology 
  Europe S.A.S. (フランス)

欧州

■小売販売
・Top Car Veiculos S.A. (ブラジル)
・Intercontinental Comercio de Veiculos S.A.

■卸売（輸出入含む）
・Hyundai Motor Argentina S.A. (アルゼンチン)
・Sojitz de Puerto Rico Corp. (プエルトリコ)
・Central Motriz S.A. (グアテマラ)

中南米

■ノックダウン組立製造・卸売
・Hyundai Nishat Motor （Private Limited） (パキスタン)

■卸売（輸出入含む）
・Hyundai Motor (Thailand) Co., Ltd. (タイ)
・Sojitz Sunrise Automobile Co., Ltd. (ミャンマー）

■販売金融
・MMPC Auto Financial Services Corp. （フィリピン）

■簡易組立・部品物流
・Autrans （Thailand） Co., Ltd. (タイ)
・Pt. Autrans Asia Indonesia (インドネシア)
・Autrans （Thailand) Co., Ltd. Chennai Branch (インド)
・Motherson Auto Solutions Limited (インド)

アジア

■ノックダウン組立製造・卸売
・JSC Isuzu Rus (ロシア)

■卸売販売（輸出入含む）
・Subaru Motor LLC (ロシア)
・Subaru Ukraine LLC (ウクライナ)

■小売販売
・U Service Sunrise LLC (ロシア）
・Center Sunrise LLC (ロシア)

ロシア・NIS

■既存ビジネスの強化・洗練
■新たな収益の柱を構築
■将来の成長への布石

本部戦略3つの柱

双日株式会社    統合報告書2018 55



航空・交通・船舶各分野での
半世紀以上にわたる取引実績

メーカー・エアライン・リース会社・部品関連会
社・空港施設会社等それぞれのニーズや課題を
把握する航空業界での情報収集力と分析力

一体型のソリューションを提供できる
交通インフラでの提案力

他本部とのシナジーをも追求する
空港運営事業における推進力

豊富な知見と世界6ヵ国、13拠点に広がる
ネットワークを活かした船舶分野での総合力

●世界レベルでの交通・空港インフラの需要増加

●世界的な航空機需要の増加

●2020年東京オリンピック・パラリンピックに
向けたインバウンド需要の増加

●国内人口減少に伴う航空機需要の減少

●新興国におけるカントリーリスク

●国内造船産業の業績悪化に伴う取扱量減

●環境規制の強化

●省エネルギー船・LNG専用船などの需要増加

21/3期
（目標）

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

4.3%
21/3期 ROA目標

18/3期

33
億円

宇宙航空関連事業

●代理店事業（民間／防衛） ●ビジネスジェット事業
●リース事業 ●中古機パーツアウト事業
●航空／宇宙関連機器事業
　（双日エアロスペース）

交通社会インフラ関連事業

●交通・輸送系インフラEPC事業
●鉄道車両メンテナンス事業
●空港運営事業

船舶関連事業

●船舶全般／舶用機器販売事業
　（双日マリンアンドエンジニアリング）
●保有船事業

外部環境 事業

航空産業・交通プロジェクト本部

航空機リースやパーツアウト、
ビジネスジェットなどの事業を強化するとともに、
需要が高まる新興国での
空港・交通インフラビジネスに注力していきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
航空産業・交通プロジェクト
本部長

山口 幸一

本部別レポーティング

インド鉄道
敷設受注実績
約1,500km

航空機
取扱い実績
900機以上
国内シェア

No.1

造船・海運から
機器・設備まで
One-Stop

成長戦略
　航空産業・交通プロジェクト本部のミッションは、長年の

航空機ビジネスで蓄積してきた機体メーカー、航空会社、空

港事業者との信頼関係を基盤に、鉄道事業や船舶事業を加

えたソリューションを創出し、国際社会のニーズに新たな価

値を提供することです。そのためのアプローチは、大きく分

けて3つあります。

　1つ目は、国内における民間航空機代理店事業での豊富

な実績を起点とした、航空機ビジネスのバリューチェーンの

拡充による新たな収益基盤の構築です。経年機や退役機の
中古部品を航空・整備会社に販売するパーツアウト事業は

その象徴といえます。

　2つ目に、航空機の販売やリースに加えて、新たな商材、

サービスも強化していきます。例えば、定期便が就航してい

ない地域でも自由にフライトを設定でき、大幅な時間短縮

が可能なビジネスジェットは、アジアの経済発展やビジネス

のグローバル化によって世界的に需要が高まっています。こ

うした事業環境を踏まえ、アジア地域の伸びゆく需要を取り

込んでいくため、当本部は2017年に米国でビジネスジェッ

ト運航会社を立ち上げました。

　3つ目のアプローチが、空港運営事業を中心に交通インフ

ラ整備を進め、新興国をはじめとした国内外の地域活性化

に貢献する事業です。空港とその周辺地域は、人が集まり、

人とモノが動く、まさに商流が生まれるゲートウェイです。こ

こを中心に航空機や鉄道・船舶事業といった二次移動の手

段を加え、周辺地域に商業施設やオフィスビル、宿泊施設、

工業団地などを整備します。他本部の施設運営のノウハウ

を活かすことで、双日グループならではの価値を付加した地

域インフラの活性化に貢献できると考えています。

リ
ス
ク

機
会

How We Get There 2
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航空・交通・船舶各分野での
半世紀以上にわたる取引実績

メーカー・エアライン・リース会社・部品関連会
社・空港施設会社等それぞれのニーズや課題を
把握する航空業界での情報収集力と分析力

一体型のソリューションを提供できる
交通インフラでの提案力

他本部とのシナジーをも追求する
空港運営事業における推進力

豊富な知見と世界6ヵ国、13拠点に広がる
ネットワークを活かした船舶分野での総合力

●世界レベルでの交通・空港インフラの需要増加

●世界的な航空機需要の増加

●2020年東京オリンピック・パラリンピックに
向けたインバウンド需要の増加

●国内人口減少に伴う航空機需要の減少

●新興国におけるカントリーリスク

●国内造船産業の業績悪化に伴う取扱量減

●環境規制の強化

●省エネルギー船・LNG専用船などの需要増加

21/3期
（目標）

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

4.3%
21/3期 ROA目標

18/3期

33
億円

宇宙航空関連事業

●代理店事業（民間／防衛） ●ビジネスジェット事業
●リース事業 ●中古機パーツアウト事業
●航空／宇宙関連機器事業
　（双日エアロスペース）

交通社会インフラ関連事業

●交通・輸送系インフラEPC事業
●鉄道車両メンテナンス事業
●空港運営事業

船舶関連事業

●船舶全般／舶用機器販売事業
　（双日マリンアンドエンジニアリング）
●保有船事業

外部環境 事業

航空産業・交通プロジェクト本部

航空機リースやパーツアウト、
ビジネスジェットなどの事業を強化するとともに、
需要が高まる新興国での
空港・交通インフラビジネスに注力していきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
航空産業・交通プロジェクト
本部長

山口 幸一

本部別レポーティング

インド鉄道
敷設受注実績
約1,500km

航空機
取扱い実績
900機以上
国内シェア

No.1

造船・海運から
機器・設備まで
One-Stop

成長戦略
　航空産業・交通プロジェクト本部のミッションは、長年の

航空機ビジネスで蓄積してきた機体メーカー、航空会社、空

港事業者との信頼関係を基盤に、鉄道事業や船舶事業を加

えたソリューションを創出し、国際社会のニーズに新たな価

値を提供することです。そのためのアプローチは、大きく分

けて3つあります。

　1つ目は、国内における民間航空機代理店事業での豊富

な実績を起点とした、航空機ビジネスのバリューチェーンの

拡充による新たな収益基盤の構築です。経年機や退役機の
中古部品を航空・整備会社に販売するパーツアウト事業は

その象徴といえます。

　2つ目に、航空機の販売やリースに加えて、新たな商材、

サービスも強化していきます。例えば、定期便が就航してい

ない地域でも自由にフライトを設定でき、大幅な時間短縮

が可能なビジネスジェットは、アジアの経済発展やビジネス

のグローバル化によって世界的に需要が高まっています。こ

うした事業環境を踏まえ、アジア地域の伸びゆく需要を取り

込んでいくため、当本部は2017年に米国でビジネスジェッ

ト運航会社を立ち上げました。

　3つ目のアプローチが、空港運営事業を中心に交通インフ

ラ整備を進め、新興国をはじめとした国内外の地域活性化

に貢献する事業です。空港とその周辺地域は、人が集まり、

人とモノが動く、まさに商流が生まれるゲートウェイです。こ

こを中心に航空機や鉄道・船舶事業といった二次移動の手

段を加え、周辺地域に商業施設やオフィスビル、宿泊施設、

工業団地などを整備します。他本部の施設運営のノウハウ

を活かすことで、双日グループならではの価値を付加した地

域インフラの活性化に貢献できると考えています。
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パラオ

航空産業・交通プロジェクト本部

パーツアウト事業

パラオ国際空港（完成予想図）

国内航空機代理店事業・リース事業 パーツアウト事業 ビジネスジェット事業

空港運営事業

インド鉄道事業

船舶事業 鉄道車両メンテナンス事業

持続的な成長への取り組み事例

退役機の再利用を促進し、省資源化に貢献

主要事業

本部別レポーティング

パラオの持続的発展に向け、国際空港運営に参画

パーツアウト事業

空港運営事業

　資源採掘による環境破壊や生態系への悪影響が懸念さ

れるなか、資源をいかに効率的に活用するかが世界的な課

題になっています。こうした中で、双日グループは、旅客運航

の役目を終えた退役機を購入し、外部パートナーと協業し

て解体した部品を航空業界関連企業に販売するパーツアウ

ト事業を推進しています。

　パーツアウト事業は、航空機事業においてこれまでに手

掛けてきた新造機販売、ファイナンス、リース組成、運航機管

理、リマーケティング事業などに続く、航空機のライフサイク

ルを包括するバリューチェーンを完成させるビジネスモデ

ルとなるものです。航空機関連業界のリーディングカンパ

ニーとして培った知見とノウハウを活かして、役目を終えた

航空機に新たな使命を与えます。当社は、省資源化及び資

源の有効利用に貢献する本事業を通じて航空機アフター

マーケット関連ビジネスを拡大。世界的な航空機需要の増

加に応えていきます。

　年間約13万人の観光客が訪れるパラオ共和国では、訪

問人口の増加に伴い、唯一の国際空港であるパラオ国際

空港の重要性が高まっています。この国家的な交通インフ

ラの再整備事業に向け、当社は、日本空港ビルデング株式

会社と設立した中間持株会社を通じて、2017年8月、パラ

オ政府とともに空港運営事業会社、パラオ・インターナ

ショナル・エアポート社を設立、パラオ政府との間で、パラオ

国際空港の20年間の事業権譲渡契約を締結し、同空港

ターミナルの運営及び改修・拡張工事を担うプロジェクト

を推進しています。

　当社は、パートナー企業が有する航空関連の知見やネッ

トワーク、旅客ターミナル運営のノウハウを活かし、旅客

サービスの高度化と利便性の向上、商業施設の充実を図っ

ていきます。さらに、パラオの観光振興に関する政策立案プ

ロセスにも積極的に参画し、観光業を基幹産業とするパラ

オの経済・社会の持続的な発展への貢献を目指します。

How We Get There 2

・リース・パーツアウト事業

・リース・パーツアウト事業
・ビジネスジェット事業
・空港運営事業

青：宇宙航空関連、交通社会インフラ関連
●船舶事業拠点（双日マリンアンドエンジニアリング主要拠点）

アジア・大洋州

北米欧州
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

・リース・パーツアウト事業
・ビジネスジェット事業
・鉄道車両メンテナンス事業

・代理店事業（民間/防衛）
・ビジネスジェット事業

日本

グアム
香港

オランダ

・交通・輸送系インフラEPC事業
インド
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パラオ

航空産業・交通プロジェクト本部

パーツアウト事業

パラオ国際空港（完成予想図）

国内航空機代理店事業・リース事業 パーツアウト事業 ビジネスジェット事業

空港運営事業

インド鉄道事業

船舶事業 鉄道車両メンテナンス事業

持続的な成長への取り組み事例

退役機の再利用を促進し、省資源化に貢献

主要事業

本部別レポーティング

パラオの持続的発展に向け、国際空港運営に参画

パーツアウト事業

空港運営事業

　資源採掘による環境破壊や生態系への悪影響が懸念さ

れるなか、資源をいかに効率的に活用するかが世界的な課

題になっています。こうした中で、双日グループは、旅客運航

の役目を終えた退役機を購入し、外部パートナーと協業し

て解体した部品を航空業界関連企業に販売するパーツアウ

ト事業を推進しています。

　パーツアウト事業は、航空機事業においてこれまでに手

掛けてきた新造機販売、ファイナンス、リース組成、運航機管

理、リマーケティング事業などに続く、航空機のライフサイク

ルを包括するバリューチェーンを完成させるビジネスモデ

ルとなるものです。航空機関連業界のリーディングカンパ

ニーとして培った知見とノウハウを活かして、役目を終えた

航空機に新たな使命を与えます。当社は、省資源化及び資

源の有効利用に貢献する本事業を通じて航空機アフター

マーケット関連ビジネスを拡大。世界的な航空機需要の増

加に応えていきます。

　年間約13万人の観光客が訪れるパラオ共和国では、訪

問人口の増加に伴い、唯一の国際空港であるパラオ国際

空港の重要性が高まっています。この国家的な交通インフ

ラの再整備事業に向け、当社は、日本空港ビルデング株式

会社と設立した中間持株会社を通じて、2017年8月、パラ

オ政府とともに空港運営事業会社、パラオ・インターナ

ショナル・エアポート社を設立、パラオ政府との間で、パラオ

国際空港の20年間の事業権譲渡契約を締結し、同空港

ターミナルの運営及び改修・拡張工事を担うプロジェクト

を推進しています。

　当社は、パートナー企業が有する航空関連の知見やネッ

トワーク、旅客ターミナル運営のノウハウを活かし、旅客

サービスの高度化と利便性の向上、商業施設の充実を図っ

ていきます。さらに、パラオの観光振興に関する政策立案プ

ロセスにも積極的に参画し、観光業を基幹産業とするパラ

オの経済・社会の持続的な発展への貢献を目指します。

How We Get There 2

・リース・パーツアウト事業

・リース・パーツアウト事業
・ビジネスジェット事業
・空港運営事業

青：宇宙航空関連、交通社会インフラ関連
●船舶事業拠点（双日マリンアンドエンジニアリング主要拠点）

アジア・大洋州

北米欧州
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

・リース・パーツアウト事業
・ビジネスジェット事業
・鉄道車両メンテナンス事業

・代理店事業（民間/防衛）
・ビジネスジェット事業

日本

グアム
香港

オランダ

・交通・輸送系インフラEPC事業
インド
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プラントビジネス、産業機械ビジネスにおける
長年にわたる実績

医療インフラ事業

●病院PPP事業開発
●医療周辺サービス事業

産業機械・軸受事業

●ベアリングトレード
●実装機販売事業

プラントプロジェクト事業

産業機器販売（双日マシナリー）

プラントのフルターンキー、ベアリングの
サプライチェーンなど一体的なソリューション
を提供できる提案力

世界的な競争力を有する国内外の部材・加工・
機械メーカー、エンジニアリング会社との
信頼関係

設計、建設、ファイナンス、運営などを含めた
トータルなビジネススキームの組成力

●世界的な環境規制に伴う先端技術・ノウハウの
導入ニーズの高まり

●新興国の経済発展や生活水準向上ニーズに伴う
インフラ需要の高まり

●産業社会のエレクトロニクス化・自動化、生産性
向上ニーズに伴う半導体・電子部品の基板実装
やベアリングなど必需部品・生産機械の需要増加

●主な市場とする新興国の政治・経済・社会環境
の変化に伴うカントリーリスク

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21/3期
（目標）

4.7%
21/3期 ROA目標

57
億円

18/3期

外部環境 事業

機械・医療インフラ本部

産業機械・ベアリングなど
既存事業のトレードを拡大するとともに、
医療関連ビジネスの拡大など
新たなビジネスモデルの確立に取り組んでいきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
機械・医療インフラ
本部長

草野 成也

本部別レポーティング

パートナーシップ

30社以上

プラントビジネス

40年の実績

事業展開地域

30ヵ国以上

成長戦略
　機械・医療インフラ本部は、旧環境・産業インフラ本部に

おける３つの事業、すなわちプラントプロジェクト事業、産業

機械・軸受事業、医療インフラ事業で構成されています。そ

の使命は、伝統あるプラントプロジェクト事業で培った国内

外のパートナーとのネットワークと多彩な事業機能を活か

して、世界各国の産業の礎となるインフラを構築すること

です。

　新興国の経済発展を支えるプラントの需要は今後も継続

的に高まっていくと思われます。その中で、この3年ほどの間

にロシアにおいてプラントを3件受注したほか、交渉中の案

件も複数あります。こうした従来からのEPC事業を継続しな

がら、新たな取り組みとして、他社があまり手掛けておらず、

かつ双日が得意とする分野での事業にも注力しています。廃

棄物処理、プラスチックリサイクルなど、環境対応を切り口

としたプロジェクトはその代表例です。

　また、産業機械・ベアリングなどの既存事業も、産業社会

のエレクトロニクス化・自動化、生産性向上ニーズを踏まえ

てトレーディングの規模を拡大していきます。

　トルコでのPPP（官民連携）型病院運営事業については、

施設運営サービスを含めた収益モデルを確立していきま

す。現地社会の医療・健康・介護ニーズを捉えた医療用ロ

ボットなどは、当社が培ってきた多種多様な企業とのネット

ワークを活かした協業が可能です。さらに将来は、医療施設

にとどまらず、ヘルスケアというカテゴリーへと視野を広げ、

新たな事業機会を見出していきたいと考えています。

リ
ス
ク

機
会

How We Get There 2
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プラントビジネス、産業機械ビジネスにおける
長年にわたる実績

医療インフラ事業

●病院PPP事業開発
●医療周辺サービス事業

産業機械・軸受事業

●ベアリングトレード
●実装機販売事業

プラントプロジェクト事業

産業機器販売（双日マシナリー）

プラントのフルターンキー、ベアリングの
サプライチェーンなど一体的なソリューション
を提供できる提案力

世界的な競争力を有する国内外の部材・加工・
機械メーカー、エンジニアリング会社との
信頼関係

設計、建設、ファイナンス、運営などを含めた
トータルなビジネススキームの組成力

●世界的な環境規制に伴う先端技術・ノウハウの
導入ニーズの高まり

●新興国の経済発展や生活水準向上ニーズに伴う
インフラ需要の高まり

●産業社会のエレクトロニクス化・自動化、生産性
向上ニーズに伴う半導体・電子部品の基板実装
やベアリングなど必需部品・生産機械の需要増加

●主な市場とする新興国の政治・経済・社会環境
の変化に伴うカントリーリスク

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21/3期
（目標）

4.7%
21/3期 ROA目標

57
億円

18/3期

外部環境 事業

機械・医療インフラ本部

産業機械・ベアリングなど
既存事業のトレードを拡大するとともに、
医療関連ビジネスの拡大など
新たなビジネスモデルの確立に取り組んでいきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
機械・医療インフラ
本部長

草野 成也

本部別レポーティング

パートナーシップ

30社以上

プラントビジネス

40年の実績

事業展開地域

30ヵ国以上

成長戦略
　機械・医療インフラ本部は、旧環境・産業インフラ本部に

おける３つの事業、すなわちプラントプロジェクト事業、産業

機械・軸受事業、医療インフラ事業で構成されています。そ

の使命は、伝統あるプラントプロジェクト事業で培った国内

外のパートナーとのネットワークと多彩な事業機能を活か

して、世界各国の産業の礎となるインフラを構築すること

です。

　新興国の経済発展を支えるプラントの需要は今後も継続

的に高まっていくと思われます。その中で、この3年ほどの間

にロシアにおいてプラントを3件受注したほか、交渉中の案

件も複数あります。こうした従来からのEPC事業を継続しな

がら、新たな取り組みとして、他社があまり手掛けておらず、

かつ双日が得意とする分野での事業にも注力しています。廃

棄物処理、プラスチックリサイクルなど、環境対応を切り口

としたプロジェクトはその代表例です。

　また、産業機械・ベアリングなどの既存事業も、産業社会

のエレクトロニクス化・自動化、生産性向上ニーズを踏まえ

てトレーディングの規模を拡大していきます。

　トルコでのPPP（官民連携）型病院運営事業については、

施設運営サービスを含めた収益モデルを確立していきま

す。現地社会の医療・健康・介護ニーズを捉えた医療用ロ

ボットなどは、当社が培ってきた多種多様な企業とのネット

ワークを活かした協業が可能です。さらに将来は、医療施設

にとどまらず、ヘルスケアというカテゴリーへと視野を広げ、

新たな事業機会を見出していきたいと考えています。

リ
ス
ク

機
会

How We Get There 2
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実装機販売

機械・医療インフラ本部

トルコ病院PPP事業

ベアリング部品製造会社（スペイン）

持続的な成長への取り組み事例

How We Get There 2

主要事業

本部別レポーティング

トルコ病院PPP事業 肥料プラント（タタルスタン共和国）

ベアリング 表面実装機

トルコ病院PPP事業

ベアリングトレード

産業社会の発展を広く支えるベアリングを世界に供給

　「機械産業の米」と呼ばれるベアリング（軸受）は、産業社

会の発展に欠かせない部品として世界各地で安定した供給

が求められています。産業機械・軸受事業では、このベアリ

ングを主軸商品の一つと位置づけ、世界各地の事業発展に

資するサプライチェーンを構築しています。

　中国では、日本精工株式会社とのベアリング完成品製造

合弁事業と、双日が構築するディーラー網を通じて中国全

土に供給しています。また中国国内で複数手掛ける部品加

工事業は、世界の大手ベアリング工場への部品生産拠点と

しての役割を果たしており、事業会社の経営をサポートしな

がら、地域産業の発展に貢献しています。

　さらに、欧州でも事業基盤拡大を目指し、2016年からス

ペインのベアリング部品製造会社への投資を開始。同社を

起点に、欧州企業とのパートナーシップを構築することで、

地域産業の発展に貢献していきます。

トルコの新しい医療を担うイキテリ総合病院の建設と事業運営を推進

　トルコでは、2008年から皆保険制度が導入されたことも

あり、ここ10年の平均寿命が年間で71歳から75歳に伸び

たほか、乳幼児死亡率など多くの健康関連の指標が改善さ

れています。一方で、医療給付範囲の拡大に伴って患者数も

増加しており、国営病院の近代化と医療サービス向上が急

務となっています。こうした中、病床不足を解消するために

PPP（官民連携事業）方式による40,000床分の公立病院の

整備事業が、トルコ保健省により計画されています。

　当社は、この一連の計画のなかでも最大規模となる、イス

タンブール市に新設されるイキテリ総合病院の建設・運営

プロジェクトに参画し、トルコ保健省と25年間の事業運営

契約を締結。2020年10月の開業を目指し、循環器病棟、癌

病棟などを含む病床数2,682床のイキテリ総合病院を建設

中です。こうした高度な医療インフラの拡充を担うとともに、

施設運営・医療周辺サービスまでの多彩な事業を展開する

ことで、新興国の人々の生活の質を高め、新しい雇用の創出

にも貢献していきます。

南米

・産業機械・軸受事業
・ベアリングトレード

欧州

・プラントプロジェクト事業
ロシア・NIS

・実装機販売事業
日本

中国・アジア
・産業機械・軸受事業
・ベアリングトレード
・実装機販売事業
・医療インフラ事業

中国・
アジア

・医療インフラ事業
トルコ

・プラントプロジェクト事業
インド

・医療インフラ事業
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実装機販売

機械・医療インフラ本部

トルコ病院PPP事業

ベアリング部品製造会社（スペイン）

持続的な成長への取り組み事例

How We Get There 2

主要事業

本部別レポーティング

トルコ病院PPP事業 肥料プラント（タタルスタン共和国）

ベアリング 表面実装機

トルコ病院PPP事業

ベアリングトレード

産業社会の発展を広く支えるベアリングを世界に供給

　「機械産業の米」と呼ばれるベアリング（軸受）は、産業社

会の発展に欠かせない部品として世界各地で安定した供給

が求められています。産業機械・軸受事業では、このベアリ

ングを主軸商品の一つと位置づけ、世界各地の事業発展に

資するサプライチェーンを構築しています。

　中国では、日本精工株式会社とのベアリング完成品製造

合弁事業と、双日が構築するディーラー網を通じて中国全

土に供給しています。また中国国内で複数手掛ける部品加

工事業は、世界の大手ベアリング工場への部品生産拠点と

しての役割を果たしており、事業会社の経営をサポートしな

がら、地域産業の発展に貢献しています。

　さらに、欧州でも事業基盤拡大を目指し、2016年からス

ペインのベアリング部品製造会社への投資を開始。同社を

起点に、欧州企業とのパートナーシップを構築することで、

地域産業の発展に貢献していきます。

トルコの新しい医療を担うイキテリ総合病院の建設と事業運営を推進

　トルコでは、2008年から皆保険制度が導入されたことも

あり、ここ10年の平均寿命が年間で71歳から75歳に伸び

たほか、乳幼児死亡率など多くの健康関連の指標が改善さ

れています。一方で、医療給付範囲の拡大に伴って患者数も

増加しており、国営病院の近代化と医療サービス向上が急

務となっています。こうした中、病床不足を解消するために

PPP（官民連携事業）方式による40,000床分の公立病院の

整備事業が、トルコ保健省により計画されています。

　当社は、この一連の計画のなかでも最大規模となる、イス

タンブール市に新設されるイキテリ総合病院の建設・運営

プロジェクトに参画し、トルコ保健省と25年間の事業運営

契約を締結。2020年10月の開業を目指し、循環器病棟、癌

病棟などを含む病床数2,682床のイキテリ総合病院を建設

中です。こうした高度な医療インフラの拡充を担うとともに、

施設運営・医療周辺サービスまでの多彩な事業を展開する

ことで、新興国の人々の生活の質を高め、新しい雇用の創出

にも貢献していきます。

南米

・産業機械・軸受事業
・ベアリングトレード

欧州

・プラントプロジェクト事業
ロシア・NIS

・実装機販売事業
日本

中国・アジア
・産業機械・軸受事業
・ベアリングトレード
・実装機販売事業
・医療インフラ事業

中国・
アジア

・医療インフラ事業
トルコ

・プラントプロジェクト事業
インド

・医療インフラ事業
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1970年代から培ったガス田開発～液化～輸送
～受入の一貫したLNG事業への知見と
優良顧客との強固な信頼関係

エネルギー分野と発電分野の組織統合による、
LNG調達～発電までの一貫事業（Gas-To-
Power）への高度な対応力

建設段階から発電所の経営に深く関与する
ことで蓄積された新技術や運営知見

政府機関とのネットワークや、事業の目利き力を
活用した、スピード感のある案件組成能力

高効率なガス火力発電所を含め、持分発電容量の
ほぼすべてが環境に優しいクリーンな電源構成＊1 ●新たなエネルギー需要国におけるカントリーリスク

の増加、及びプロジェクト遅延や計画見直し
●パリ協定に起因する世界的な環境規制の厳格化
（例：炭素税導入など）
●規制緩和や民営化など、取り組み前提となる
各種制度の計画変更・導入遅延

●IT技術の加速度的進化による急激な標準化
（商品や事業ライフサイクルの短命化）

●世界的な環境意識の高まりに伴う、クリーン
エネルギーに対する社会的ニーズの増加

●公共事業・サービスの民営化（PPP・PFI）が加速

●新興国・途上国の経済成長に伴うエネルギー
需要の増加

●エネルギーを中心とする社会インフラ分野に
多大な影響を与えるメガトレンド＊3の進行による、
革命的な事業環境の変化

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

2.5%
21/3期 ROA目標

18/3期

21/3期
（目標）-58

億円

ガス・LNGバリューチェーン事業

●ガス火力発電
●LNG液化（エルエヌジージャパン）

●LNG受入基地

再生可能エネルギー事業

●太陽光発電
●風力発電

社会インフラ事業

●通信事業者向けネットワーク構築
●データセンター（さくらインターネット）

成長戦略
　世界のエネルギー情勢は、「主要な需給地域のシフト」と「脱

炭素化」が相互作用し、大きな転換期を迎えています。

　供給面ではシェール革命を背景とした米国の存在感が急速

に高まっており、需要面では中国やインド、アジア新興国が今後

の成長を牽引する中心となっていく中で、脱炭素化の潮流は、天

然ガス・LNG、及び再生可能エネルギーの急速な導入を促すド

ライバーになっていくと考えられます。

　こうした事業環境の激変に対応すべく、LNG・ガス火力発電・

再生可能エネルギーの各機能を統合し、情報産業の要素も加

えた新本部を2018年4月に立ち上げました。

　特に、アジア新興国のエネルギー需要拡大を支える柱として

期待される「Gas-To-Power」を中核事業に位置づけ、LNGの一

貫事業に伝統的な強みを持つ部隊と、ガス火力発電所の

PPP・PFI事業に強みを持つ部隊の統合効果を最大限に発揮

し、推進力を追求していきます。

　また、エネルギー消費大国アメリカでは、老朽化した石炭火力

からガス火力への切替需要が増加しています。豊富で安価な国

内シェールガスを燃料とする最新鋭の高効率ガス火力発電所

の運営事業を通じて、低炭素化への貢献を強化していきます。

　再生可能エネルギー事業についても、これまでにドイツや日

本の太陽光発電事業で培った知見の幅出しを加速させ、急速な

脱炭素化の流れに確実に対応していきます。すでに、南米での太

陽光発電事業や、欧州での陸上風力発電事業を実現させてお

り、今後も、偏在する適地の見極めと電源の多様化（洋上風力、

バイオマスなど）を軸に、世界展開を推進していきます。

　加えて、社会インフラ開発室を新たに設置し、AI・IoTの進化に

伴う事業モデルの変革に向けて、的確な対応を図っていきます。

　私たちの使命は、「安心・安全・快適」を約束する高度な社会イ

ンフラ整備を進めていくことです。そのために、価値観を共にす

る国内外の優良パートナーと協調し、世界各国の産業社会の発

展に貢献していきます。

外部環境 事業

エネルギー・社会インフラ本部

経済成長と環境負荷低減が両立する
高度な社会インフラの提供により、
豊かで持続可能な地域社会の実現に挑戦していきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
エネルギー・社会
インフラ本部長

橋本 政和

本部別レポーティング

発電事業の
再生可能エネルギー

比率

30%

LNGビジネス

50年の知見

発電事業の
高い成長率

年率25%  

＊1 2020年末時点（2020年末までに完工予定の建設中案件を含む）。
＊2 2013年3月期末から2021年3月期末までの年平均成長率（建設中案件を

含む）。

＊3 人口減少（De-population）、脱炭素化（De-Carbonization）、
分散化（Decentralization）、自由化（Deregulation）、デジタル化

（Digitalization）を主に指し、頭文字から「5D」と呼ばれる。
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1970年代から培ったガス田開発～液化～輸送
～受入の一貫したLNG事業への知見と
優良顧客との強固な信頼関係

エネルギー分野と発電分野の組織統合による、
LNG調達～発電までの一貫事業（Gas-To-
Power）への高度な対応力

建設段階から発電所の経営に深く関与する
ことで蓄積された新技術や運営知見

政府機関とのネットワークや、事業の目利き力を
活用した、スピード感のある案件組成能力

高効率なガス火力発電所を含め、持分発電容量の
ほぼすべてが環境に優しいクリーンな電源構成＊1 ●新たなエネルギー需要国におけるカントリーリスク

の増加、及びプロジェクト遅延や計画見直し
●パリ協定に起因する世界的な環境規制の厳格化
（例：炭素税導入など）
●規制緩和や民営化など、取り組み前提となる
各種制度の計画変更・導入遅延

●IT技術の加速度的進化による急激な標準化
（商品や事業ライフサイクルの短命化）

●世界的な環境意識の高まりに伴う、クリーン
エネルギーに対する社会的ニーズの増加

●公共事業・サービスの民営化（PPP・PFI）が加速

●新興国・途上国の経済成長に伴うエネルギー
需要の増加

●エネルギーを中心とする社会インフラ分野に
多大な影響を与えるメガトレンド＊3の進行による、
革命的な事業環境の変化

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

2.5%
21/3期 ROA目標

18/3期

21/3期
（目標）-58

億円

ガス・LNGバリューチェーン事業

●ガス火力発電
●LNG液化（エルエヌジージャパン）

●LNG受入基地

再生可能エネルギー事業

●太陽光発電
●風力発電

社会インフラ事業

●通信事業者向けネットワーク構築
●データセンター（さくらインターネット）

成長戦略
　世界のエネルギー情勢は、「主要な需給地域のシフト」と「脱

炭素化」が相互作用し、大きな転換期を迎えています。

　供給面ではシェール革命を背景とした米国の存在感が急速

に高まっており、需要面では中国やインド、アジア新興国が今後

の成長を牽引する中心となっていく中で、脱炭素化の潮流は、天

然ガス・LNG、及び再生可能エネルギーの急速な導入を促すド

ライバーになっていくと考えられます。

　こうした事業環境の激変に対応すべく、LNG・ガス火力発電・

再生可能エネルギーの各機能を統合し、情報産業の要素も加

えた新本部を2018年4月に立ち上げました。

　特に、アジア新興国のエネルギー需要拡大を支える柱として

期待される「Gas-To-Power」を中核事業に位置づけ、LNGの一

貫事業に伝統的な強みを持つ部隊と、ガス火力発電所の

PPP・PFI事業に強みを持つ部隊の統合効果を最大限に発揮

し、推進力を追求していきます。

　また、エネルギー消費大国アメリカでは、老朽化した石炭火力

からガス火力への切替需要が増加しています。豊富で安価な国

内シェールガスを燃料とする最新鋭の高効率ガス火力発電所

の運営事業を通じて、低炭素化への貢献を強化していきます。

　再生可能エネルギー事業についても、これまでにドイツや日

本の太陽光発電事業で培った知見の幅出しを加速させ、急速な

脱炭素化の流れに確実に対応していきます。すでに、南米での太

陽光発電事業や、欧州での陸上風力発電事業を実現させてお

り、今後も、偏在する適地の見極めと電源の多様化（洋上風力、

バイオマスなど）を軸に、世界展開を推進していきます。

　加えて、社会インフラ開発室を新たに設置し、AI・IoTの進化に

伴う事業モデルの変革に向けて、的確な対応を図っていきます。

　私たちの使命は、「安心・安全・快適」を約束する高度な社会イ

ンフラ整備を進めていくことです。そのために、価値観を共にす

る国内外の優良パートナーと協調し、世界各国の産業社会の発

展に貢献していきます。

外部環境 事業

エネルギー・社会インフラ本部

経済成長と環境負荷低減が両立する
高度な社会インフラの提供により、
豊かで持続可能な地域社会の実現に挑戦していきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
エネルギー・社会
インフラ本部長

橋本 政和

本部別レポーティング

発電事業の
再生可能エネルギー

比率

30%

LNGビジネス

50年の知見

発電事業の
高い成長率

年率25%  

＊1 2020年末時点（2020年末までに完工予定の建設中案件を含む）。
＊2 2013年3月期末から2021年3月期末までの年平均成長率（建設中案件を

含む）。

＊3 人口減少（De-population）、脱炭素化（De-Carbonization）、
分散化（Decentralization）、自由化（Deregulation）、デジタル化

（Digitalization）を主に指し、頭文字から「5D」と呼ばれる。
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エネルギー・社会インフラ本部

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

タングーLNG液化施設 (インドネシア) ムガルドスLNG受入基地（スペイン）

※ 出典：「BP Energy Outlook 2018」

※ 出典：「BP Energy Outlook 2018」

ウアタコンド太陽光発電所（チリ） クリーン・エナジー・ガス火力発電所（米国） さくらインターネット株式会社石狩データセンター
（北海道）

風力
太陽光
ガス
石炭
重油

※ 2018年6月末時点。
※ 建設中案件を含む。

総発電容量（当社ベース）

LNG需要動向

一次エネルギー需要動向

調達から発電まで一貫した社会インフラの整備に貢献
ガス・LNGバリューチェーン事業

　エネルギー需要が飛躍的に高まっているアジアでは、環境

負荷、安定供給、経済効率性のすべてでバランスに優れる

LNGの導入が本格的に進むと予想されます。しかし、その導

入には、LNGの最適調達から、受入基地・大型発電所の長期

安定運営までをパッケージ化したスキーム「Gas-To-Power」

の高度な事業管理力が必要不可欠であり、LNG導入先進国

である日本の国際協力が強く求められています。当社は、IPP

方式による中東やアジア、北米での大型ガス火力発電事業

と、50年にわたるLNGの一貫事業を運営してきた経験を活

かして、環境と経済を両立する社会インフラづくりに貢献し

ていきます。また、公共事業・サービスの民営化（PPP・PFI）

が活発化していく中、「Gas-To-Power」事業で得た知見を、

例えば産業用燃料として天然ガスを供給する事業に応用す

るなど、エネルギー分野における総合的な課題解決を図るこ

とで、社会から必要とされる機能の提供を追求していきます。

脱炭素化の実現に向け、市場と電源の多様化を加速
再生可能エネルギー事業

　エネルギー構成に占める再生可能エネルギーは、脱炭素

化の加速と太陽光・風力発電の発電コスト低下によって、今

後、世界で最も成長する電源になると考えられます。当社

は、国内12か所、海外3か所での太陽光発電事業に加えて、

欧州での陸上風力発電事業にも参画するなど、市場と電源

の多様化を進め、脱炭素化に貢献する事業を世界中で強化

していきます。また、新たに発足させた社会インフラ開発室

では、例えば、ICTによるエネルギーの効率利用化など、

再生可能エネルギーが主電源となるような次世代型電力

システムの実現に向けて、情報通信技術分野からのアプロー

チを推進していきます。これらの取り組みを進めることで、

「安心・安全・快適」を提供する高度な社会インフラづくりに

挑戦していきます。

How We Get There 2

ペルー

チリ

メキシコ

米国

オマーン

スリランカ

インドネシア

ベトナム

カタール

アイルランド

スペイン

サウジアラビア

再生可能エネルギー事業（太陽光）　　　再生可能エネルギー事業（風力）

ガス火力発電事業　　　　LNGターミナル　　　LNGプラント　　　　IT関連事業

日本

※ 建設中案件を含む。
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エネルギー・社会インフラ本部

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

タングーLNG液化施設 (インドネシア) ムガルドスLNG受入基地（スペイン）

※ 出典：「BP Energy Outlook 2018」

※ 出典：「BP Energy Outlook 2018」

ウアタコンド太陽光発電所（チリ） クリーン・エナジー・ガス火力発電所（米国） さくらインターネット株式会社石狩データセンター
（北海道）

風力
太陽光
ガス
石炭
重油

※ 2018年6月末時点。
※ 建設中案件を含む。

総発電容量（当社ベース）

LNG需要動向

一次エネルギー需要動向

調達から発電まで一貫した社会インフラの整備に貢献
ガス・LNGバリューチェーン事業

　エネルギー需要が飛躍的に高まっているアジアでは、環境

負荷、安定供給、経済効率性のすべてでバランスに優れる

LNGの導入が本格的に進むと予想されます。しかし、その導

入には、LNGの最適調達から、受入基地・大型発電所の長期

安定運営までをパッケージ化したスキーム「Gas-To-Power」

の高度な事業管理力が必要不可欠であり、LNG導入先進国

である日本の国際協力が強く求められています。当社は、IPP

方式による中東やアジア、北米での大型ガス火力発電事業

と、50年にわたるLNGの一貫事業を運営してきた経験を活

かして、環境と経済を両立する社会インフラづくりに貢献し

ていきます。また、公共事業・サービスの民営化（PPP・PFI）

が活発化していく中、「Gas-To-Power」事業で得た知見を、

例えば産業用燃料として天然ガスを供給する事業に応用す

るなど、エネルギー分野における総合的な課題解決を図るこ

とで、社会から必要とされる機能の提供を追求していきます。

脱炭素化の実現に向け、市場と電源の多様化を加速
再生可能エネルギー事業

　エネルギー構成に占める再生可能エネルギーは、脱炭素

化の加速と太陽光・風力発電の発電コスト低下によって、今

後、世界で最も成長する電源になると考えられます。当社

は、国内12か所、海外3か所での太陽光発電事業に加えて、

欧州での陸上風力発電事業にも参画するなど、市場と電源

の多様化を進め、脱炭素化に貢献する事業を世界中で強化

していきます。また、新たに発足させた社会インフラ開発室

では、例えば、ICTによるエネルギーの効率利用化など、

再生可能エネルギーが主電源となるような次世代型電力

システムの実現に向けて、情報通信技術分野からのアプロー

チを推進していきます。これらの取り組みを進めることで、

「安心・安全・快適」を提供する高度な社会インフラづくりに

挑戦していきます。

How We Get There 2
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再生可能エネルギー事業（太陽光）　　　再生可能エネルギー事業（風力）

ガス火力発電事業　　　　LNGターミナル　　　LNGプラント　　　　IT関連事業

日本

※ 建設中案件を含む。
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低硫黄分かつ近距離ソースの一般炭に加え、
伝統的に強みを持つ原料炭を取扱い

豪州炭鉱操業で蓄積された
ノウハウを他鉱山操業へ展開、
コスト低減等のシナジーを発揮

ニオブ、クロム、ニッケル等、
事業投資とトレードの両輪で
高い取扱いシェアを維持

●新興国の経済発展に伴う資源・鉄鋼・産業資材
需要の拡大

●世界的な環境意識の高まりに伴う法規制強化・
改正による新たな商材需要の具現化

●持続可能な社会の発展に寄与する新技術・新素材
のニーズ増加

●リサイクルや副産物処理など環境配慮型ビジネス
需要の高まり

●市況価格・為替変動による事業収益低下リスク
●資源ナショナリズムやコンプライアンスリスク、
地政学リスクの顕在化

●代替品の台頭や規制強化による取扱商品の
競争力低下

●パリ協定に起因する、炭素税等の世界的な環境
規制の厳格化

上流権益事業
●石炭事業（一般炭、原料炭）
●レアメタル事業（ニオブ、クロム、ニッケル）
●非鉄金属事業（銅、アルミナ）

トレード事業
●鉄鋼原料（原料炭、鉄鉱石、合金鉄等）
●一般炭
●非鉄金属・貴金属
●各種鉱産品

中下流事業
●鉄鋼製品流通事業（メタルワン）
●炭素関連商品販売事業（双日ジェクト）
●金属3Dプリンタ事業（日本積層造形）
●蛭石焼成事業（ベルミテック）

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21/3期
（目標）

4.5%
21/3期 ROA目標

18/3期

219
億円

外部環境 事業

金属・資源本部

既存ビジネスのさらなる強化と
資産ポートフォリオ最適化に加え
社会要請・変化に応じた新規事業開発を進めることで、
市況に左右されにくい安定収益基盤の構築を目指します。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
金属・資源
本部長

尾藤 雅彰

本部別レポーティング

総合商社
唯一の
炭鉱操業
機能

ロシア炭
トレードシェア

No.1

レアメタル
対日輸入シェア

トップ
クラス

リ
ス
ク

機
会

成長戦略
　世界各国の発展・成長において金属資源や金属製品は必要不

可欠です。特に資源の乏しい日本や成長著しい新興国にとってそ

の安定調達は国家的な課題であり、当本部は長きにわたってこ

れらの供給責任を果たしてきました。現在、世界的な景気回復に

伴う資源・鉄鋼需要の高まりや市況の回復を受け、当本部の業績

も順調に伸びています。一方で、資源ビジネス特有の市況ボラ

ティリティに耐え得る安定収益基盤をいかに構築していくか、ま

た国際社会の要請である低炭素社会の実現に向けた施策をい

かに成長に結び付けていくかが今後3年間の重要なテーマであ

ると考えています。

　こうした認識に立ち、当本部は現在、3つの成長戦略に挑んで

います。

　1つ目は新たな機能に基づくトレード強化です。日本向け商権

の維持拡大と新興国向け取引の拡大に向け、顧客との結びつき

をこれまで以上に深め、多様なニーズに応えることで収益を獲得

していきます。同時に、低硫黄分の石炭や次世代電池の原料な

ど、環境負荷低減に貢献する商品の取扱いを拡大します。

　2つ目は上流権益事業の改善です。既存プロジェクトの徹底し

たコスト削減に加え、優良資産への入れ替えを着実に実行する

ことで、低市況下でも利益を生む資産ポートフォリオの構築を目

指します。資産入替の例として、石炭事業では一般炭偏重から、よ

り持続的な成長を指向できる原料炭への転換を進めています。

　上流事業の幅出しに向けては、総合商社で唯一の炭鉱操業機

能から蓄積されたノウハウが多方面に展開・活用できると考えて

います。

　3つ目は、市況に左右されにくい中下流の事業系ビジネス開拓

です。その一つが2018年3月期に始動した金属3Dプリンタ事業

であり、2018年秋に本格稼働を開始します。他にも資源の回収・

リサイクル事業など、社会ニーズや環境変化への対応をテーマ

に、新たな事業領域へ挑戦していきます。

How We Get There 2
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低硫黄分かつ近距離ソースの一般炭に加え、
伝統的に強みを持つ原料炭を取扱い

豪州炭鉱操業で蓄積された
ノウハウを他鉱山操業へ展開、
コスト低減等のシナジーを発揮

ニオブ、クロム、ニッケル等、
事業投資とトレードの両輪で
高い取扱いシェアを維持

●新興国の経済発展に伴う資源・鉄鋼・産業資材
需要の拡大

●世界的な環境意識の高まりに伴う法規制強化・
改正による新たな商材需要の具現化

●持続可能な社会の発展に寄与する新技術・新素材
のニーズ増加

●リサイクルや副産物処理など環境配慮型ビジネス
需要の高まり

●市況価格・為替変動による事業収益低下リスク
●資源ナショナリズムやコンプライアンスリスク、
地政学リスクの顕在化

●代替品の台頭や規制強化による取扱商品の
競争力低下

●パリ協定に起因する、炭素税等の世界的な環境
規制の厳格化

上流権益事業
●石炭事業（一般炭、原料炭）
●レアメタル事業（ニオブ、クロム、ニッケル）
●非鉄金属事業（銅、アルミナ）

トレード事業
●鉄鋼原料（原料炭、鉄鉱石、合金鉄等）
●一般炭
●非鉄金属・貴金属
●各種鉱産品

中下流事業
●鉄鋼製品流通事業（メタルワン）
●炭素関連商品販売事業（双日ジェクト）
●金属3Dプリンタ事業（日本積層造形）
●蛭石焼成事業（ベルミテック）

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21/3期
（目標）

4.5%
21/3期 ROA目標

18/3期

219
億円

外部環境 事業

金属・資源本部

既存ビジネスのさらなる強化と
資産ポートフォリオ最適化に加え
社会要請・変化に応じた新規事業開発を進めることで、
市況に左右されにくい安定収益基盤の構築を目指します。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
金属・資源
本部長

尾藤 雅彰

本部別レポーティング

総合商社
唯一の
炭鉱操業
機能

ロシア炭
トレードシェア

No.1

レアメタル
対日輸入シェア

トップ
クラス

リ
ス
ク

機
会

成長戦略
　世界各国の発展・成長において金属資源や金属製品は必要不

可欠です。特に資源の乏しい日本や成長著しい新興国にとってそ

の安定調達は国家的な課題であり、当本部は長きにわたってこ

れらの供給責任を果たしてきました。現在、世界的な景気回復に

伴う資源・鉄鋼需要の高まりや市況の回復を受け、当本部の業績

も順調に伸びています。一方で、資源ビジネス特有の市況ボラ

ティリティに耐え得る安定収益基盤をいかに構築していくか、ま

た国際社会の要請である低炭素社会の実現に向けた施策をい

かに成長に結び付けていくかが今後3年間の重要なテーマであ

ると考えています。

　こうした認識に立ち、当本部は現在、3つの成長戦略に挑んで

います。

　1つ目は新たな機能に基づくトレード強化です。日本向け商権

の維持拡大と新興国向け取引の拡大に向け、顧客との結びつき

をこれまで以上に深め、多様なニーズに応えることで収益を獲得

していきます。同時に、低硫黄分の石炭や次世代電池の原料な

ど、環境負荷低減に貢献する商品の取扱いを拡大します。

　2つ目は上流権益事業の改善です。既存プロジェクトの徹底し

たコスト削減に加え、優良資産への入れ替えを着実に実行する

ことで、低市況下でも利益を生む資産ポートフォリオの構築を目

指します。資産入替の例として、石炭事業では一般炭偏重から、よ

り持続的な成長を指向できる原料炭への転換を進めています。

　上流事業の幅出しに向けては、総合商社で唯一の炭鉱操業機

能から蓄積されたノウハウが多方面に展開・活用できると考えて

います。

　3つ目は、市況に左右されにくい中下流の事業系ビジネス開拓

です。その一つが2018年3月期に始動した金属3Dプリンタ事業

であり、2018年秋に本格稼働を開始します。他にも資源の回収・

リサイクル事業など、社会ニーズや環境変化への対応をテーマ

に、新たな事業領域へ挑戦していきます。
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金属・資源本部

CBMM社ニオブ鉱山（ブラジル）

金属3Dプリンタで作製される製品

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

石炭事業（オーストラリア・ミネルバ炭鉱） アルミナ事業（オーストラリア・ワースレーアルミナプロジェクト ）

ニッケル製錬プロジェクト（フィリピン） メタルワン（日本）

強くて軽い高級鋼材の生産や、
次世代バッテリー部材に使用されるレアメタルを安定供給

レアメタル事業

　新興国の産業発展に伴って軽量で高強度な高級鋼材の

需要が飛躍的に高まっており、特に自動車業界では、ボディ

材等への採用が進んでいます。このような状況のもと、当社

は2011年に高級鋼材生産に必要なレアメタルであるニオブ

の世界生産量トップシェアを占める、ブラジルのカンパニ

ア・ブラジレイラ・メタルジア・イ・ミネラソン社（以下、

CBMM社）に鉄鋼関連企業と共同で出資。日本の鋼材メー

カーへニオブを安定供給しています。また鉄鋼以外の用途

として、2018年6月にはCBMM社と東芝インフラシステム

ズ株式会社と共に、ニオブチタン系酸化物を材料とする負

極材の共同開発契約を締結。電気自動車に適した高エネル

ギー密度、かつ急速充電可能な次世代リチウムイオン電池

の量産化を目指します。

　当社はニオブの供給を通じ、自社の事業基盤の拡大だけ

でなく、環境負荷低減にも貢献する持続的な成長を遂げて

いきます。

金属3Dプリンタを用いた次世代技術で、金属製品製造のイノベーションを推進
金属3Dプリンタ事業

　 近年、3Dプリンタでの金属粉積層による立体造形

（Additive Manufacturing、以下、AM）技術が注目されて

おり、航空宇宙・医療分野など高精度な実用品市場での需

要が急拡大しています。当社と株式会社コイワイは、この

AM技術による3Dプリンタを使用し、金属製品の製造から

認証取得サポートまでを一貫して行う日本初の企業として、

2017年に日本積層造形株式会社（以下、JAMPT）を設立し

ました。AM技術は、従来工法で製造できなかった複雑な形

状の造形を可能にすることに加え、金属粉末から直接製品

を製造するため歩留まり向上や物流コスト削減も期待され

ます。当社は、JAMPTが開発する金属粉及び金属製品の拡

販と、総合商社の知見を活かした事業展開サポートを担い

ます。

　2018年秋には、宮城県多賀城市の復興団地内で新工場

の操業を開始。自治体や研究機関とも連携することで、金属

積層業界におけるリーディングカンパニーを目指すととも

に、東日本大震災で被害を受けた地域の経済復興にも貢献

していきます。

How We Get There 2

・石炭事業
・アルミナ事業

・鉄鉱石事業
・ニオブ事業

・鉱産品事業

アルミナ・石炭

・石炭事業

・石炭トレード

・クロム事業

・ニッケル事業

石炭

ニッケル

・銅事業

南アフリカ
オーストラリア

インドネシア

フィリピン

日本・アジア

ブラジル

米国

カナダ

ロシア

合
金
鉄・

貴金
属・
鉱産
品

鉱産品

鉄鉱石・銅

鉄鉱石・ニオブ
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金属・資源本部

CBMM社ニオブ鉱山（ブラジル）

金属3Dプリンタで作製される製品

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

石炭事業（オーストラリア・ミネルバ炭鉱） アルミナ事業（オーストラリア・ワースレーアルミナプロジェクト ）

ニッケル製錬プロジェクト（フィリピン） メタルワン（日本）

強くて軽い高級鋼材の生産や、
次世代バッテリー部材に使用されるレアメタルを安定供給

レアメタル事業

　新興国の産業発展に伴って軽量で高強度な高級鋼材の

需要が飛躍的に高まっており、特に自動車業界では、ボディ

材等への採用が進んでいます。このような状況のもと、当社

は2011年に高級鋼材生産に必要なレアメタルであるニオブ

の世界生産量トップシェアを占める、ブラジルのカンパニ

ア・ブラジレイラ・メタルジア・イ・ミネラソン社（以下、

CBMM社）に鉄鋼関連企業と共同で出資。日本の鋼材メー

カーへニオブを安定供給しています。また鉄鋼以外の用途

として、2018年6月にはCBMM社と東芝インフラシステム

ズ株式会社と共に、ニオブチタン系酸化物を材料とする負

極材の共同開発契約を締結。電気自動車に適した高エネル

ギー密度、かつ急速充電可能な次世代リチウムイオン電池

の量産化を目指します。

　当社はニオブの供給を通じ、自社の事業基盤の拡大だけ

でなく、環境負荷低減にも貢献する持続的な成長を遂げて

いきます。

金属3Dプリンタを用いた次世代技術で、金属製品製造のイノベーションを推進
金属3Dプリンタ事業

　 近年、3Dプリンタでの金属粉積層による立体造形

（Additive Manufacturing、以下、AM）技術が注目されて

おり、航空宇宙・医療分野など高精度な実用品市場での需

要が急拡大しています。当社と株式会社コイワイは、この

AM技術による3Dプリンタを使用し、金属製品の製造から

認証取得サポートまでを一貫して行う日本初の企業として、

2017年に日本積層造形株式会社（以下、JAMPT）を設立し

ました。AM技術は、従来工法で製造できなかった複雑な形

状の造形を可能にすることに加え、金属粉末から直接製品

を製造するため歩留まり向上や物流コスト削減も期待され

ます。当社は、JAMPTが開発する金属粉及び金属製品の拡

販と、総合商社の知見を活かした事業展開サポートを担い

ます。

　2018年秋には、宮城県多賀城市の復興団地内で新工場

の操業を開始。自治体や研究機関とも連携することで、金属

積層業界におけるリーディングカンパニーを目指すととも

に、東日本大震災で被害を受けた地域の経済復興にも貢献

していきます。

How We Get There 2

・石炭事業
・アルミナ事業

・鉄鉱石事業
・ニオブ事業

・鉱産品事業

アルミナ・石炭

・石炭事業

・石炭トレード

・クロム事業

・ニッケル事業

石炭

ニッケル

・銅事業

南アフリカ
オーストラリア

インドネシア

フィリピン

日本・アジア

ブラジル

米国

カナダ

ロシア

合
金
鉄・

貴金
属・
鉱産
品

鉱産品

鉄鉱石・銅

鉄鉱石・ニオブ
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上流から下流までの多彩なバリューチェーンを
活かした幅広い商材とビジネス提案機能
全世界約5,000社に及ぶ
充実した顧客ネットワーク
総合商社の中で上位に位置する
事業規模と知名度
ガスケミカル製造事業で培った
オペレーションノウハウ

インド工業塩事業におけるアジア各地への
リードタイムの短さと価格優位性
米国のDCPD／石油樹脂事業における
生産から販売までの一貫したバリューチェーン

メタノール事業

石油樹脂・C5事業

レアアース事業

欧州化学品事業（ソルバディス社）

ガスケミカル事業

合成樹脂事業

工業塩事業

取扱量が年間約100万トンを超える、
合成樹脂事業が有する
グローバルな販売・調達ネットワーク

●社会のニーズに沿った供給構造の変化

●グローバルな環境・社会課題に対応した環境
対応素材、次世代モビリティ、複合素材の増加

●新興国の経済成長に基づく世界的な化学品の
需要増加

●各国の安全・環境規制強化に伴う一部取扱商品
の競争力低下・取扱量の減少

●急激な市況・為替変動による事業収益の圧迫

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21/3期
（目標）

3.9%
21/3期 ROA目標

18/3期

87
億円

外部環境 事業

化学本部

「強みのある事業をもっと強く」という基本方針のもと、
バリューチェーンを拡げる事業投資と、
グローバルネットワークを有機的に進化させることで、
主要5事業の着実な成長を図ると同時に

「第6の柱」を見出していきます。

成長戦略

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
化学本部長

佐々木 匡介

本部別レポーティング

幅広い
商材

顧客基盤

約5,000社

レアアース
取扱い実績

40年以上

　北米シェールガス革命や中国における生産能力の増大、中

東における付加価値産業へのシフトなど、世界の化学産業の

供給構造は大きな転換期にあります。また、アジアを中心とし

た新興市場における中間所得層の増大による消費財需要の

拡大や、環境問題に対する新製品や技術の開発など、市場の

ニーズも絶えず変化を続けています。

　こうした中、化学本部は事業環境の変化をいち早く捉え、川

上から川下までの多彩なバリューチェーンや世界5,000社の

顧客ネットワークといった事業基盤とマーケティング機能を

活かし、グローバルなトレーディングの拡大を図っていきま

す。また、事業展開にあたっては、前中計で実施してきた投資

案件をいかに迅速に収益基盤として確立するかを重要課題と

しながら、新たな機能を付加する投資を行い、本部主要5事業

のバリューチェーンをさらに拡げるとともに、「環境」「モビリ

ティ」「複合素材」といった世界的な産業潮流を見据えた「第6

の柱」を築いていきたいと考えています。

　主要5事業のポイントとして、①メタノール事業では、既存の

PT. Kaltim Methanol Industri（KMI社）の安定操業を継続

する一方で、誘導品を含めた新たなガスケミカル事業の実現

に向けて取り組んでいきます。②合成樹脂事業では、主力の自

動車関連及び包装資材に加え、「環境」、「取引先との取り組み

強化」、「イノベーション」をキーワードに取扱量の拡大を図り

ます。③石油樹脂・C5事業では、米国でのサプライチェーンで

蓄積された経験を基盤に、需要が増加するアジア向けの展

開を強化し、幅広い用途・サービスを提供できる「All in One 

Package」のソリューション型ビジネスモデルを構築していき

ます。④工業塩事業では、これまでのインドにおける拡張投資

で年間400万トン規模となった供給ソースの一層の拡張に取

り組み、安定収益基盤を確固たるものとしていきます。⑤レア

アース事業では、豪州からの調達をさらに増やすことで、調達

リスクを低減させ安定供給に努めます。

　また、2017年に買収したソルバディス社（欧州化学品商社）

とは、本部をあげてシナジー創出の具体化による企業価値向

上に取り組んでおり、PMIを含めたノウハウを生かし、第2の

化学品商社買収につなげていきたいと考えています。

　 「強みのある事業をもっと強く」という本部方針のもと、これ

ら既存事業の強みを磨きつつ、航空機や自動車の軽量化で採

用が増えている炭素繊維、高強度のガラス繊維などの複合素

材や、リチウムイオン電池の関連部材、植物由来樹脂などの環

境を意識した事業領域も一段と強化し、新たな事業の柱にし

ていくことで、産業と生活を支える素材を取り扱う本部として

より一層社会に貢献していきます。

How We Get There 2
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上流から下流までの多彩なバリューチェーンを
活かした幅広い商材とビジネス提案機能
全世界約5,000社に及ぶ
充実した顧客ネットワーク
総合商社の中で上位に位置する
事業規模と知名度
ガスケミカル製造事業で培った
オペレーションノウハウ

インド工業塩事業におけるアジア各地への
リードタイムの短さと価格優位性
米国のDCPD／石油樹脂事業における
生産から販売までの一貫したバリューチェーン

メタノール事業

石油樹脂・C5事業

レアアース事業

欧州化学品事業（ソルバディス社）

ガスケミカル事業

合成樹脂事業

工業塩事業

取扱量が年間約100万トンを超える、
合成樹脂事業が有する
グローバルな販売・調達ネットワーク

●社会のニーズに沿った供給構造の変化

●グローバルな環境・社会課題に対応した環境
対応素材、次世代モビリティ、複合素材の増加

●新興国の経済成長に基づく世界的な化学品の
需要増加

●各国の安全・環境規制強化に伴う一部取扱商品
の競争力低下・取扱量の減少

●急激な市況・為替変動による事業収益の圧迫

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21/3期
（目標）

3.9%
21/3期 ROA目標

18/3期

87
億円

外部環境 事業

化学本部

「強みのある事業をもっと強く」という基本方針のもと、
バリューチェーンを拡げる事業投資と、
グローバルネットワークを有機的に進化させることで、
主要5事業の着実な成長を図ると同時に

「第6の柱」を見出していきます。

成長戦略

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
化学本部長

佐々木 匡介

本部別レポーティング

幅広い
商材

顧客基盤

約5,000社

レアアース
取扱い実績

40年以上

　北米シェールガス革命や中国における生産能力の増大、中

東における付加価値産業へのシフトなど、世界の化学産業の

供給構造は大きな転換期にあります。また、アジアを中心とし

た新興市場における中間所得層の増大による消費財需要の

拡大や、環境問題に対する新製品や技術の開発など、市場の

ニーズも絶えず変化を続けています。

　こうした中、化学本部は事業環境の変化をいち早く捉え、川

上から川下までの多彩なバリューチェーンや世界5,000社の

顧客ネットワークといった事業基盤とマーケティング機能を

活かし、グローバルなトレーディングの拡大を図っていきま

す。また、事業展開にあたっては、前中計で実施してきた投資

案件をいかに迅速に収益基盤として確立するかを重要課題と

しながら、新たな機能を付加する投資を行い、本部主要5事業

のバリューチェーンをさらに拡げるとともに、「環境」「モビリ

ティ」「複合素材」といった世界的な産業潮流を見据えた「第6

の柱」を築いていきたいと考えています。

　主要5事業のポイントとして、①メタノール事業では、既存の

PT. Kaltim Methanol Industri（KMI社）の安定操業を継続

する一方で、誘導品を含めた新たなガスケミカル事業の実現

に向けて取り組んでいきます。②合成樹脂事業では、主力の自

動車関連及び包装資材に加え、「環境」、「取引先との取り組み

強化」、「イノベーション」をキーワードに取扱量の拡大を図り

ます。③石油樹脂・C5事業では、米国でのサプライチェーンで

蓄積された経験を基盤に、需要が増加するアジア向けの展

開を強化し、幅広い用途・サービスを提供できる「All in One 

Package」のソリューション型ビジネスモデルを構築していき

ます。④工業塩事業では、これまでのインドにおける拡張投資

で年間400万トン規模となった供給ソースの一層の拡張に取

り組み、安定収益基盤を確固たるものとしていきます。⑤レア

アース事業では、豪州からの調達をさらに増やすことで、調達

リスクを低減させ安定供給に努めます。

　また、2017年に買収したソルバディス社（欧州化学品商社）

とは、本部をあげてシナジー創出の具体化による企業価値向

上に取り組んでおり、PMIを含めたノウハウを生かし、第2の

化学品商社買収につなげていきたいと考えています。

　 「強みのある事業をもっと強く」という本部方針のもと、これ

ら既存事業の強みを磨きつつ、航空機や自動車の軽量化で採

用が増えている炭素繊維、高強度のガラス繊維などの複合素

材や、リチウムイオン電池の関連部材、植物由来樹脂などの環

境を意識した事業領域も一段と強化し、新たな事業の柱にし

ていくことで、産業と生活を支える素材を取り扱う本部として

より一層社会に貢献していきます。
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化学本部

グリーンポリエチレンタンク

リチウムイオン二次電池（出典：一般社団法人 電池工業会）

ガスケット

マイナス極端子
封口板
絶縁スペーサー
ガス排出弁

集電体
セパレータ
マイナス極板
セパレータ
プラス極板

電解液：有機電解液
プラス極（金属ジャケット）

持続的な成長への取り組み事例

How We Get There 2

主要事業

本部別レポーティング

石油樹脂・C5事業（米国） メタノール事業（アジア・KMI社）

合成樹脂事業 工業塩（インド）

石油依存からのシフトを促進する「グリーンポリエチレン」の販売・普及に注力
グリーンポリエチレン事業

　化学品の事業領域においては、環境保全及び汚染予防の

ため、自然生態系や地域環境に配慮した製品への転換が求

められています。その具体的な例として、サトウキビを原料と

する植物由来プラスチック「グリーンポリエチレン」があり、

近年の原油価格の高騰や企業の社会的責任などの観点か

ら注目が集まっています。

　「グリーンポリエチレン」は、サトウキビの生育段階でCO2

を吸収しているため、廃棄物として焼却される際のCO2排出

量はゼロとみなされます。製造・輸送工程のCO2排出量を含

めても、従来の石油由来ポリエチレンに比べ、CO2排出量を

最大70%削減することが可能です。

　双日プラネット株式会社では、グリーンポリエチレンの世

界唯一の生産メーカーである、ブラジル・ブラスケム社のア

ジア・オセアニア向け販売代行権を2012年に獲得。樹脂原

料販売から最終製品製造まで、お客様製品のグリーン化を

ワンストップで支援する体制を強化しました。大手コンビニ

やスーパーなど、小売業各社との連携や、中小企業向けの

製品開発・市場開拓支援などを通じてグリーンポリエチレン

製環境対応包材の普及に努めています。

自動車関連業界の環境負荷低減に高付加価値なサプライチェーンで貢献
リチウムイオン電池事業

　欧州や中国を中心に施行されている厳しいCO2排出規制

を背景に、環境自動車市場が急成長しており、車載用リチウ

ムイオン電池の需要が伸びています。リチウム以外の素材を

用いた蓄電池の実用化がまだ難しいことから、10年後には

現在の約5倍の需要拡大が見込まれています。

　当社は、リチウム資源をはじめ関連部材・製品のトレード

事業に約40年の実績を有しており、日本・中国・韓国を中心

に、素材メーカーと電池部材メーカー、電池メーカー間のト

レードを幅広く手掛けるなど、豊富な知見を蓄積していま

す。また、商社業界随一のラインアップをもち、素材と電池部

材をワンストップで供給することができる「リチウムイオン

電池の百貨店」として顧客のサプライチェーン構築に貢献し

ています。中計2020では、顧客視点の徹底強化をポイント

に事業を展開し、当本部の収益基盤としての成長を目指し

ていきます。

・欧州化学品事業
  （ソルバディス社）

ドイツ

・レアアース事業

工業塩

レアアース

中国

・合成樹脂事業
日本・中国・アジア

・工業塩事業
インド

・メタノール事業
・レアアース事業

アジア

・石油樹脂・C5事業
米国

レアアース

双日株式会社    統合報告書201874



化学本部

グリーンポリエチレンタンク

リチウムイオン二次電池（出典：一般社団法人 電池工業会）

ガスケット

マイナス極端子
封口板
絶縁スペーサー
ガス排出弁

集電体
セパレータ
マイナス極板
セパレータ
プラス極板

電解液：有機電解液
プラス極（金属ジャケット）

持続的な成長への取り組み事例

How We Get There 2

主要事業

本部別レポーティング

石油樹脂・C5事業（米国） メタノール事業（アジア・KMI社）

合成樹脂事業 工業塩（インド）

石油依存からのシフトを促進する「グリーンポリエチレン」の販売・普及に注力
グリーンポリエチレン事業

　化学品の事業領域においては、環境保全及び汚染予防の

ため、自然生態系や地域環境に配慮した製品への転換が求

められています。その具体的な例として、サトウキビを原料と

する植物由来プラスチック「グリーンポリエチレン」があり、

近年の原油価格の高騰や企業の社会的責任などの観点か

ら注目が集まっています。

　「グリーンポリエチレン」は、サトウキビの生育段階でCO2

を吸収しているため、廃棄物として焼却される際のCO2排出

量はゼロとみなされます。製造・輸送工程のCO2排出量を含

めても、従来の石油由来ポリエチレンに比べ、CO2排出量を

最大70%削減することが可能です。

　双日プラネット株式会社では、グリーンポリエチレンの世

界唯一の生産メーカーである、ブラジル・ブラスケム社のア

ジア・オセアニア向け販売代行権を2012年に獲得。樹脂原

料販売から最終製品製造まで、お客様製品のグリーン化を

ワンストップで支援する体制を強化しました。大手コンビニ

やスーパーなど、小売業各社との連携や、中小企業向けの

製品開発・市場開拓支援などを通じてグリーンポリエチレン

製環境対応包材の普及に努めています。

自動車関連業界の環境負荷低減に高付加価値なサプライチェーンで貢献
リチウムイオン電池事業

　欧州や中国を中心に施行されている厳しいCO2排出規制

を背景に、環境自動車市場が急成長しており、車載用リチウ

ムイオン電池の需要が伸びています。リチウム以外の素材を

用いた蓄電池の実用化がまだ難しいことから、10年後には

現在の約5倍の需要拡大が見込まれています。

　当社は、リチウム資源をはじめ関連部材・製品のトレード

事業に約40年の実績を有しており、日本・中国・韓国を中心

に、素材メーカーと電池部材メーカー、電池メーカー間のト

レードを幅広く手掛けるなど、豊富な知見を蓄積していま

す。また、商社業界随一のラインアップをもち、素材と電池部

材をワンストップで供給することができる「リチウムイオン

電池の百貨店」として顧客のサプライチェーン構築に貢献し

ています。中計2020では、顧客視点の徹底強化をポイント

に事業を展開し、当本部の収益基盤としての成長を目指し

ていきます。

・欧州化学品事業
  （ソルバディス社）

ドイツ

・レアアース事業

工業塩

レアアース

中国

・合成樹脂事業
日本・中国・アジア

・工業塩事業
インド

・メタノール事業
・レアアース事業

アジア

・石油樹脂・C5事業
米国

レアアース
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アグリビジネス事業

食料事業（原料・食品）

飼料畜産事業

水産事業

高度化成肥料の製造・販売では
タイ、フィリピン、ベトナムで
トップシェアを確立

肥料製造・飼料製造などの川上事業から、
港湾・製粉・製パンなどの川中事業を展開

東南アジアを中心に、
地域に根ざした事業ネットワークを構築

持続可能な水産資源の安定供給を目指し
IoT・AI化によるマグロ養殖を展開
（中国の加工工場から日・米・欧へ輸出）

●アジア地域でのライフスタイルの多様化

●東南アジアの人口増加・経済発展に伴う食料
需要の増大

●気候変動や政策変更に起因した需給バランス
不均衡による価格変動リスク

●景気後退による売上・収益の減少

●食の安心・安全・食資源保護の意識の高まり

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

40
億円

21/3期
（目標）

3.6%
21/3期 ROA目標

18/3期

外部環境 事業

食料・アグリビジネス本部

サステナブルなビジネスモデルを追求し、
食の「安心・安全」を提供することで、
生活水準の向上に寄与するとともに、
優良な事業資産の拡充に努めていきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

食料・アグリビジネス
本部長

宮部 敏明

本部別レポーティング

高度化成肥料
３ヵ国で
トップシェア

東南アジア
に強い
事業基盤

養殖から
加工・販売までの
マグロの
バリュー
チェーン

成長戦略
　東南アジアでは、人口増加や経済発展に伴い、ライフスタ

イルの多様化や食料需要の高まりが進んでいます。当本部

では、この成長を取り込むべく、同地域で事業運営を進め、

収益力の強化・拡大を目指していきます。

　アグリビジネス事業では、タイ、フィリピン、ベトナムでトッ

プシェアの肥料事業を運営しており、この強みを活かし、

ミャンマーなどの周辺国への横展開を進めています。また肥

料事業周辺での農業分野にも挑戦していきます。

　食料事業では、国内外で製菓・製パン・製糖など加工事業

に参画しており、原料供給と製品販売も手掛けていますが、

東南アジアでもこのモデルを進めていきます。

　フィリピンでは2017年に製粉会社、食料原料卸会社、製

パン会社を設立しました。ベトナムでは2007年に製粉会社

に参画しており、川下へつながる食品加工事業への参入に

取り組んでいきます。

　水産事業では、養殖から加工・販売までのマグロのバ

リューチェーンを構築しており、これを強化していきます。完

全養殖の取り組みや、中国での加工工場の増設などを進め

ています。

　飼料畜産事業では、ベトナムで港湾事業への参画や飼料

製造事業の運営などを行っており、これらをベースとして事

業拡大を図っていきます。

　他本部で運営している惣菜、食品卸、コンビニ、工業団地

など当社のベトナムでの事業基盤との連携、及び現地有力

パートナーとの協業を通じて、同国やASEAN地域での供給

にとどまらないグローバルな展開を進めていきます。

How We Get There 2
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アグリビジネス事業

食料事業（原料・食品）

飼料畜産事業

水産事業

高度化成肥料の製造・販売では
タイ、フィリピン、ベトナムで
トップシェアを確立

肥料製造・飼料製造などの川上事業から、
港湾・製粉・製パンなどの川中事業を展開

東南アジアを中心に、
地域に根ざした事業ネットワークを構築

持続可能な水産資源の安定供給を目指し
IoT・AI化によるマグロ養殖を展開
（中国の加工工場から日・米・欧へ輸出）

●アジア地域でのライフスタイルの多様化

●東南アジアの人口増加・経済発展に伴う食料
需要の増大

●気候変動や政策変更に起因した需給バランス
不均衡による価格変動リスク

●景気後退による売上・収益の減少

●食の安心・安全・食資源保護の意識の高まり

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

40
億円

21/3期
（目標）

3.6%
21/3期 ROA目標

18/3期

外部環境 事業

食料・アグリビジネス本部

サステナブルなビジネスモデルを追求し、
食の「安心・安全」を提供することで、
生活水準の向上に寄与するとともに、
優良な事業資産の拡充に努めていきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

食料・アグリビジネス
本部長

宮部 敏明

本部別レポーティング

高度化成肥料
３ヵ国で
トップシェア

東南アジア
に強い
事業基盤

養殖から
加工・販売までの
マグロの
バリュー
チェーン

成長戦略
　東南アジアでは、人口増加や経済発展に伴い、ライフスタ

イルの多様化や食料需要の高まりが進んでいます。当本部

では、この成長を取り込むべく、同地域で事業運営を進め、

収益力の強化・拡大を目指していきます。

　アグリビジネス事業では、タイ、フィリピン、ベトナムでトッ

プシェアの肥料事業を運営しており、この強みを活かし、

ミャンマーなどの周辺国への横展開を進めています。また肥

料事業周辺での農業分野にも挑戦していきます。

　食料事業では、国内外で製菓・製パン・製糖など加工事業

に参画しており、原料供給と製品販売も手掛けていますが、

東南アジアでもこのモデルを進めていきます。

　フィリピンでは2017年に製粉会社、食料原料卸会社、製

パン会社を設立しました。ベトナムでは2007年に製粉会社

に参画しており、川下へつながる食品加工事業への参入に

取り組んでいきます。

　水産事業では、養殖から加工・販売までのマグロのバ

リューチェーンを構築しており、これを強化していきます。完

全養殖の取り組みや、中国での加工工場の増設などを進め

ています。

　飼料畜産事業では、ベトナムで港湾事業への参画や飼料

製造事業の運営などを行っており、これらをベースとして事

業拡大を図っていきます。

　他本部で運営している惣菜、食品卸、コンビニ、工業団地

など当社のベトナムでの事業基盤との連携、及び現地有力

パートナーとの協業を通じて、同国やASEAN地域での供給

にとどまらないグローバルな展開を進めていきます。
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食料・アグリビジネス本部

肥料事業（ミャンマー）

双日ツナファーム鷹島

持続的な成長への取り組み事例

How We Get There 2

主要事業

本部別レポーティング

Atlas Fertilizer Corporation（フィリピン） 大連翔祥食品有限公司（中国）

Interflour Vietnam Ltd.（ベトナム） ヤマザキビスケット（日本）

生産効率の高い肥料の供給による農家の収益増を実現
肥料事業

　成長を続けるアジアの新興国においては、農産物の品質

へのこだわりや食の多様化など、生活の豊かさを支える農

業の生産性をいかに改善していくかが課題の一つとなって

います。

　こうした状況を踏まえ、当社はタイ、フィリピン、ベトナム

の3ヵ国で事業会社を展開し、高度化成肥料を製造・販売す

るとともに、肥料の使い方を中心とした農業・栽培技術に関

する普及活動に取り組み、農作物生産と農家収入の拡大に

貢献してきました。その結果、双日グループの肥料製品は、

それぞれの国においてトップシェアを誇っています。さらに

2018年からは、ミャンマーにおける高度化成肥料の輸入販

売事業を展開。ミャンマーは、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、良質な肥料の普及が

求められています。当社は、現地の土壌や農作物に適した高

度化成肥料のマーケティング・R&D活動を展開しつつ、同

国をはじめ東南アジアの農業の発展に貢献していきます。

持続可能な水産資源の安定供給を目指し、IoT・AI化によるマグロ養殖を展開
水産事業

　良質なたんぱく源であり、健康食としても注目される水産

資源。その需要が世界的に拡大する一方で、マグロをはじめ

とした一部の魚類では国際的な漁獲規制が強化されていま

す。こうした中で当社は、持続可能な水産資源の安定供給を

実現するために、輸入冷凍マグロの取扱いで蓄積した知見

をもとに、2008年に商社として初めてクロマグロの養殖事

業を行う「双日ツナファーム鷹島」を設立。2010年に養殖マ

グロの初出荷を果たし、2016年には稚魚の養殖歩留まり向

上の目的で温暖な和歌山県串本町に稚魚の中間育成事業

を主体とした「双日ツナファーム八勝」を設立しました。

　また、水産養殖の効率性向上を目的としてIoT・AIを活用

し、給餌の最適化などのマグロ養殖のノウハウを可視化・分

析するシステムを、株式会社NTTドコモ及び電通国際情報

サービスと共同で開発。実証実験を通じて日本の水産養殖

業の高度化に貢献していきます。

・マグロ加工卸事業
中国

・精糖・製菓事業
・マグロ養殖事業

日本

・肥料製造販売事業
・製粉・原料卸・製パン事業

フィリピン

日本・中国・
東南アジア

・肥料製造販売事業
・製粉事業
・飼料製造・港湾事業

ベトナム

・肥料製造販売事業
タイ

・肥料販売事業
ミャンマー ●●●●●●

●● ●● ●●
●●●●

●●

●●

●●

砂糖・小麦

砂糖

小麦・コー
ン・大豆粕

●肥料製造販売　　●飼料製造・港湾　　●製粉・原料卸・製パン　　●精糖・製菓　　●マグロ養殖・加工卸事業

●●
●●
●●
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食料・アグリビジネス本部

肥料事業（ミャンマー）

双日ツナファーム鷹島

持続的な成長への取り組み事例

How We Get There 2

主要事業

本部別レポーティング

Atlas Fertilizer Corporation（フィリピン） 大連翔祥食品有限公司（中国）

Interflour Vietnam Ltd.（ベトナム） ヤマザキビスケット（日本）

生産効率の高い肥料の供給による農家の収益増を実現
肥料事業

　成長を続けるアジアの新興国においては、農産物の品質

へのこだわりや食の多様化など、生活の豊かさを支える農

業の生産性をいかに改善していくかが課題の一つとなって

います。

　こうした状況を踏まえ、当社はタイ、フィリピン、ベトナム

の3ヵ国で事業会社を展開し、高度化成肥料を製造・販売す

るとともに、肥料の使い方を中心とした農業・栽培技術に関

する普及活動に取り組み、農作物生産と農家収入の拡大に

貢献してきました。その結果、双日グループの肥料製品は、

それぞれの国においてトップシェアを誇っています。さらに

2018年からは、ミャンマーにおける高度化成肥料の輸入販

売事業を展開。ミャンマーは、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、良質な肥料の普及が

求められています。当社は、現地の土壌や農作物に適した高

度化成肥料のマーケティング・R&D活動を展開しつつ、同

国をはじめ東南アジアの農業の発展に貢献していきます。

持続可能な水産資源の安定供給を目指し、IoT・AI化によるマグロ養殖を展開
水産事業

　良質なたんぱく源であり、健康食としても注目される水産

資源。その需要が世界的に拡大する一方で、マグロをはじめ

とした一部の魚類では国際的な漁獲規制が強化されていま

す。こうした中で当社は、持続可能な水産資源の安定供給を

実現するために、輸入冷凍マグロの取扱いで蓄積した知見

をもとに、2008年に商社として初めてクロマグロの養殖事

業を行う「双日ツナファーム鷹島」を設立。2010年に養殖マ

グロの初出荷を果たし、2016年には稚魚の養殖歩留まり向

上の目的で温暖な和歌山県串本町に稚魚の中間育成事業

を主体とした「双日ツナファーム八勝」を設立しました。

　また、水産養殖の効率性向上を目的としてIoT・AIを活用

し、給餌の最適化などのマグロ養殖のノウハウを可視化・分

析するシステムを、株式会社NTTドコモ及び電通国際情報

サービスと共同で開発。実証実験を通じて日本の水産養殖

業の高度化に貢献していきます。

・マグロ加工卸事業
中国

・精糖・製菓事業
・マグロ養殖事業

日本

・肥料製造販売事業
・製粉・原料卸・製パン事業

フィリピン

日本・中国・
東南アジア

・肥料製造販売事業
・製粉事業
・飼料製造・港湾事業

ベトナム

・肥料製造販売事業
タイ

・肥料販売事業
ミャンマー ●●●●●●

●● ●● ●●
●●●●

●●

●●

●●

砂糖・小麦

砂糖

小麦・コー
ン・大豆粕

●肥料製造販売　　●飼料製造・港湾　　●製粉・原料卸・製パン　　●精糖・製菓　　●マグロ養殖・加工卸事業

●●
●●
●●
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●環境意識の高まり

長年の歴史で確立した
アジア各国のネットワークや顧客基盤

ASEANリテール事業

●食品卸・加工販売・小売・物流事業

畜肉事業

●ミートワンプロジェクト

商業施設事業

●商業施設投資・運営事業

林産・繊維・物資事業

●植林・木材チップ生産事業
●繊維製品事業
●建材卸売事業
●ブランド・消費財流通事業

ライフスタイルの多様化に対応した
消費財及び産業資材の供給基盤

ASEAN各国の発展段階に応じた
食品・リテール事業の展開

商業施設のバリューアップ投資事業実績
とマネジメント力

輸入合板事業で、国内トップクラスのポジション
●アジア各国の法律・制度変更
●アジアでの食に関する品質管理の厳格化による
コスト増加
●急激な為替変動による事業・トレード収益の圧迫
●生産事業の拡大による人権・環境リスクの増大

●中国、ASEAN域内の経済成長を背景とした
中間所得者層増加による内需拡大

●和食をはじめとした日本の食文化への関心の
高まり、及び食の西洋化

●インバウンドの増加による日本のコンテンツ発信
機会の増加

●労働力不足による人件費増加や生産性向上に
寄与する日本の技術への需要拡大

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

56
億円

21/3期
（目標）

2.1%
21/3期 ROA目標

18/3期

外部環境 事業

リテール・生活産業本部

“お客様起点のビジネス”にこだわり
日本、ASEANの人々に

「生活の豊かさ」と「利便性」をもたらす
多様な事業を展開していきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
リテール・生活産業
本部長

横山 直樹

本部別レポーティング

成長戦略
　消費者の嗜好がかつてないほど多様化し、その変化のス

ピードも速くなる中、リテール・生活産業本部は、消費市場

の“お客様起点のビジネス”にこだわり、「生活の豊かさ」と

「利便性」を高める多様な事業を展開しています。中でも、経

済成長が続き、中間層が増加しているASEANでの事業拡

大、機能の強化は今後の成長戦略の柱となるものです。

　例えば、ベトナムで始まった食品卸事業は、その後、より

おいしい食を求めるお客様ニーズに応えるコールドチェー

ンの構築につながり、現地の外食産業や食品スーパーの売

上拡大に貢献しています。また、コンビニエンス事業を展開

するほか、日配惣菜や畜肉加工品の工場を設立してその展

開をサポートしています。また、これらノウハウを活かして、

タイで業務用食品卸事業に参入。卸売から食材加工までワ

ンストップで供給できる体制を構築しているほか、ミャン

マーでも食品卸事業を展開しています。

　一方、商業施設事業においても「モノ（物販）からコト（体

験型）」という消費トレンドを踏まえ、日本では施設の運営力

を活かして自社及び他店のバリューアップを図る事業モデ

ルを確立。海外でもこれらノウハウを活かして日本食のフー

ドコートや日系レストランの施設運営事業を担っています。

　さらに、伝統的なトレード事業においても、海外建材事業

では材工一貫体制を確立して高級化が進む内装用建材の

領域に進出しているほか、繊維製品事業でも紡績から縫製

までの垂直型一貫生産システムを構築しており、また大手

SPA向けの商品を提供するなど、消費の最前線にいるお客

様と社会の期待や関心に応える事業機能を発揮しています。

ネット
ワーク・
顧客基盤

商業施設の

マネジメント
実績

輸入合板
事業で、
国内

トップクラス

リ
ス
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●環境意識の高まり

長年の歴史で確立した
アジア各国のネットワークや顧客基盤

ASEANリテール事業

●食品卸・加工販売・小売・物流事業

畜肉事業

●ミートワンプロジェクト

商業施設事業

●商業施設投資・運営事業

林産・繊維・物資事業

●植林・木材チップ生産事業
●繊維製品事業
●建材卸売事業
●ブランド・消費財流通事業

ライフスタイルの多様化に対応した
消費財及び産業資材の供給基盤

ASEAN各国の発展段階に応じた
食品・リテール事業の展開

商業施設のバリューアップ投資事業実績
とマネジメント力

輸入合板事業で、国内トップクラスのポジション
●アジア各国の法律・制度変更
●アジアでの食に関する品質管理の厳格化による
コスト増加
●急激な為替変動による事業・トレード収益の圧迫
●生産事業の拡大による人権・環境リスクの増大

●中国、ASEAN域内の経済成長を背景とした
中間所得者層増加による内需拡大

●和食をはじめとした日本の食文化への関心の
高まり、及び食の西洋化

●インバウンドの増加による日本のコンテンツ発信
機会の増加

●労働力不足による人件費増加や生産性向上に
寄与する日本の技術への需要拡大

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

56
億円

21/3期
（目標）

2.1%
21/3期 ROA目標

18/3期

外部環境 事業

リテール・生活産業本部

“お客様起点のビジネス”にこだわり
日本、ASEANの人々に

「生活の豊かさ」と「利便性」をもたらす
多様な事業を展開していきます。

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

執行役員
リテール・生活産業
本部長

横山 直樹

本部別レポーティング

成長戦略
　消費者の嗜好がかつてないほど多様化し、その変化のス

ピードも速くなる中、リテール・生活産業本部は、消費市場

の“お客様起点のビジネス”にこだわり、「生活の豊かさ」と

「利便性」を高める多様な事業を展開しています。中でも、経

済成長が続き、中間層が増加しているASEANでの事業拡

大、機能の強化は今後の成長戦略の柱となるものです。

　例えば、ベトナムで始まった食品卸事業は、その後、より

おいしい食を求めるお客様ニーズに応えるコールドチェー

ンの構築につながり、現地の外食産業や食品スーパーの売

上拡大に貢献しています。また、コンビニエンス事業を展開

するほか、日配惣菜や畜肉加工品の工場を設立してその展

開をサポートしています。また、これらノウハウを活かして、

タイで業務用食品卸事業に参入。卸売から食材加工までワ

ンストップで供給できる体制を構築しているほか、ミャン

マーでも食品卸事業を展開しています。

　一方、商業施設事業においても「モノ（物販）からコト（体

験型）」という消費トレンドを踏まえ、日本では施設の運営力

を活かして自社及び他店のバリューアップを図る事業モデ

ルを確立。海外でもこれらノウハウを活かして日本食のフー

ドコートや日系レストランの施設運営事業を担っています。

　さらに、伝統的なトレード事業においても、海外建材事業

では材工一貫体制を確立して高級化が進む内装用建材の

領域に進出しているほか、繊維製品事業でも紡績から縫製

までの垂直型一貫生産システムを構築しており、また大手

SPA向けの商品を提供するなど、消費の最前線にいるお客

様と社会の期待や関心に応える事業機能を発揮しています。

ネット
ワーク・
顧客基盤

商業施設の

マネジメント
実績

輸入合板
事業で、
国内

トップクラス

リ
ス
ク

機
会

How We Get There 2
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リテール・生活産業本部

チップの船積風景（ベトナム）

4温度帯物流事業（ベトナム）

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

繊維製品事業（日本）

シティ・マート店舗（ミャンマー）J’s Gate Dining（マレーシア）

商業施設（熊谷市 ニットーモール）

ベトナムで持続可能な植林・調達・生産
林産事業

　森林は、木材やチップの調達に不可欠であるだけでな

く、水源の確保や土砂災害の防止、地球環境や生物多様性

への関わりといった多面的な役割を果たしていることか

ら、その保全と有効利用にはサステナビリティの観点が不

可欠です。

　こうした課題を踏まえ、当社は、木材資源の持続可能な調

達と有効利用の両輪により、地球環境保全と地域社会の発

展を両立するビジネスの構築に努めています。

　持続可能な調達に向けては、「木材調達方針」を策定し、

調達木材の評価基準を定めています。各サプライヤーへの

調査を通じて、伐採時の合法性のみならず、原産地の生態系

や地域住民の生活環境にも配慮した安全・安心な木材製品

の安定供給体制を確立。また、貴重な木材を用材から端材

まで段階的に余すことなく使い切ることで、森林資源を有効

に活用し、社会のニーズに応えています。今後はこれらの機

能を強みとして、端材を有効利用したバイオマス火力発電

向け燃料製販事業や、バイオマス火力発電事業自体への参

画を検討していきます。

ASEAN食品・リテール事業の構築によって食の豊かさに貢献
食品卸・加工販売・小売・物流事業

　経済成長著しいASEANでは、購買力を持つ中間層の増

加に伴い、多様化する嗜好に応える満足度の高いサービス

が求められるようになってきています。当社は国内のみなら

ず、このアジアの成長市場においても一貫して“お客様起点

のビジネス”にこだわり、食品卸・物流事業をはじめとして、

生活の豊かさや利便性を高める多様なリテール事業を推

進しています。

　例えばベトナムでは、近代的な小売業態が発展しつつあ

る中で、より豊かな食を求める消費者ニーズに応えるべく、

同国最大規模の食品卸会社を子会社化。常温、定温、冷蔵、

冷凍の4温度帯に対応する高機能物流インフラの構築に取

り組んでいます。また、コンビニエンス事業を展開するほか、

日配惣菜や畜肉加工品の工場を設立してその展開をサポー

トするなど、現地社会の期待・関心に応える事業を構築し、

ASEANの人々の暮らしの質の向上に貢献しています。

How We Get There 2

●

●

●

●

●

●

●日本内需への供給基地　●アジア内需への布石

・商業施設投資・運営事業
・繊維製品事業
・物資ライフスタイル事業（各種消費財）
・ブランド事業（双日GMC、双日インフィニティ）
・建材卸売事業

日本

・ASEAN
リテール事業

ミャンマー

・食品等卸事業
・ASEANリテール事業

ベトナム

チップ

木材・合板

牛肉・豚肉

木材

木材・単板

衣料品OEM

●

●
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リテール・生活産業本部

チップの船積風景（ベトナム）

4温度帯物流事業（ベトナム）

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

繊維製品事業（日本）

シティ・マート店舗（ミャンマー）J’s Gate Dining（マレーシア）

商業施設（熊谷市 ニットーモール）

ベトナムで持続可能な植林・調達・生産
林産事業

　森林は、木材やチップの調達に不可欠であるだけでな

く、水源の確保や土砂災害の防止、地球環境や生物多様性

への関わりといった多面的な役割を果たしていることか

ら、その保全と有効利用にはサステナビリティの観点が不

可欠です。

　こうした課題を踏まえ、当社は、木材資源の持続可能な調

達と有効利用の両輪により、地球環境保全と地域社会の発

展を両立するビジネスの構築に努めています。

　持続可能な調達に向けては、「木材調達方針」を策定し、

調達木材の評価基準を定めています。各サプライヤーへの

調査を通じて、伐採時の合法性のみならず、原産地の生態系

や地域住民の生活環境にも配慮した安全・安心な木材製品

の安定供給体制を確立。また、貴重な木材を用材から端材

まで段階的に余すことなく使い切ることで、森林資源を有効

に活用し、社会のニーズに応えています。今後はこれらの機

能を強みとして、端材を有効利用したバイオマス火力発電

向け燃料製販事業や、バイオマス火力発電事業自体への参

画を検討していきます。

ASEAN食品・リテール事業の構築によって食の豊かさに貢献
食品卸・加工販売・小売・物流事業

　経済成長著しいASEANでは、購買力を持つ中間層の増

加に伴い、多様化する嗜好に応える満足度の高いサービス

が求められるようになってきています。当社は国内のみなら

ず、このアジアの成長市場においても一貫して“お客様起点

のビジネス”にこだわり、食品卸・物流事業をはじめとして、

生活の豊かさや利便性を高める多様なリテール事業を推

進しています。

　例えばベトナムでは、近代的な小売業態が発展しつつあ

る中で、より豊かな食を求める消費者ニーズに応えるべく、

同国最大規模の食品卸会社を子会社化。常温、定温、冷蔵、

冷凍の4温度帯に対応する高機能物流インフラの構築に取

り組んでいます。また、コンビニエンス事業を展開するほか、

日配惣菜や畜肉加工品の工場を設立してその展開をサポー

トするなど、現地社会の期待・関心に応える事業を構築し、

ASEANの人々の暮らしの質の向上に貢献しています。

How We Get There 2

●

●

●

●

●

●

●日本内需への供給基地　●アジア内需への布石

・商業施設投資・運営事業
・繊維製品事業
・物資ライフスタイル事業（各種消費財）
・ブランド事業（双日GMC、双日インフィニティ）
・建材卸売事業

日本

・ASEAN
リテール事業

ミャンマー

・食品等卸事業
・ASEANリテール事業

ベトナム

チップ

木材・合板

牛肉・豚肉

木材

木材・単板

衣料品OEM

●

●
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長年の歴史で蓄積してきたネットワークや
顧客基盤を活用した、アジア各地における
工業団地や都市開発のインフラ構築力

日本リート投資法人保有資産の価値向上に資する
バリューアップエンジニアリングや、
総合生活サポートなどの関連サービス機能

住宅開発における長い歴史と実績及び製販管
一貫体制を通じた、マーケット密着型の商品
開発・サービス提供

都市開発・工業団地の開発・分譲や、アジアに
進出するさまざまな企業へのソリューション提供
で培った各種基幹インフラ、付帯サービスの
開発・提供機能・ノウハウ

●日本及びアジア各国の法律・制度変更、景気・
為替・金利変動リスク

●東京オリンピック・パラリンピック特需、
インバウンド旅行客増加などに伴う事業機会の増加

●アジアを中心とした新興国の経済成長

●日系・非日系を問わず、メーカーやデベロッパーの
アジア進出に伴う工業団地開発・都市開発・操業
サポートや共同事業機会の増加

●女性の社会進出や待機児童問題の解消といった
社会ニーズ、及び工業団地開発による雇用や
産業の創造、人材育成といった地域貢献ニーズの
増加

21/3期
（目標）

1.9%
21/3期 ROA目標

18/3期

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21
億円

国内不動産事業

総合生活サポート事業（保育所運営事業等）

海外都市インフラ開発事業

海外工業団地事業

●国内分譲・賃貸 マンション
●J-REIT運用
●オフィス
●商業施設

外部環境 事業

産業基盤・都市開発本部

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

産業基盤・
都市開発
本部長

小泉 匡弘

本部別レポーティング

インフラ
構築力

都市開発・工業団地
事業における

多彩な機能と
ノウハウ

マーケット
密着型

バリュー
アップ・

サポート機能

成長戦略
　当本部の事業基盤は、工業団地や分譲マンションなどのイ

ンフラ開発を通じて長年積み上げてきた事業資産の運営・管

理事業です。これら安定収益基盤に加え、適切なリスクマネジ

メント、ポートフォリオマネジメントを通じて新たなインフラ投

資を実施すること、土地の開発・分譲だけでなく、グループの

シナジーを活用して新たな施設やサービス機能を付加し、

人々の生活水準の向上に貢献することが我々の使命だと考え

ています。

　この使命を果たすうえで象徴的なプロジェクトが、インドネ

シアで取り組んでいるデルタマス・シティ総合都市インフラ開

発事業です。ここでは、都市機能の拡張という現地の社会的課

題に対し、3,200haという山手線圏内の約半分に相当する広

大な土地に、工業団地だけでなく、行政・教育機関、商業施設、

住宅などを一体・複合開発しています。また、職住隣接という

特徴を活かして、近年はそこで働く人々や居住者のコミュニ

ティ運営に注力し、現地ならではのニーズや社会課題に対応

した新たな施設・サービス機能を創造しています。病院や日本

人学校の誘致、住宅事業などはその一環です。さらに、ショッ

ピングモールの誘致も計画するなど、ビジネスモデルを確立し

ながら、フィリピンなど新たな地域での投資も進めています。

　国内不動産事業では、住宅等の開発・投資、アセットマネジ

メント（不動産金融分野での機能）、建物の設備管理・生活関

連サービスの３つの機能を相互に関連・循環させながら、事業

規模・領域の拡大・成長を図っています。

　タウンハウスや賃貸住宅の開発・運営事業を開始するなど、

資産を活用したバリューチェーンの拡充も進めています。

　J-REIT運用事業についても受託資産は2,500億円規模とな

り、中長期的には3,000億円まで増やす目標を掲げています。

資産の入れ替え時などにエンジニアリング機能を発揮して建

物のバリューアップを図るなど、総合商社ならではの取り組み

を強化していきます。

リ
ス
ク

機
会

How We Get There 2

都市機能の高度化と産業発展に資する
各種インフラを整え、
国内外の人々の生活水準向上など、
社会の抱える課題解決につながる事業を推進していきます。
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長年の歴史で蓄積してきたネットワークや
顧客基盤を活用した、アジア各地における
工業団地や都市開発のインフラ構築力

日本リート投資法人保有資産の価値向上に資する
バリューアップエンジニアリングや、
総合生活サポートなどの関連サービス機能

住宅開発における長い歴史と実績及び製販管
一貫体制を通じた、マーケット密着型の商品
開発・サービス提供

都市開発・工業団地の開発・分譲や、アジアに
進出するさまざまな企業へのソリューション提供
で培った各種基幹インフラ、付帯サービスの
開発・提供機能・ノウハウ

●日本及びアジア各国の法律・制度変更、景気・
為替・金利変動リスク

●東京オリンピック・パラリンピック特需、
インバウンド旅行客増加などに伴う事業機会の増加

●アジアを中心とした新興国の経済成長

●日系・非日系を問わず、メーカーやデベロッパーの
アジア進出に伴う工業団地開発・都市開発・操業
サポートや共同事業機会の増加

●女性の社会進出や待機児童問題の解消といった
社会ニーズ、及び工業団地開発による雇用や
産業の創造、人材育成といった地域貢献ニーズの
増加

21/3期
（目標）

1.9%
21/3期 ROA目標

18/3期

当期純利益（当社株主帰属）・ROA

21
億円

国内不動産事業

総合生活サポート事業（保育所運営事業等）

海外都市インフラ開発事業

海外工業団地事業

●国内分譲・賃貸 マンション
●J-REIT運用
●オフィス
●商業施設

外部環境 事業

産業基盤・都市開発本部

価値創造を支えるビジネスモデル

強み

産業基盤・
都市開発
本部長

小泉 匡弘

本部別レポーティング

インフラ
構築力

都市開発・工業団地
事業における

多彩な機能と
ノウハウ

マーケット
密着型

バリュー
アップ・

サポート機能

成長戦略
　当本部の事業基盤は、工業団地や分譲マンションなどのイ

ンフラ開発を通じて長年積み上げてきた事業資産の運営・管

理事業です。これら安定収益基盤に加え、適切なリスクマネジ

メント、ポートフォリオマネジメントを通じて新たなインフラ投

資を実施すること、土地の開発・分譲だけでなく、グループの

シナジーを活用して新たな施設やサービス機能を付加し、

人々の生活水準の向上に貢献することが我々の使命だと考え

ています。

　この使命を果たすうえで象徴的なプロジェクトが、インドネ

シアで取り組んでいるデルタマス・シティ総合都市インフラ開

発事業です。ここでは、都市機能の拡張という現地の社会的課

題に対し、3,200haという山手線圏内の約半分に相当する広

大な土地に、工業団地だけでなく、行政・教育機関、商業施設、

住宅などを一体・複合開発しています。また、職住隣接という

特徴を活かして、近年はそこで働く人々や居住者のコミュニ

ティ運営に注力し、現地ならではのニーズや社会課題に対応

した新たな施設・サービス機能を創造しています。病院や日本

人学校の誘致、住宅事業などはその一環です。さらに、ショッ

ピングモールの誘致も計画するなど、ビジネスモデルを確立し

ながら、フィリピンなど新たな地域での投資も進めています。

　国内不動産事業では、住宅等の開発・投資、アセットマネジ

メント（不動産金融分野での機能）、建物の設備管理・生活関

連サービスの３つの機能を相互に関連・循環させながら、事業

規模・領域の拡大・成長を図っています。

　タウンハウスや賃貸住宅の開発・運営事業を開始するなど、

資産を活用したバリューチェーンの拡充も進めています。

　J-REIT運用事業についても受託資産は2,500億円規模とな

り、中長期的には3,000億円まで増やす目標を掲げています。

資産の入れ替え時などにエンジニアリング機能を発揮して建

物のバリューアップを図るなど、総合商社ならではの取り組み

を強化していきます。

リ
ス
ク

機
会

How We Get There 2

都市機能の高度化と産業発展に資する
各種インフラを整え、
国内外の人々の生活水準向上など、
社会の抱える課題解決につながる事業を推進していきます。

双日株式会社    統合報告書2018 85



産業基盤・都市開発本部

保育所運営事業

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

デルタマス・シティ

工業団地事業の拡大に加え、総合都市インフラ開発で地域発展に貢献
海外工業団地事業

　企業のアジアへの進出意欲は依然旺盛で、好立地かつ給

排水や電力、通信などの機能が揃った工業団地への進出は

メーカーにとって新たな成長基盤となっています。

　当社は、1996年、ベトナムで他の日系企業に先駆けてロ

テコ工業団地を開設。24時間365日の保守管理体制を敷

き、安定した電気・上水・排水処理を提供できる基幹インフ

ラを完備するとともに、日本人スタッフを常駐させ、現地法

人設立手続きから各種申請業務、工場建設、人材採用や原

材料の納入まで、企業のニーズに応じて現地で必要なプロ

セスをきめ細やかにサポートする体制を整えてきました。こ

うした工業団地の開発から管理・運営までの一貫した事業

機能と多種多様なノウハウをもとに、現在はインドネシアで

デルタマス・シティ総合都市インフラ開発事業を展開。工業

団地の開発にとどまらず職業訓練校や商業施設を誘致、住

宅開発など、現地の生活インフラニーズに応え、地域発展を

後押しするスマートシティの建設を推進しています。

女性活躍・待機児童などの社会課題を踏まえ、保育所運営事業を推進
総合生活サポート事業

　国内の不動産事業においては、マンションなどの分譲や

賃貸事業、ビル・マンションを中心とする不動産総合管理に

加え、働く人、住まう人に高い付加価値を提供する総合ライ

フソリューション・サービスへの新たな展開を進めていま

す。その一環として、女性活躍推進の支援と待機児童問題

解決などの社会ニーズを視野に入れ、双日総合管理株式会

社を通じて、東京23区内を中心に質の高い保育所運営を

実践する株式会社アンジェリカの全株式を取得。国内不動

産事業との連携を図りながら、総合商社としての機能を活

かした保育所運営事業を推進しています。

　2016年に参入した保育所運営事業では、園児数が東京

都内を中心にすでに1,200名超となっており、さらに今後3

年間も数百人規模で増えていく見込みです。

　今後も保育所運営を通じて、保護者が安心して子育てと

社会活動とを両立しながら活躍できる社会の実現と、未来

を担う子どもが健やかに成長できる社会の創造に寄与して

いきます。
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分譲マンション事業（日本）
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産業基盤・都市開発本部

保育所運営事業

持続的な成長への取り組み事例主要事業

本部別レポーティング

デルタマス・シティ

工業団地事業の拡大に加え、総合都市インフラ開発で地域発展に貢献
海外工業団地事業

　企業のアジアへの進出意欲は依然旺盛で、好立地かつ給

排水や電力、通信などの機能が揃った工業団地への進出は

メーカーにとって新たな成長基盤となっています。
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き、安定した電気・上水・排水処理を提供できる基幹インフ
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人設立手続きから各種申請業務、工場建設、人材採用や原

材料の納入まで、企業のニーズに応じて現地で必要なプロ

セスをきめ細やかにサポートする体制を整えてきました。こ
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機能と多種多様なノウハウをもとに、現在はインドネシアで
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後押しするスマートシティの建設を推進しています。

女性活躍・待機児童などの社会課題を踏まえ、保育所運営事業を推進
総合生活サポート事業

　国内の不動産事業においては、マンションなどの分譲や

賃貸事業、ビル・マンションを中心とする不動産総合管理に

加え、働く人、住まう人に高い付加価値を提供する総合ライ

フソリューション・サービスへの新たな展開を進めていま

す。その一環として、女性活躍推進の支援と待機児童問題

解決などの社会ニーズを視野に入れ、双日総合管理株式会

社を通じて、東京23区内を中心に質の高い保育所運営を

実践する株式会社アンジェリカの全株式を取得。国内不動

産事業との連携を図りながら、総合商社としての機能を活

かした保育所運営事業を推進しています。

　2016年に参入した保育所運営事業では、園児数が東京

都内を中心にすでに1,200名超となっており、さらに今後3

年間も数百人規模で増えていく見込みです。

　今後も保育所運営を通じて、保護者が安心して子育てと

社会活動とを両立しながら活躍できる社会の実現と、未来

を担う子どもが健やかに成長できる社会の創造に寄与して

いきます。
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