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当期純利益 (当社株主帰属) 将来の成長に向けた
新規投融資

設定

2018年3月期 配当 ■ 1株あたり年間配当額（円）
■ 配当性向（％）

証券コード：2768

当期純利益は前期比160億円増加の
568億円となりました。

「中期経営計画2017」3年間で、
合計3,150億円の投融資を実行し
ました。

2018年4月、サステナビリティに
関する長期ビジョン「サステナビリ
ティ チャレンジ」を設定しました。

2018年3月期の期末配当は6円、
年間配当は前期比3円増の11円
とさせていただきました。
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中期経営計画2017が終了

安定的な収益基盤を拡大
中期経営計画2020

着実な成長の実現
2021年3月期目標
当期純利益（当社株主帰属）

750億円以上
さらなる成長に向けた投資の継続
財務規律の堅持と成長への機能強化

実行済み案件による確実な収益貢献

2018年3月期

2017年3月期

~Commitment to Growth~発表

39.5%UP前期比

☞P5 財務ハイライト

☞P6 トピックス（新しい取り組みのご紹介） ☞P7 ESGインフォメーション

☞P2 社長メッセージ

2018年4月、新中期経営計画2020がスタートいたし
ました。これまでの取り組みを確実に成長に結びつけ、
将来の飛躍に向けた挑戦を行ってまいります。
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さらなる
成長に向けて

中期経営計画2014
2012年

~Change for Challenge~発表

2018年

中期経営計画2017
2015年

~Challenge for Growth~発表

前期比10％程度の
利益成長

当期純利益（当社株主帰属）推移

より多くの方に、もっと分かりやすく
情報をお届けするために、株主通信
「双」をリニューアルしました。

株主通信 リニューアル ！

サステナビリティ チャレンジ
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大阪と名古屋において株主説明会を開催します。
皆さまのご参加をお待ちしております。

代表取締役社長 藤本 昌義 （中央）
代表取締役専務執行役員 CFO 田中 精一 （左）
環境・産業インフラ本部長 橋本 政和 （右）
（現エネルギー・社会インフラ本部長）

Q 株価についての考えをお聞かせください
株主さまからのご質問と回答の一部をご紹介します。

Q 双日の強みは何ですか

Q AI時代に向けた戦略をどう考えていますか

株価を上昇させることは経営の至上命題ととらえています。そのために、利益を積み上げ、
企業価値を最大化し、市場の信頼を勝ち得ていきたい。目標株価というものは設定してい
ませんが、現在0.7倍程度（2017年12月時点）のPBR※を1倍以上にしたいと考えています。
※株価純資産倍率とも言われ、株価が割安かどうかを判断する指標。 PBR＝株価÷１株あたり純資産

パートナー企業との関係が当社の一番の強みだと考えています。
例えば、航空機代理店事業を通じてメーカーと信頼関係を築き、新しいビジネスを創出
したり、また、2017年に参画したトルコでの総合病院施設運営事業も、ロシアなどで多
くのプラント工事にともに取り組んできた同国大手建設会社との信頼関係があってこ
そ生まれた案件です。

AI（人工知能）やIoT（モノのインターネット）といったデジタル革命・新技術によるビジネ
スモデルの変革に対応していかなくてはいけないと考えており、新たな組織※をつくり推
進していく、ということを検討しています。
※2018年4月、「ビジネスイノベーション推進室」を新設

大阪株主説明会 名古屋株主説明会
開催日 2018年9月25日（火） 2018年9月26日（水）
時間 午後2時～午後4時 午後2時～午後4時
場所 大阪市内のホテル 名古屋市内のホテル
当社出席者 取締役ほか

お申込み方法 同封の返信用はがきに必要事項をご記入のうえ、
ご投函ください。

お申込み締め切り 2018年7月11日（水）必着

● 会場収容人数の都合上、お申込者多数の場合は抽選とさせていただきます。
● 抽選結果のお知らせは、入場票の発送をもって代えさせていただきます
（入場票は2018年9月上旬発送予定です）。
● 株主説明会会場へのご入場は、当社から発送した入場票をお持ちの株主さま
ご本人限りとさせていただきます。

株主メモ

大阪・名古屋 株主説明会のご案内

仙台・福岡 株主説明会レポート

会社情報

2018年大阪・名古屋 株主説明会に関するお問い合わせ先

配当金お支払いに関するお問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部　会社説明会専用窓口
株主さまサポートセンター　

0120-313-282（通話料無料）
土日、祝祭日を除く平日
9：00 ～ 17：00

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

0120-232-711（通話料無料）
土日、祝祭日を除く平日
9：00 ～ 17：00

会社概要  （2018年3月31日現在）
会社名(英文名) 双日株式会社 (Sojitz Corporation)
設 立 2003年4月1日
資本金 160,339百万円
本社所在地 〒100-8691 東京都千代田区内幸町二丁目1番1号
電 話 03-6871-5000
従業員数 単体：2,343名　連結：17,917名
拠点数 国内 4（支店）　海外 82（現地法人、駐在員事務所等）
ホームページ https://www.sojitz.com/
役 員  （2018年6月19日現在）
代表取締役会長 佐藤　洋二 （さとう　ようじ）

代表取締役副会長 原　　大 （はら　たかし）

代表取締役社長 藤本　昌義 （ふじもと　まさよし）

代表取締役専務執行役員 田中　精一 （たなか　せいいち）

西原　茂 （にしはら　しげる）

取締役（非常勤） 内藤　加代子 （ないとう　かよこ）

大塚　紀男 （おおつか　のりお）

常勤監査役 濱塚　純一 （はまつか　じゅんいち）

石毛　孝幸 （いしげ　たかゆき）

監査役（非常勤） 北田　幹直 （きただ　みきなお）

八木　和則 （やぎ　かずのり）

神林　比洋雄 （かんばやし　ひよお）

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
期末配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日
定時株主総会 毎事業年度終了後3ヵ月以内
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL： 0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所（証券コード：2768）

公告の方法
電子公告により行います。
公告掲載URL　http://www.sojitz.com/jp/

株式の状況  （2018年3月31日現在）
発行可能株式総数 2,500,000,000株
発行済株式総数 1,251,499,501株
株主数 160,526名

* ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をできない
場合は、日本経済新聞に掲載する方法により公告いたします。

将来情報に関する注記
本報告書に記載されている内容は種々の前提に基づいたものであり、将来の計画数値、施策などに関
する記載については、不確定な要素を含んだものであることをご理解ください。

出席者
（福岡）

※個人情報保護のため、同封の保護シールのはく離紙をはがし、返信用はがきの個人情
報記載欄の上にシールを貼りつけてから、ご投函ください（切手は不要です）。

※会場までの交通費は株主さまご本人のご負担となります。
※参加申込用はがきにご記入いただいた個人情報は、議決権行使に関するご案内や株主
さま向けの活動充実のために使用させていただく場合がございます。予めご了承の
うえ、お申込みください。

ご注意

詳しくはウェブサイトへ https://www.sojitz.com/jp/ir/meetings/share/ 双日　株主説明会 検索

当社は、できるだけ多くの株主さまと対話し当社へのご理解
を深めていただくために、経営層出席による株主説明会を開
催しています。
2017年度は、9月の名古屋市と大阪市での開催（『双2017年
冬号』にてご報告）に加えて、12月に仙台市、2018年1月に福
岡市で株主説明会を開催しました。




