
■ 部品製造・トレーディング
KSTE S.A.S (フランス)

■ 自動車組立製造・卸売
JSC Isuzu Rus (ロシア)

■ 完成車トレーディング・卸売
Subaru Motor LLC (ロシア)
Subaru Ukraine LLC (ウクライナ)

■ 完成車小売販売（ディーラー）
U Service Sunrise LLC (ロシア）
Center Sunrise LLC (ロシア)

■ 既存ビジネスの強化・洗練　■ 新たな収益の柱の構築　■ 将来の成長への布石

■ 自動車組立製造・卸売
Hyundai Nishat Motor (パキスタン)

■ 完成車トレーディング・卸売
Hyundai Motor Thailand (タイ)
Sojitz G Auto Philippines Corporation (フィリピン)
Sojitz Fuso Philippines Corporation (フィリピン)

■ 販売金融
JACCS Finance Philippines Corporation (フィリピン）

■ 部品簡易組立・トレーディング
Autrans Thailand Co., Ltd. (タイ)
Autrans Asia Indonesia (インドネシア)
Autrans India Private Limited (インド)
Motherson Auto Solutions Limited (インド）

欧州

ロシア・NIS

アジア ■ 部品複合物流サービス
双日オートランス

■ 完成車小売販売（ディーラー）
双日オートグループ大阪
双日オートグループ東海

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

日本

■ 完成車小売販売（ディーラー）
Weatherford Motors Inc. (米国)
Import Motors Inc. (米国)
Mill Valley Motors Inc. (米国)
Import Motors Ⅱ Inc. (米国)

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

北米

中南米

■ 完成車小売販売（ディーラー）
Topcar Veiculos S.A. (ブラジル)
Intercontinental Comercio de
Veiculos S/A (ブラジル）

■ 完成車トレーディング・卸売
Hyundai Motor Argentina (アルゼンチン)
Sojitz de Puerto Rico (プエルトリコ)
Central Motoriz (グアテマラ)

■ 販売金融
Auto Financiamiento Automotriz,  
S.A.de C.V (メキシコ）

コストと品質の最適化を目指し、国境を越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なか、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）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く
わえ、欧州やアジアでの事
業展開を目指します。

自動車本部では、世界各地で36社、現地雇用の人材を含めて
約4,700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。さらに中期経営計画2020では経営人材にくわえて「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。

特 集 キーワードで
わかる！

「中期経営計画2020 ～Commitment to Growth～ 」
“着実な成長の実現”を支える 双日の自動車事業

世界会議
毎年事業会社の
経営トップが参加

人材育成
プログラム

戦略的
思考 実行力

 戦略の共有
  経営ノウハウの可視化
と共有

  経営人材、開発人材の
育成を強化

ノウハウ
事業の専門的

経営人材
蓄積された

知 見
市場に対する

“源泉”
成長戦略の実現・
事業発展の

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活発になり、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
の波が押し寄せています。

こうしたなか、当社自動車本部は、有望成長市場におけるディーラー事業や部品品質検査事業の拡大をはじめ、将来の成長に向けた機能強
化、またそのための資産積み上げを実践し、安定的な成長を目指しています。具体的には、「既存ビジネスの強化・洗練」、「新たな収益の柱の構
築」、「将来の成長への布石」、これらの３つの柱を掲げ、戦略を実行しています。

世界各国で自動車の販売事業と販売金融事業を運営してきた経験を活かし、新興国での自動車
購買の促進に向けたオートローン事業を展開するほか、AI・IoTなどの先進技術を取り入れた
FinTechサービスに取り組んでいます。

そのなかのひとつが、メキシコでのオートローン事業です。
メキシコの新車販売台数は、近年、年間150万台程度まで増加しています。ただ同国の労働人口の

約6割は銀行口座を保有していません。そこで当社は、一般のオートローンを利用することができな
い購買層に対し、SFS（セルフファイナンスシステム）を利用した自動車の購入機会を提供していま
す。SFSを利用した自動車の購買需要は旺盛であり、今後とも安定的な需要が見込まれています。

今後も既存事業との相乗効果による収益拡大を企図し、新規領域の開拓に積極的に取り組んで
いきます。

自動車本部の強み

展開国

18カ国

会社数

36社

従業員数

約4,700名 将来の成長への布石

ストラトスフィア・クオリティ本社

３つの柱を掲げ、安定的な成長を目指します。

オートローン事業参入の着想開始から
およそ3年の時を経て事業化しました。近
年成長を続けるメキシコの自動車市場に
おいて、現地に根付いた販売金融のノウ
ハウを蓄積し、当本部のさらなる発展に
寄与するとともに、当社のメキシコでの
収益機会をさらに拡大すべく、本件の価
値向上にまい進します。

メキシコ・オートローン事業

自動車第一部第一課
大下 朝

フィリピンでの吉利(GEELY)ブランド車販売事業を進めています。
吉利汽車は中国最大の民間自動車メーカーで、高い技術力を強みに、中

国での成長にくわえ海外にも積極的に進出しています。また、当社は1960
年代からフィリピンでの自動車産業に参入しており、同国における自動車
販売の経験や販売知見を有しています。

吉利汽車の製品力と当社のノウハウ、双方の強みを活かして、フィリピ
ンにおける吉利ブランドの積極的な展開を図っていきます。

吉利ブランド車

当社は長年にわたり現代自動車の組立・販
売事業の経験を有しており、そのディストリ
ビューターマネジメント機能は、同社から高
い評価を受けています。プエルトリコ、タイに
続き、人口2億人を有する巨大市場パキスタ
ンにおいて、新たに自動車組立製造を含む
ディストリビューター事業に参入しました。

現代ディストリビューター事業 吉利ブランド車販売事業

既存ビジネスの強化・洗練 組立製造・卸売事業を中心とした
既存ビジネスの強化

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。

2013年度には1店舗でしたが、いまでは30店
舗を超え、販売台数も2万台を超える規模となっ
ており、ディーラー事業はすでに自動車本部収益
の中心的な源泉のひとつとなっています。

ディーラー事業 部品品質検査事業

新たな収益の柱の構築
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28 311010311店舗数

ディーラー販売台数推移

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

ディーラー事業への投資継続・規模拡大
部品品質検査事業関連の強化

販売金融事業や
FinTechサービスなど

メキシコ・オートローン事業

2018年に双日はロシアの首都モスクワと第二の都市サンクトペテ
ルブルクでスバル車のディーラー事業を開始しました。私はサンクト
ペテルブルクおよび北東地方に計9店舗・スタッフ約370名を擁する
Center Sunrise社にて管理部門全体の統括責任者としてグローバル・
スタンダード・ガバナンスの浸透を担っています。長い歴史のある双日
のロシアスバル事業の一層の拡大・成長に向け、まい進してまいります。

ロシア・ディーラー事業

水谷 百合子

Center Sunrise LLC
Chief Financial Officer

Center Sunrise社ショールーム
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