
Structural changes in the Brazilian soybean industry:  

A study of focusing on the Soybean trading business

Mizuho HAYASHI

Summary

　　In terms of both soybean production and export volumes, Brazil has reached a level that is 
comparable with the U.S.A and is one of the most important countries in soybean trading. Soybeans 
are also a major export product for Brazil and hold a strong position economically.
　　However, in recent years, some multinational grain traders, such as ADM, Bunge, Cargill, and 
Louis Dreyfus, and Japanese trading companies （e.g., Sogo Shosha） have experienced a decline in the 
profitability of soybeans in Brazil and are reviewing and restructuring their businesses.
　　Behind this seemingly contradictory situation, the characteristics of Brazil’s soybean supply chain 
have changed, especially regarding the soybean trading industry, which is said to be dominated by 
multinational companies, and the change may have affected the profitability of these companies. Using 
Porter’s “Five Competitive Forces Shaping the Industry （2001）” as a framework, I examine the recent 
structural changes in the Brazilian soybean industry.
　　The results revealed that the competitive environment has intensified since the 2010’s following 
the improvement of the Brazilian macro economy, and the improvement of soybean producers’ 
bargaining power as sellers and that of soybean crushing companies as buyers; the profitability of 
soybean collectors has fallen as a result.
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概要


文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。
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詳細レポート


		文書



		ルール名		ステータス		説明

		アクセシビリティ権限フラグ		合格		アクセシビリティ権限フラグの設定が必要

		画像のみの PDF		合格		文書が画像のみの PDF ではない

		タグ付き PDF		不合格		文書がタグ付き PDF である

		論理的な読み上げ順序		手動チェックが必要		文書構造により論理的な読み上げ順序が決まる

		優先言語		合格		テキスト言語の指定

		タイトル		合格		文書のタイトルがタイトルバーに表示されている

		しおり		スキップ		大きい文書にしおりが存在する

		色のコントラスト		手動チェックが必要		文書の色のコントラストが適切である

		ページコンテンツ



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きコンテンツ		不合格		すべてのページコンテンツがタグ付けされている

		タグ付き注釈		合格		すべての注釈がタグ付けされている

		タブの順序		不合格		タブの順序と構造の順序が一致している

		文字エンコーディング		合格		確実な文字エンコーディングの指定

		タグ付きマルチメディア		合格		すべてのマルチメディアオブジェクトがタグ付けされている

		画面のちらつき		合格		ページで画面のちらつきが発生しない

		スクリプト		合格		アクセシブルではないスクリプトなし

		時間制限のある応答		合格		ページが時間制限のある応答を必要としない

		ナビゲーションリンク		合格		ナビゲーションリンクが繰り返し使用されていない

		フォーム



		ルール名		ステータス		説明

		タグ付きフォームフィールド		合格		すべてのフォームフィールドがタグ付けされている

		フィールドの説明		合格		すべてのフォームフィールドに説明がある

		代替テキスト



		ルール名		ステータス		説明

		図の代替テキスト		不合格		図に代替テキストが必要

		ネストされた代替テキスト		不合格		読み上げられない代替テキスト

		コンテンツに関連付けられている		不合格		代替テキストはいくつかのコンテンツに関連付けられている必要がある

		注釈を隠している		不合格		代替テキストが注釈を隠していない

		その他の要素の代替テキスト		不合格		代替テキストが必要なその他の要素

		テーブル



		ルール名		ステータス		説明

		行		不合格		TR が Table、THead、TBody または TFoot の子である必要がある

		TH と TD		不合格		TH と TD が TR の子である必要がある

		ヘッダー		不合格		テーブルにヘッダーが必要

		規則性		不合格		テーブル内の各行の列数と各列の行数が同じである必要がある

		概要		スキップ		テーブルに概要が必要

		箇条書き



		ルール名		ステータス		説明

		箇条書き項目		不合格		LI は L の子である必要がある

		Lbl と LBody		不合格		Lbl と LBody は LI の子である必要がある

		見出し



		ルール名		ステータス		説明

		適切なネスト		不合格		適切なネスト
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