
JFEホールディングス株式会社
〒100-0011　東京都千代田区内幸町2丁目2番3号
http://www.jfe-holdings.co.jp/

［お問い合わせ先］
JFEホールディングス株式会社 企画部
TEL：03-3597-4321（代表）
E-mail：kankyo@jfe-holdings.co.jp



企業理念

J F E グ ル ー プ は 、
常 に 世 界 最 高 の 技 術をもって
社 会 に 貢 献します 。

行動規範

挑 戦 。柔 軟 。誠 実 。
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持続可能な社会の構築に向けて、世界 最高の技術と多様な人材力で
グループの重要課題に取り組みます。

JFEホールディングス株式会社
代表取締役社長（CEO）

03



JFEグループの持続的成長と
社会全体の持続的な発展への貢献

JFEグループは、企業理念である「常に世界最高
の技術をもって社会に貢献」することを通じて、激
しく変動する事業環境の中、「技術優位性」と「多様
な人材力」、そして広い事業領域で培った「グループ
の総合力」を活かし、持続的な成長と企業価値の向
上に努めてまいりました。

事業活動に際しては、グループ発足時に制定され
た環境理念と環境方針に基づき、地球環境の向上を
経営の重要課題の一つと位置付け、環境と調和した
事業活動を推進するとともに、これまでに培った世
界最高の技術を活用して地球環境課題の解決と豊か
な社会づくりに貢献すべく、さまざまな取り組みを
行っております。

鉄鋼事業では、昨年度、40年以上稼働してきた
コークス炉の改修や、副生ガスを利用した発電所の
リフレッシュにより、競争力強化のためのエネル
ギーコストの大幅な削減に加え、CO₂排出量の削減
と副生ガスの一層の効率的な再利用が可能となりま
した。

また、エンジニアリング事業では、廃棄物発電プ
ラントや水処理プラント等の環境インフラ構築事
業、バイオマス発電等の再生可能エネルギー事業に
より、循環型社会の構築に貢献しています。

このように、事業活動における競争力の強化と地
球環境保全の両立は、事業継続において不可欠な重
要課題であり、グループの持続的な成長と企業価値
向上に大きく寄与し、ひいては社会全体の持続的発
展に資するものであると考えております。

社会に信頼されるJFEグループとして

JFEグループはさまざまなステークホルダーの
ニーズに対し、経営資源をどこにどのように投入し
ていくことが、グループの社会的価値創造に効果的
につなげることができるのか、という観点に立ち、今
年度より新たにJFEグループのCSR重要課題（マテ
リアリティ）を特定し、開示することといたしました。

JFEグループは、これからも企業理念のもと、マ
テリアリティへの取り組みを通じて、グループの持
続的な成長と企業価値の向上、持続可能な社会の実
現へ貢献してまいります。

持続可能な社会の構築に向けて、世界 最高の技術と多様な人材力で
グループの重要課題に取り組みます。
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持続可能な社会を支える 3つの事業
JFEグループの事業と社会

JFEグループは鉄鋼、エンジニアリング、商社の3つの事業を中心とした企業グループです。
鉄を中核として長い時間をかけて鍛え上げてきた技術は、エネルギー技術や資源リサイクル技術など
幅広い分野に領域を広げ、地球上のいたるところで力を発揮してきました。
世界最高の技術に裏打ちされて3つの事業が生み出し続けるシナジーを、
持続可能な社会の構築に向けて、さらに拡大していきます。

3兆3,089億円

■ 鉄鋼事業　52.8%（2兆3,491億円）
■ エンジニアリング事業　9.6%（4,261億円）
■ 商社事業　37.6%（1兆6,710億円）

グループ内取引調整額　△34.4%（1兆1,373億円）
調整額（1兆1,373億円）には、セグメント間の内部売上高または振替高として、鉄鋼事業：
8,481億円、エンジニアリング事業：99億円、商社事業：2,791億円が含まれています。

グループ
総売上高
構成比

名称	 JFEホールディングス株式会社
本社所在地	 〒100-0011　
 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
設立年月日	 2002年9月27日
資本金	 1,471億円
従業員数（連結）	 60,439名
URL	 http://www.jfe-holdings.co.jp/

会社概要（2017年3月31日現在）

製鉄所

鉄鋼スラグで海洋環境を再生

鉄スクラップリサイクル

省エネルギー海運輸送

廃棄物発電プラント

耐震性が高く、省資源、
短工期の補強土壁工法

バイオマス発電
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高機能鋼材で自動車の軽量化

持続可能な交通インフラの維持

地熱発電

太陽光発電

水素ステーション

ニーズに対応する
高機能商品を展開

世界トップクラスの銑
せん
鋼
こう
一貫メー

カーです。東西2大製鉄所体制に
よる高い国際競争力を持ち、世界
有数の技術と商品開発力を活か
した各種高付加価値商品を製造・
販売しています。

グループ中核商社として、
新たな価値を創造

鉄鋼製品の取り扱いを中心に、
鉄鋼原料・非鉄金属･化学品・燃
料・資機材・船舶の国内取引お
よび輸出入取引を行い、食品・エ
レクトロニクス事業も展開して
います。

鉄鋼事業 商社事業
環境、エネルギー分野で
最新技術を提供

コアとしている都市環境・エネル
ギー分野では、多様な資源をク
リーンエネルギーとして有効利用
するための技術を提供していま
す。また、橋梁などの鋼構造や産
業機械の分野にも事業を展開し
ています。

エンジニアリング事業
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JFEグループのCSR重要課題（マテリアリティ）

企業理念　JFEグループは、常に世界最高の技術をも  って社会に貢献します。

課題の分野 内容 CSR重要課題 関連性の高いSDGs

事業活動

良質な商品の提供と
お客様満足度の向上

◦	優れた技術に基づいた商品と
	 サービスの提供
	 ・安全で高品質な商品の安定供給を継続
	 ・お客様の課題の解決

商品安定供給
品質確保
研究開発の推進
お客様ニーズへの対応

地球環境保全
◦	環境負荷低減
◦	循環型社会の実現に貢献
◦	グループの技術力を活かし環境保全に
	 貢献する商品を開発

環境配慮商品の開発と提供
地球温暖化防止
大気環境の保全
資源循環の推進

労働安全衛生の確保 ◦	安全はすべてに優先する
◦	社員とその家族のこころとからだの健康の維持と、働きがいのある職場を構築

労働災害の防止
社員とその家族の健康確保

多様な人材の確保と育成 ◦	全ての人材がその能力を最大限発揮できる環境を整備
◦	技術・技能の蓄積と伝承

ダイバーシティ＆インクルージョン
人材育成制度

事業活動の基本 コンプライアンスの徹底 企業倫理の徹底と法令遵守

人権の尊重・人権意識

コーポレートガバナンス（公正性・公平  性・透明性を確保）
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さまざまなステークホルダーのニーズに対し、経営資源をどこにどのように投入していくことが、
グループの社会的価値創造に効果的につなげることができるのか、という観点に立ち、
①ステークホルダーからの期待度	②事業との関連性（社会への影響度）によって優先順位付けを行い、
JFEグループのCSR重要課題を特定しました。重要課題への取り組みは企業理念の実践であり、
これらを通じてグループの持続的な成長と持続可能な社会の実現を目指します。

SDGsの詳細は
次ページ参照

企業理念　JFEグループは、常に世界最高の技術をも  って社会に貢献します。

課題への取り組みが
目指すもの

持続可能な
社会の実現に貢献

JFEグループの
持続的な成長と
企業価値の向上

課題の分野 内容 CSR重要課題 関連性の高いSDGs

事業活動

良質な商品の提供と
お客様満足度の向上

◦	優れた技術に基づいた商品と
	 サービスの提供
	 ・安全で高品質な商品の安定供給を継続
	 ・お客様の課題の解決

商品安定供給
品質確保
研究開発の推進
お客様ニーズへの対応

地球環境保全
◦	環境負荷低減
◦	循環型社会の実現に貢献
◦	グループの技術力を活かし環境保全に
	 貢献する商品を開発

環境配慮商品の開発と提供
地球温暖化防止
大気環境の保全
資源循環の推進

労働安全衛生の確保 ◦	安全はすべてに優先する
◦	社員とその家族のこころとからだの健康の維持と、働きがいのある職場を構築

労働災害の防止
社員とその家族の健康確保

多様な人材の確保と育成 ◦	全ての人材がその能力を最大限発揮できる環境を整備
◦	技術・技能の蓄積と伝承

ダイバーシティ＆インクルージョン
人材育成制度

事業活動の基本 コンプライアンスの徹底 企業倫理の徹底と法令遵守

人権の尊重・人権意識

コーポレートガバナンス（公正性・公平  性・透明性を確保）
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事業活動を通じた
「持続可能な開発目標（SDGs）」への貢献

2015年9月に国連サミットで、持続可能な発展の
ために世界が共有して取り組む17のゴール「持続可
能な開発目標（SDGs：Sustainable Development 
Goals）」が設定されました。これらのゴールの達
成に向けては、環境や社会に関する複雑でボーダレ

スに絡み合った課題を解決に導く必要があり、そこ
には企業の果たす役割が期待されています。

JFEグループは、CSR重要課題への対応など事業
活動におけるさまざまな取り組みを通じてSDGsの
達成に貢献していきます。
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  JFEグループのガバナンスの考え方
当社は、グループの持続的な成長や中長期的な企業価

値の向上のためには、取締役会における活発な議論によ
り経営監督の実効性を高め、経営の公正性・透明性を確
保することが重要であるとの考え方に基づき、2002年
の発足以来、社外取締役の複数選任や取締役の任期短縮
など、コーポレートガバナンスの強化に積極的に取り組
んできました。このような当社の考え方と取り組みを
もとに、2015年には「JFEホールディングス コーポ
レートガバナンス基本方針」を制定しました。

全体として社外役員比率は

44％から46%へ増加
（9名中4名 ➡13名中6名）

◦エンジニアリング、商社事業の社長が新
たに取締役に就任（社内役員+2名）

◦社外取締役および社外監査役を1名ずつ
増員（社外役員+2名）

2017年度の取締役会・監査役会の体制変更内容
2016年 2017年

取締役会

監査役会

社内2名、
社外1名増員

社外1名増員、
過半数が社外に

社外社内

ガバナンス強化に向けた主な取り組み

2002年9月 JFEホールディングス株式会社
設立

2007年6月 社外取締役2名の招聘、取締役の
任期を2年から1年に短縮

2015年10月 「JFEホールディングス コーポ
レートガバナンス基本方針」の制
定、指名委員会および報酬委員会
の設置

2015年度 取締役会の実効性評価を開始
2017年6月 取締役会・監査役会の体制変更

JFEホールディングスは、事業活動の土台となるコーポレートガバナンスの充実に継続して取り組んでいます。
取締役会の実効性評価の結果を踏まえた指名委員会での議論を経て、
2017年6月に取締役会、監査役会の体制を見直しました。

CSR報告書では、今回の体制変更に関する代表取締役社長と社外取締役へのインタビューを掲載しています。

JFEのガバナンス

マネジメント

http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/pdf/2017/2017_06_01.pdfWeb 10



世界最高の技術で
持続可能な社会の構築に貢献
JFEグループは、創立以来、世界最高の技術で環境問題と向き合い、
その過程で磨かれた技術をもって次の挑戦につなげてきました。
これからも鉄鋼、エンジニアリング、商社の
3つの事業がそれぞれの特性を活かし、
持続可能な社会の構築に貢献していきます。

1970～90年代 2000年代

JFENKK・川崎製鉄

●S 高効率トランス用方向性電磁鋼板

●S マルテンサイト系ステンレス鋼管

●E 下水汚泥メタン発酵設備

●E ディープシャフト大型し尿処理設備

●E Bio-Tube（担体利用下水高度処理システム）

●E 電気抵抗式灰溶融炉

●S 高効率モータ用無方向性電磁鋼板●E ストーカ式ごみ焼却炉

●T テールアルメ工法
●E 地下式LNGタンク

●S TMCP型高張力鋼 ●E 海水交換型ハイブリッドケーソン

●E 環境対応型高効率アーク炉「ECOARC™」

●E PIP工法（水道用鋼管）

●S 自動車用高潤滑性GA鋼板
　「JAZ®」

S 超高強度厚板ハイテン
　JFE-HYD1100LE ●S 超高張力熱延鋼板

　「1180MPa級NANOハイテン™」

●T 鉄スクラップの輸出（資源循環）を本格化

●S 建築構造用550N/mm² HBL®385

●E 下水汚泥循環流動層焼却炉

●E 仙台クリーン資源化工場 ●E 自家発電用ディーゼルエンジンの
　デュアルフューエル化

●E 海外下水道処理施設建設

●S クロメートフリー鋼板

環境負荷の
低減

社会インフラの
構築

●S Super-SINTER®

●E JFEハイパー21ストーカ炉

●S 高耐食クロム系ステンレス鋼
　JFE443CT

●E バイオマス発電（岩国ウッドパワー）SJFEスチール（株） EJFEエンジニアリング（株） TJFE商事（株）

地球環境保全のために
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2010年代

●E サイクルツリー ●E EPP（エコ･ペイント・ピーリング工法）

●E 交通インフラ（新設・補修・長寿命化）　

●T バイオマス燃料
　「ヤシガラ」の輸入

●S ラインパイプ用電縫管
　マイティーシーム®

●S 水素ステーション用蓄圧容器

●S Super-SINTER® OXY
●S 440MPa級BH鋼板ユニハイテン®

●S JFE-TF1

●S エコガルNeo®

●S 焼結点火炉高効率
　ジェットバーナー

●E LNG再出荷設備（袖師基地）

●S 世界最高強度1470MPa級
　 冷延ハイテン

●S 重貨物鉄道用
　高耐摩耗パーライトレールSP3

●E ハイブリッド防潮堤

●S マリンストーン®

●S COURSE 50

●E 廃棄物発電プラント遠隔システ
ムへのAI導入

次世代技術への取り組み

●S フェロコークス

●S 次世代高耐食性
　ステンレス油井用鋼管
　 UHP®-15CR/17CR

●E JFEバラストエース®

※ プレスリリースされた年代に基づき掲載

●E メガソーラ―

「JFE-TF1」を使用した
排気系部品

社会全体の持続的な発展のための環境保全の取り組みが一層重要度を増しています。2015年9月に国連で採択され
た「持続可能な開発目標（SDGs）」の17目標には、環境に関連するさまざまな取り組みテーマが掲げられています。
また、2016年11月に、気候変動抑制に関する「パリ協定」が発効し、地球温暖化対策への強化が求められています。

社会のニーズ
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地球環境保全のために
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環境負荷の低減
JFEグループは世界最高の技術をもって、製品の製造過程における環境負荷の低減に努め、
また、お客様の使用によって環境負荷を低減する環境に配慮した製品・サービスを提供しています。
さらには次世代に向けた環境保全に関する技術開発にも積極的に取り組むことで、
持続可能な社会の構築に貢献していきます。

カーボンニュートラルなバイオ
マス燃料であるヤシガラ。従来
は、廃棄処分されていたものを
資源として再生利用。JFE商事
はマレーシア、インドネシアか
ら安定供給できる体制を整備し
ています。

植物などの生物由来の資源を利用するバイ
オマス発電は、資源を有効利用することによ
り大気中のCO₂を増加させずに環境負荷を低
減することができます。JFE循環流動層ボイ
ラは、木質ペレット、パーム椰子の殻（PKS）
などのバイオマスや前処理済廃棄物などを燃
料とし、これらの燃料と流動媒体を高速の燃
焼空気によって混合、流動化させながら効率
的に燃焼を行い、発電するシステムです。

グリーンエナジー津

バイオマス発電／バイオマス燃料
環境に優しい自然エネルギーの創生　

削減効果合計
317万

t-CO₂/年間

廃棄物発電 161
（稼働中 128、建設中 33）

128

71

33

16126

130

59
バイオマス発電 130

（稼働中 59、建設中 71）

その他（太陽光・
バイオガスエンジン等） 26

■ 再生可能エネルギー関連プラントによるCO₂削減効果

JFEエンジニアリング
が2016年度までに建
設したプラントによる
CO₂削減効果

14



Super-SINTER®/Super-SINTER® OXY
水素系ガスでCO₂削減、品質改善

「Super-SINTER®」は、焼結鉱の 
製造プロセスで使用する粉コーク
スの一部を天然ガスなどの水素系
ガスで代替することで、エネルギー
効率が大幅に改善し、焼結鉱の品
質が改善します。

さらに酸素・水素系ガスの吹込
み 技 術「Super-SINTER®OXY」
を開発、東日本製鉄所の全焼結
機（2基）に導入し、高品質焼結鉱
の生産性を飛躍的に改善すること
で、高炉のコークス比低減に寄与
し、CO₂削減にもつながります。

● 燃焼範囲 ● 焼結層内の温度変化

従来技術
（空気のみ）

従来技術（空気のみ）
Super-SINTER®
Super-SINTER® OXY

空気
都市ガス
酸素

Super-
SINTER®

Super-
SINTER®

OXY

0

0

5

10

15

20

25

点火炉

酸素配管

都市ガス配管

1,5001,200900600300
温度（℃）

点
火
後
経
過
時
間（
分
）

焼結機進行方向

適
正
温
度

● 焼結工場

温度測定位置（左図）

焼結原料

高温領域（赤色部）

地球環境保全のために
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鉄鋼スラグで海洋環境を再生　

JFEバラストエース®は、船舶のバラスト水に存在する生
物を除去・殺菌する水処理システムです。「バラスト水管理
条約」による船舶へのバラスト水処理装置の搭載要求に対応
するシステムで、船体のバランスを取るために各地で注水・
排水が繰り返されるバラスト水に含まれる海洋生物による
生態系の乱れを防ぎ、海の生態系保護に貢献します。

粒度調整した製鋼スラグマリンストーン®は、閉鎖性海域
のヘドロ状底質からの硫化水素発生を抑制する機能があり、
生物が生息できる環境に改善できます。

海域環境改善効果が評価され、第12回エコプロダクツ大
賞の農林水産大臣賞を広島大学と連名で受賞しました。

福山港港湾海域環境創造工事（内港地区）で採用され、
38,000トンのマリンストーン®を施工しました。

マリンストーン®

JFEバラストエース　トレーニングセンター

バラストエース®

マリンストーン®

海洋生態系を守る　
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地球環境保全のために
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JFEグループの技術は、道路や橋梁、ごみ処理施設や上下水道プラント、電力供給や資源循環といった
社会インフラの分野でも活かされています。安心・安全を第一に技術で人々の暮らしを支え、
より豊かな未来へと導くことで、企業としての社会的責任を果たしていきます。

社会インフラの構築

JFEエンジニアリングは、橋梁
をはじめとした多くの交通インフ
ラ施設を建設し、社会の発展に貢
献してきました。これらの施設は、
適切な維持管理を行うことで、よ
り長く供用することが可能になり、
社会全体としてのインフラ維持管
理コストの削減につながります。

また、これまで多くの橋梁を建
設してきたノウハウを活かし、既
存施設の修繕・改良工事を施工す
ることにより交通インフラを長寿
命化し、持続可能な社会の実現に
向けて貢献しています。

交通インフラの長寿命化
社会インフラの維持で環境貢献　
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安全な水は人々の生活に欠かすことができませんが、途上国の多くでは水道普及率が低く、市民に衛
生的な飲料水を安定供給することが喫緊の課題となっています。また、下水道の普及により、生活排水
等による環境汚染を防止することも課題の一つです。

JFEエンジニアリングは、国内、海外における上下水道プラントの建設により、安全な水の供給と、
排水の浄化による環境保全に貢献しています。

フィリピン・ラメサ浄水場
（2020年完成予定） 
完成予想CG

上下水道プラント
安全な水を世界の人々に　

地球環境保全のために
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機械式駐輪場「サイクルツリー®」は、駅前やビルの地上・
地下階などの限られたスペースに、高い収容効率とスピー
ディーな入・出庫で大規模駐輪需要に応えてきました。設
置スペースに応じた豊富なバリエーションを展開し、ビル
屋上型が世界で初めて大阪の商業施設に採用されました。
これからも、「サイクルツリー®」の販売を通じて地球環境
に優しい自転車の利用を促進していきます。

水平式サイクルツリー内部構造（相模大野駅西口駐輪場） JFEエンジニアリング東神奈川寮

自転車の利用をもっと身近に　

サイクルツリー®
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◦ ごみ焼却施設の建設・運転管理に
よる都市環境の維持

◦ 廃棄される資源を有効利用したエ
ネルギー供給

社会への貢献

廃棄物発電プラント遠隔システムへのAI導入

人々の生活に欠かすことのでき
ないごみ処理場の役割は、単にご
みを焼却処理するだけではありま
せん。地域への環境負荷低減を
担いながら電力エネルギー供給イ
ンフラとしても機能しています。
JFEエンジニアリングは、独自
の燃焼技術を搭載した「JFEハイ
パー21ストーカシステム」によ
り業界トップクラスの発電効率を
達成。また、廃棄物発電施設の遠
隔支援システム「JFEハイパーリ
モート®」に加え、AI技術を活用
し、安全で高効率な発電を目指し
ています。

リモートサービスセンター
（横浜本社内）

次世代の環境技術への取り組み

■ AIによる支援イメージ

地球環境保全のために
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水素ステーション用蓄圧容器

水素エネルギーは、利用段階でCO₂を一切排出しな
いため、低炭素社会の切り札として期待されています。
水素を供給するために不可欠な水素ステーションで水
素ガスを貯蔵する蓄圧容器の開発を行っており、2018
年内での商品化を目指しています。この開発提案は、
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）の「水素利用技術研究開発事業」に採択さ
れ、鉄と炭素繊維の組み合わせで容器の製造コスト低
減と長寿命化を実現し、水素ステーションの建設およ
び維持管理コストの低減に寄与します。

◦ 水素ステーションのランニングコスト低減
◦ 水素社会の早期実現

社会への貢献

◦製鉄プロセスにおけるCO₂排出量の削減と
　省エネルギーの実現

社会への貢献

フェロコークス

「フェロコークス」とは、低品位の石炭と鉄鉱石を原
料とし、成型、乾留によりコークス中に金属鉄を分散さ
せた高炉原料です。金属鉄が高炉での還元反応の速度
を速めるため、従来よりも少ない還元材量で酸化鉄を
還元できることから、CO₂排出量の大幅削減と省エネ
ルギーを実現できます。パイロットプラントでの長期
製造試験と、実高炉での使用試験により、還元材比や
コークス比が計画通り低下することを実証しました。

フェロコークス
（C+Fe）

焼結鉱
（酸化鉄 Fe+O）

● 従来原料

● 新開発原料

コークス
（還元材 C）

金属鉄

炭素
Fe

FeFe

Fe
Fe

Fe

Fe

省エネ CO₂削減

高炉設備

銑鉄

羽口

開発中の蓄圧容器

試作容器
（40L）

プラグ

鋼管
CFRP

（Carbon Fiber Reinforced Plastic）

長さ：1,620mm
外径：φ240mm
重量：約140kg

圧縮機

輸送

トレーラー、
パイプライン等

都市ガス、LPG等

蓄圧容器

水素貯蔵設備

【オフサイト型】

【オンサイト型】

圧縮水素
液体水素

水素製造設備

ディスペンサー

FCV

H2

■ 水素エネルギー社会での水素の流れ

●	容器構造模式図
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投入資源

リサイクル原料
◦鉄スクラップ

0.7百万t

◦使用済みプラスチック
◦使用済みペットボトル
◦廃家電商品
◦食品残渣
◦使用済み乾電池
◦ダスト・スラッジ など

◦スクラップ（転炉）

購入エネルギー

111.8PJ
◦石油系燃料 20.4PJ
◦電力 91.4PJ

工業用水

212百万t

鉄鋼原料

70.1百万t
◦鉄鉱石 43.5百万t
◦石炭 21.0百万t
◦石灰石  5.6百万t

CO₂／排ガス（SOx、NOx、ばいじん）／　化学物資（PRTR）

コークス工場・
焼結工場

コークス炉ガス

JFEスチールは、製鉄プロセスにおける環境負荷の
低減と資源の有効活用を進めています。生産工程で使
用する水は93.7%を循環利用しており、鉄鋼スラグ
などの副生物は99.7%を資源化しています。生産工
程で生成する副生ガスは鋼材加熱用や自家発電用の燃
料としているほか、社会に供給するエネルギーとして
100%有効に活用しています。

JFEスチールでは、冷却等で大量に使用する水を
生物処理や化学処理等の徹底した浄化処理を行
い、循環利用・カスケード（多段階）利用を推進し
ており、工業用水の高い循環率を維持しています。

※ 工業用水循環率（％）＝（総使用量−工業用水受入量）／総使用量×100

マテリアルフロー
（JFEスチール）

■ 工業用水受入量・循環率推移

93.793.893.4

0

200

100

300

400

0

50

25

75

100
（百万t） （％）

（年度）

■ 受入量（単体）　● 循環率※（単体）

93.9

208216

2012 2013

208

2014

93.7

203

2015

212

2016

JFEグループの
リサイクルプロセス

自社使用

65.4％

水の循環利用

地球環境保全のために
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供給製品

高炉

高炉ガス

転炉・
連続鋳造設備

転炉ガス

総使用水量

3,340百万t

副生物

14.5百万t
•スラグ 11.4 百万t
•ダスト 2.3 百万t
•スラッジ 0.6 百万t
•その他 0.2 百万t 再生製品

◦NFボード®
◦ペットフレーク
◦パレット
◦再生樹脂

CO₂／排ガス（SOx、NOx、ばいじん）／　化学物資（PRTR） 排水・蒸発

副生物最終処分

 回収エネルギー
◦副生ガス
◦排熱回収蒸気
◦高炉炉頂圧発電

地
域
・
環
境
・
社
会

加熱炉 圧延 物流

その他の製品
◦化成品
◦酸素
◦窒素
◦水素
◦アルゴン　

鉄鋼製品
28.1百万t

（粗鋼ベース）

エネルギー供給
34.6％
◦電力
◦燃料ガス
◦蒸気

海域・陸上・土木用
10.8百万t
◦セメント原料　
◦路盤材
◦港湾用　
◦肥料

排出6.3％

水資源循環93.7％
	3,128百万t　

 再投入

25.4％
	3.7百万t

社会への 供給

34.6％

最終処分0.3％

回収エネルギーの
有効活用

100％

副生物の有効活用

99.7％

社会への	供給

74.3％

排出
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社会の発展に
貢献していくために

社会の発展に貢献するために
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JFEグループの働き方改革

JFEグループでは、「社員一人ひとりの能力を最
大限に引き出すためには、仕事に誇りとやりがいを
感じられる働き方の実現が不可欠である」という経
営トップの認識のもと、「JFEグループ人材マネジ
メント基本方針」を制定し、グループの持続的な成
長を支える人材の確保・育成を進めるとともに、誰
もが柔軟な働き方を実現するための“働き方改革” 
を推進しています。

JFEスチール、JFEエンジニアリング、JFE商事
の事業会社各社において、システム化の推進やICT

（情報通信技術）ツールの活用を中心とした業務改
革を進める一方、定時退社の促進やフレックスタイ
ム制度の導入、在宅勤務制度のトライアルなどを通
じて、より柔軟な働き方やワーク・ライフ・バラン
スの推進に取り組んでいます。

❶ 人権の尊重と公平・公正な人材マネジメントの推進
 すべての社員の人権を尊重するとともに、JFEグループ行動規範、企業行動指針の

精神を実現する人材を育成し、公平・公正な人材マネジメントを行う。

❷ 「人を育てる企業風土」の醸成と「働きがいのある職場」の構築
 双方向のコミュニケーションの充実により、風通しの良い、人を育てる企業風土を

醸成し、安全で魅力に富み、働きがいのある職場環境を構築する。

❸ ダイバーシティの推進
 女性・外国人・高齢者・障がい者等を含めた多様な人材が、その能力を最大限に

発揮し活躍できる環境を整える。

❹ 優秀な人材の確保および育成の着実な実施
 複雑化・多様化する変化の激しい経営環境のもと、グローバル競争を勝ち抜くた

め、多様かつ優秀な人材を安定的に採用し、技術力・現場力の強化に必要な技術・
技能の蓄積と伝承、グローバル人材の育成を着実に実施する。

JFEグループ人材マネジメント基本方針
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働きがいのある職場の構築に向けて

 ダイバーシティの取り組み ワーク・ライフ・バランスの推進

 健康への取り組み

JFEグループでは、ダイバーシティの推進を重要
な経営課題の一つと位置付け、性別、国籍や価値観、
異なるライフスタイルや家庭状況など多様な背景を
持つ従業員の能力を最大限に引き出すための取り組
みを推進しています。女性従業員の積極的な採用や
法定を大きく上回る育児支援制度の充実、研修・啓
発活動の展開といったさまざまな施策のほか、グ
ローバル人材の育成についても強化しています。

JFEグループでは、健康保険組合や産業保健ス
タッフと連携し、すべての従業員の健康保持・増進
を目指しています。からだの健康づくりに加え、メ
ンタルヘルスケアにも積極的に取り組んでいます。

JFEグループでは、育児や介護中の従業員の活躍
を支援するために、多様な両立支援制度の整備や施
策の充実を推進しています。企業内保育所の設置や
育児休業者を対象としたミーティングの開催など、
従業員が育児をしながら活躍できる職場環境づくり
に各事業会社で取り組んでいます。介護について
も、法定以上の支援制度の整備に加え、社外講師に
よる介護セミナーの開催など、従業員への情報提供
と意識付けを進めながら、安心して仕事に従事でき
る環境整備に取り組んでいます。

■ 女性管理職数推移と目標

280名以上

3倍

2020年（目標）

228名

2017年4月

94名

2014年8月

※人数はJFEホールディングスと事業会社3社合計

横浜の企業内保育所「こどもの森」

社会の発展に貢献するために
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ステークホルダーの皆様とともに

 株主の皆様とのコミュニケーション  青少年育成支援
JFEスチールやJFE商事グループの川商フーズ

は、NPO法人学校サポートセンターと連携し、中高
生向けキャリア教育として仕事の社会的役割等につ
いて理解を深めてもらう研修を企画し、受け入れを
行っています。

またJFEスチール・JFEエンジニアリングでは、
女子学生の理工系分野への進路選択（理工チャレン
ジ）を応援する取り組みとして、女子中高生・女子
大生を対象とした工場見学会を開催しています。

JFEホールディングスでは、株主総会を株主の皆
様との対話の場と捉え、できる限り多くの方に出席
いただけるよう、招集通知を早期に発送するととも
に、総会集中日を避けて開催しています。

さらに、株主の皆様にJFEグループへの理解を深
めていただけるよう、工場見学会と会社概要説明会
を実施しています。

2016年度は、JFEスチール・JFEエンジニアリン
グ・ジャパン マリンユナイテッドの各事業所におい
て開催し、約2,150名の方に参加いただきました。

中高校生向けキャリア教育

株主様工場見学会
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社外からの評価（2017年7月現在）

JFEグループは、事業活動を通じてさまざまな取り組みを行っています。
その活動実績に対し、国内外から高い評価を受けています。

SNAMサステナビリティ・インデックス

攻めのIT経営銘柄

MSCI日本株女性活躍指数（WIN）

なでしこ銘柄

Euronext Vigeo index: World 120

DBJ環境格付

企業の環境経営度に応じた環境格付に
より3段階の金利を適用する融資制度。

ESG評価が高い企業を採用。ESG※評価の高い企業のうち性別多様
性スコアの高い企業を選出。

「攻めのIT経営」に積極的に取り組む
国内企業を選定。

※ ESG：環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）

「女性活躍推進」に優れた上場企業を業
種ごとに1～3社選定。

欧州、北米、アジア太平洋地域のESG
評価が高い企業上位120社で構成。

THE INCLUSION OF JFE HOLDINGS IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE 
OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES 
HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR 
PROMOTION OF JFE HOLDINGS BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. 
THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND 
THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE 
MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

当社は、平成28年3月日本政策投資銀行
（DBJ）より環境格付融資を受け、格付結
果は「環境への配慮に対する取り組みが
特に先進的」と評価されました。
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キャタピラー社SQEP※ゴールド認証

キャタピラー社が独自に設定する品質保証
認証（キャタピラー社SQEPはJFEスチー
ル西日本製鉄所とJFE商事が取得）。
※ Supplier Quality Excellence Process

■ 技術、商品開発等に関する表彰

表彰名 対象 主催

J
F
E
ス
チ
ー
ル

全国発明表彰文部科学大臣発明賞 電縫管の溶接部の保証を実現した連続超音波検査技術の発明 （公益社団法人）発明協会

第49回 市村産業賞貢献賞 電気機器の省エネに貢献する省資源型Si傾斜磁性材料の開発 （公財）新技術開発財団

第13回 エコプロダクツ大賞経済産業大臣賞 世界最高強度の自動車用冷間プレス部品を実現：
1.5ギガパスカル級冷延鋼板 エコプロダクツ大賞推進協議会

第14回 新機械振興賞機械振興協会会長賞 表面処理鋼板の非接触通板制御装置 （一財）機械振興協会

J
F
E
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

平成28年度 日本燃焼学会表彰技術賞 対向流燃焼を適用した
低NOx型ストーカ式焼却炉の開発 （一社）日本燃焼学会

平成28年度 エンジニアリング功労者賞
• 横浜港南本牧MC-3号バースコンテナクレーン
• ベトナム国ノイバイ国際空港第2旅客ターミナル 新築工事
• 倉敷・波方国家石油ガス備蓄基地建設

（一財）エンジニアリング協会

平成28年度 エンジニアリング奨励特別賞 苫小牧地点におけるCCSトータルシステム構築 （一財）エンジニアリング協会

平成28年度 日本ガス協会技術大賞 新型液ガス式熱量調整装置「AtoMS®」 （一社）日本ガス協会

平成28年度 日本ガス協会技術賞 高圧マイクロ減圧設備「MiReMo®」 （一社）日本ガス協会

ゴールド認証の楯を受領
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JFEホールディングス株式会社
〒100-0011　東京都千代田区内幸町2丁目2番3号
http://www.jfe-holdings.co.jp/

［お問い合わせ先］
JFEホールディングス株式会社 企画部
TEL：03-3597-4321（代表）
E-mail：kankyo@jfe-holdings.co.jp

コミュニケーションツールのご紹介

◦ハイライト（本誌） ◦CSR報告書 ◦環境データ集

◦JFEグループ  TODAY 2017

CSR報告書 2017

事業案内

CSRの主な取り組みを、
分かりやすくビジュアル
中心にお伝えしています

当社グループのCSR活動
について、網羅的にご報
告しています

CSR報告書の補遺版とし
て、より詳細な環境デー
タをまとめています

HOME / ＣＳＲ（社会・環境） / JFEグループCSR報告書2017
http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/report.htmlWeb

HOME / 株主・投資家の皆様へ / IR資料室 / JFEグループ TODAY
http://www.jfe-holdings.co.jp/investor/library/group-today/index.htmlWeb


