


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 。





JFEホールディングス株式会社
代表取締役社長（CEO）
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の事業が独自に発展していく「遠心力」の2つの
力が重要です。持株会社であるホールディング
スのガバナンス機能を通じて、この2つの力を
バランスさせながら、グループ全体の企業価値
向上ならびに企業理念の実現を目指します。

社会に信頼されるJFEグループとして

JFEグループは、経営の原則である「公正・公
平・透明」を貫き、「挑戦。柔軟。誠実。」の行動
規範のもと、グループの総力を結集し、「常に世界
最高の技術をもって社会に貢献する」ことを企業
理念に21世紀のエクセレントカンパニーを目指
して挑戦し続けてまいります。JFEグループは、
お客様・株主の皆様・従業員・地域社会ほかすべ
てのステークホルダーの皆様と長期的な信頼関係
を築きながら、これからもともに歩んでいきたい
と考えております。

JFEグループ企業理念を実現して社会に貢献

このたび、JFEホールディングス代表取締役社
長に就任いたしました。JFEグループは、「常に
世界最高の技術をもって社会に貢献する」ことを
企業理念として掲げ、すべてのステークホルダー
にとっての企業価値の向上に努めてきました。
JFEグループは、鉄鋼事業・エンジニアリング事
業・商社事業などさまざまな分野で事業を展開し
ており、それぞれの分野で培ってきた世界最高水
準の技術や知識を活用することで ｢社会・経済の
持続的発展｣｢地球環境の保全・再生｣ という課題
に対して、解決に向けたソリューションを提供し
ています。
これら課題解決に向けてグループが総力を結集
し、社会とともに持続的な成長を遂げるために
は、グループの価値観・方針・理念を踏まえ、事
業展開の舵取りをしていく「求心力」とそれぞれ

「世界最高の技術とサービスを提供するグローバル企業」の
実現を通じて持続可能な社会の構築に貢献します
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社会。地球。
持続可能な社会を支える3つの事業

鉄鋼事業
◦JFEスチール株式会社

お客様のニーズに対応した高機能商品を展開
世界トップクラスの銑

せんこう
鋼一貫メーカーです。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「お客様の多様なニーズにお応
えする」各種高付加価値商品を製造・販売しています。

商社事業
◦JFE商事株式会社

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。

鉄づくり

流通
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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。
長い時間をかけて鍛え上げてきた技術は、鉄を中核として、
エネルギー技術や資源リサイクル技術など広い範囲にわたり、
地球上のいたるところで、いろいろな形で力を発揮しています。素材として、あらゆる可能性を秘める鉄。
常に世界最高の技術をもって、持続可能な社会の構築のために貢献しています。

エンジニアリング事業
◦JFEエンジニアリング株式会社

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
野で社会基盤整備に貢献しています。

名称（商号）	 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2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）	 58,856名
URL	 http://www.jfe-holdings.co.jp/

3兆8,503億円
■	鉄鋼事業
74.6%（2兆8,738億円）
■	エンジニアリング事業
9.5%（3,673億円）
■	商社事業
50.2%（1兆9,344億円）

グループ内取引調整額　△34.3％（1兆3,253億円）
調整額（1兆3,253億円）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：
1兆160億円、エンジニアリング事業：84億円、商社事業：3,010億円が含まれています。

会社概要（2015年3月31日現在）

グループ
総売上高
構成比

街づくり
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石 油など化石燃料の大量消費による資源の枯渇や温
室効果ガスの発生による地球温暖化が進行し、異常気象
や海面上昇などとの強い関連性が指摘されています。ま
た、海洋環境の汚染や船舶の多国間移動に伴い、バラス
ト水に含まれる外来種の移動による海洋生態系への影響
も懸念されており、国際的に規制が強化されています。
JFEグループは環境理念「地球環境の向上を経営の重
要課題と位置付け、環境と調和した事業活動を推進する
ことにより、豊かな社会づくりをめざします」のもと、
鉄鋼・エンジニアリング・商社それぞれの事業で培って
きた世界最高の技術や商品・サービスをもって、さまざ
まな地球環境問題解決に貢献しています。

現在

〈 環境に配慮した 〉
事業プロセス

商品・サービス提供
ソリューション提供

次世代開発

革新的製鉄技術
さらなる高機能商品

世界最高の技術で
環境課題の解決に貢献
JFEグループは世界最高の技術を利用し、事業プロセスの環境負荷を低減するだけでなく、
独自の商品やサービスを通じて、社会と連携しながら環境問題の解決に貢献しています。
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使用段階での
CO₂排出削減に寄与する
高機能・高効率な商品提供

社会からの期待

社会からの期待

事業プロセスにおける
CO₂排出量を低減

強度を確保しつつ軽量化を図れる高機能鋼材や、
自然エネルギーから

高効率で発電できる商品の開発と提供

JFE の取り組み

JFE の取り組み

先進の省エネ技術開発と実用化、
世界最高効率の
製鉄プロセスを実現

・第一次オイルショック（1973年）以降37%省エネルギー実現

地球温暖化防止1
JFEグループは事業プロセスにおけるCO₂排出量を低減するだけでなく、
使用段階でのCO₂削減に寄与する商品を提供することで、
地球温暖化防止に貢献しています。

※1 日本鉄鋼業全体での代表的な高機能鋼材5品種による国内外のCO₂削減効果（日本エネルギー経済研究所による試算）　
※2 2015年6月現在、JFEエンジニアリング累積建設設備容量　

・高機能鋼材でCO₂26百万トン※1

削減に貢献

・再生可能エネルギー発電700MW※2
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事業プロセスにおけるCO₂ 排出量を低減
〈 JFE グループに対する社会からの期待 〉

●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）

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。これまで
JFEスチールの全焼結工場への展
開が完了しました。
さらに酸素・水素系ガスの複合吹
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。

水素系ガスでCO₂ 削減、品質改善

Super-SINTER ⓇとSuper-SINTER Ⓡ OXY
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革新的な高炉原料でCO₂ 削減

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
（最大約10％） CO₂削減

高炉設備

銑鉄

羽口
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各部品に合わせてさまざまな性能のハイテンを使い
分けることで、軽量化と強度の維持というトレード
オフを解決し、CO₂排出量低減に効果を発揮します。

部品種類	 引張強さ（MPa）	
外板（深絞り）	 	 270-440
外板（張出し）	 	 270-440
骨格（エネルギー吸収）	 	 590-980
キャビン（乗員保護）	 	 780-1470
バンパー・ドアビーム	 	 980-1470

ルーフ トランクリッド

サイドパネル

ドアアウタードアビームフェンダー

キャビン（乗員保護）

骨格
（エネルギー吸収）

フードアウター

フードインナー

使用段階での CO₂ 排出削減に寄与する
高機能・高効率な商品提供

〈 JFE グループに対する社会からの期待 〉

鋼板を高張力（ハイテン）化する
ことで、自動車の衝突安全性を維
持しつつ軽量化が図れ、走行時の
排出CO₂削減や地球温暖化の抑制
に貢献できます。JFEスチールで
は、外板用としてユニハイテン®、	
骨格構造用には高成形性冷延・溶
融亜鉛めっきハイテンをライン
アップして、自動車の車体軽量化
に貢献しています。	

高機能鉄鋼材料の開発供給を通じてCO₂ 削減

自動車の軽量化
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マグマ
だまり

高温蒸気を利用した
従来の地熱発電

低温蒸気と熱水を利用した
地熱バイナリー発電

蒸気溜
タービン

発電機

発電機

空冷
コンデンサ

タービン

還元井

地下貯留層

冷却塔

熱交換器
気水分離器

気水分離器

蒸気
熱水
還元熱水
低沸点の媒体
（ペンタン）

蒸
気

熱
水

蒸
気

熱
水

低温の蒸気や熱水も無駄なく利用

地熱バイナリー発電

地熱発電は化石燃料を使用しないため、CO₂排出がほとんどなく、季節や天候に関わらず安定した発電が可
能です。JFEエンジニアリングが提供する地熱バイナリー発電は、低沸点媒体を蒸発させタービンを回して発
電する方式で、従来の地熱発電では利用されてこなかった低温の蒸気や熱水を無駄なく利用できる高効率で、
かつ、白煙や臭気を大気に放出しないため環境に優しいシステムです。JFEエンジニアリングは日本で最初の
松川地熱発電所（岩手県）をはじめ、現在全国にある地熱発電所のうち、約半数の9カ所で蒸気設備の納入実績
があります。現在、1基が鹿児島県指宿で2014年10月より始動、もう1基が福島県土湯温泉で建設中です。
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資源循環の拡大2
JFEグループは貴重なエネルギー源となる廃棄物を最大限に活用する技術で、
循環型社会の実現に貢献しています。

資源循環ソリューションの
提供

社会からの期待

廃棄物を製鉄プロセス原料、
発電エネルギーとする技術開発

JFE の取り組み

※1 2015年8月現在、JFEエンジニアリング累積建設規模

・廃プラスチック原料化12万トン/年
・バイオマス発電300MW ※

・ヤシガラ集荷ヤード国内商社初
・廃棄物発電66カ所※
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使用済みプラスチック

所内利用
高炉ガス（燃料ガス）

微粉化後プラスチック
高炉設備

銑鉄

羽口

プラスチック
C+H

還元ガス
CO+H₂

鉄鉱石
Fe+O

銑鉄
Fe

資源循環ソリューションの提供
〈 JFE グループに対する社会からの期待 〉

JFEスチールは1996年に世界
で初めて使用済みプラスチック
の一貫高炉原料化技術を開発・実
用化し、鉄鉱石の還元材として使
用するコークスを減らし、高炉の
CO₂排出を削減しています。
2007年にはプラスチック微粉
化技術を実用化し、高炉での反応
効率を高め、さらなる省資源化・
CO₂排出削減を達成しています。

省資源・CO₂ 排出削減に貢献する

使用済みプラスチック高炉吹き込み技術
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完成予想図 ヤシガラの船積み

JFEエンジニアリングはカーボンニュートラルなエネルギー源であるヤシガラ（Palm	Kernel	Shell：PKS）
や木質チップを燃料として、20MW（約43,900世帯分に相当）を発電するバイオマス発電所を、2016年7
月の商業運転開始に向けて津製作所構内に建設中です。
燃料の木質チップは地域の未利用間伐材を積極的に利用し、三重県の地域創生に貢献していきます。
JFE商事は、マレーシアからのPKSの安定供給体制を構築し、再生可能エネルギーの普及に貢献しています。

バイオマス発電を事業化

グリーンエナジー津
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20

生物多様性保全
JFEグループは、製鉄プロセスの副産物を利用した海洋環境修復資材や、
バラスト水処理システムなどの提供を通じて、海の生物多様性保全を支えています。

3

商品・サービスによる海洋生態
系保全への貢献

社会からの期待

海洋環境を保全・再生する商品を
開発して提供

JFE の取り組み

・海洋環境再生事業5カ所に鉄鋼スラグ60万トン供給

・バラスト水処理700隻以上



マリンストーン®

海藻が着生したマリンストーン®

商品・サービスによる海洋生態系保全への貢献
〈 JFE グループに対する社会からの期待 〉

マリンストーン®の優れた特性
として、海底から発生する硫化水
素の抑制効果があります。硫化水
素が発生すると、悪臭がしたり、
魚介類に悪影響を与えたりします。
マリンストーン®は、海底の環境
を修復し、生物の住みやすい環境
を整えます。また、人工岩礁帯と
して積み上げることで、藻場造成
材としても利用されています。

鉄鋼スラグで海洋環境を再生

マリンストーン Ⓡ（製鋼スラグ粒度調整材）
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バラスト水 注水時
（揚荷時）

シーチェスト

逆洗水放流

バラストタンク

ミキシング
プレート

インジェクター

フィルター

液体／顆粒の
殺菌剤

殺菌剤
投入量を
自動制御

撹拌／混合殺菌剤注入
50µm以上の
プランクトンを
元の海に戻す

TRO計
流量計

水を浄化して生態系を保全

バラスト水処理システム「JFE バラストエース Ⓡ」

JFEバラストエース®は、船舶のバラスト水中の生物を除去・殺菌する水処理システムです。
近年、船舶が船体バランスをとるために各地で注水・排水を繰り返す、バラスト水に含まれる海洋生物によ
り生態系が乱されることが危惧され、「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が要
求されることに対応するシステムです。
JFEバラストエース®は2015年6月時点で700隻以上の船舶に採用されています。
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溶鋼

熱電発電技術は「ゼーベック効果」を利
用して熱から電気を生み出す技術で、発電
時のCO₂排出がまったくないクリーンな
発電です。

スラブ

熱電発電ユニット

パワー
コンディショナ

既存配電

ま だ ま だ あ る J F E の 環 境 技 術

「LP鋼板®」は板厚を板の長手方向に変化
させた厚鋼板で、作用する力に応じて鋼板
の厚みを変化させることで、船舶や橋梁を
軽量化し、環境負荷の低減に貢献します。

高機能厚鋼板「LP鋼板®」

排熱を利用した
熱電発電技術実証試験
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JFEエンジニアリングでは東日本大震災
直後より被災地域の復興に取り組んでいま
す。現在は福島県下4カ所で災害廃棄物の
焼却・減容化業務を進めています。

業務名：南相馬市対策地域内廃棄物処理業務（減容化処理）
発注者：環境省	東北地方環境事務所	福島環境再生事務所
福島県南相馬市小高区にて平成27年3月24日撮影

メタン発酵

5,000m³
×2基

生ごみ

電力

炭化燃料

6.5t/日

24,000kWh/日

燃料化

バイオガス発電

下水汚泥

し尿
バイオ
ガス

発酵後
残渣

災害廃棄物処理の支援

下水汚泥、し尿・浄化槽汚泥、生ごみを一
カ所にまとめてメタン発酵処理し、生成する
バイオガスを燃料として発電する、国内初の
プロジェクトが豊橋市において建設中です。

大規模複合バイオマス
エネルギー化施設
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多様な人材を確保し、
育成していくために
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に、
多様な人材を安定的に採用し、これまで蓄積された技術・技能を
新しい世代へ円滑に伝承していくとともに、グローバル人材の育成に取り組んでいます。

「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。」という企業理念
の実現に向け、グループ全体の活動の方向性
を示す指針として、第5次中期経営計画の策
定と合わせ、2015年4月に「人材マネジメ
ント基本方針」を定めました。グループ各社
において、本方針に基づき、実情に応じた具
体的な施策を展開していきます。

❶ 人権の尊重と公平・公正な人材マネジメント
の推進

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

❸ ダイバーシティの推進
❹ 優秀な人材の確保および育成の着実な実施

グループ人材マネジメント基本方針
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JFEグループでは、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、ダイ
バーシティ推進室による研修・啓発活動など、女
性の活躍を推進するための様々な施策を展開して
います。このような活動が評価され、2年連続で
「なでしこ銘柄」に選定されました。

ダイバーシティの推進

280名以上

3倍

2020年（目標）

130名
2015年4月

94名
2014年8月

■	女性管理職数推移と目標

 技能伝承
大規模なベテラン層の定年退職および新入社員
の採用に伴う大幅な年齢構成の変化により、技術
力・現場力の強化に必要な技術・技能の蓄積と伝
承が喫緊の課題となっています。技術力・現場力
の維持・向上のため各事業会社にて様々な取り組
みを強力に推進しています。

グローバル人材育成
①	外国籍の総合職従業員の採用・育成
②	海外現地スタッフの採用・育成
③	日本人従業員に対しては、従来から実施してい
る海外留学・研修の充実

④	若手従業員の積極的な海外派遣により実務経
験を通じた人材育成を強化

人材育成の充実

27



働き方改革

サービス残業が発生しないよう適正な労働時間
管理を徹底し、ストレスなどを主因とする心の健
康確保のためメンタルヘルス相談窓口を設置する
だけでなく、従業員の働きがい・生産性の向上を
目的に、長時間労働の改善、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進などの働き方改革にも注力しています。	

● 採用計画と実績

第5次中期採用計画（2015～2017年度）　
1,200～1,300名程度
2015年度採用実績　
1,190名
◦総合職に占める女性採用比率：10％（46/442名）
　内、事務系総合職：21％（26/122名）

◦総合職に占める外国人採用比率：4％	（15/442名）

◦中途・通年採用比率：35％（407/1,190名）

　うち、総合職に占めるキャリア採用（中途採用）比率：
　33％	（145/442名）

　うち、現業職に占める中途採用比率：
　36％	（262/735名）

◦専門業務型裁量労働制の研究部門への導入
◦フレックスタイム制の適用

◦付加価値の低い仕事を20％削減する「SHAPE-UP」
活動を実施
◦上司との間で休みの計画を作成する「働き方計画表」
の活用

◦定時退社デーを毎週水曜日に実施
◦2015年4月より22時以降の深夜就業を禁止

多様な人材の確保

JFEグループの持続的な成長を図るため、安定
的な採用を行うとともに、採用ソースを多様化
し、女性・外国人の採用および中途・通年採用を
積極的に実施しています。

 JFEスチール

 JFEエンジニアリング

JFE商事
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表彰名 対象 主催

JFEスチール

第61回	大河内記念技術賞 気体燃料吹込みによるCO₂排出量削減に適した
製鉄原料製造技術の開発 （公財）大河内記念会

平成26年度	大谷美術館賞 自動車の外観美麗性と燃費向上を両立させた
外板パネル用高強度鋼板「ユニハイテン」の開発 （公財）大谷美術館

第12回	新機械振興賞	経済産業大臣賞 圧延と連動した厚鋼板の均一強冷却設備 （一財）機械振興協会

平成26年度	文部科学大臣表彰	
科学技術賞	開発部門 建築構造用高性能鋼を用いた巨大地震対応技術の開発 文部科学省

2014	R&D	100	Awards 省資源型高耐熱ステンレス鋼「JFE-TF1」 R&D	Magazine（米国）

平成26年度	全国発明表彰	経済産業大臣賞 炭化水素ガス使用焼結技術「SUPER-SINTER®」 （公社）発明協会

JFE
エンジニアリング

日本工業用水協会　日刊工業新聞社賞 断層用鋼管の開発 （一社）	日本工業用水協会

エンジニアリング協会　
エンジニアリング功労者賞

ミャンマー連邦共和国	シュエゴンダイン高架橋
建設プロジェクト （一財）	エンジニアリング協会

エンジニアリング協会　
エンジニアリング奨励特別賞 ハイブリッド防潮堤開発 （一財）	エンジニアリング協会

日本ガス協会技術賞
新型ガス熱量調整装置「AtoMS」
パイプラインのデュアルトーチ溶接技術
ポリエチレン管向けトッキレス工法

（一社）	日本ガス協会

グッドデザイン賞 サイクルツリー「サイクルステーションとりで」 （公財）	日本デザイン振興会

産業機械工業功績者表彰 個人表彰：鈴木康夫主幹 （一社）	日本産業機械工業会

社外からの評価

JFEグループは、社会のニーズに応えるため、革新的な技術・製品の開発に取り組んでいます。
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。
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JFEグループは、本誌のほかにもさまざまな媒体を通じて、
ステークホルダーの皆様に当社グループの活動をお伝えしています。

コミュニケーションツールのご紹介

◦JFEホールディングス株式会社
http://www.jfe-holdings.co.jp/index.html

❷	事業会社ホームページ

◦JFEスチール株式会社
http://www.jfe-steel.co.jp/

◦JFEエンジニアリング株式会社
http://www.jfe-eng.co.jp/

◦JFE商事株式会社
http://www.jfe-shoji.co.jp/

（持分法適用会社）
◦ジャパン	マリンユナイテッド株式会社
http://www.jmuc.co.jp/

ウェブサイト

発行物

◦ハイライト（本誌） ◦CSR報告書 ◦環境データ集 ◦JFEグループ		TODAY	2015

CSR報告書	2015 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

詳細版の補遺版として、
より詳細な環境データを
まとめています

http://www.jfe-holdings.co.jp/investor/
library/group-today/index.html

◦CSR報告書PDF

◦JFEグループ	TODAY
◦ecobeing環境情報サイト
◦JFE21世紀財団

❶	CSR（社会・環境）❶

❷
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