


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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JFEグループの
「技術優位性」と「多様な人材力」で
持続可能な社会の構築に貢献します

JFEホールディングス株式会社
代表取締役社長（CEO）

持続的な成長と
企業価値向上を目指して

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、企業としての持続的な成長を図り、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
めてまいりました。

JFEグループは2015年度から2017年度の事
業運営の方針となる第5次中期経営計画を策定
し、その達成に向けた着実な取り組みを進めてお
ります。昨年夏以降、新興国経済の減速や資源価
格の低迷等の影響により、極めて厳しい事業環境
が継続しておりますが、グループ各社が持つ「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、国内
収益基盤の強化と海外事業収益の拡大により持続
的な成長と企業価値向上を図ってまいります。

社会に信頼される
JFEグループとして

JFEグループは、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・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。
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社会。地球。
持続可能な社会を支える3つの事業

鉄づくり

流通

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「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。

【 鉄鋼事業 】
◦JFEスチール株式会社

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。

【 商社事業 】
◦JFE商事株式会社　
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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。

街づくり

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 】
◦JFEエンジニアリング株式会社

3兆4,317億円

■ 鉄鋼事業
　 71.2%（2兆4,451億円）
■ エンジニアリング事業
　 11.5%（3,975億円）
■ 商社事業
　 51.1%（1兆7,564億円）

グループ内取引調整額　△34.0％（1兆1,674億円）
調整額（1兆1,674億円）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：
8,756億円、エンジニアリング事業：98億円、商社事業：2,819億円が含まれています。

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）	 59,460名
URL	 http://www.jfe-holdings.co.jp/

会社概要（2016年3月31日現在）

グループ
総売上高
構成比
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マネジメント

企業価値の向上と持続的成長への確かな一歩を

社外役員が語る

JFEのガバナンス

JFEのコーポレートガバナンスについての
率直な印象を教えてください。

田：私は2015年に取締役に就任しました。取
締役会に出席してみると、社外役員の方々が実に
フランクかつ活発にご意見を交わされていること
に驚きました。かなり辛辣なご意見もあり、フラ
ンクに議論のできる取締役会だという印象を受け

ました。私も、それぞれの議案に対して、必ず発
言するように心がけています。

大八木：私は監査役という立場で取締役会に参加
しています。社外監査役とは、取締役の発言の
チェックという役目が中心だと思っていました。
ですがJFEの取締役会では監査役こそ物を言えと
いう雰囲気があり、これにはかなり驚きました。

社外取締役2名、社外監査役2名の計4名による、JFEホールディングス（以下、JFE）の
コーポレートガバナンスについての座談会を開催いたしました。その一部をお届けいたします。

東京大学生産技術研究所教授
2011年6月、当社取締役に就任

前田 正史

古河電気工業株式会社取締役会長
2015年6月、当社取締役に就任

田 政雄

東京理科大学イノベーション研究科教授
2010年6月、当社監査役に就任

伊丹 敬之

帝人株式会社取締役会長
2014年6月、当社監査役に就任

大八木 成男
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※1 JFEエンジニアリング鶴見製作所
※2 JFEスチール西日本製鉄所福山地区
※3 JFEエンジニアリング津製作所

今は、私も監査役の職務を超えて、独立役員と
して発言を行うように心がけ、できるだけ意見を
申し上げるようにしています。

前田：私は 田さん、大八木さんより在任期間は
長く、2011年から取締役を務めています。

就任当時、大きな意味で技術開発全体について
意見を言ってくださいと言われましたが、私も取
締役会で社外の監査役を含め、社外役員が徹底的
に説明者に質問していることには驚きましたね。

JFEの取締役会ではフランクな議論が行われて
いるとのお話がありましたが、それはやはり議長
である社長が正直であり、率先してそのような雰
囲気を作っているからだと思います。経営会議で
議案が通ったから、取締役会でもそのまま議案を
通すという姿勢ではなく、社長も一緒になって質
疑を行っている印象です。もしディフェンシブな
スタイルでやろうとしていたら、議論が進みませ
んよね。

また現場への訪問もあります。以前に取締役会
が鶴見※1で開催されましたし、今後は福山※2や
津※3でも開催が予定されています。

伊丹：私が社外監査役に就任してから6年経ちま
すが、年を追うごとに取締役会が形式的なもので
は無くなってきていると感じます。例えば、最近

は取締役会で事業内容の説明があり、現場の情報
も提供してもらっています。事業所での取締役会
開催もその一例ですが、これを始めたのは良いこ
とだと思います。やはり、現場の空気を知らない
といけませんね。加えて、2015年になって取締
役会の諮問機関である指名委員会と報酬委員会が
設立され、更なる議論の場が出来、ますます良い
方向に進んでいるのではないかと感じています。

大八木：そういったガバナンス強化の取り組みも
スピードアップされていて、今は他社の先端的な
ところに追いついていると思います。また伊丹先
生のおっしゃる通り、JFEは我々社外役員に事業
内容を知ってもらう取り組みに力を入れている印
象を受けます。このような機会を設ける姿勢は
JFEの経営陣が透明性の高い、オープンな環境を
意識していることの表れではないでしょうか。

➡ HOME / CSR(社会・環境) / 社外役員が語るJFEのガバナンス
http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/feature/governance.html

紙面の都合上、一部のご紹介となりましたが、
座談会の全文はwebにて公開中ですWeb

08



省資源・CO₂排出削減に貢献

水素系ガスでCO₂削減、品質改善
電力供給と資源循環で

地域に貢献

グローバルな循環型社会の
拡大に寄与

耐震性が高く､省資源･短工期の
補強土壁工法

鉄鋼スラグで
海洋環境を再生

海洋生態系を守る
海上輸送増加に伴う

環境負荷を低減

地球にやさしいＪＦＥ

くらしを支えるＪＦＥ

地球環境保全のために
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JFEグループの世界最高の技術は、製造現場だけでなく、その製品を通じて社会のさまざまなところで活用
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、世界最高の技術を社会に提供してい
くことで、持続可能な社会の構築に貢献しています。

社会インフラの維持で環境貢献 自転車の利用をもっと身近に 再生可能エネルギーの普及へ

高機能鋼材で
自動車の軽量化

高性能水素インフラ
開発に向けて身近にあるＪＦＥ

世界最高の技術で持続可能な社会の構築に貢献
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地球環境保全のために

JFEスチール西日本製鉄所（福山地区）
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JFEグループは、世界最高の技術をもって、製品を製造する過程での環境負荷を低減するとともに、
環境に配慮した製品やサービスを提供することで、
温室効果ガス排出削減、資源循環や生物多様性保護など、環境保護に貢献しています。

地球にやさしいＪＦＥ

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

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、さらなる省資
源化・CO₂排出削減を達成してい
ます。2015年度は、製鉄プロセ
ス利用全体で26万トンのCO₂を
削減しました。

使用済みプラスチック高炉吹き込み技術
省資源・CO₂排出削減に貢献

12



●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
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適
正
温
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● 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。

地球にやさしいＪＦＥ

Super-SINTERⓇとSuper-SINTERⓇ OXY
水素系ガスでCO₂削減、品質改善

地球環境保全のために
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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

マリンストーンⓇ

バラストエースⓇ

鉄鋼スラグで海洋環境を再生

海洋生態系を守る
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地球環境保全のために

伊良部大橋（伊良部島～宮古島間、全長3,540m）（沖縄県）
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JFEグループの技術は、皆様の生活を支える道路やごみ処理などの
社会インフラの分野にも活かされています。このような技術を通じて、
皆様のくらしを下支えすると同時に、環境負荷の低減にも役立てています。

くらしを支えるＪＦＥ

関門橋（山口県下関市）（関門橋下関側径間補剛桁補修工事）

交通量の増大や道路の老朽化へ
の対応として行われる、既存の橋
梁の拡幅や補強を実施する改良工
事には高い技術力が要求されます。

これまで多くの橋梁を建設して
きたノウハウを活かして改良工事
を施工し、既存の構造物を長寿命
化することで、交通インフラの建
設・維持における環境負荷低減に
貢献しています。

交通インフラ新設・補修・長寿命化
社会インフラの維持で環境貢献
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くらしを支えるＪＦＥ

地球環境保全のために

上段：熊本市西部環境工場

下段：JFEハイパーリモート®　リモートサービスセンター
（横浜市・JFEエンジニアリング内）

ハイパー21ストーカシステム
は最新鋭の高温空気燃焼システム
によるJFEエンジニアリング独自
の燃焼技術を搭載した廃棄物発
電システムです。業界トップクラ
スの発電効率を達成し、地域の電
力需要と資源循環に貢献していま
す。2014年9月に横浜本社に開
設したリモートサービスセンター
内にある遠隔監視システム「JFE
ハイパーリモート®」により高効率
発電を可能とします。お客様ニー
ズに即した安心・安全な事業運営
を提案し、地域社会に貢献します。

廃棄物プラントでの高効率発電
電力供給と資源循環で地域に貢献
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山口県　山口宇部線

テールアルメとはフランス語で
「Terre（土）」と「Armee（補強）」を
意味する補強土壁工法です。土中に
帯鋼の補強材を敷設することで垂
直な盛土を可能にした技術で、世界
各国で多くの実績を残しています。

土の持つ柔軟性と、補強材の剛性
を活かした「柔で強靭」な特性は、
わが国の厳しい自然条件に適合し、
高い耐震性も評価されています。

国土の狭い日本では、土地の有
効活用を図る上で垂直な構造物の
ニーズが高く、特に道路建設時の
インフラ整備にこれまで多く用い
られてきました。日本に導入して
約半世紀、近年では宅地造成や水
辺環境での適用も増加し、あらゆ
る分野で対応しています。

補強土（テールアルメ）工法
耐震性が高く､省資源･短工期の補強土壁工法
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地球環境保全のために

サイクルステーションとりで（JR取手駅前）（茨城県）
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JFEグループの技術は、皆様が日常的に利用する車や駐輪場でも、目にすることができます。
このような身近な場面でも、JFEグループの技術は環境負荷を低減しており、
皆様一人ひとりの省エネ活動・環境保護活動にも役立てていただけます。

身近にあるＪＦＥ

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。

ユニハイテンⓇ
高機能鋼材で自動車の軽量化

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
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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。

身近にあるＪＦＥ

サイクルツリーⓇ
自転車の利用をもっと身近に

地球環境保全のために

水平式サイクルツリー内部構造（相模大野駅西側自転車駐車場）（神奈川県） JFEエンジニアリング東神奈川寮（神奈川県）
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固定価格買取制度がスタートし
て以降、全国で太陽光発電の導入
が急速に進みました。JFEエンジ
ニアリングは2015年度までに国
内で約110カ所、合計約580MW
超のEPC（設計・調達・建設）を
受注するほか、自ら8カ所で計
40MW規模の発電事業も行って
います。

地形に沿わせて太陽光パネルを
配置し、閉鎖したゴルフ場跡地を
有効利用するなど、さらに環境負
荷を少なくする技術を提供してい
きます。

太陽光発電
再生可能エネルギーの普及へ

三保ソーラーパワー（静岡県）
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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①

鋼材の高機能化に伴い、鋼材に含まれる
硫黄の低減が求められています。石灰投射
法とスラグホットリサイクル法の技術開発
により、脱硫剤、脱硫スラグ、鉄製造エネ
ルギー低減を実現しています。JFEスチー
ルではすべての製鉄所での導入を完了し運
用しています。

地球環境に優しい高効率溶銑脱硫技術

排熱を利用した
熱電発電技術実証試験

脱硫剤 脱硫剤

自由落下 搬送ガスにより投射

凝集粒小さく
反応効率向上凝集粒大きく

未反応多い

従来法 石灰投射法

溶銑

地球環境保全のために

※ ゼーベック効果
異なる金属または半導体に温度差を設けると電圧が発生す
る効果
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生物由来の資源を利用するバイオマス発
電は大気中のCO₂を増加させず、また、資
源を有効利用することにより環境負荷を低
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
マスや使用済みプラスチックなどを燃料と
し、効率的に発電するシステムです。

㈱京浜バイオマスパワー（川崎市）

バイオマス発電

150

200

50

100

18 28

78
98

0 （年度）1997 2005 2008 2013 2016

180
（MW）

■ バイオマス発電の累積建設設備容量
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まだまだあるJ F Eの環境技術②

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
ス発電所を津製作所構内に建設し、2016年7月より運転を開始
しました。

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

ヤシガラの船積み

地球環境保全のために

グリーンエナジー津（三重県）
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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

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2015年3月24日撮影

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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社会の発展に
貢献するために
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安全で魅力に富み働きがいのある職場の実現と、
多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境の整備を強力に推進するため、
社員とその家族の健康保持・増進に関する宣言を行いました。
グループ各社においては、宣言に基づき具体的な施策を展開していきます。

また、「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」を定めています。

グループ人材マネジメント基本方針
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

健康で働きがいのある職場の構築に向けて

重点施策

「メンタル不調者の未然防止」

◦  ストレスチェックの実施と
 その結果を踏まえた職場環境の着実な改善
◦ メンタルヘルス教育による
 セルフケア意識の向上
◦  管理・監督者によるラインケアの徹底
◦ メンタルヘルス相談体制の充実

こころの健康
「社員とその家族の疾病の早期発見と重症化予防」

◦ 健康診断と適切な保健指導の確実な受診
◦  配偶者健診受診率の向上
◦ 健康保険組合と連携した
 健康増進活動の活性化
◦ 健康診断データの分析・活用に基づく
 生活習慣の改善

からだの健康
「安全で働きがいのある職場の構築」

◦  業務効率化の推進と長時間労働の防止
◦  職場内における
 双方向コミュニケーションの更なる活性化
◦ 社員とその家族の健康と仕事の両立を
 支援する制度の更なる拡充、整備

職場の健康

JFEグループ健康宣言

 ❶ 企業理念の実現のためには、社員一人ひとりの安全と健康は欠くことができないという認識のもと、
 すべての社員がいきいきと働くことができる職場を実現していきます。
❷  会社と健康保険組合が一体となって、社員とその家族の心と身体の健康保持・増進に向けたあらゆる取組みを進めていきます。
❸ 安全と健康を最優先する意識の醸成を図り、社員一人ひとりが自立的に活動を実践する健康文化を構築していきます。
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ステークホルダーの皆さまとともに

JFEグループでは情報通信技術の活用によるお
客様サービスの向上に取り組んでいます。

2016年には、JFEホールディングスが、経営
改革や競争力の強化のためにITの積極的活用に取
り組んでいる企業と
して、経済産業省と東
京証券取引所が共同
で選定する「攻めのIT
経営銘柄」に2年連続
で選ばれました。

当社では、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。2015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（6地区）で、合計27回
開催し、約2,200名の方に参加いただきました。

CS（お客様満足）向上 株主の皆様とのコミュニケーション

社会の発展に貢献するために

29



■ 女性活躍の推進
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、研
修・啓発活動の展開など女性の活躍を推進するた
めのさまざまな施策を展開しています。

さらに女性の活躍を着実に推進するため、JFE
グループとして2020年には女性管理職の人数を
2014年度比で3倍とする目標を設定しています。

「公益財団法人 JFE21世紀財団」は、1990年
の設立以来、社会貢献を担う財団法人として、設
立趣旨に基づき「社会に開かれた存在を目指し、
社会との共存共栄をいっそう進める」ため、毎年
その事業を発展させています。

JFE商事とグループ会社の川商フーズ（株）は、
2011年度より西アフリカのガーナとナイジェリ
アの小学校支援を行っています。2015年度は、
机・椅子を700セット、ノート17,000冊、缶詰
12,500個を寄贈しました。今後も現地に密着した
活動を継続し、各地域の発展に貢献していきます。

■ トップメッセージの発信
JFEホールディングス代表取締役社長が内閣府

男女共同参画局が支援する「輝く女性の活躍を加
速する男性リーダーの会」行動宣言に賛同し、女
性社員のさらなる活躍推進を表明するなど、社内
外に「女性がいきいきと活躍できる会社」である
ことを発信しています。

280名以上

2020年（目標）

189名
2016年4月

94名
2014年8月

■	女性管理職数推移と目標

「JFE21世紀財団」による社会貢献活動 ダイバーシティの取り組み 

青少年育成支援

3倍
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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 2016

CSR報告書 2016

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2016 
http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/report.html

➡ 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.html


