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日本の鉄鋼業がピークを迎えたのは、高度成長
期の「いざなぎ景気」（1965 ～ 70年）の頃で、NKK
は1965年に福山製鉄所を開設し、川崎製鉄は
1967年に水島製鉄所の第１高炉に火入れしました。
しかし、1971年のニクソン・ショック、２度にわた
るオイルショック（1973、79年）、1985年のプラザ
合意による世界的な円高の定着により輸出競争力
が急激に低下しました。その後、1980年代後半に
は政府の内需振興策の効果もあり、「鉄冷え」の状況
を脱出するかに見えたものの好況は長く続かず、
1990年代のバブル経済崩壊後は一層深刻な状況
となりました。

海外の鉄鋼業を取り巻く環境も同様に厳しく、
ヨーロッパでは1980年代には20社以上存在して
いた鉄鋼会社が、1990年代にわずか3つのグルー
プに国境を越えて集約されました。それでも、時を
同じくして、自動車などの鋼材需要業界や鉄鉱石な
どの原料供給業界の再編・集約が進むなか、鉄鋼
各社の価格交渉力は相対的に低下していきました。

さらに痛手となったのが、1999年以降の、鋼材
需要業界における調達先の選別強化と集約化の動
きでした。この結果、鉄鋼各社間の競争が激化して
鋼材価格は急落し、もはや業界構造を変えなけれ
ば共倒れになるとの危機感が高まっていったのです。

2001年4月13日　経営統合に合意（左 ： 川崎製鉄 江本社長　右 ： ＮＫＫ 下垣内社長）

JFE発足に至る経緯1

「じゃあ、電話するぞ。いいな」―1999年12月6
日、川崎製鉄の江本社長は、副社長との朝のミー
ティングでＮＫＫとの経営統合の意向を明かし了解
を得た後、ＮＫＫの下垣内社長に直接電話をかけま
した。一方の下垣内社長も、3カ月ほど前から江本
社長に電話することを考えていたのです。大きな環
境変化のなか、業界再編の必要性を強く感じてい
た両社長は、統合するならば、NKKと川崎製鉄の
組み合わせしかないと互いに確信していました。電
話から１０日後、両社長は帝国ホテルの一室で会食
し、これがJFE誕生へのスタートとなりました。

両社長の議論は最初から率直なものでした。江
本社長が鉄鋼事業に限定した統合を提案したのに
対し、下垣内社長はエンジニアリング事業を含めた
全面統合でなければならないと主張しました。統合
後の経営形態について、両者は議論を重ね、最終
的には持株会社のもとでの事業別再編を行なうこと
としました。さまざまなハードルを乗り越えることが
できたのは、両首脳に共有された、緊迫した経営環
境に対する危機感と、お互いに、「この年になってめ
ぐり会った親友」と認め合う揺るぎない信頼関係が
あったからです。

統合の相手として両首脳
が確信した理由は、共に官
営ではない民間製鉄会社と
して歩んできたという歴史的
背景もさることながら、ほか
にも２つの要因がありました。
一つは、両社の品種構成が
似ていたことです。競争力の
強化にあたり、規模の拡大と
ともに重要なのは、設備や機能の統廃合による効
率化や稼動率向上による大幅なコスト削減ですが、
品種構成が同じであれば、原材料の一括購入や物
流の集約化など、統合によるメリットを極大化する
ことができます。

もう一つは、製鉄所の立地と競争力です。東日
本では川崎製鉄・千葉製鉄所とNKK・京浜製鉄所、
西日本では川崎製鉄・水島製鉄所とNKK・福山製
鉄所が車で約１時間と近接しており、一体運営が可
能と考えられました。実現できれば、大幅なコスト
削減が見込まれ、特に両社の水島・福山の基幹製
鉄所は、世界的にも最も競争力のある巨大製鉄所

千葉製鉄所

京浜製鉄所
水島製鉄所

福山製鉄所
千葉製鉄所

京浜製鉄所
水島製鉄所

福山製鉄所

であったことから、大きな統合効果が得られると考
えました。

2000年4月6日、両社は4製鉄所の立地条件を
活かした製鉄所運営の効率化を推進するため、３分
野の協力について検討を開始しました。

1.製品搬送などの物流関連分野

2.製鉄所設備の補修関連分野

3.資材・原材料などの購買関連分野

製鉄所間の協力分野

第 1 部  JFE グループの発足

厳しい環境に置かれていた鉄鋼業

両社トップ会談の実現。それは1本の電話から始まった。

製鉄所間の協力を開始
各
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製鉄所間協力の発表から1年後の2001年4月
13日、機が熟したと判断した両社長は、対等な立
場での全面的な経営統合を行なうことについて基
本的に合意し、具体的な検討を開始しました。同日
に行なわれた記者会見には、200名を超える報道
関係者が取材に訪れました。

経営統合発表後の共同記者会見（ホテルニューオータニ）

第1回統合推進委員会（2001年5月22日）

経営統合に向けて2

会見においては、グローバル化の進む事業環境
のなかで、お客様のニーズに対応し事業を発展させ
るためには、経営統合が最善の選択であるとの結
論に至ったことが説明され、統合後の新会社は、鉄
鋼とエンジニアリング事業をコアとする堅固な収益
基盤を確立し、21世紀のエクセレントカンパニーを
目指すことが宣言されました。

また、株主と関係当局の承認を前提に、対等の
立場でグループも含めた全面的な経営統合を行な
うこととし、統合のスケジュールとして2つの段階を
経ることが公表されました。

2001年4月、両社はティッセン クルップ ス
ティールとの３社戦略提携交渉を開始しました。
ティッセン クルップ スティールの普通鋼部門子
会社であるティッセン クルップ シュタールと
NKKとが行なっていた自動車用鋼材分野中心
の提携交渉に、新たに川崎製鉄が参画したもの
です。グローバル化を推進するお客様に対して、
より高度なサービスの提供を図るために、3社
が 国際的な協力関係を築くものでした。翌
2002年4月には、3社による、主に自動車用鋼
板とそれに関連した研究開発における包括提携
契約を締結しました。11月には、ティッセン ク
ルップ シュタールが、トヨタモーターヨーロッパ 
マニュファクチャリング向けの外板用鋼板の受
注に成功しました。

ティッセン クルップ スティール
との3社包括提携契約を締結

本基本理念は、所期の統合目的を早期に達成
するため、統合推進委員会及び各部会における
判断のよりどころを示すものである。 

１  役員ならびに社員は、各々の所属する会社の利
害を超越し、新会社の利益・発展のみを願い、こ
れを第一義として、合理的かつ公正に全ての判
断・行動をなすこと。

２  人事は能力・業績に基づき、公正にして適材適
所に徹すること。 

３  重要な意志決定は十分なる議論を尽くして後、
行なうこと。

４   業務プロセス・諸制度・技術等について、フェア
に評価を行ない、優秀と判断されるものを新会
社に採用することにより、コスト優位性をはじめ
とする世界最高水準の競争力を有する企業構
造を構築すること。 

なお、本基本理念は、統合後の会社運営に際し
ても適用されるものとする。

【第1ステップ】
2002年10月を目処に株式移転により共同持
株会社を設立し、両社はその傘下に入る。

【第2ステップ】
2003年4月を目処に持株会社傘下の両社を、
事業別会社に再編する。

統合の検討に際しての基本理念

経営統合のスケジュール

2001年5月、両社は「統合の検討に際しての基
本理念」を策定し、両社社長を共同委員長とする
統合推進委員会と、両社役員クラスを共同部会長
とする部会とを設置し、経営統合に向けた具体的
な検討を開始しました。

この基本理念は、経営統合にあたっての“憲法”

とも呼ばれたもので、統合推進委員会および各部
会における判断のよりどころを示すものでした。

所属する会社の利害にとらわれず、「新会社の利
益・発展のために」という基本理念の徹底により
全社員の意思が統一できたことで、所期の統合目
的の早期達成につながりました。

また、2000年9月5日には、「製鉄所間の協力に
関する検討状況について」を発表し、当初の3分野
に加え、両社のグループ会社間での協力の検討を
開始することとしました。

製鉄所間協力の発表後も、両首脳は、合併・統

合構想を踏まえて頻繁に意見交換を続けましたが、
拙速な意思決定を避け、大統合の決断時期を慎重
に探り続けました。そして、2001年、統合に向け
た動きは一気に進んでいきました。

経営統合基本合意

経営統合に向けた推進体制の確立 各
社
の
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統合に向けての検討が本格化するなか、それぞれの会
社についての理解を深める目的で、2001年6月6日には
江本社長がNKKを訪問、7月5日には下垣内社長が川崎製
鉄を訪問し、両社相互の歴史や経営について講演を行ない
ました。講演後は活発な質疑応答が行なわれ、和やかな
ムードのなかで終了しました。
8月29日には、土手副社長、
半明副社長、恩田常務が川
崎製鉄を訪問し、NKKのエ
ンジニアリング事業・環境
ビジネスについて講演し相
互理解を深めました。

2001年夏の第72回都市対抗野球大会には、
NKK硬式野球部（福山市代表）、川崎製鉄千葉硬
式野球部（千葉市代表）が本戦に出場しました。
お互いの試合には相互に大応援団が駆けつけ、
試合途中、お互いの応援団がステージに上がり
声援を送るとスタンドは大歓声に包まれました。
野球の応援で一足先に統合が進み、役員・社員
一丸となった熱心な応援が行なわれました。

両社首脳が相互訪問し講演

都市対抗野球で一足先に“応援”統合！
～両社チームの試合に相互に大応援団が駆けつける～

下垣内社長の講演

統合推進委員会では、各部会のテーマや
検討状況が議論されました。2001年5月か
ら2002年1月まで、毎月1 ～ 4回、計15回
開催され統合の第一段階を強力に推進しま
した。

2001年4月の経営統合合意後、両社は
公正取引委員会に統合についての事前相
談を行ない、同年11月、公正取引委員会
より両社の経営統合はグループ会社も含
め独占禁止法上問題はないという回答を
受け取りました。これにより、統合準備作
業はさらに加速して行なわれることとなり
ました。

統合推進委員会と分野別各部会において検討を
重ねてきた両社は、2001年12月21日、基本合意
書を締結しました。新グループの名称を「JFEグ
ループ」と決定し、グループの概要を公表しました。

持株会社であるJFEホールディングスのもと、
2003年4月を目処に事業別の5社に再編するとと
もに、統合効果の早期発現のためにグループ会社
の再編にも着手しました。

第72回都市対抗野球大会

【新グループの名称】
JFEグループ
「J」は日本（Japan）、「F」は鉄鋼（鉄の元素記号

Fe）、「E」はエンジニアリング（Engineering）を意
味し、鉄鋼とエンジニアリングをコア事業とした

「日本を代表する未来志向の企業グループ」
（Japan Future Enterprise）であることを表し
ています。

【基本理念】
JFEグループは、両社の強固な営業基盤、高

度な技術力、最強・最効率の製鉄所・製作所等
を活かした最高水準の競争力の実現及び変化に
対して挑戦し続ける革新的な企業文化の創造に
より、
1．  顧客ニーズへの世界規模での対応力強化
2．  株主・資本市場からの高い評価の獲得
3．   従業員にとって魅力に富み働きがいのある職

場の提供
4．  地球環境・地域社会への貢献
 等を目指してまいります。

■ 経営統合のスケジュール

【第1ステップ】
持株会社の設立（2002年10月目処）

JFEホールディングス
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【第2ステップ】
傘下会社の事業別再編（2003年4月目処）
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経営統合基本合意書を締結
（左 ： NKK 下垣内社長　右 ： 川崎製鉄 數土社長）

［株式割当比率］
2001年12月21日発表時点（単元株式数は1,000株前提）

●�NKK株式1株に対し、JFEホールディングス株式
0.75株
●�川崎製鉄株式1株に対し、JFEホールディングス
株式1.00株

�以降の検討で、単元株式数を1,000株から100株へ変更
したことから、2002年5月9日の経営統合契約時の最終
的な株式割当比率は下記となりました。
・��NKK株式1,000株に対し、JFEホールディングス株式
75株
・��川崎製鉄株式1,000株に対し、JFEホールディングス
株式100株

【統合比率】
統合における重要な懸案事項の一つで

あった統合比率（株式割当比率）については、
公約であった年内決定を目指し、両社で真
摯な検討・協議が行なわれました。最終的
には12月19日のＮＫＫ・下垣内社長と川崎
製鉄・數土社長※のトップ会談で合意されま
したが、この会談は午前10時に始まり、途
中の中断をはさみながら午後6時過ぎまで、
8時間に及ぶものとなりました。
※�2001年6月より江本社長の後任に數土副社長が
就任、江本社長は会長に就任しました。

経営統合の検討体制

経営統合基本合意書を締結
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【経営目標】
JFEグループは、グローバル企業にふさわしい

効率性と収益性の実現を図るために、2005年度
（連結ベース）に、統合効果として年間合計で
800億円を実現し、また、経常利益2,000億円、
有利子負債1兆8,000億円、総資産金利前経常
利益率（ROA）6.5%、売上高経常利益率（ROS）
7.5%などの財務目標を公表しました。

2002年2月18日、両社はJFEグループの基本事
項として、新会社のうちJFEホールディングス・
JFEスチール・JFEエンジニアリングの本社所在地、
承継会社、JFEホールディングスの経営体制（取締
役および執行役員人事）に加え、今後の設立準備
体制を発表しました。

【本社所在地】
NKK本社をJFEホールディングスおよびJFEエン

ジニアリングの本社所在地、川崎製鉄東京本社を
JFEスチールの本社所在地とし、両社の本社を相互
活用しました。

【設立準備体制】
JFEホールディングスの設立と2003年4月の事

業別会社への再編を円滑に実施するため、統合推
進委員会をはじめとする準備体制を、総合委員会と
会社毎の設立準備委員会に改組しました。

［設立準備体制］
●�総合委員会�：�
　JFEグループ全体に関わる事項の審議・承認
●�設立準備委員会�：�
　各社に関わる事項の審議・承認

総合委員会は2002年2月から10月までの間に
計13回、JFEホールディングスの設立準備委員会
は2002年5月から設立直前の9月17日まで計8回
開催されました。また、JFEスチールの設立準備委
員会は2002年3月から2003年1月まで20回、そ
の後スチール・トップミーティングに発展的に継承
され2003年3月まで5回、計25回開催されました。
JFEエンジニアリングの設立準備委員会は2002年
2月から2003年3月まで計26回にわたり開催され
ました。

2003年4月の事業会社発足に先立ち、両社は
「NKK・川崎製鉄合同採用プロジェクトチーム」を
設置し、JFEスチールとJFEエンジニアリングの第
一期総合職の定期採用活動を開始しました。

採用人数は、事務系約30名、技術系約70名の
合計約100名で、2003年4月にJFEスチールある
いはJFEエンジニアリングに入社する前提で、新
卒の大学・大学院生を対象として全国で会社説
明会を開催、採用選考を合同で実施しました。

JＦＥグループ第一期生の
合同採用活動

新グループの名称が、「JFE」に決定しました。
NKK・川崎製鉄両グループの社員に対して公募し、
総数1万1,524件の中から選ばれたものですが、そ
の「JFE」の名づけ親が、偶然にも両グループから1
名ずつ現れました。

日本鋼管ライトスチールの関連会社・エルエスエ
クステリア建材の菊池正勝さんは、「第一印象は“信
じられない”。統合により、日本（Japan）を代表す
る鉄（Fe）とエンジニアリング（Engineering）の会

社が誕生する、その将来への夢を託した。新グルー
プの名づけ親として誇りを持ち続けたい」と受賞の
喜びと決意を語りました。一方、川崎製鉄のグルー
プ会社・リバースチールの岩本寧子さんは、「“夢の
ような本当のこと”。大変な名誉で重く受けとめて
いる。日本を代表する鉄鋼会社で、シンプルでわか
りやすいアルファベット3文字をイメージした。新グ
ループの一員であることに誇りを感じている」と笑
顔で喜びを語りました。

社員公募による新グループ名称「JFE」。
両グループから名づけ親が1名ずつ誕生 ！

エルエスエクステリア建材の菊池さん リバースチールの岩本さん

JFEホールディングスの設立3

2002年3月、NKKの半明社長と川崎製鉄の數土
社長が共に4製鉄所を視察しました。各製鉄所では、
両社社長のほか役員・関係者が多数出席した製鉄
所共同報告会が行なわれ、統合効果の早期実現・
最大化を目指して、各部門の現況・保有技術の紹介
のほか、コストダウン手法や設備稼動に関する技術
的課題などを中心に会社の垣根を越えて活発な議論
を行ない、今後の事業計画について検討しました。

両社社長が4製鉄所を視察・共同報告会を実施

共同報告会（左 ： NKK 半明社長　右 ： 川崎製鉄 數土社長）

【会長・社長人事】
JFEホールディングスの会長には川崎製鉄の

江本会長、社長にはNKKの下垣内社長※が就任
することになりました。JFEスチールの会長には
NKKの半明副社長※、社長には川崎製鉄の數土
社長が、JFEエンジニアリングの社長にはNKK
の土手副社長が就任することになりました。
※�2002年2月より下垣内社長の後任に半明副社長が就
任、下垣内社長は会長に就任しました。

また、JFEスチールとJFEエンジニアリングで
は経営の意思決定と業務執行の分離による権
限・責任の明確化と、決定・執行の迅速化を実
現するために、執行役員制を導入することとしま
した。

JFEグループの基本事項の発表
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JFEグループ コンプライアンス委員会の発足

2002年5月9日、両社は経営統合契約書を締結し
ました。JFEホールディングスの設立時期、資本金、
監査役体制、シンボルマークなどについて発表し、６
月の両社株主総会での決議の準備が整いました。

【統合効果の早期実現に向けた取り組み】
この発表にあわせて、両社は2002年度に200

億円規模の統合効果実現の目途がついたこと、研
究開発の効率化について前倒しで取り組んでいる
ことを発表しました。また、NKKと川崎製鉄が保
有する１１基の高炉のうち、川崎製鉄の千葉地区
第5高炉と水島地区第1高炉の2基を休止する方
向であることを明らかにしました。鉄鋼会社の象徴
である高炉の休止を行なうこと、その対象が川崎
製鉄の高炉のみであったことは内外に大きなイン
パクトを与え、両社内全体に改革の決意とJFEグ
ループとしての意識が浸透しました。高炉以外の
設備統廃合についても、立地および特性に基づき、
生産ラインの集約・相互設備の有効活用の観点か
らグループ会社を含めた検討を進めました。

2002年6月26日、2年半にわたって検討された
両社の経営統合が、両社株主総会において承認さ
れました。

2002年9月27日、JFEホールディングスが発足
しました。

当日は午前10時から発足式を行ない、続いて11
時30分から江本会長、下垣内社長による共同記者
会見が開かれました。午後6時からは両社の役員、
労働組合幹部、グループ会社の社長が出席し、発
足記念懇親会を開催しました。

発足式

形：		無限に回転し続ける球体は、あらゆる顧客との
接点を広く求め、コミュニケーションを深めていく
ことを意味しています。 

色：		ブルーは信頼・奥深さを意味し、地球規模で
活動していく企業姿勢、宇宙・空といった無限
で広大な企業イメージを表現しています。

発足前日の2002年9月26日、東京証券取引
所で上場セレモニーが行なわれ、上場通知書と
盾が授与されました。続いて下垣内社長が「伝統
の鐘」を打ち鳴らすと、場内から大きな拍手がわ
き起こりました。

JFEホールディングス、
東京証券取引所に上場 ！

「伝統の鐘」を打ち鳴らす下垣内社長

2002年12月12日、法令遵守および企業倫理
を徹底し、コンプライアンスに則った事業活動を
より一層推進するため「JFEグループ コンプライ

アンス委員会」を発足させるとともに、グループ
の企業理念、行動規範および企業行動指針を制
定しました。

【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。」

【行動規範】 「挑戦。柔軟。誠実。」

【JFEグループ企業行動指針】
JFEグループの役員および社員は、「企業理

念」の実現に向けたあらゆる企業活動の実践に
おいて、「行動規範」の精神に則るとともに以下
の「行動指針」を遵守する。

経営トップは自ら率先垂範の上、社内への
周知徹底と実効ある体制整備を行い、企業倫
理の徹底を図るとともに、取引先等にこれを
促す。

本行動指針に反する事態には、経営トップ自
らが解決にあたり再発防止に努める。また、社
内外への迅速かつ的確な情報公開を行い、権
限と責任を明確にした上で厳正な処分を行う。

1．良質な商品・サービスの提供
優れた技術に基づいた安全で高品質の商品

とサービスの提供に努めるとともに、個人情
報・顧客情報の保護に十分配慮し、お客様か
ら高い評価と信頼を得る。

2．社会に開かれた企業
株主はもとより、広く社会とのコミュニケー

ションを図り、企業情報について、社会への積
極的な情報公開に努める。

3．社会との連携と協調
良き企業市民として、社会との連携と協調を

図り、積極的な社会貢献に努める。

4．グローバル化
グローバルな視点をもち、国際規範はもとよ

りそれぞれの文化や習慣を尊重し、世界の
様々な人々との相互理解に努める。

5．地球環境との共存
地球環境との共存を図り、快適な暮らしやす

い社会の構築に向けて主体的に行動する。

6．政治や行政との関係
政治や行政との健全かつ正常な関係の維

持・構築に努める。

7．反社会的勢力への対応
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社

会的勢力および団体とは、一切の関係を遮断
し、違法・不当な要求には応じない。

8．人権の尊重
社会の人々、従業員を個として尊重し、企

業活動において一切の差別を行わない。

9．働きがいのある職場環境
従業員にとって魅力に富み、安全で働きが

いのある職場を提供する。

10．法令の遵守
法令を遵守し、公正で自由な競争に心がけ、

適法な事業活動を行うとともに、健全な商慣
習に則り、誠実に行動する。 
※下線箇所�：�制定時以降に変更・追加。

経営統合契約書を締結 

JFEホールディングスの発足 

【シンボルマーク】
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第１次中期経営計画（2003～2005年度）発表5

2002年度（予想）

経常利益

売上高経常利益率（ROS）

総資産金利前経常利益率（ROA）

総資産残高

有利子負債残高

株主資本

売上高

JFEスチール
JFEエンジニアリング

940億円
780億円
140億円
3.9%

3.6%

3兆6,700億円

2兆500億円

6,000億円

4.0%
2.9%

2兆4,300億円

2005年度目標 【参考】2001/12発表時

2,500億円
2,300億円
160億円
10%

9%

3兆4,600億円

1兆6,000億円

8,300億円

11%
4%

2兆5,000億円

JFEスチール
JFEエンジニアリング

2,000億円

7.5%

6.5%

1兆8,000億円

2003年1月28日、グループの経営目標を具体
化すべく、2005年度までの事業運営の指針となる
第1次中期経営計画を策定し公表しました。これに

より、4月の事業別再編・事業会社設立によるＪＦＥ
グループ誕生に向けた全ての体制が整い、目標も
明確になりました。

【JFEグループ第１次中期経営計画（2003～2005年度）】概要

1．グループ共通施策
1） グループ連結経営の強化 
2） 技術立社 
3） 人事・労働施策の推進
 生産性向上と人材確保・育成の強化
4） 購買費用の削減 
5） 環境経営の徹底 
6） ITの積極的活用 

2．事業会社主要施策（JFEスチール・JFEエンジニアリング）
（1）JFEスチール
①マーケティング機能の充実
②海外戦略
③最適生産体制の構築と設備集約
④グループ会社の再編・統合
（2）JFEエンジニアリング
①事業運営体制（事業部カンパニー制強化） 
②ナンバーワン戦略
③オンリーワン戦略

3．連結財務目標

JFEグループの環境分野への取り組みを理解いただく
ため、「JFE環境報告書2002」を発行し、環境理念に基づ
いたグループ全体の取り組みを紹介しました。特に、社会
との関わりや環境会計の記述を通じて、積極的に情報を
開示するよう努めた内容となりました。

JFEグループとして初めて
環境報告書を発行

ＪＦＥ環境報告書2002

事業会社の設立に向けて4

2003年4月の事業会社設立に向けて、2002年
10月29日、ＪＦＥスチール・ＪＦＥエンジニアリングの
役員人事および組織体制と、ＪＦＥ都市開発・ＪＦＥ

技研の社長人事ならびに両社役員人事に関連する
グループ会社の社長人事を発表しました。

【JFEスチール】 【ＪＦＥエンジニアリング】

【川崎マイクロエレクトロニクス】

【ＪＦＥ技研】

①事業部・センターを基本として組織編成

　５事業部２センター

②カンパニー制の採用
事業部長・センター長は「カンパニー長」として
経営戦略の共有化促進と連結収益最大化を図る

2001年7月に川崎製鉄ＬＳＩ事業部が分社し発足

世界最高の技術の実現を目指し、共通基盤系技術
および成長分野のプロジェクトの研究開発を推進

エネルギーエンジニアリング事業部

環境エンジニアリング事業部

水エンジニアリング事業部

製鉄エンジニアリング事業部

鋼構造事業部

ソリューションエンジニアリングセンター

重工センター

①部門の集約

②製鉄所の一体運営

製造担当職制 ： 地区別に編成
労働人事・業務・企画・商品技術 ： 製鉄所共通職制

③品種セクター制の採用（8セクター）
「薄板」、「厚板」、「形鋼・スパイラル」、「鋼管」、
「電磁鋼板」、「ステンレス」、「棒線」、「鉄粉」

ＮＫＫ＋川崎製鉄
239部 157部へ

千葉製鉄所
京浜製鉄所

東日本製鉄所
（千葉地区・京浜地区）

水島製鉄所
福山製鉄所

西日本製鉄所
（倉敷地区・福山地区）

事業会社の位置づけへ

【ＪＦＥ都市開発】

中心とする事業

①ＪＦＥグループの大規模遊休地の開発事業

②マンション分譲事業

事業会社の役員人事・組織体制
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