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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。



京浜地区開設100年
朝もやの中、新しい一日がはじまる
2012年6月、JFEスチール東日本製鉄所・京浜地区は開設100年
を迎えました。これからも、地域の皆様をはじめすべてのステーク
ホルダーとともに、新たな挑戦を続け、日本のものづくりを支えて
いきます。
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ミャンマー “明日に架ける橋”
JFEエンジニアリングは、発展途上国における道路橋、鉄道橋など
の交通インフラ整備に協力し、その国の発展に貢献しています。
ミャンマーにおいても長年に渡って橋梁建設に携わってきました。
現在はマロン橋が完成間近で、成長著しいミャンマーの経済発展
を支えるインフラとして国民の方々から待ち望まれています。
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環境負荷低減へ取り組む
ジャパン マリンユナイテッドが建造した8,600個積み大型新造
コンテナ船は、環境負荷低減に大きく貢献するコンテナ船として活
躍が期待されており、特にエンジンの排気ガス中のNOx（窒素酸
化物）削減に積極的に取り組んでいます。

拡大する海外需要をつかみ取るため、
グループの先駆けとして新興国に挑む
JFE商事は、イスタンブール事務所を開設し、トルコ市場での商権
獲得を図るとともに、地政学上の利点を活かし、中東・アフリカ・ロシ
ア向けのビジネスチャンスにも生かしていきます。さらにミャンマー
にヤンゴン支店も開設、伸びゆく新興国市場の開拓を進めています。

新規に駐在員事務所を開設したイスタンブール市内

ガーナの市場にある川商フーズの輸出用缶詰GEISHAの看板

007 JFEグループ TODAY 2013  008007



2012年度の事業環境は、東日本大震災からの
復興需要はあったものの、新興国経済の減速や欧
州の債務問題の影響により、厳しいものとなりまし
た。年明け以降、行き過ぎた円高の是正や株価の
上昇により景気回復への期待感も得られましたが、
未だ先行きは不透明な状況となっております。

このような環境のもと、JFEグループでは、鉄鋼
事業において年間1,200億円のコスト削減を行ない、
収益改善への取り組みを一層強化するとともに、成
長市場である海外への事業展開や環境・エネル
ギー分野への対応に注力してまいりました。その結
果、2012年度のグループ業績は、前期と同水準の
連結経常利益522億円を確保することができ、連結
当期純利益も黒字となりました。

今後も引き続き、厳しい経営環境が続くことが見
込まれるなか、JFEグループは、次なる成長に向け
た事業体制を構築してまいりました。

昨年9月、JFEグループは発足10周年を迎えまし
た。本冊子では、JFE発足までの経緯と以降の主な
出来事を「10周年記念特集」としてまとめました。ぜ
ひご一読いただければと存じます。

JFEグループは、これからも、社会との信頼関係
の基本であるコンプライアンスの徹底、環境課題へ
の取り組み、安全の確立について、グループをあげ
て真摯な努力を継続し、企業としての持続的成長を
図り、全てのステークホルダーにとっての企業価値
最大化に努めてまいります。 CEO Message

全ての
ステークホルダーの
皆様へ
JFEホールディングス株式会社
代表取締役社長（CEO）

馬田　一

2012年度を振り返って

CEOメッセージ

JFE発足10周年を迎えて

成長に向けた取り組み

（1） JFE商事の完全子会社化
 （昨年10月）
商社のマーケティング関連機能を有効に活用
することで、国内外でのプロジェクト推進やお
客様開拓、原材料調達などにおいて、グルー
プ全体のグローバル市場でのプレゼンスを高
めることをねらいとしています。

（2） ジャパン マリンユナイテッド設立
 （本年1月）
ユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイ マリ
ンユナイテッドとの経営統合により、総合力
トップクラスの地位確立とさらなる成長戦略の
実現を目指します。

また、CSRの推進、コーポレート・ガバナンスや
環境経営の徹底、グローバル人材の確保・育成や
ダイバーシティの推進、財務体質の強化と株主還元
など、持続的な成長のための企業体質の確立に取
り組んでまいります。

各事業会社の取り組み

JFEスチール
「世界有数のグローバル鉄鋼サプライヤーとして広く認知され、世の中に誇れる会社」を目指す
（1）�お客様満足度向上の徹底追求によるJFEブランドの確立
	 ●	お客様に選ばれる新商品の開発
	 ●	商談・商品設計から製造・デリバリー・品質保証までの一貫したサービス・技術サポート体制の強化

（2）海外事業戦略の積極的な推進
	 ●	中国・広州JFE鋼板の能力増強完工
	 ●	タイ・JFEスチールガルバナイジングのCGL建設・稼動
	 ●	インド・JSWスチールとの提携の深化
	 ●	タイ・サハビリヤスチールとの協力関係強化

（3）�上工程を中心としたコスト競争力強化と生産性の向上

JFEエンジニアリング
環境・エネルギー分野を中心に積極的な事業展開を
図る
（1）�国内外で大型都市環境プラントを稼動
	 〈国内〉新潟、三鷹・調布	〈海外〉青島、上海

（2）�電力創生プロジェクトの推進
	 ●	太陽光発電
	 	 国内7地区でメガソーラー発電所建設・運営
	 ●	地熱発電
	 	 鹿児島県指宿市でバイナリー発電設備受注
	 ●	バイオマス発電

（3）海外事業展開の加速
	 ●	ミャンマー
	 	 廃棄物発電事業のFS着手、高架橋建設受注
	 ●	インドネシア
	 	 地熱発電蒸気供給設備受注

JFE商事
「JFEグループにおいて、先駆けとしてマーケットを切
り拓き、新たな価値創造に挑戦し続ける‘Value 
Creating Company’」の実現を目指す
（1）�国内
	 提案型の営業活動によるCS（お客様満足）の向上

（2）海外
	 ●	新規マーケットの開拓
	 	 トルコ、ミャンマーに支店開設
	 ●	鋼材加工センターの収益改善とマーケットに適応した

加工体制の構築
	 	 インドにコイルセンター開設、海外で全15カ所を展開
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鉄鋼事業

エンジニアリング事業

商社事業

造船事業

「鉄」を中核とした
“素材の可能性”を
社会に幅広く活かしています
── 。
JFEグループは、2002年、NKKと川崎製鉄が

持株会社「JFEホールディングス」を設立してスタートしました。

以来、「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集団を目指しています。

オンリーワン・ナンバーワン商品を
グローバルに展開
世界トップクラスの銑鋼一貫メーカーで

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
力を活かしたオンリーワン・ナンバーワン
商品および各種高付加価値商品を製造・販
売しています。

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展開しています。

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
び輸出入取引を行ない、食品・エレクトロニクス事
業も展開しています。

省エネ技術を強みにグローバルな
ニーズに対応
7事業所・工場、2技術研究所体制で、タンカー・

ばら積船・コンテナ船などの大型一般商船や掃海
艇などの各種艦艇、砕氷艦の建造、修繕を手がけ
ています。

ジャパン マリンユナイテッド

戦略機能を発揮して企業価値を最大化 会社概要 （2013年4月1日現在）
JFEホールディングスは、持株会社として、グ
ループ全体の経営戦略策定や資金調達を行なうと
ともに、上場会社として、対外的な情報発信を担っ
てきました。また、事業会社は、事業分野ごとの特
性に応じた最適な業務執行体制により、競争力の
強化と収益力の拡大を図っています。

名称
	 ［英文名称：　	 　　　　　　］

本社所在地	 〒100-0011
	 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
電話	 03-3597-4321（代表）
設立月日	 2002年9月27日
資本金	 1,471億円
URL	 http://www.jfe-holdings.co.jp/

持株会社

TODAY 2013 の概況

億円
（2012年度）

3兆1,891

JFEスチール
78.4%（24,998億円）

川崎マイクロ
エレクトロニクス※2
0.2%（48億円）
ユニバーサル造船※1

4.4%（1,398億円）

JFE商事
24.6%（7,856億円）

JFEエンジニアリング
8.4%（2,675億円）

※調整額比率 △15.9％（△5,086億円）

グループ総売上高構成比

※1）2013年1月1日、ユニバーサル造船は、アイ・エイチ・アイ	マリンユナイテッドと経営統合し、ジャパン	マリンユナイテッドが発足しました。
※2）2012年7月1日、JFEホールディングスは、川崎マイクロエレクトロニクスの全株式をメガチップスに譲渡しました。
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大型高炉を中心とした2つの大規模製鉄所

次の10年を見すえた技術開発に注力するとともに、
世界有数のグローバル鉄鋼サプライヤーとしての
地位を確立していきます。

JFEスチールは、世界トップクラスの生産規模と高い技術開発力を有し、
増大する高級鋼の需要に応えてきました。今後も次代を担う独自性や機能
性の高い商品の開発を積極的に推進し、国内のお客様に安定的にお届けし
ていくとともに、海外メーカーとの提携などにより高級鋼の製造・販売ネッ
トワークの構築を進め、世界各地へ優れた製品を提供していきます。また、
地球環境問題など社会のさまざまなニーズにお応えするべく、挑戦し続けて
まいります。

TODAY 2013

お客様満足度の徹底追求による
JFEブランドの確立
お客様に選ばれる「JFEブランド」の確

立に向けて、商談・商品設計から製造・
デリバリー・品質保証までの一貫した
サービス・サポート体制の強化に取り組
み、お客様満足度の徹底追求を図ってい
ます。

代表取締役社長（CEO） 林田 英治

広州JFE鋼板コイルヤード

広州JFE鋼板

東日本製鉄所の千葉地区は、戦後、わ
が国で初めて建設された銑鋼一貫の臨
海製鉄所です。また、京浜地区は、川
崎・横浜両市にまたがる東京湾に浮かぶ
約550万㎡に及ぶ人工島、扇島に立地し
ています。西日本製鉄所の福山地区・倉
敷地区は、深い港湾があるなど優れた立
地条件にあり、敷地面積は両地区で東京
ドームの約540倍に相当します。

また、両製鉄所とも世界最大級の大型
高炉を持ち、粗鋼生産能力3,300万トン
の生産体制を構築しています。知多製造
所は、中京工業地帯に立地し、油井管や
ラインパイプをはじめ、各種鋼管の品揃
えが世界一の鋼管専門工場です。

東日本製鉄所

西日本製鉄所

福山地区

倉敷地区

千葉地区

京浜地区

JFEスチール�製造拠点

東日本製鉄所（千葉地区）第3熱間圧延ライン

知多製造所

知多製造所
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新興国をはじめとする世界的な鉄鋼需要の拡大
に伴い、高炉メーカーにとっては原料炭や鉄鉱石な
どの安定調達が重要な課題となっています。こうし
たなか、JFEスチールは、原料炭について2009年
12月にオーストラリアの資源会社Qコールのバイヤ
ウェン炭鉱の権益を取得しました。鉄鉱石について
も2008年12月にブラジルの鉄鉱石生産・販売会
社NAMISAの権益を取得し、2011年6月には出資

原料の自社権益比率の向上と
新技術の開発

伸びゆく世界市場へ着実にアクセス
ため、50%出資する広州JFE鋼板に冷間圧延ライ
ン、溶融亜鉛鍍金ラインを設置しています。また、
タイでは、当社が100%出資するJFEスチール ガル
バナイジング（タイランド）にて溶融亜鉛鍍金ライン
が稼動しました。さらにインドでは、同国最大の民
間鉄鋼会社であるJSWスチールに資本参加し、自
動車用鋼板や無方向性電磁鋼板の製造技術を供与
するなど、新興成長市場であるインドに本格進出し
ています。加えて、ベトナムでは、高炉一貫製鉄所
プロジェクトの事業性検証を行なっています。

米国
● CSI
● AK Steel
● Benoit

コロンビア
● HOLASA

韓国
● 東国製鋼
● 現代HYSCO
● 東部製鉄
● Union Steel
● 現代製鐡

カザフスタン
● KSPスチール

台湾
● 統一実業

ベトナム
● J-Spiral Steel Pipe
● Maruichi SUNSCO
インドネシア
● 

● 

JSGI
Sermani Steel

マレーシア
● PERSTIMA
● Mycron Steel

中国
広州JFE鋼板● 

● 渤海能克鑚杆
● PYP
● 福建中日達金属
● 海南海宇錫板工業
● 福建福欣特殊鋼

インド
● JSW Steel

パキスタン
● International Steels

タイ

● TCS
● JSGT

● TCR
●

● 

TTP
SSI

ドイツ
● ThyssenKrupp Steel Europe
● Georgsmarienhuette
● Rasselstein

ギリシャ
● Corinth Pipeworks

主要なアライアンス先とグローバル鋼材を販売

調達

石炭 コークス炉

高炉 銑鉄 転炉

鋼片 鋼材 出荷

スラブ

熱間圧延機

厚板圧延機

継目無鋼管製造設備

線材圧延機

ブルーム

ビレット

加熱炉

いろいろな圧延設備

連続鋳造設備

焼結設備鉄鉱石
石灰石

鋼

JFEスチールの生産プロセス

世界の鉄鋼マーケットは今後も拡大が見込まれて
います。これら増大する需要に対応するため、JFE
スチールでは輸出拡大に加え、さまざまな施策を実
施しています。例えば、成長市場である中国、イン
ド、東南アジア地域では、各国のアライアンス先と
の垂直分業体制を構築するなど高級鋼の製造・販
売ネットワークを確立しています。

中国では、自動車用鋼板の供給体制を整備する

比率を引き上げました。これら資源権益の取得によ
り、自社権益比率は鉄鉱石・原料炭いずれも2割弱
となっています。JFEスチールは、今後も競争力の
ある原料の権益確保を推進し、鉄鉱石・原料炭の
自社権益比率を30%まで引き上げることを目指し
ています。また、2013年3月に実高炉での使用試
験を行なった革新的高炉原料「フェロコークス」をは
じめ、新技術の開発・活用による、安価で低品質
な原料の一層の使用拡大に積極的に取り組んでい
きます。

京浜地区原料ヤードより富士山を望む

JFEグループ TODAY 2013015 016016 JFEスチール



2012年4月 5月 6月 7月 8月 10月

◦�中国・広州JFE鋼板に
て第2溶融亜鉛鍍金
ラインが稼動
◦�排熱を利用した熱電
発電技術の研究開発
を開始

◦�西日本製鉄所（福山
地区）が累計出銑量4
億トンを達成
◦�東日本製鉄所（京浜
地区）、西日本製鉄所
（福山地区）でまつり
を開催

◦�東日本製鉄所（京浜地
区）が開設100年
◦�第19回J1活動JFEス
チールファミリー大
会開催

◦�米国・CSIで電縫管製
造設備の新設を決定
◦�東日本・西日本硬式
野球部が都市対抗野
球本大会出場

◦�インド・JSWスチール
と自動車用鋼板の製
造技術供与について
合意

◦�全社防災訓練を実施
◦�使用済みプラスチッ
ク微粉化技術「APR」
が日経地球環境技術
賞�優秀賞を受賞
◦�米国にて油井管加工
事業の買収を決定

11月 12月 2013年1月 2月 3月

◦�東日本製鉄所（千葉
地区）でまつりを開催
◦�タイ・サハビリヤ
スチール、伊藤忠
丸紅鉄鋼と協力関
係の強化について
合意

◦�西日本製鉄所（倉敷
地区）、知多製造所で
まつりを開催
◦�第20回J1活 動JFEス
チールファミリー大会
開催
◦�東日本・西日本硬式
野球部が日本選手権
出場

◦�第66回福岡国際マラ
ソンでジョセフ・ギタ
ウ選手が優勝
◦�インド・JSWスチール
と無方向性電磁鋼板
の製造技術供与につ
いて合意
◦�中国のステンレス箔
加工合弁会社が開業
式典を開催

◦�中国・福建福欣特殊
鋼有限公司へのステ
ンレス鋼板の製造技
術供与について合意

◦�カザフスタン・KSP
スチール、伊藤忠丸
紅鉄鋼と協力関係の
強化について合意
◦�ノルウェー海天然ガ
ス田開発プロジェクト
向けラインパイプ32.5
万トンを大量受注

◦�横浜・八景島シーパラ
ダイスの新施設「うみ
ファーム」に鉄鋼スラグ
製品が採用
◦������「建築物の耐震安全性
を実現するデザイン
性に優れた鋼管ブ
レース」で市村産業賞
貢献賞を受賞
◦�山口県岩国市沿岸で
の藻場生育基盤造成
に鉄鋼スラグを活用

タイ鉄鋼市場での協力関係強化
タイ・サハビリヤスチールおよび伊藤忠
丸紅鉄鋼との間で、タイ鉄鋼市場にお
ける協力関係の強化について合意しま
した。サハビリヤスチールに出資し、ま
た同社との合弁会社における当社の出
資比率を引き上げ、技術支援を行ない
ます。

八景島シーパラダイスの
新施設に鉄鋼スラグ製品採用
鉄鋼スラグを固化して製造する「マ
リンブロック」などが、2013年3
月に開業した横浜・八景島シーパラ
ダイスの新施設「自然の海の水族
館　うみファーム」に採用されまし
た。自然の海の環境形成に役立っ
ています。

インド・JSWスチールに製造技術を供与
自動車メーカーの高度化・多様化する現地調達要請に応
えるため、JSWスチールに対し、自動車用鋼板の製造技
術を供与する契約を締結しました。また、家電・産業用
モーター分野で使用される無方向性電磁鋼板の製造技
術供与についても合意しました。

広州JFE鋼板2基目の
溶融亜鉛鍍金ライン稼動
高級鋼の需要増加に応えるべく、2012
年3月、2基目の溶融亜鉛鍍金ラインを
稼動させました。これにより、冷間圧延、
連続焼鈍ラインと2基の溶融亜鉛鍍金
ラインを備えた生産体制が整いました。

野球部・競走部が大活躍
東西野球部が都市対抗野球、
日本選手権両大会にそろって
出場しました。都市対抗野球で
は、両チームの延べ6試合に5
万5千人の大応援団が駆けつけ、地域の皆様と一体と
なった応援をくり広げました。東日本野球部はベスト4の
好成績を収めました。
また、競走部はニューイヤー駅伝に37年連続出場を果た
し、第66回福岡国際マラソンではジョセフ・ギタウ選手
が優勝しました。

第45回市村産業賞貢献賞を受賞
JFEシビルと共同開発した「建築物の耐震安全性を実現
するデザイン性に優れた鋼管ブレース」が、市村産業賞
貢献賞を受賞しました。この賞は、優れた国産技術の開
発による産業分野の発展への貢献・功績を表彰するもの
で、当社は2年連続の受賞となりました。

北欧天然ガス田開発プロジェクト向け
ラインパイプ大量受注
ノルウェーの石油会社であるSTATOIL向けに、ラインパ
イプ用UOE鋼管（溶接管）32.5万トンを受注しました。
2016年輸送開始予定の、全長約482kmの海底パイプ
ラインに使用されます。

Highlights 2012

「マリンブロック®」に住みついたアナゴ

「鋼管ブレース」採用事例（静岡県）

「マリンブロック®」

JFEグループ TODAY 2013017 018018 JFEスチール



事業概要

着々と進む新しい電力の創生

世界をリードする
当社のバラスト水処理装置

諸外国の成長を支える
都市インフラ技術のソリューション

「バラスト水」の排水による海洋生態系破壊を防
止するため、船舶への処理装置搭載が本格化して
います。

当社の「バラストエース」は、コンパクトで処理の
確実性を評価され、世界トップレベルの受注実績と
なっています。近々国際条約で搭載を義務化される
船舶は40,000隻とも言われており、一層の市場拡
大が見込まれています。

稼動中 建設中
…太陽光発電
…地熱発電
…バイオマス発電

エネルギー利用や都市環境に関する世界規模のニーズに
最先端技術を提供します。

JFEエンジニアリングは、人々の生活と産業を支えるエネルギー・環境や
交通などの都市インフラに関して、多様なニーズに応えるエンジニアリング
事業を展開しています。とりわけ、天然ガスや廃棄物エネルギーの利用に
おいて豊富な実績と最新技術を有するとともに、自然エネルギーの利用拡
大にも積極的に取り組んでいます。また、国内で喫緊の課題となっている
防災インフラに豊富な独自技術で対応します。当社は、国内外のあらゆる
ニーズにスピードエンジニアリングで最適解を提供してまいります。

再生可能エネルギーの全量買取が開始
され、国内では多様な電源確保への投資
が活発化しています。JFEエンジニアリン
グは発電事業者に最先端技術を提案し、
事業を展開しています。

これまでに太陽光、地熱、バイオマスな
ど数々の発電プラントに着手し、今後も
受注拡大を目指しています。また発電プ
ラントの技術・ノウハウをもとに、自らの
事業化も着々と準備を進めています。

世界各国の拠点で進めてきた営業活動を踏まえ、
プロジェクトが集中する地域を中心に海外事業を加
速します。

特に、急成長する東南アジア諸国において、道
路・鉄道網の整備や都市部への人口集中により顕
在化した環境問題に対して、橋梁や廃棄物発電シ
ステムなどのソリューションを迅速に提供します。

TODAY 2013

マーケティング・営業

都市環境本部 エネルギー本部 パイプライン本部 産業機械本部 海外本部

技術本部

鋼構造本部

調達本部

研究開発

設　計

事業運営
運　転・

メンテナンス 施工

エネルギー安定供給の社会を創る

●エネルギーを貯める・送る
●ガス、ディーゼル発電
●自然エネルギーを有効利用する

資源循環型社会を創る

●リサイクル
●廃棄物・バイオマス発電
●汚水を処理し水資源を創る

国土インフラを創る

●橋を創る
●港湾施設を創る
●堤防を創る

機械とシステムを創る

●産業機械を創る
●船舶用環境装置を創る
●流通システムを創る

市場・お客様ごとにベストソリューションを提供

ピャーポン橋（ミャンマー）

上水道海底管（香港）

八幡平地熱発電　事業化調査

代表取締役社長（CEO） 岸本 純幸

バラスト水処理装置　世界トップ5の受注（累計）
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264隻

160隻

4隻

JFEエンジニアリング

JFEエンジニアリングが進める
再生可能エネルギー発電

JFEグループ TODAY 2013019 020020JFEエンジニアリング



2012年4月 5月 6月 7月 8月 9月

◦�熊本市より新西部環境
工場建設・運営受注
◦�インドネシア地熱発電
所向け蒸気供給設備
受注
◦�新潟市新田清掃セン
ター完成、運転開始
◦�京急川崎駅駐輪場（サ
イクルツリー）完成
◦�沖縄で伊良部大橋主
航路部を架設

◦�東邦ガス四日市工場
で新型熱量調整設
備を受注
◦�JFEとんぼみちで観
察会を開催
◦�環境省の化学兵器無
害化処理業務を完了
◦�那覇市の機械式駐
車場（パズルタワー）
完成

◦�EV用急速充電器をコ
スモ石油GSに設置
◦�川崎市入江崎スラッ
ジセンター焼却炉更
新受注
◦�来島海峡大橋の送
水管添架受注

◦�松山で下水汚泥固形
燃料化実証に着手
◦�おおた太陽光発電所
が完成
◦�ルーマニアでセメン
ト廃熱回収システム
が完成
◦�苫小牧港でコンテナ
クレーン完成

◦�ベトナム・ノイバイ空
港向け航空機給油
設備受注
◦�ミャンマーの廃棄物
発電事業のFS業務
受託
◦�首都高の大規模改
造工事連続受注
◦�東京本社移転

◦�JFE保育園「こどもの森」
開園
◦�ミャンマーの大型橋梁
のFS業務を受託
◦�湘南藤沢地方卸売市場
リニューアル工事完成
◦�泉南清掃工場改造工事
受注
◦�UCLA視察団が環境プ
ラントの各施設を視察

10月 11月 12月 2013年1月 2月 3月

◦�福山プラスチックマテ
リアルリサイクル工場
を稼動
◦�モンゴル最大の鋼製
橋梁「太陽橋」が完成
◦�ガス導管のデュアル
トーチ自動溶接を新
開発

◦�全国遊休地などでメ
ガソーラー発電に参
入決定

◦�西宮市東部総合処理
センター�完成、運転
開始
◦�国内初の心臓病診断
PET検査の薬剤合成装
置を受注
◦�石巻漁港復旧でジャ
ケット桟橋を受注
◦�神戸市で断層用水道
鋼管を初受注
◦�マレーシアの産廃焼
却炉受注

◦�ミャンマー・ヤンゴン市
内の高架橋建設を受注
◦�就航中タンカーのバ
ラスト水処理装置を
初受注
◦�国内初のPKS専焼バ
イオマス発電プラント
受注
◦�タイで初めてネオホワ
イト蓄熱空調を導入
◦�横浜本社でパイプライ
ンフォーラム2013開催

◦�鹿児島県指宿市で地
熱バイナリー発電設
備を受注
◦�仙台塩釜港のアーク
矢板ジャケット据付
◦�釜石港湾口防波堤ハイ
ブリッドケーソン受注

◦�東大阪市の都市環境
プラント受注
◦�三鷹・調布エリアのク
リーンプラザふじみ運
転開始
◦�秋田市でメガソーラー
建設を受注
◦�太陽光発電用遠隔監
視・制御システムを
開発

Highlights 2012

京急川崎駅駐輪場
（サイクルツリー）完成
駅前に完成したサイクルツリーは、千
台以上の収容力で放置自転車を一
掃、街の景観の向上に貢献しました。

JFE保育園「こどもの森」開園
JR鶴見駅に企業内保育園をオープ
ンしました。働く女性の職場環境を
改善するとともに待機児童解消にも
貢献しました。

ルーマニアでセメント
廃熱回収システムが完成
世界最大セメントメジャーのホルシ
ムのルーマニア・アレシュド工場に納
入し、同社より高い評価を受けてい
ます。

福山プラスチックマテリアル
リサイクル工場を稼動
ＪＦＥエンジニアリンググループのJFE環
境は廃プラスチックを原料化する新工場
を稼動しました。安価なリサイクル原料を
製造販売します。

苫小牧港で
コンテナクレーン完成
苫小牧港で耐震型コンテナクレーン
を引渡しました。今後も全国で港湾
強化への技術提案を進めます。

モンゴル最大の鋼製橋梁
「太陽橋」を完成
経済発展著しい首都ウランバートルに
かかる高架橋です。同国に対する過去
最大のODAによって建設されました。

バイオマス発電プラントを受注
国内で初めてパーム・カーネル・シェル
（ヤシ殻）で発電する流動層ボイラを
提案し、受注しました。

仙台塩釜港のアーク矢板ジャケット据付
当社独自工法の優れた経済性と工期短縮が高く評
価され、仙台塩釜港の桟橋に初採用されました。

鹿児島県指宿市で
地熱発電設備を受注
地熱利用の高まりを受け、国内で14
年ぶりに建設される地熱発電所で、
当社は環境重視の高効率バイナリー
設備を納入します。

おおた太陽光発電所が完成
太田市で再生エネルギー買取（FIT）
適用第1号のメガソーラーを完成し
引渡しました。現在も各地でメガ
ソーラーを建設中です。

三鷹・調布エリアのクリーンプラザふじみ運転開始
市街地中心に最新鋭の都市環境プラントを完成しました。今
後は周辺地域と共存しつつ運転に携わります。

沖縄で伊良部大橋主航路部を架設
大型橋梁で宮古島と伊良部島を結びます。当社は重さ1,500トンの橋桁を高
い精度で架設しました。 建設予定地

JFEグループ TODAY 2013021 022022JFEエンジニアリング



世界に拡がるネットワーク

JFE商事グループ 鉄鋼事業サプライチェーン

AUSTRALIA

ソノマ炭鉱

コドリラ炭鉱
コパベラ ムアベール炭鉱

カーボロダウンズ炭鉱
バララバ炭鉱
ウォンビンディ炭鉱

インテグラ炭鉱 オークブリッジ

世界的な鉄鋼業の発展とともに、原料需要
が増大するなか、競争力のある資源の確保お
よびJFEグループ各社への安定供給のため、
原料の輸入拡大を推進、資源開発プロジェク
トにも積極的に参画しています。

特に、豪州においては、石炭開発プロジェク
トへの投資を通じて権益を取得、JFEスチール
向けの安定供給に加え、電力会社などへの燃
料用一般炭の販売にも注力しています。

世界15カ所において、鋼材加工センターを
展開しています。最近では、プレス加工などの
二次加工分野も手掛けることで高付加価値化
するお客様のニーズに対応しています。

また、成長の著しい自動車鋼板の加工もタ
イ・中国などの鋼材加工センターにおいて対
応しています。

■ JFE商事
● 川商フーズ
▲ JFE商事エレクトロニクス

デュッセルドルフ 大連

ソウル

釜山
台北

高雄
マニラ

ホーチミン
ジョホールバル

ニューヨーク

ヒューストン

ビトリア

ジャカルタ
スラバヤ

ブリスベーン
シドニー

北京

イスタンブール
ドバイ

ムンバイ

グルガオン

アクラ

青島
上海
寧波

東莞
広州
香港

ロサンゼルス
ハノイ

ヤンゴン
バンコク
ペナン

クアラルンプール
シンガポール

パース
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JFEグループにおいて、先駆けとしてマーケットを切り拓き、
新たな価値創造に向け、商社機能を最大限に発揮していきます。

　JFE商事は、鉄鋼製品の取扱いを中心に、鉄鋼原料・資機材などの国内取引、
輸出入、三国間取引を行ない、食品・エレクトロニクス事業も展開しています。重
要なビジネス基盤である国内市場では、当社の強みを活かしながら、最適な販
売体制を築いております。海外では、アジアを中心に拠点を広げ、中近東・アフリ
カなどの有望な市場の開拓も進めています。また、JFEグループ各社向けに、安
定的に原料を供給するため、資源開発プロジェクトにも積極的に参画しています。
　当社はこのような商社機能を活かし、JFEグループの中核商社として果敢に
挑戦してまいります。

国内外における競争力向上に向け、技術サービスも含めた原料調達から、お客様ニーズを捉えた製品の
加工までを実施し、JFEグループの鉄鋼サプライチェーンの一翼を担っています。

青島

プネ

ティファナ江陰
平湖

東莞
広州

バンコク

高雄
マニラ

ホーチミン

ラヨーン シンガポール

ジャカルタ
クアラルンプール

SOUTHEAST ASIA

NORTH AMERICA

MEXICO

原材料調達

石炭開発プロジェクト
投資展開
【豪州】

各社 お客様原材料
資機材

供給 販売

鉄鋼
原材料
資機材

（加工・流通系）

鉄鋼販売・加工・流通

TODAY 2013

代表取締役社長（CEO） 矢島 勉

JFEグループの中核商社として世界18カ国に51カ
所の拠点をJFE商事グループとして有しています。
2013年には、成長が著しく、今後は鉄鋼製品のみな

らず鉄鋼原料・資機材の取引も期待できるミャンマー
およびトルコに拠点を設立し、JFEグループにおける
先駆けとして、新規市場の開拓を推進しています。

発電所などの変圧器内部に使用される
斜角コア

中国・浙江川電のスリッターライン
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2012年4月 5月 6月 7月 8月 9月

◦�J F E商事とJFE商事
ホールディングスが
合併
◦�JFE商事鋼管管材より、
駐在員を上海に初め
て派遣
◦�電機鋼材貿易室が富
士ゼロックスよりプレ
ミアパートナーに認定

◦�JFEホールディングスによ
る株式交換を通じての
JFE商事の完全子会社化
に関する株式交換契約
締結
◦�JFE商事スチールメキシ
コが、IEEEによる変圧器
業界の展示会に出展
◦�マルチスズキよりSPECIAL�
SUPPORT�AWARDを受賞
◦�JFE商事鉄鋼建材が、日
本建築学会賞を受賞

◦�米国の有力鉄スク
ラップ業者アドバン
スド・スチール・リカ
バリーの株式8%を
取得
◦��JFE商事エレクトロ
ニクスが、NEPCON�
West�CHINA�2012
に出展

◦��川商フーズが、特別
養護老人ホームに
ノザキのコンビーフ
などを贈呈

◦�震災復興工法に関
するセミナーでテー
ルアルメ工法の技
術を紹介

◦�名古屋支社、九州支店
が第25回日経ニュー
オフィス賞で奨励賞を
受賞
◦�豪州�ソノマ炭鉱プロ
ジェクトの権益買い増
しを発表
◦�JFE商事鋼管管材によ
る星金属の子会社化
について発表

10月 11月 12月 2013年1月 2月 3月

◦�JFEグループの組織再
編により、JFEホール
ディングスの完全子
会社化
◦�ガーナの小学校で行
われた寄贈式に出席
◦�育児休業者を対象に
Jママミーティングを
開催

◦�東京本社が大手町
フィナンシャルシティ　
ノースタワーに移転
◦�ボジョレ・ヌーボー解
禁販売
◦�J-SLIM活動発表会を
開催

◦�O M � M a t e r i a l s
（Singapore）Pte�Ltd�
社とフェロシリコンプ
ラント建設プロジェク
ト参画に向けた融資
契約を締結
◦�JFE商事鉄鋼建材と
JFE商事建材販売の
統合を発表
◦�JFE商事薄板建材と
JFE西部薄板建材の
統合を発表

◦�ヤンゴン支店を開設 ◦�JFE商事ビルへJFE商
事グループ各社の移
転完了

◦�JFE�SHOJI�STEEL�INDIA�
PRIVATE�LIMITED稼動
◦�イスタンブール支店
開設を発表

東京本社移転
2012年11月、JFE商事ビルから、
大手町1丁目に新設された大手
町フィナンシャルシティ・ノースタ
ワーに移転しました。一体化・見
える化・共有化をコンセプトに機
能的なオフィスとなりました。

米国の有力鉄スクラップ業者
アドバンスド・スチール・リカ
バリーの株式8%を取得
米国における鉄スクラップ仕入ソー
スを拡充し、特にアジアで拡大する
鉄スクラップ需要を三国間取引を通
じて捕捉する体制を構築しました。

JFE商事グループ各社の
移転完了
2012年11月に本社移転から始まっ
た総合移転が2013年2月に完了し
ました。JFE商事ビルにグループ各
社が集結することにより、JFE商事
グループの総合力をさらに発揮して
いきます。

ガーナの小学校で行なわれた
寄贈式に出席
60年にわたり輸出用缶詰GEISHA
ブランドを販売する西アフリカ地域。
そのひとつのガーナの小学校へJFE
商事・川商フーズ協賛で机、椅子な
どを送る寄贈式典を実施、現地の子

どもに大いに喜ばれ
ました。今後も西ア
フリカの発展に寄与
していきたいと考え
ています。

震災復興工法に関する
セミナーで技術を紹介
JFEスチール主催の震災復興セミ
ナーに参加し、震災後にテールアル
メの実績調査を行ない高い耐震性
が確認されたことなどを説明しまし
た。JFEグループとして発行した震
災復興パンフレットにおいてもテー
ルアルメ工法を紹介しています。

豪州ソノマ炭鉱プロジェクト
の権益買い増しを発表
豪州ソノマ炭鉱プロジェクトの権益
を買い増し、出資比率は9.5％とな
りました。この出資により、JFEグ
ループの自社原料比率アップを促進
していきます。

JFE SHOJI STEEL INDIA
PRIVATE LIMITED稼動
インドのムンバイ近郊ランジャンガオン
に設立したコイルセンターが2013年3
月に稼動しました。これによりJFE商事
としては海外で15カ所のコイルセン
ターを展開することになります。

マルチスズキよりSPECIAL SUPPORT AWARDを受賞
震災発生後の材料納入フォローなどの協力に対し受賞しました。同社からの受
賞は4年連続となり今後も関係強化に努めさらなる成長を目指します。

NEPCON West CHINA
2012に出展
JFE商事電子（上海）有限公司の成
都事務所開設に伴いJFE商事エレ
クトロニクスが出展しました。同社
の取扱商品を大々的に宣伝する絶
好の機会となりました。

J-SLIM活動発表会を開催
業務を効率化し、より生産性のある
仕事をすることを目的に業務改革プ
ロジェクト「J-SLIM活動」を当社グ
ループ全体で推進しています。

Highlights 2012
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艦船事業

商船・海洋事業

ライフサイクル事業エンジニアリング事業

統合効果を最速かつ最大限に発揮し、
業界トップの地位確立とさらなる成長戦略の実現を目指します。

代表取締役社長（CEO） 三島 愼次郎

ジャパン マリンユナイテッドは、ユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイ 
マリンユナイテッドが統合し、2013年1月に発足しました。

統合により、両社が持つ設計・開発力を結集して商品ラインナップの拡
充を図るとともに、省エネ・環境負荷低減技術の開発にいち早く取り組み、
お客様のニーズに合った優れた性能と品質の船をタイムリーに提供します。

また、統合効果を最速かつ最大限に発揮し、業界トップの地位確立とさ
らなる成長戦略の実現を目指してまいります。

2013年1月7日、統合新会社「ジャパン マリン
ユナイテッド」の発足式が行なわれました。式典では、
会長、社長から成長への決意が表明されました。

TODAY 2013

ジャパン マリンユナイテッド発足
2013年1月9日、新会社として初の12万トン型

タンカーの命名式を呉事業所で行ないました。本
船は船型の最適化により、従来船と比べ輸送トン
当たりのコストを大幅に削減することができます。

新会社初の命名式

エンジニアリング事業では、船舶・海洋構造物の
設計・建造技術や IHI-SPB タンクの技術を活用し
た最新の設計・建造技術により、国内外の造船所
での建造支援、ガスなどの洋上浮体・半潜水型掘

削設備の設計支
援を手掛けてい
ます。

◦エンジニアリング事業

商船事業では、世界トップクラスの技術リソース
と造船設備を有し、タンカー、撒積船、コンテナ船、
液化ガス船（LNG・LPG船）、フェリーなどの多種多
様な船舶の建造を通して、世界経済の大動脈であ

る海上物流の発
展に貢献します。

◦商船・海洋事業

ライフサイクル事業では、修理、搭載機器の点検、
部品供給など、様々なソリューションやサービスを
提供しています。また、環境負荷低減や、より一層
の省エネ運航の実現、良質な保守保船サービスの
提供など、船の
一生をトータルに
サポートします。

◦ライフサイクル事業

艦船事業では、高度な技術力を活かして、ヘリ搭
載型護衛艦・砕氷艦・掃海艇などの艦艇のほか、
海上保安庁向け巡視船や特殊船（作業船、旅客船、
砕氷船など）の造修事業を通して、国防と海上秩序
の維持、安全の
確保に貢献しま
す。

◦艦船事業

ジャパン マリンユナイテッド

事業概要

トピックス

ジャパン マリンユナイテッドは、4つの事業分野において競争力および収益力の強化を図り、船舶海洋分野
の「技術」と「ものづくり」で、社会の発展に貢献するとともに、お客様のご期待に応えるべく、常に技術革新を
続けています。
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各種認証やマネジメントシステムを整備すると
ともに、お客様と一体となった商品開発施設を開
設するなど、お客様ニーズに基づく高品質の商
品・サービスの提供を通じて、お客様の競争力
向上に貢献します。

鉄鋼事業では、製銑・製鋼工程で発生する副
生ガスの回収、排熱・排圧エネルギーの回収に
よって、事業プロセスにおける環境負荷を低減し
ています。その結果、1973年度から2012年度
までにエネルギー原単位を36%（見込み）削減し、
鉄鋼生産において世界最高水準のエネルギー使
用効率を達成しています。

研修風景

株主工場見学会

高強度厚板を使用した
超大型オア・キャリア
（鉱石専用船）

人材育成

エコプロダクツ2012

ものづくり教室

適時・適切な会社情報の提供を重視し、即時
性の高いWebサイトを活用しているほか、決算
発表の早期化に努めています。また、事業活動
への理解を深めていただくため、工場見学会や
IR説明会を開催しています。

「エコプロダクツ2012」をはじめとする環境を
テーマとした展示会に参加し、幅広いステークホ
ルダーへの情報提供に努めています。また、事
業所ごとに地域に密着した環境保全活動に積極
的に取り組んでいます。

多様な従業員が活力を持って働ける職場環境
を目指して、雇用の促進や健全な労使関係の継
続、女性社員の活用、安全で働きやすい職場環
境の整備、障がい者雇用、人権を尊重した行動
の促進などに取り組んでいます。

お客様と連携しながら、低炭素社会と経済発
展の両立に不可欠な高機能鋼材の開発・供給を
通して、鉄を製造するプロセスのみならず、最終
製品として消費者の皆様に使用される段階にお
いてもCO2の削減に貢献しています。

事業拠点を展開する地域社会の発展に貢献す
るため、大学研究・教育分野の催し、文化活動や
福祉活動、災害復旧活動への支援など、さまざま
な社会貢献活動を継続的に実施しています。

持続可能な社会の発展のために

お客様・お取引先様とともに

製品・サービスを通じて

社会の皆様とともに

事業プロセスを通じて

地域社会の皆様とともに
従業員とともに

株主・投資家の皆様とともに

JFEグループは、環境理念のもと、地球環境の保全に一層努め、環境と調和した企業として発展を目指すとともに、
社会の要請に誠実に応え、幅広いステークホルダー、社会から信頼される企業を目指しています。

京浜地区に導入された「Super-SINTER®」

CSR活動│社会・環境側面

ステーク
ホルダー 地球環境

お客様・
お取引先

株主・
投資家

従業員

地域社会

地球環境の
保全のために

環境理念

環境方針

社会の発展に
貢献するために

企業理念

企業行動指針

　JFEグループCSR報告書では、社会・環境側面について、
より詳細な情報を掲載しています。
	 http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/

CSR報告書（2013年9月発行予定）

Stakeholders Global Environment
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 10周年記念特集

代表取締役社長………………馬田�　一
代表取締役……………………林田�英治
代表取締役……………………岡田�伸一
取締役…………………………岸本�純幸
取締役…………………………芦田�昭充
取締役…………………………前田�正史

社長………馬田　�一� CEO
副社長……岡田�伸一� 総務部、経理部の統括
� � 企画部、財務・IR部の担当
常務………山村　�康� 経理部の担当
常務………寺畑�雅史� 総務部の担当

取
締
役

執
行
役
員

監
査
役

※芦田昭充および前田正史の両氏は社外取締役。 ※伊丹敬之および杉山清次の両氏は社外監査役。

取締役、監査役および執行役員

監査役（常勤）………………… 笹本�前雄
監査役（常勤）………………… 黒川�　康
監査役………………………… 伊丹�敬之
監査役………………………… 杉山�清次

■JFEホールディングス取締役

JFE発足10周年を記念して、
発足までの経緯や10年間の出来事を
3部構成でまとめました。

TODAY 2013

第1部 JFEグループの発足　》33ページ

JFE誕生の背景や発足までの経緯などを、文章と写真で紹介

第2部 JFEグループの10年　》47ページ

2002～2012年度の主な出来事を、年表形式で紹介

第3部 各社の10年　》61ページ

持株会社と各事業会社ごとの10年の出来事を、文章と写真で紹介

次ページより、ぜひご覧ください

マネジメント体制

岡田

JFEグループ TODAY 2013031



川崎正蔵が東京築地に
川崎築地造船所を創業

1891年当時の造船所

初代社長 西山彌太郎

千葉製鉄所第1高炉

建設直後の扇島（手前）

建設中の津造船所全景

1966年当時の福山製鉄所全景

高炉への火入れの様子1940年当時の工場全景

㈱川崎造船所を設立
（のち川崎重工業㈱と改称）

川崎重工業 川崎重工業

浅野造船所

川崎製鉄

日本鋼管（NKK）

1930年当時の葺合工場 1949年当時の知多工場

1878.4

鶴見製鉄造船㈱
（旧㈱浅野造船所）
を合併

1940.10
福山製鉄所を開設
1965.2

京浜製鉄所全景

京浜製鉄所を開設
（川崎・鶴見・水江の3製鉄所を統合）

1968.4

津造船所発足
1969.1

京浜製鉄所
扇島建設に着工

1971.12

㈱横浜造船所を設立
（のち㈱浅野造船所に改称）

1916.4
最初の高炉に火入れし、
銑鋼一貫体制を確立

1936.6

1896.10

神戸市に
葺合工場を開設　

1917.5
愛知県に
知多工場を開設

1943.8

川崎重工業㈱の製鉄部門を
分離・独立　川崎製鉄㈱を設立

1950.8

戦後わが国初の
近代的銑鋼一貫製鉄所
となる千葉製鉄所を開設

1951.2

水島製鉄所第1高炉火入れ式（1967年）

岡山県倉敷市に
水島製鉄所を開設

1961.7

建設が進む西工場（1973年当時）

千葉製鉄所西工場
埋め立て開始

1969.7

日本鋼管㈱を設立
1912.6

初代社長　白石元治郎

1870～1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

第1部  JFEグループの発足
NKK・川崎製鉄のあゆみ
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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
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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
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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

N

　K

　K

川

　崎

　製

　鉄

【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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世界経済が回復基調に転じるなか、JFEグループの新体制がスタート。

イラク情勢の不安定化や新型肺炎（SARS）流行の影響を受けて停滞していた世界経済が、2003年
度後半には回復基調に転じ、日本国内でも設備投資が堅調に推移し雇用情勢が改善するなど、景気
持ち直しの動きがみられました。
JFEグループは、持株会社傘下に事業会社を設立して新たなスタートを切り、統合効果の発現と収
益基盤の確立に向けた取り組みを進めました。

（2003年度）
 4月 新型肺炎（SARS)流行
 　　　（WHOが広州市と香港に渡航延期勧告）
 4月  東京・六本木ヒルズ開業

	12月  地上デジタル放送開始
	 2月 狂牛病（BSE）発生に伴い米国産牛肉の輸入停止

2002年度
 9月 JFEホールディングス設立

 1月 第1次中期経営計画（2003〜2005年度）発表

2003年度
 4月  ● 事業会社設立
   鉄鋼事業：JFEスチール
   エンジニアリング事業：JFEエンジニアリング
   都市開発事業：JFE都市開発
   LSI事業：川崎マイクロエレクトロニクス
   研究開発：JFE技研

 5月 ● 倉敷地区、厚板オンライン加速冷却設備
「Super-OLAC」稼動

  （JFE発足後の技術移転第１号）

 7月 ● ブラジルの鉱山会社ＭＳＧへの出資比率を
50％へ引き上げ、ファブリカノバ鉱山開発
参画に合意

  7月 ● 香港「国際金融
センター２」完成

 8月 ● 横浜山の内開発着工

 9月 ● 「Jポケットパイル」（ポケット付遮水鋼矢
板）開発

 11月 ● 倉敷地区、第２高炉火入れ

 12月 ● 広州ＪＦＥ鋼板有限公司設立

 3月 ● 京浜地区、第２高炉火入れ、
同地区第１高炉一時休止

 	 ● 「JAZ」（自動車用高潤滑性GA鋼板）開発

※ 2002年度の連結売上高・経常利益は、NKK・川崎製鉄の
2002年度業績に、JFEホールディングスの設立（2002年9
月27日）から2003年3月末までの単独業績を加えたもの。

2002・2003年度
［主な出来事］

［JFEグループの出来事］

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研

 2002年度※　連結売上高／2兆4,268億円	 連結経常利益／1，046億円
 2003年度	　連結売上高／2兆4,737億円	 連結経常利益／2，183億円

2004年度
［主な出来事］

［JFEグループの出来事］

世界経済の追い風を受け、収益拡大に向けた取り組みを推進。

経済規模の拡大により存在感を高める中国の高成長に牽引され、世界経済は堅調に推移しました。
特に鉄鋼業は、2000年までは8億トン前後であった世界の粗鋼生産量が急激に増加し、2004年に史
上初めて10億トンを超えるなど、需要拡大が続きました。
このような追い風を受け、JFEグループは生産体制の再構築やコスト競争力の向上、付加価値の高
い製品へのシフトなど、収益拡大に努めました。

 8月  アテネオリンピック開催
	11月  新紙幣発行
	　　　（一万円：福沢諭吉、五千円：樋口一葉、千円：
  野口英世）

	 2月 中部国際空港（セントレア）開港
	 3月 愛知万博「愛・地球博」開催

 4月  ● 新統合システム（経営管理系Ⅰ期）稼動

 4月  ● 福山リサイクル発電営業運転開始

 5月 ● 福山地区、厚板オンライン加熱設備
  　「HOP」開発・実用化

 6月 ● 千葉地区、第5高炉休止

 7月 ● 京浜地区、厚板オンライン加速冷却設備
「Super-OLAC」稼動

 8月 ● 豪州の資源会社BHPビリトンと鉄鉱石開発
ジョイントベンチャー設立に基本合意

 3月 ● 福山地区、第5高炉火入れ

 連結売上高／2兆8,036億円	 連結経常利益／4,606億円
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2005年度

第2次中期経営計画を策定し、さらなる成長を目指す。

中国などの新興国を中心に、鉄鋼業において急激に需要が拡大するなか、JFEグループは第1次中
期経営計画の目標であった連結経常利益2,500億円（2005年度）を大きく上回る過去最高益を計上し、
財務体質を大幅に改善しました。
2006年3月には第2次中期経営計画を策定し、高収益体質の確立や財務体質の改善、CSRの推進

などを主要施策としてさらなる成長を目指し、積極的な株主還元を行なうこととしました。

 6月  クールビズ開始
	10月  ライブドア事件
	 	  （証券取引等監視委員会がライブドアおよび

同社社員を告発）

 2月 冬季オリンピック・トリノ大会開催

［主な出来事］

 4月 ●●● ●  新社長就任
   JFEホールディングス：數土文夫
   JFEスチール：馬田　一
   JFEエンジニアリング：齊藤　脩
   川崎マイクロエレクトロニクス：山内由紀夫

 6月 ● 豪州の原料炭炭鉱権益取得と原料炭長期売
買契約締結（米国・AMCI） （カーボロダウンズ
炭鉱プロジェクト・グレニスクリーク炭鉱プロ
ジェクト〈現・インテグラ炭鉱プロジェクト〉）

 7月 ● 四半期決算開始（従来は半期決算）

 8月 ● スチール研究所に「カスタマーズ・ソリュー
ション・ラボ（CSL）」開設

 11月 ● スチール研究所に「THiNK SMART」開設

12月  ● 粉末冶金用高強度Niフリー合金鋼粉「JIP 
FM600」開発

（2007年12月「JIP FM1000」、2010年8月
「JIP FM1300」開発）

 12月 ● 岩国ウッドパワー向
け、バイオマス発電
所竣工

 2月 ● 「Fineγ」（超高強
度棒鋼）開発

 3月 ● 新統合システム「J-Smile」稼動
 3月 ● 福山地区、第5コークス炉（Ｄ団）稼動
  3月 ● 第2次中期経営計画（2006〜2008年度）

発表

 連結売上高／3兆983億円	 連結経常利益／5,173億円

基本方針
（1）高収益体質の確立
（2）持続性の高い企業体質の確立
　①成長に向けた対応
　②CSRの推進、コーポレート・ガバナンスの確立
　③財務体質の改善
（3）積極的な株主還元：配当性向25％へ
連結財務目標

2005年度（見通し） 2008年度計画
経常利益 5,000億円 5,000億円程度
有利子負債 1兆2,000億円 8,000億円程度
D/E レシオ 96％ 50％以下

2006年度
［主な出来事］

需要拡大を背景に、国内設備増強や海外アライアンス強化を推進。

2006年6月、ミッタル・スチールがアルセロールを買収し、粗鋼生産量１億トン超の製鉄会社アルセ
ロール・ミッタルが誕生するなど、新興国の急成長による需要拡大を背景に、さまざまな業界でM＆A
による事業拡大が活発化しました。
JFEグループでは、鉄鋼事業において国内の設備増強により生産能力を拡大するとともに、海外の

アライアンス先との提携関係強化を進め、成長・飛躍のための基盤確立に取り組みました。
また、海外投資家による株式の大規模買付行為の増加を背景に「大規模な買付行為に関する対応方
針」を導入し、当社におけるルールを明確化しました。

 4月 耐震強度偽装事件
 6月 ミッタル・スチールによるアルセロール買収
	 9月 自民党・安倍内閣発足

	 3月 東京ミッドタウン開業

 4月 ● 中国・広州JFE鋼板有限公司、第1溶融亜鉛
鍍金ライン（1CGL）稼動

 5月  ● 福山地区、第4高炉火入れ

 7月  ● 中国・内蒙古オ
ルドスＥＪＭマ
ンガン合金有
限公司シリコ
マンガン工場
稼動

 8月  ● タイ・IRR橋竣工

 9月  ● 株主工場見学会開始
 9月  ● 横浜山の内開発完了
   「コットンハーバー」街開き

 1月 ● 福山地区、第4溶融亜鉛鍍金ライン（4CGL）
稼動

 1月 ● APRプラント（使用済みプラスチック微粉化
プラント）建設

 1月 ●知多製造所、小径シームレス管工場増強完了

 3月 ● 中国・広州冷延プロジェクト基本合意（冷間
圧延ライン（PL-TCM）、連続焼鈍ライン

（CAL）、第2溶融亜鉛鍍金ライン（2CGL）の
新規建設を決定）

 3月 ● 「当社株式の大規模な買付行為に関する対応
     方針」導入
     （2007年6月の定時株主総会において継続
     を決議）

 連結売上高／3兆2,604億円	 連結経常利益／5,135億円

［JFEグループの出来事］ ［JFEグループの出来事］

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研
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2007年度

 4月  ● JFEホールディングス本社移転（JFEビル→
新丸ビル）

 5月   ● 京浜地区、新酸洗・冷間圧延機連続化

 6月  ● アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド（現・
ジャパン マリンユナイテッド）と超大型コ
ンテナ船用460MPa級高強度鋼板を共同
開発

 6月 ● 社外取締役2名を招聘

 12月  ● 中国・広州JFE鋼板有限公司、
  　冷延プロジェクト起工式

 1月 ● 「エコガル」（亜鉛鍍金高耐食性鋼板）開発

 3月 ● 川崎地下街「アゼリア」へ水和物スラリ空調
納入

 3月 ● ユニバーサル造船がJFEホールディングス
の事業会社へ

 連結売上高／3兆5,398億円	 連結経常利益／5,029億円

サブプライムローン問題が深刻化、先行き不透明感の高まりを受け、
安定的な高収益体質の確立とガバナンス強化を推進。
米国でのサブプライムローン問題の深刻化を受け、世界的な株安や円高が進行する一方、新興国の
需要拡大に伴う原材料価格の高騰が進展するなど、事業環境における先行き不透明感が高まりました。
このような状況のもと、JFEグループの各事業会社では、安定的な高収益体質の確立を進めました。

また、JFEホールディングスでは、社外取締役2名を招聘しガバナンス体制を強化しました。

 6月  米国でサブプライムローン問題が深刻化
 9月 自民党・福田内閣発足
	10月 郵政民営化

	12月 「ねんきん特別便」発送開始
  （年金記録問題への対応）

［主な出来事］

リーマン・ショックにより経営環境が急激に悪化するなか、
需要落ち込みに迅速に対応。
2008年9月、米国の投資銀行リーマン・ブラザーズの経営破綻が発端となり、世界的な金融危機

が生じて実体経済にも影響を及ぼしました。
経営環境が急激に悪化するなか、JFEグループは、2009年1月に高炉２基を一時休止するなど、急
激な需要の落ち込みに迅速に対応したほか、大幅な経費節減や設備投資の圧縮など、損益分岐点の
低減活動にいち早く取り組み、前年度に引き続き高い水準の収益を確保することができました。

 4月  ●● 新社長就任
   JFEエンジニアリング：岸本純幸
   JFE技研：小原隆史
 4月 ● 「SUS304代替ニッケル・モリブデンフリー
    2 1 ％ ク ロ ム ス テ ン レ ス 鋼 の 開 発 」

（JFE443CT）が市村産業賞功績賞受賞

 5月  ● 30万重量トン型鉱石専用船第一船
  　「Grande Progresso号」引渡し

 8月  ● 京浜地区、新型シャフト炉稼動

 9月   ● 全社テレビ会議システム稼動
 9月   ●知多製造所、中径シームレス管工場増強完了

 9月   ● 都市対抗野球で東西両チームがベスト8進出

 10月 ● ブラジルの鉄鉱石生産・販売会社NAMISA
への資本参加に基本合意

 1月 ● 都市環境プラントの海外展開、青島市で中
国初の受注

 1月 ● 倉敷地区、第3高炉一時休止
 1月 ● CO2排出削減を可能にする焼結技術
   「Super-SINTER」を京浜地区で開発・実用化

 2月 ●福山地区、第3高炉一時休止

2008年度
［主な出来事］

 連結売上高／3兆9,082億円	 連結経常利益／4，005億円

 7月 北海道・洞爺湖サミット開催
 8月 北京オリンピック開催
 9月 米国の投資銀行リーマン・ブラザーズ経営破綻

	 9月	 自民党・麻生内閣発足
 10月 ノーベル物理学賞受賞：小林誠氏・益川敏英氏
  ノーベル化学賞受賞：下村脩氏

［JFEグループの出来事］ ［JFEグループの出来事］

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研
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2009年度 ●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研

 4月  ● 「JFEグループの当面の経営方針について」
    （第3次中期経営計画2009 〜 2011年度）

発表

 4月  ● JFE技研をJFEスチールへ統合

 5月  ●     砕氷艦「しらせ」引渡し  

 11月 ● インドJSWスチールと戦略的包括提携契約
締結（2010年7月、資本参加と技術協力に
ついて合意）

 12月 ● 豪州・バイヤウェン炭鉱の権益取得

 2月 ●倉敷地区、第3高炉火入れ
 2月 ●最適生産販売計画システム「J-Flessa」稼動

 3月 ● JFEホールディングス本社移転
    （新丸ビル→日比谷国際ビル）
 3月 ● 船舶用バラスト水処理装置「JFEバラスト

エース」がIMO最終承認取得
 3月 ●宇都宮工場生産終了、ファブレス化

 連結売上高／2兆8,443億円	 連結経常利益／692億円

厳しい経済情勢のもと、
緊急コスト削減などを迅速に実施し経常黒字を確保。
2008年に生じたリーマン・ショックの影響により、世界的に厳しい経済情勢が続き、国内の景気も
低迷しました。
JFEグループでは、緊急コスト削減に取り組むとともに、需要に見合った生産・販売を徹底する一方、

アジア新興国の需要取り込みに注力し、グループ全体で経常黒字を確保しました。
造船事業では、収益改善対策の実施に加え、2003年以降の旺盛な海運需要を受けた売り上げ増
加もあり、過去最高益となりました。

 4月 新教育指導要領「生きる力」適用開始
 　    （ゆとり教育の廃止）
 5月 「家電エコポイント制度」開始
  （〜 2011年3月末終了）

	 8月 裁判員制度開始
	 9月 民主党・鳩山内閣発足
 2月 冬季オリンピック・バンクーバー大会開催

［主な出来事］

経済環境の急激な悪化の中にあっても、将来の飛躍
に向けた基本方針は不変とし、JFE創設の原点に立
ち、収益力の強化と中長期的な企業価値の増加に取
り組むことを明確にしました。その上で、事業環境
を見極めつつ成長戦略にも挑戦していくこととし、
以下の5点を施策の柱としました。

（1）10年先を見据えた革新的な技術開発
（2）成長と飛躍の足がかりの構築
（3）グループ経営体制の見直し
（4）CSRの推進、コーポレート・ガバナンス
（5）財務体質の改善と株主還元

新興国の牽引で世界経済が持ち直し始めるなか、収益回復への取り組みを推進。
東日本大震災発生後は、グループをあげて復旧・復興に尽力。
リーマン・ショック以降の不景気からいち早く回復を始めた新興国に牽引され、世界経済が持ち直し
を始めるなか、JFEグループでは、営業拠点の拡充やアライアンスの推進、生産性・製造技術の向上、
製造体制の強化や新商品開発の推進に取り組み、収益回復に努めました。
2011年3月には、東日本大震災により多くの尊い命が奪われ、各地で津波による甚大な被害が生

じるなど、日本経済は大きな打撃を受けました。JFEグループは、被災地の復旧・復興に一丸となって
尽力しました。

 4月  ●● 新社長就任
   JFEホールディングス：馬田　一　
   JFEスチール：林田英治

 5月  ● 福山地区、製鋼能力増強完了
     （第7連続鋳造設備、第5真空脱ガス設備稼動）

 6月  ● シンガポール・スカイパーク竣工

 7月  ● 「東京スカイツリー」向け鋼管納入を完了

 10月 ●羽田空港D滑走路供用開始
 10月 ●掃海艇「えのしま」進水式

 11月 ● 株主工場見学参加者が1万名突破

 12月 ● 福山地区、第5連続焼鈍ライン（5CAL）稼動
 12月 ● 倉敷地区、第6コークス炉（B団）稼動
 12月 ● 都市環境プラント「ハイパー Zシリーズ」

発売・受注
 12月 ● 「マイティーシーム」（ラインパイプ用電縫

鋼管）開発

 1月 ● 「ユニハイテン」（自動車用440MPa級高張
力鋼板）初採用

 3月 ● 「NANOハイテン」が大河内記念生産賞受賞
 3月 ● ブラジルのニオブ鉱山企業CBMMへ出資

 3月 ● 豪州・インテグラ炭鉱の権益を追加取得（出
資比率3.6→5.95%へ）

2010年度
［主な出来事］

 連結売上高／3兆1,955億円	 連結経常利益／1，658億円

 5月 上海万博開催
 6月 民主党・菅内閣発足
 10月 羽田空港国際線ターミナル開港
	10月	 ノーベル化学賞受賞：鈴木章氏・根岸英一氏

 2月 新日本製鐵と住友金属工業の経営統合発表
 3月 東日本大震災発生

［JFEグループの出来事］ ［JFEグループの出来事］

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研
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電力需給逼迫やタイでの大洪水、円高など厳しい環境を背景に、
さらなる成長のためグループ事業を再編。
東日本大震災発生後、電力需給が逼迫し関東地区で計画停電が実施されるなど、企業活動や個人

の生活に大きな影響が生じました。また、2011年9月にはタイで大規模な洪水が発生して日系企業の
生産拠点が被害を受け、さらに年度末にかけて欧州諸国の債務危機問題を受けて急激な円高が進行
しました。
JFEグループでは、節電や電力供給に積極的に取り組むとともに、厳しい環境下においてもさらなる
成長を続けるため、グループ事業の再編を進めました。

 7月 地上アナログテレビ放送終了（東北3県除く）
 9月 民主党・野田内閣発足
 9月 タイ大洪水発生

	 3月	 1ドル76円台を記録する超々円高に

2011年度

 4月  ●JFE都市開発をJFEスチールへ合併

 5月 ●福山地区、第3高炉火入れ
 5月 ● ハイブリッド過給機発電システム搭載バル

クキャリア「SHIN KOHO」引渡し

 5月 ● 「マリンブロック」（鉄鋼スラグ利用の藻
場・サンゴ礁造成ブロック）によるサンゴ
の産卵を宮古島で確認

 5月   ● 中国・広州JFE鋼板有限公司、冷間圧延ライ
ン（PL-TCM）稼動、6月には連続焼鈍ライン

（CAL）稼動

 6月  ● ブラジルの鉄鉱石生産・販売会社NAMISA
の株式を追加取得（出資比率6.48→

  　8.64%へ）

 8月 ● 次世代大型バルクキャリア「Gシリーズ」開発

 10月   ● 千葉開所60周年を機に「西山彌太郎・千葉
歴史記念館」オープン

 11月 ● 京浜地区、「フェロコークス」製造パイロット
プラント稼動

	 1月 ● アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドと経営
統合基本合意

 2月  ● 電気自動車用急速充電器「ラピダス」米国に
設置

 3月  ● 中国・広州JFE鋼板有限公司、第2溶融亜鉛
鍍金ライン（2CGL）稼動

［主な出来事］

［JFEグループの出来事］

 連結売上高／3兆1,665億円	 連結経常利益／529億円

2012年度

海外経済の減速や歴史的な円高の継続など厳しい事業環境のもと、
収益基盤の確立に向けた取り組みを推進。
新興国経済の減速や欧州債務危機の影響に加え、1ドル80円台前後の歴史的な円高が継続するな

ど、厳しい事業環境が続きました。
JFEグループでは、コスト削減により収益改善を図るとともに、事業再編を進め、海外事業や環境・

エネルギー分野の事業拡大を図るなど、収益基盤の強化に取り組みました。

 4月  ●電炉事業再編　新「JFE条鋼」発足
 4月  ● 第4次中期経営計画（2012〜2014年度）

発表

 7月  ● 川崎マイクロエレクトロニクスの全株式をメ
ガチップスへ譲渡

 7月  ● 米国・カリフォルニアスチールインダストリー
ズが2基目の電縫管製造設備の新設を決定

 8月  ● インドJSWスチールへの自動車用鋼板の
製造技術供与について合意（12月には、無
方向性電磁鋼板製造技術供与についても
合意）

 10月    ● JFE商事がJFEホールディングスの事業会社へ
 10月    ● タイ・サハビリヤスチール、伊藤忠丸紅鉄鋼

とタイ鉄鋼市場における協力関係の強化に
ついて提携合意書締結

	12月 ● 国内7地区でのメガソーラー発電所建設・運
営に参入

 1月 ● ジャパン マリンユナイテッド発足

 2月 ● 釜石港湾口防波堤のハイブリッドケーソン
を受注

［主な出来事］

［JFEグループの出来事］

 連結売上高／3兆1,891億円	 連結経常利益／522億円

最終年度（2014年度）目標
連結売上高　4兆円	 ROS　10％
グループ共通施策　
（1）国内収益基盤の再構築
（2）技術優位性による企業価値拡大
（3）積極的な投資の継続
（4）グローバルマーケットでのプレゼンスの拡大
（5）持続的な成長のための企業体質確立
　①CSRの推進とコーポレート・ガバナンス
　②環境経営の徹底
　③グローバル人材の確保と育成
　　　〜ダイバーシティの推進〜
　④財務体質の強化と株主還元

投資総額（2012〜 2013年度累計）　1兆円
海外投資比率　50%

 5月 東京スカイツリータウン、グランドオープン
 7月 ロンドンオリンピック開催
 10月 ノーベル医学生理学賞受賞：山中伸弥氏

	12月	 自民党・安倍内閣発足

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研

●JFEグループ
●JFEホールディングス
●JFEスチール

●JFEエンジニアリング
●ユニバーサル造船
●川崎マイクロエレクトロニクス

●JFE都市開発
●JFE技研
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CSR体制図

各事業会社CSR体制

JFEグループCSR会議 テーマ
議　 長： JFEホールディングス社長
メンバー： 副社長、執行役員、常勤監査役、事業会社社長　など

コンプライアンス、環境、内部統制、
人事労働、安全・防災、社会貢献など

❶グループとしての方針審議
　（重要案件に対する指示・指導含む）
❷方針の浸透状況の監督
❸課題や発生した問題への対処事例
　などの情報共有

グループ コンプライアンス委員会

グループ環境委員会

グループ内部統制委員会

■JFE21世紀財団による社会貢献活動

各
社
の
10
年

J
F
E
の
10
年

J
F
E
の
発
足

JFE21世紀財団は、大学の研究振興を目的とした
「技術研究助成」「アジア歴史研究助成」のほか、鉄
鋼に縁のある地域の発展に資する事業などを実施
してきました。
「技術研究助成」では、鉄鋼材料・製造プロセス
や副産物の有効利用に関する研究のほか、計測・
制御・分析などの関連技術、地球環境保全・温暖
化防止に関する技術開発などを対象として、毎年
20件程度の研究テーマに対し、総額4,000万円程
度の助成を実施してきました。

「アジア歴史研究助成」では、アジアにおける日本
の産業・文化のビジョン構築に資する歴史研究を
対象として、毎年7件程度の研究テーマに対し、総
額1,000万円程度の助成を実施してきました。
地域の発展支援事業としては、下表に示すイベン

トへの協賛などを行なっています。

①外部団体への支援
　・�国連WFP協会への支援
　・�海外医師研修、がん研究会への支援
　・�日本語スピーチコンテストへの支援（2006年～）
②青少年育成支援
　・�高校生、高専生の論文コンテスト協賛
　・�インターンシップの受け入れ
　・�ものづくり教室の開催
③大規模災害被災地への支援

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践こそがCSR
（企業の社会的責任）であると考え、行動規範・企
業行動指針を定めてコンプライアンスの徹底や環
境保全活動の強化に努めているほか、安全、防災、
品質、人権などを重点テーマとしてさまざまな取り
組みを推進してきました。
2002年12月、「JFEグループ�コンプライアンス
委員会」を発足させ、CSR体制の整備を進めました。

2005年10月には、JFEホールディングスに「JFEグ
ループCSR会議」を設置しました。コンプライアンス
に限らず、環境、人事労働、安全・防災、社会貢献、
反社会的勢力への対応など多岐にわたる範囲を対
象として、グループ全体のCSRへの取り組みを監
督・指導する体制としました。特に「コンプライアン
ス」「環境」「内部統制」の3つを重点課題として、独
立の委員会を設置し取り組みを強化しました。

また、地域社会・国際社会に貢献するため、災害支援や教育、地域、福祉、文化・芸術などさまざまな分
野を対象とした寄付・支援活動を行なっています。

JFEグループのCSR

全中国選抜日本語スピーチコンテスト

■寄付・支援活動

2012年度贈呈式

主な活動支援
千葉 趙治勲杯囲碁大会･千葉県少年少女囲碁大会

千葉市民音楽祭・第九特別演奏会（3年に一度）

川崎 MUZAランチ＆ナイトコンサート･京浜ふれあい祭り

半田 はんだふれあい産業まつり
はんだ山車まつり（5年に一度）

津 三重県高等学校ロボット競技大会

倉敷 倉敷音楽祭・倉敷市民将棋大会

福山 福山ばら祭･芸能大全

また、2012年4月に「公益財団法人�JFE21世紀
財団」への移行登記を行ない、新体制のもと、公益
目的事業主体の活動を進めています。

①「企業倫理ホットライン」の設置・運用
2003年より、コンプライアンスに関わる重要
情報が経営トップに迅速かつ正確に伝わるよう、
「企業倫理ホットライン」を設置しました。また、
JFEエンジニアリングでは、2005年にコンプライ
アンスを専門に担当する社外弁護士を委嘱し、
相談・通報窓口を拡充しました。

③意識調査の実施
倫理意識の定量的把握、企業理念などの周知
徹底、リスクの洗い出しを目的として、全社員を
対象とする「企業倫理等に関する意識調査」を実
施しています。

②「コンプライアンスガイドブック」作成・見直しと配付
2006年より、「コンプライアンスガイドブック」

を作成し、役員・社員に配付するとともに、各職
場で読み合わせを行なうなど意識強化に向けた
取り組みを行なっています。

④コンプライアンス研修の実施
独占禁止法、インサイダー取引防止などの

テーマ別研修や、管理者研修・新人研修などの
機会を通じたコンプライアンス研修を実施してい
ます。

JFEスチールおよびJFEエンジニアリングほかグ
ループ会社において、独占禁止法などの法令違反
による処分や調査を受けたことを受け、グループを

あげて、再発防止と一層のコンプライアンス体制の
強化に向け、従来からの取り組みの再確認と社員
教育の再徹底を図りました。
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JFEグループは、事業拠点を展開する地域社会の発展に貢献するため、文化活動や福祉活動など、さまざ
まな社会貢献活動を継続的に実施してきました。

各地区での地域貢献活動

・はんだふれあい産業まつり
・ものづくり教室
OBが講師を務め、鋳物アクセサリー作りや工場見学を実施し、地
域の子どもたちに「ものづくり」の楽しさを伝承。2003 年から開
催し、延べ参加者数は 5,800 人に達しています。

・JFE ジュニアサッカークリスマスカップ

有明事業所
・有明ファミリーフェスタ
・子供達の海事教室
津事業所
・津の秋祭り
・わくわく津市の工業体験

舞鶴事業所
・みなと舞鶴
  ちゃったまつり参加

ものづくり教室

有明ファミリーフェスタ

工場見学

親子で生き物観察会

津の秋祭り

JFEスチール　知多製造所 JFEスチール　東日本製鉄所

ジャパン	マリンユナイテッド

JFEスチール　西日本製鉄所

将棋大会 ランニング指導

倉敷地区
・工場見学会
・JFE 西日本フェスタ
  in くらしき
「将棋の街」倉敷にち
なんで、将棋大会を
開催

福山地区
・工場見学会
・JFE 西日本フェスタ
   in ふくやま
・競走部によるランニング指導
地域で開催されるランニング
教室に競走部のスタッフ・選
手が参加し、市民と交流

両地区
・JFE 西日本硬式野球部による
  少年野球教室
地元少年野球の発展と指導者の
育成支援を目指し、毎年倉敷・
福山で市内の中学生を対象に野
球教室を開催

出前授業

京浜地区開設100年の記念植樹

JFEちばまつり

千葉地区
・工場見学会
・JFE ちばまつり
・小学校への出前授業
・地域への出前清掃
・職場体験

京浜地区
・工場見学会
・ふれあい祭り
2012 年には、京浜地区開設 100
年の記念式典を開いたほか、パネ
ル展示や記念植樹など特別企画を
実施

・公道クリーン活動

JFEエンジニアリング　鶴見

・JFE トンボみち　親子で生き物観察会

ふれあい祭り
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2002年9月、NKKと川崎製鉄の両社を完全子
会社とする持株会社「JFEホールディングス」が発足
し、2003年4月には、その傘下で旧両社の事業を
5つの「事業会社」（JFEホールディングス直接傘下
の子会社）に再編しました。（①）

2009年4月には、研究開発体制を見直し（②）、
2011年4月には、グループの資産活用という当初
の事業目的をほぼ達成したことから、JFE都市開発
をJFEスチールに吸収合併しました。（③）

また、2012年7月には、競争力を高めさらなる
成長を図るため、川崎マイクロエレクトロニクスの
全株式をメガチップスへ譲渡しました。（④）

2012年10月には、JFE商事を事業会社とし、鉄
鋼サプライチェーン全体を強化・効率化するほか、
エンジニアリング事業や造船事業との緊密な連携
を進めることとしました。（④）　

また、造船事業については、高水準の受注が続
いていましたが、韓国・中国企業との競争激化が
想定されたことから、2008年3月、事業の効率化
や基盤強化に向けた施策を主体的に進めるため、
ユニバーサル造船を事業会社としました。（②）

2013年1月には、事業の持続的な発展を図るた
め、IHIの造船子会社、アイ・エイチ・アイ マリンユ
ナイテッド（IHIMU）と経営統合し、日本最大級の造
船会社となるジャパン マリンユナイテッドが発足し
ました。（⑤）

JFEスチール JFEエンジニアリング JFE都市開発

JFEホールディングス

川崎マイクロ
エレクトロニクス

100%100%100%100%100%

JFE商事 ユニバーサル造船

①2003年4月1日 事業会社設立

38.6% 50%

JFE技研

JFEスチール JFE
エンジニアリング ユニバーサル造船 JFE都市開発 川崎マイクロ

エレクトロニクス

JFEホールディングス

2008年3月
持分法適用会社から
事業会社へ

JFE技研

100% 100%100%84.9%100%100%

JFE商事 ユニバーサル造船

②2009年4月1日

38.6%
2009年4月

エンジニアリング分野の
研究機能を

JFEエンジニアリングへ移管、
JFEスチールに統合

JFEスチール JFEエンジニアリング ユニバーサル造船

JFEホールディングス

JFE都市開発 川崎マイクロ
エレクトロニクス

100%100%84.9%100%100%

JFE商事

③2011年4月1日

38.6%
2011年4月
JFEスチールに
吸収合併

JFEスチール JFEエンジニアリング JFE商事

JFEホールディングス

ユニバーサル造船 川崎マイクロ
エレクトロニクス

100%84.9%100%100%100%

④2012年10月1日

2012年7月
メガチップスへ
株式譲渡

2012年10月
事業会社化

JFE商事

JFEスチール JFE商事JFEエンジニアリング ジャパン
マリンユナイテッド

JFEホールディングス
100%

⑤2013年1月1日

ユニバーサル造船と
IHIMUが経営統合して発足

IHI 45.93%
日立造船 8.15％

45.93%

日立造船  50%

日立造船  15.1%

2002  2012
事業体制の変遷
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JFEグループ発足以降、統合効果の早期発現を
目指して経営基盤の強化に取り組み、2005年度か
ら2007年度までは、第2次中期経営計画で目標と
した年間5,000億円の経常利益を継続しました。
2008年度以降は、リーマン・ショックに端を発する
世界規模での経済の減速や急激な円高などの事業
環境のもと、収益改善への取り組みを一層強化する
とともに、海外需要の取り込みや震災復興に向けた
対応などに注力しましたが、厳しい経営状況が続き
ました。

人員・組織については、スリムな運営体制を目指
して最適化を図ってきました。

発足時には兼任者含め社員数約70名でスタート
し、2003年度には118名が在籍しましたが、業務
効率化を進め、2007年度以降は50名程度で運営
しています。

また、発足時の組織のうち、グループ全体の環
境・エネルギー分野の企画・戦略策定を担っていた

「環境ソリューションセンター」については、2006年4
月、企画関連機能を企画部に集約し、その他の機能
をJFEスチールに移管しました。「ＤＭＥ（ジメチルエー
テル※）プロジェクト」は2009年に終了しました。
※�ジメチルエーテル：燃焼による硫黄酸化物（SOx）やすす
（PM）が発生しない環境負荷の小さいクリーン燃料

本社所在地については、発足時にはJFEビルディ
ング（旧NKKビル）でしたが、2007年4月、新丸の
内ビルディングに移転しました。また、さらに機能
的な組織運営を図るため、2010年3月、JFEスチー
ルの所在地、日比谷国際ビルに移転しました。
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このような経営環境のなか、財務体質の強化に
ついては、第1次中期経営計画の有利子負債削減
目標を1年前倒しで達成し、2005年度末にはD/E
レシオが100%を下回りました。

その後、2008年3月には3,000億円のハイブ
リッド社債（75%の資本性が格付け上評価されてい
る）を発行し、格付けの下支えにするとともに、財務
体質の強化を図るため、収益・キャッシュフローの
改善を進めました。

組織体制の最適化 財務体質改善の取り組み

JFEビルディング
（2002年9月～2007年4月）

新丸の内ビルディング
（2007年4月～2010年3月）

日比谷国際ビル
（2010年3月～）
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グループを代表する上場会社として、適時・適切
かつ公平な情報開示を行なうとともに、積極的な情
報発信に取り組んできました。

個人投資家の皆様には、証券会社などを通じて
会社説明会を開催し、参加者は年間で2,000名を
超える規模となっています。

ホームページを活用した情報発信の拡大にも取
り組みました。2007年には、ニュースリリースな
どの情報配信サービス「ディア・ネット」を導入し、
2011年には、決算発表後のアナリスト向け説明会

「インベスターズ・ミーティング」の動画配信を開
始しました。

機関投資家や証券アナリストの皆様には、個別
取材への対応のほか、経営状況・方針の説明や意
見交換を積極的に行なってきました。決算時には
説明会の開催とともに説明資料をホームページで

2009年度以降は、世界経済の先
行きが不透明ななか、健全な財務体
質の維持・改善を優先しつつ、配当
性向25%程度を維持しています。

また、株主総会を、株主の皆様に
経営方針を説明し、重要事項の決
定・報告を行なうガバナンスの要と
なる場ととらえています。少しでも多
くの方に参加・権利行使いただける
よう、招集通知を早期に発送し集中
日を避けて開催しています。また、当
日出席できない方のために、議決権
行使書に加え、インターネットを通じ

JFEグループでは、株主還元を最
重要経営課題のひとつと位置づけ、
財務体質改善とのバランスをとりつ
つ、積極的に配当を実施することを基
本方針としてきました。

2006年度から2008年度の3年間
では、第2次中期経営計画で目標とし
た配当性向25%（3年間平均）に基づ
く配当を実施するとともに、約4,000
億円の自己株式の市場買付を行ない、
3年間の総還元性向は80%となりま
した。

2007年3月には、「当社株式の大規模な買付行
為に関する対応方針」を導入しました。

大規模買付行為が生じた場合に、株主の皆様に
買付者や当社取締役会からの十分な情報と、それ
らを検討するための十分な時間を確保することを目
的に定めたもので、企業価値・株主共同の利益を
損なう大規模買付行為に対抗措置をとることを明
確化しています。

た議決権行使が可能な環境を整えています。
2006年度には、株主の皆様を対象とした工場見

学会を開始し、グループの生産活動の現場をご覧
いただいており、2012年度までの累計参加者は約
16,000名に達しました。

また、2007年度と2008年度には、グループ会
社のJFEライフが生産・販売する清浄野菜「エコ作」
を贈呈する株主優待制度を実施しました。
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経営の公正性・客観性・透明性を高めることに
より、企業価値および株主共同の利益を持続的に
向上させることを目的として、ガバナンス体制の強
化に取り組んできました。2007年6月から社外取
締役を招聘するとともに、最適な経営体制を機動的
に構築しつつ、経営に対する責任を明確化するため、
取締役の任期を2年から１年に短縮しました。

ガバナンス体制の強化 当社株式の大規模な買付行為に
関する対応方針の導入

株主の皆様とともに

情報発信の強化

工場見学の様子
東日本製鉄所（千葉地区）
第3熱間圧延工場（3HOT)

株主総会の様子

インベスターズ・ミーティングの様子

公開するなど、迅速で公平な情報開示に取り組ん
でいます。

2009年10月には、ＩＲ室を新設して情報発信体
制のさらなる強化を図りました。
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●九州（福岡）

●名古屋

●北陸（富山）

●沖縄

●青森

●新潟

●北海道

●東北(仙台）

神奈川（横浜）

東日本製鉄所（京浜地区）

●支　社
●営業所
●東日本製鉄所
●西日本製鉄所
●知多製造所

●
●

東日本製鉄所
（西宮地区）

静岡

岡山

神戸

知多製造所

●

●
●

長崎●

●
●●中国（広島）

四国（高松）

●
●

西日本製鉄所
（倉敷地区）

西日本製鉄所
（福山地区）

●●大阪

●千葉
東日本製鉄所（千葉地区）

●

●ニューヨーク

●ヒューストン

●ブラジル

●ソウル

●マニラ

北京●
上海●
香港●

バンコック●
マレーシア●

ロンドン●

シンガポール●
ジャカルタ●

●バンクーバー

2003年4月1日、NKKと川崎製鉄の鉄鋼部門は、
JFEスチールとして新たなスタートを切りました。

新会社は、市場の高度化するニーズへの対応を
強化し、収益管理を徹底するべく、品種を基軸に販
売・生産・物流・研究部門を横断する「品種セク
ター制」を採用しました。また、隣接する製鉄所同士
を一体運営することで、最高水準の競争力を早期
に実現するべく、千葉・京浜と水島・福山の4製鉄
所をそれぞれ東日本製鉄所と西日本製鉄所の2製
鉄所に再編し、知多製造所を加えた2製鉄所・1製
造所体制としました。国内では13支社・4営業所、
海外では14の事務所を有し、従業員数1万4,589
名での船出となりました。

発足に先立ち発表したJFEグループ第1次中期
経営計画では、鉄鋼部門の主要施策として、マーケ
ティング機能の充実や最適生産体制の構築、設備
集約などを掲げました。

同年5月・6月には、東京・大阪・ヒューストン・
ソウル・バンコクの5カ所で披露パーティーを開催
し、国内外のお客様や関係者の皆様にご出席いた
だきました。

2003  2012
海外事務所

JFEスチールの誕生

国内生産体制・支社・営業所（2003年4月1日時点）

第1次中期経営計画の概要（2003～2005年度）
①マーケティング機能の充実

品種セクター制のもとで、高度化するお客様
ニーズに機敏に対応することにより、お客様との
共存共栄を実現する。

②海外戦略
以下の基本方針に基づき、輸出収益の確保と海

外投融資の収益向上を図る。
◦ 垂直分業と包括的提携による安定的輸出先の

確保を通じた高稼動体制の実現
◦ 戦略商品の提供とグローバルアライアンスによ

る世界規模でのお客様対応力の強化

◦ アジア主要企業 及び海外提携企業との戦略的
共存共栄

③最適生産体制の構築と設備集約
東西２製鉄所体制のもとで、最適生産運用を確

立するとともに、重複設備の集約 及び存続設備の
最大限の活用によるコスト低減を図るため、一部
設備を休止する。

④グループ会社の再編・統合

収益基盤の確立に向けて（2003～2004年度）1

第 3 部  各社の 10 年
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の統合と同時に行ないました。両地区の設備や操
業技術を比較し、優れている点を積極的に取り入れ
ることで、生産性の向上を図りました。

JFEスチールグループの運営体制見直し
グループ会社間の事業運営体制の見直しも行な

いました。2005年4月、JFE鋼管に委託していた溶
接管製造と、エヌケーケー条鋼（現・JFE条鋼）に委
託していた大形形鋼製造をJFEスチールの管轄とし、
製造・販売を一元化することでマネジメントの強化
を図り、グループ会社の自己経営責任をより明確に
しました。

交流人事の実施
統合効果の早期発現に向けて、東西製鉄所の約

20名の製造部長について、「千葉製銑部長⇔京浜
製銑部長」といった地区間交流人事を2003年4月

生産設備の休止
重複設備の集約と存続設備の最大限の活用によ

るコスト低減を目的とし、多くの設備を休止しました。
NKKと川崎製鉄合わせて11基の高炉が稼動し

ていましたが、倉敷地区第1高炉を2002年1月に、
千葉地区第5高炉を2004年6月に休止し、9基体
制としました。下工程では、グループ会社を含めた
15設備を2006年10月までに休止しました。その
結果、存続設備の稼動率が飛躍的に高まり、収益
に大きく貢献しました。

設備集約に伴う修繕費の削減や歩留り・原単位
向上のほか、安価原料の使用拡大や資材品の共通
化などにより、2005年度までの3年間で1,200億
円のコスト削減を達成しました。

溶接材料事業からの撤退
2003年10月、神戸製鋼所と共同で溶接材料生

産会社のKOBE・JFEウェルディングを設立し、溶
接用ワイヤの生産を同社に集約したことに伴い、
2004年3月に倉敷地区の溶接棒工場を閉鎖しまし
た。2005年4月には、保有していた同社の株式
20％と、溶接材料販売会社JFE溶接棒の保有株式
100％のうち80％分を神戸製鋼所に譲渡し、2005
年3月には千葉地区の溶材工場を閉鎖しました。

高炉の拡大改修
競争力強化のため、高炉容積の拡大改修を行な

いました。2003年11月の倉敷地区第2高炉を皮切
りに、計6基の炉容積を拡大しました。

改修にあたっては、京浜地区の第2高炉を除く
全ての高炉で、炉体を3 ～ 4個の大ブロックに分
割してあらかじめ建造しておくJFEスチール独自の

「大ブロックリング工法」を採用し、大幅な工期短
縮を実現しました。

京浜地区では、第2高炉の火入れに伴い、第1
高炉（炉容積4,907㎥）を2004年3月に休止しま
した。

千葉地区第5高炉

新炉体吊り上げ

大ブロックリング工法による福山地区第4高炉　改修全景

主要な休止設備一覧 各地区の高炉拡大改修

労働組合の理解と協力
JFEスチールの労働組合であるJFEスチール労働組

合連合会は、旧川鉄労連と旧NKK労連が統合し2003

年9月に発足しました。設備の統廃合を円滑に行なう

ためには、社員の代表である労働組合の理解と協力

が不可欠であり、労使が一体となって真摯に議論を

重ねた結果、短期間で多くの成果をあげることになり

ました。

數土社長は、労働組合との会合で「労働組合の理

解と協力が経営統合を円滑に進めるうえで大変重要

なことだった」と語り、深い謝意を表しました。

休止ライン 時期 備考

高炉
倉敷 No.1高炉 2002年1月

千葉 No.5高炉 2004年6月

圧延

冷延
京浜 バッチ焼鈍設備 2002年8月

京浜 連続焼鈍ライン 2002年8月

表面処理

千葉 No.1電気亜鉛鍍金ライン 2006年10月

福山 No.2電気亜鉛鍍金ライン 2002年9月

千葉 No.1電気すず鍍金ライン 2004年1月

福山 No.1ティンフリーライン 2004年9月

千葉 T2シャー設備 2004年7月

条鋼
倉敷 中型形鋼製造ライン 2003年10月 JFE条鋼（当時ダイワスチール）

福山 No.1大型形鋼製造ライン 2003年10月 JFE条鋼（当時エヌケーケー条鋼）

溶接管

知多 No.1中径電縫管製造ライン 2003年3月

京浜 小径電縫管製造ライン 2003年3月 JFE鋼管

知多 No.1スパイラル鋼管製造ライン 2004年12月

知多 No.2スパイラル鋼管製造ライン 2003年4月

姉ヶ崎 No.1スパイラル鋼管製造ライン 2003年12月 JFE条鋼（当時エヌケーケー条鋼）

姉ヶ崎 No.2スパイラル鋼管製造ライン 2003年4月 JFE条鋼（当時エヌケーケー条鋼）

高炉 火入れ 炉容積 投資額

倉敷地区
第2高炉

2003年11月
（第4次） 2,857→4,100㎥ 195億円

京浜地区
第2高炉

2004年3月
（第2次） 4,052→5,000㎥ 230億円

福山地区
第5高炉

2005年3月
（第3次） 4,664→5,500㎥ 210億円

福山地区
第4高炉

2006年5月
（第4次） 4,288→5,000㎥ 250億円

倉敷地区
第3高炉

2010年2月
（第4次） 4,359→5,055㎥ 300億円

福山地区
第3高炉

2011年5月
（第4次） 3,223→4,300㎥ 290億円

最適生産体制の構築
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グループ会社
JFE精密は、耐食性と延性を兼ね備えたタングス

テン合金を開発し、携帯電話振動モーター用振動
子として商品化しました。ノキア社の1,000時間耐
食試験に世界で唯一合格し、2003年には世界シェ
アが35％に達しました。

JFEミネラルは、1995年に開発した積層セラ
ミックコンデンサの内部電極材料としてニッケル超
微粉の供給能力を2004年以降順次拡大しました。
セラミックコンデンサは、携帯電話1台あたり約
250個、スマートフォン1台あたり約500個使用さ
れています。

厚板分野
2003年12月、建設・産業機械用の耐磨耗厚鋼

板「EVERHARD500LE（Leading Edge）」を開発し
ました。部材の損耗を軽減し、優れた低温靭性を両
立する厚鋼板として、北米・中南米や豪州の鉱山
などで使用される大型ダンプカーの荷台やショベル
カーのバケット用途に使われています。

研究体制の強化
スチール研究所は、千葉・京浜・倉敷・福山・

知多の5カ所を拠点とし、分野ごとに研究部長が全
拠点を統括する体制にしました。研究員は発足時の
430名体制を維持し、重複テーマを整理する一方、
新たに対象テーマを拡大しました。

薄板分野
2004年3月、プレス時の成形性に優れた自動

車用高潤滑性合金化溶融亜鉛鍍金（GA）鋼板
「JAZ（JFE Advanced Zinc）」を開発し、福山地
区で量産を開始しました。

2006年 には 千 葉 地 区 でも 量 産を開 始し、
2007年には広州JFE鋼板とティッセン クルップ ス
ティールへの技術供与も実施して、アジアや欧州
向けの供給体制を拡充しました。

（第56回大河内記念生産賞）

鋼管分野
2004年3月、高温・高圧環境の高深度で使用で

きる強度・耐食性に優れた油井管用シームレスステ
ンレス鋼管「UHP 15CR-125鋼管」を開発しました。
従来の高合金鋼管に比べ、添加合金元素を低減し、
高強度化するための冷間加工工程も省略できる、
省資源・短納期を実現した鋼管です。

（2006年日本金属学会技術開発賞）

棒鋼分野
2004年3月、高強度せん断補強筋「リバーボン

1275」をエヌケーケー条鋼（現・JFE条鋼）および
JFEテクノワイヤと共同で開発しました。強度、延
性、曲げ特性だけでなく溶接後の引張強度や伸び
にも優れ、高層化した鉄筋コンクリート（RC）構造建
築物に適用されています。

「JAZ®」を使用したプレス試作品（フェンダー）

海上油田

「EVERHARD®」を使用したダンプカー（上）、ショベルカー（下）

携帯電話振動モーター用振動子

オンリーワン、ナンバーワン商品ラインナップの拡充

「UHP®」15CR-125鋼管

「リバーボン1275」を用いた柱形鋼分野
2003年9月、継手内にポケット部を設けて止水

材を挿入し遮水性能の向上を図ったポケット付遮水
鋼矢板「Jポケットパイル」を開発しました。環境基準
が厳格化されるなかで、海面廃棄物処分場や陸上
廃棄物処分場の遮水壁用鋼矢板として用いられて
います。

缶用鋼板分野
2003年10月、環境にやさしい食品缶詰用ラミ

ネート鋼板「ユニバーサルブライトTYPE－F」を開発
しました。従来必要だった塗装工程が不要で、中身
が取り出しやすく成形性にも優れており、北米の大
手製缶会社を中心に採用されています。

（2005年度表面技術協会技術賞）
JFEスチールのオンリーワン・ナンバーワン商品売上高比率

2002年度 6%　⇒　2005年3月 17%
第1次中期経営計画目標（15％）を1年前倒しで達成
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NKKと川崎製鉄が独自に保有していたプロセス
技術を他地区に水平展開しました。代表的な事例と
しては、福山地区で初めて導入した加速冷却設備

「Super-OLAC」を、2003年5月、倉敷地区の厚板
工 場 に 導 入しました。「Super-OLAC（On Line 
Accelerated Cooling）」は熱間圧延直後に鋼板を
オンラインで急速水冷し強靭化を図るもので、高強
度・高靭性・溶接時の施工性を備えた厚板の効率
的な生産を実現します。2004年7月には京浜地区
の厚板工場にも導入し、全ての厚板工場への展開
を完了しました。

また、製造コスト削減、設備稼動率の最大化、
生産性の向上を図るため、製造プロセス技術の開
発を進めました。

厚板工程では、2004年5月、世界初の厚板オ
ンライン加熱設備「HOP（Heat-treatment On-
line Process）」が福山地区の厚板工場で稼動しま
した。高級ラインパイプ素材などのハイテン材がオ

倉敷地区厚板工場「Super-OLAC®」

福山地区厚板工場「HOP®」

「HOPⓇ」を使用したラインパイプ「HIPERⓇ」

リサイクル事業などを通じて、環境と調和した社
会づくりへの取り組みを行なってきました。

2003年9月には、JFE環境の缶・ペットボトル資
源化処理工場が稼動しました。川崎市から委託を
受け、川崎市北部地区で分別収集した缶・ペットボ
トルから異物を除去し、圧縮・梱包しています。

また、2004年1月には、同社の廃蛍光灯リサイ
クル新工場が稼動しました。この工場では、あらゆ
る形状の蛍光灯に対応しており、廃蛍光灯を破砕
せずに集荷し、素材として最も多く含まれているガ
ラスのリサイクルを行なっています。

なお、JFE環境は2004年10月、JFEスチールの
グループ会社からJFEエンジニアリングのグループ
会社となりました。

プロセス技術の開発と水平展開

リサイクル事業の取り組み

ンラインで生産できるようになり、生産性が大幅に
向上しました。さらに、「Super-OLAC」との組み
合わせによって組織制御の自由度が増し、TMCP

（Thermo-Mechanical Control Process：熱加
工制御）鋼の開発にも貢献しています。（第6回新
機械振興賞・経済産業大臣賞（最優秀賞））
 

2004年9月には、炭 酸ガスアーク溶 接 技 術
「J-STAR（JFE Spray Transfer Arc）Welding」を
開発しました。溶接時の飛散物（スパッタ）の低減、
溶接音の静粛化、溶接ワイヤの削減と溶接時間の
短縮を実現し、橋梁工事での鋼管の円周溶接や大
型タンカーの板継ぎ溶接に採用されています。

（第58回大河内記念技術賞）

廃蛍光灯リサイクル新工場

缶・ペットボトル資源化処理工場

「J-STAR® Welding」実験風景
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欧米市場では、技術提携による供給体制の整備
を進めました。

2004年9月、カナダのドファスコ（現・アルセ
ロール・ミッタル・ドファスコ）との間で、自動車用
鋼板分野での関係強化を目的として、新たな包括
技術協力契約を締結しました。（2013年1月終了）

また、米国のAKスチールとは自動車分野におけ
る包括提携契約に基づき、JFEスチールのハイテ
ン製造技術をライセンス供与しました（980MPa
級：2008年2月、780MPa級：2009年12月）。

欧州では、自動車用鋼板および関連した研究開
発に関する包括提携契約を結んでいるティッセン ク
ルップ スティールと、2004年12月、両社独自の
オンリーワン商品の相互ライセンス許諾を行ないま
した。これにより、両社オンリーワン商品の世界レ
ベルでの製造・供給が可能となりました。 ティッセン クルップ スティールの高炉

ジーバイス設立で握手をする岩本
専務とティッセン クルップ スティー
ルのヤローニ代表取締役（当時）

素材供給や技術協力、資本参加を通じて海外鉄
鋼メーカーとの提携関係の強化、拡大に努めました。
特に、半製品（スラブ・熱延鋼板・冷延鋼板）を提
携先に安定供給して現地で最終製品（自動車用薄
板・造船用厚板・食缶用ブリキなど）に加工・販売
する「垂直分業」については、アジア地域での拡大を
図りました。

鉄鋼需要が急速に拡大しつつあった中国市場で
自動車用鋼板の現地調達のニーズが高まるなか、
2003年12月、広東省広州市南沙開発区に、溶融
亜鉛鍍金鋼板の製造・販売会社「広州JFE鋼板

（GJSS）」を広州鋼鉄企業集団と合弁で設立しました。
（現在の合弁パートナーは広州薄板有限公司）　
2006年4月には、約170百万USドルを投じて建設
した年産40万トンの自動車用溶融亜鉛鍍金ライン

（CGL：Continuous Galvanizing Line）が稼動し、
同分野におけるJFEスチールの海外進出の先駆けと
なりました。

また、2004年3月、提携関係にある韓国の東国
製鋼グループの冷延・表面処理鋼板製造・販売会
社であるユニオンスチールの株式を取得し、東国製
鋼グループとの関係強化と、ユニオンスチールへの

原板供給の安定化を図りました。

こうして2004年度には、全体の売り上げの4割
を占める輸出のうち、約4割が安定的な輸出先であ
る提携会社向けとなりました。

一方、資本効率の観点から提携先の見直しも行
ないました。2005年5月、保有していたブラジルの
ツバロン製鉄所（CST：Companhia Siderurgica 
de Tabarao）の株式を、ルクセンブルクのアルセ
ロール（現・アルセロール・ミッタル）に売却し、
1973年以来32年にわたったツバロン製鉄所との
資本関係を解消しました。

さらに、自動車分野のお客様向けのEVI※活動を
より高いレベルで推進するために、2005年6月、
同社との合弁会社「ジーバイス」を日本に設立しま
した。

粗画像

0

500

1000

1500
（百万トン）

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
（年）

2000年以降急増

技術提携と戦略的商品供給の促進

原料調達の安定化

垂直分業と包括的提携による安定的輸出先の確保

GJSS合弁契約書調印式

GJSSのCGL

世界の粗鋼生産量は、1970年代後半から7億ト
ン台で推移していましたが、2000年に8億トンに到
達し、その後は急速に拡大を続けました。これに伴
い、鉄鉱石・原料炭・合金鉄などあらゆる鉄鋼原

料の需給が逼迫し、価格が高騰したことから、優良
な鉄鉱石・原料炭の長期安定確保を目的として、
鉱山および炭鉱の開発・拡張への出資を積極的に
行ないました。

※�Early�Vendor� Involvement：新型車開発時に初期段階
から参画し、新型車のコンセプトに合わせた鋼板使用、部材
加工方法、パフォーマンス評価などを提案・開発する活動

世界の粗鋼生産量の推移（1991～2012年）
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2004年12月、JFEスチール東日本製鉄所（千葉地
区）は、高アルカリ水漏出による水質汚濁防止法違
反の疑いで千葉海上保安部の捜査を受けました。社
内調査の結果、水質分析データの書き換え、および
基準値を超過した排水があったことが判明し自ら公
表しました。

以降、環境管理部門の独立強化、水処理施設の改
善などの再発防止と、環境モニタリングデータ公開
による透明性の確保に取り組んできました。

監査部による環境管理状況の監査を継続的に実施
するとともに、社員への環境教育や公害防止管理者
資格取得を推進し環境保全活動に取り組む企業風土
の醸成に努めています。

技術融合による競争力の強化や経営資源の集約
による効率的な運営を目指して、グループ会社の
統合を進めました。

2003年4月、JFEスチール発足時に統合した建

材・化学事業を皮切りに、2004年4月には設備保
全事業、物流事業、サービス業など5社を、その後
も商社などの事業を統合しました。2005年4月ま
での2年間で、グループ会社14社が誕生しました。

千葉地区における環境問題と
再発防止のための取り組み

グループ会社統合一覧（2003年4月～2005年4月）　※社名のみ変更の会社は除く

統合会社 統合前の会社 時期
JFEコンテイナー 川鉄コンテイナー、鋼管ドラム 2003年4月

JFE建材 日本鋼管ライトスチール、川鉄建材 2003年4月

JFEケミカル アドケムコ、川崎製鉄化学事業部 2003年4月

JFE鋼板 川鉄鋼板、エヌケーケー鋼板 2004年4月

JFE物流 エヌケーケー物流、川鉄物流 2004年4月

JFEメカニカル メンテック機工（機械）、川鉄マシナリー 2004年4月

JFE電制 川鉄電設、メンテック機工（制御）、ケーディーケーエレシス 2004年4月

JFEライフ 川鉄ライフ、エヌケーエフ（サービス） 2004年4月

JFEミネラル 川鉄鉱業、鋼管鉱業 2004年7月

JFEシビル 川鉄シビル、エヌケーケーコンフォーム 2004年7月

JFE鋼材 東京シヤリング、川鉄鋼材工業 2004年10月

JFE商事ホールディングス（現・JFE商事） 川鉄商事、エヌケーケートレーディング 2004年10月

JFEテクノリサーチ 川鉄テクノリサーチ、鋼管計測、日本鋼管テクノサービス 2004年10月

JFEセキュリティ（現・JFE東日本ジーエス） ケー・エス・セキュリティー、エヌケーセキュリティ 2005年4月

インテグラ炭鉱

東日本製鉄所（千葉地区）見学センター内環境情報公開システム

環境保全活動の事例やリアルタイムの環境データを公開し、見学
者が自由に閲覧できるようになっています。

ヤンディ鉱山 提供（Source）：BHP Billiton

【鉄鉱石】
鉄鉱石については、2003年7月、ブラジルの鉱

山会社MSG（Minas da Serra Geral）への出資比
率を24.5％から50％に引き上げ、同社のファブリカ
ノバ鉱山開発のプロジェクトにリオドセ（現・ヴァー
レ）との折半出資で参画し、2005年4月より生産を
開始しました。

また、このプロジェクトに関連して、リオドセとは
鉄鉱石年間200万トンの長期購買契約（12年間）を
締結し、JFEスチールのグループ会社であるフィリ
ピン・シンター・コーポレーション向けの鉄鉱石の
長期安定確保につなげました。

さらに2004年9月には、鉄鉱石年間700万トン
の長期売買契約（2005年から10年間）を締結し、
リオドセからの鉄鉱石購入量は2007年度に年間
1,000万トンに達しました。

豪州では、2004年8月、資源会社BHPビリトン
など3社とヤンディ鉱山のW-4鉱区を開発するジョ
イントベンチャー（JV）の設立に合意しました。JVに
20％出資するとともに、BHPビリトンとの間で年間
1,600万トンの鉄鉱石長期購買契約（2005年から
11年間）を締結しました。

【原料炭】
原料炭については、2005年6月、豪州のカーボ

ロダウンズ炭鉱、グレニスクリーク炭鉱（現・インテ
グラ炭鉱）の権益取得契約をJFE商事とともに締結
しました。また、各炭鉱から産出される原料炭につ
いて、各計約600万トンの長期購買契約（10年間）
を締結しました。さらに2011年3月には、インテグ
ラ炭鉱の権益を追加取得し、JFE商事と合わせた権
益比率を5.95％としました。

また、鉄鉱石・原料炭の購入先の70％を占める
豪州における原料調達活動を一層強化するため、
2004年10月にシドニー事務所を開設しました。

（2008年4月にブリスベンに移転）

グループ会社の再編・統合
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蘇我臨海部の再開発
東日本製鉄所（千葉地区）の工場跡地を新たな

都市として再生するため、国、県、市をはじめと
する様々な関係者と再開発計画の検討が進めら
れ、2001年に「蘇我特定地区整備計画」が策定

されました。2002年より休止工場の解体や都
市基盤施設などの整備が開始され、2005年4
月に大規模商業施設「ハーバーシティー蘇我」の
開業による街開きが行われました。ジェフユナイ
テッド市原・千葉のホームスタジアムでもある

「千葉市蘇我球技場（フクダ電子アリーナ）」とと
もに、スポーツと商業の街として、年間2,000
万人を超す来場者で賑わい、3,000人を超える
雇用が生まれました。

まちびらき式典

ハーバーシティ蘇我

フクダ電子アリーナ

公正取引の遵守
従来から企業行動指針の実践をはじめとしてコンプライアンスの徹底に取り組んでいましたが、JFE

スチールと一部グループ会社において鋼管杭・鋼矢板販売などの分野で、排除措置命令および課徴金
などの処分を受けました。直ちに再発防止に向け、経営トップによる決意表明・同業他社との接触に関
するルールの厳格化などを実施するとともに、研修を含む各種取り組みを継続することにより、公正取
引の遵守の徹底を図っています。

JFEスチールは、NKKと川崎製鉄の制度を統一し、2003年4月1日より新たな人事・賃金制度を導
入しました。また、統合以後も働きやすい環境を目指し、取り組みを積極的に進めています。

〈業績連動型賞与決定方式〉
2004年度より、前年度の経常利益に応じ、あ

らかじめ定めた算式により賞与水準を決定する
方式を導入しました。賞与水準に対する社員の
理解と納得性を高めると共に、会社業績の向上
に対するインセンティブも高めています。

〈確定拠出年金への移行〉
2011年には、会社が運営する企業年金制度

を社員自身がニーズに合わせて運用し、その結
果に応じて退職後に年金を受給する仕組みへ移
行しました。各自のライフスタイルに合わせた資
産形成が可能となりました。

〈人材育成の推進〉
製造現場においては、社員の技術・技能レベルを要素ごとに

点数化することで育成状況を管理する人材育成システムを導入
し、ベテラン社員から若手社員への技術・技能継承を、より効
率的に進められる仕組みとしました。

事務・技術系社員に対しては、2004年から「JFEカレッジ」を
開講し、経理・人事から製造工程の概論など、若手社員が幅広
く学ぶことができる体制を整えました。また、グローバルな人材
の育成のため、従来の海外留学に加え、2011年から海外短期
派遣研修を開始し、技術系社員の海外での論文発表の機会を
増やしているほか、インドへの語学研修も実施しています。

〈社宅・独身寮の充実〉
従 来 の 社 宅 制 度 にか わり、

2007年より、会社が賃料の一部
を負担し、社員が自身の家族構
成やニーズにあわせて賃貸物件
を選択できる仕組みとしました。
また、独身寮については、順次建
て替えを行ない、若手社員の快
適な住宅環境を確保しています。

独身寮　倉敷ディマーネ　壱番館

人事施策の取り組み

インドでの研修の様子

〈採用ソースの多様化とダイバーシティの推進〉
優秀な人材の確保と事業のグローバル化への対応のため、女性、外国人留学生および海外大学卒

業生などを採用し、人材の多様化を図っています。
また、2012年1月にはダイバーシティ推進室を設置し、異なるバックグラウンドを持つ社員の能力を

最大限に引き出すべく、制度改訂やインフラの整備などに取り組んでいます。

〈育児・介護支援〉
育児や介護を行なう社員の支援についても積

極的に取り組んでいます。2005年には、育児休
業期間の延長や育児短時間勤務の新設などを行
ない、2007年には、次世代育成支援対策推進
法に定められた基準を満たした企業に認定される

『次世代認定マーク（くるみん）』を取得しました。 「くるみん」
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BRICs各国の経済成長に伴う鉄鋼需要の拡大により、世界の粗鋼生産量は2004年に10億トンに達しまし
た。そのなかでJFEスチールは、技術優位性を活かした高付加価値商品サプライヤーとしての地位を確立す
べく、高級鋼生産能力10%拡大を目標に設備能力の向上を進めました。

こうしたハード・ソフト両面での増強により、第２次中期経営計画（2006～2008年度）で掲げた高付加価
値商品300万トンの拡販（対2005年度）を、2007年度に1年前倒しで達成しました。

知多製造所小径シームレス管工場

福山地区4CGL

2006年3月、福山地区の第5コークス炉（D団）
の増設が完了し、世界的なコークス需要の逼迫や、
既存設備の老朽化による稼動率低下といった課題
解消に寄与しました。また、NOx排出濃度を既存
設備に比べ約30%以上低減するなど、環境負荷の
低減にも効果を上げました。

2006年5月には、福山地区第4高炉の改修を完
了し、第4次火入れを行ないました。この改修では、
炉容積を4,288㎥から5,000㎥に拡大するとともに、
高耐食性レンガの採用や炉体冷却設備の強化など
により、従来以上の設備の長寿命化を図りました。

（→70ページ参照）

2007年1月、福山地区の第4溶融亜鉛鍍金ライン
（4CGL）が稼動しました。この設備では、ボンネット
などに使用される自動車外板用の合金化溶融亜鉛
鍍金鋼板「GA」の品質対応力を強化し、自動車用
高潤滑性GA鋼板の主力商品「JAZ」の生産量を拡
大しました。

高級鋼生産拡大に向けた設備能力の増強

第2次中期経営計画の概要（2006～2008年度）基本施策
（1）高付加価値商品の拡大と安定的な生産体制の確立
　  ①世界トップレベルの技術開発力の維持・向上
　  ②高付加価値商品の拡大（05年度+300万トン/年）
　  ③アライアンス戦略の強化
　  ④国内生産基盤の強化

（2）グループ全体としての収益力強化
（3）成長機会への対応（投融資計画）

また、クリーンエネルギーである天然ガスの採掘
に用いる油井管の需要が急速に拡大していたこと
を受け、2007年1月、知多製造所の小径シームレ
ス管の圧延設備・熱処理設備などを増強しました。
油井管の中でも高度な技術が必要な13％クロム油
井管の生産能力を年間9万トンから12万トンに拡大
し、供給体制を整備しました。

2007年5月には、京浜地区で連続式新酸洗設備
が稼動しました。既存の冷間連続圧延機に直結す
る形で酸洗ラインを新設し、冷延生産工程を連続化
することで生産効率・品質・コスト競争力の向上を
図りました。

京浜地区新酸洗・冷間連続圧延ライン

CSL

THiNK SMART
薄板建材エリア

スチール研究所では、お客様満足度の向上をめざして、お客様との共同開発を推進するべく、商品開発に
特化した施設を開設しました。

CSLの開設
千葉地区では2005年8月、自動車分野の加工や溶接な

ど多岐にわたる最新技術を集めた「カスタマーズ・ソリュー
ション・ラボ（CSL：Customers‘ Solution Laboratory）」
を開設しました。

THiNK�SMARTの開設�
京浜地区では2005年11月、土木、建築、橋梁などに使

用される厚板・形鋼・鋼管といった社会基盤用鋼材の利
用・加工の試験・研究施設として、鋼構造材料ソリュー
ション センター「THiNK SMART（Steel Materials for 
Application Research & Technology）」を開設しました。

また、同地区では2007年12月、薄板建材向けのオープ
ンラボとして「THiNK SMART 薄板建材エリア」を開設しま
した。 

お客様との共同開発拠点の整備 

統合効果の発現とさらなる飛躍に向けて（2005～2007年度）2

THiNK SMART

また、2006年3月には、新たに構築した新統合
システム「J-Smile(JFE Strategic Modernization 
& Innovation Leading System)」が稼動し、リー
ドタイム・納期・品質・新商品開発といった市場
ニーズへの対応力が向上しました（2006年度情報
化促進貢献企業等表彰・経済産業大臣表彰）。
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【薄板分野③】
2007年9月、1180MPa 級超高張力熱延鋼板

「NANOハイテン」を開発しました。「NANOハイテ
ン」はナノレベルで鋼の組織を制御することにより
強度と加工性を両立させた自動車用高強度熱延鋼
板です。自動車の主要骨格部品や耐衝突部品に適
用することで、自動車の軽量化に寄与しています。

（第57回大河内記念賞、第24回独創性を拓く先端
技術大賞の経済産業大臣賞（最優秀賞））

（下図参照）

「エコガル®」を使用した太陽光発電

「エコフロンティア® ＪX」を使用したプレス成
型品例（ストーブ下部の灯油受け皿）

【薄板分野①】
2007年3月、環境汚染物質を含まない環境に優しいクロメートフ

リー鋼板「エコフロンティアJM」を開発し、京浜地区で生産を開始しま
した。表面の皮膜組成に工夫を凝らしたことで加熱による変色が少な
く、耐食性にも非常に優れています。

2011年12月には、耐食性・加工性をさらに向上させた高機能化成
処理鋼板「エコフロンティアJX」を開発しました。これにより、冷凍
ショーケースやモーターケース部品といった高い耐食性・成形性が必
要な分野にも用途を拡大できるようになりました。

世界トップレベルの商品・技術開発の推進
【薄板分野④】

JFEスチールの連続焼鈍プロセス独自のWQ
（Water Quench：水焼入れ）方式によって開発し
た超高張力冷延鋼板「WQウルトラハイテン」シリー
ズにおいて、2006年8月、新たに1180MPa級を
開発しました。優れた加工性と加工後の衝撃吸収
性能が評価され、1180MPa級冷延鋼材として世
界で初めて、プレス成形加工によるフランジ一体型
の自動車リアドアインパクトビームに採用されまし
た （下図参照）。

自動車用薄板「ハイテン」の使用例【薄板分野②】
グループ会社のJFE鋼板と共同で、2008年1月、

一般的な亜鉛鍍金鋼板の3倍を超える高耐食性を
有する新商品「エコガル」を開発しました。めっきが
軟質で加工しやすいほか、酸・アルカリに強く、溶
接使用に適しており、メガソーラー架台や遮音壁、
物置などに採用されています。

造船用耐食鋼　JFE-SIP-BTを使用した鉱石船　Grande Progresso

アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド（現・ジャパン マリンユナイテッド）建
造の大型コンテナ船

【厚板分野①】
2007年6月、アイ・エイチ・アイ マリンユナイ

テッド（現・ジャパン マリンユナイテッド）と共同で、
超 大 型コンテナ船 体 用 鋼 材として降 伏 応 力
460MPa級の高強度鋼板を開発しました。大型化
が進むコンテナ船の軽量化と、輸送エネルギーの低
減に寄与します。

 【厚板分野②】
2008年1月には原油タンカーの腐食を抑制する

「JFE-SIP-OT」を、2月にはバラストタンクの塗装劣
化を抑制する「JFE-SIP-BT」を開発しました。これら
の造船用耐食鋼は、船舶の安全性向上とライフサ
イクルコスト低減に寄与します。

フード

ルーフ

トランクリッド

ドアインパクト
ビーム

ドア

センターピラー

サイドメンバー

サイドシル

ルーフレール

フロントピラー

フェンダー

サイドパネル

バンパー

●「ユニハイテン®」
赤：ユニハイテン適用可能箇所

（→詳細91ページ）
フード、ルーフ、ドア、トランクリッド

●「NANOハイテン®」を使用した
　サスペンション
青：NANOハイテン適用可能箇所
センターピラー、サイドメンバー、
サスペンションアーム、サイドシル

● 「ＷＱウルトラハイテン」
　を使用したインパクトビーム
オレンジ：ＷＱハイテン適用可能箇所
センターピラー、ルーフレール、
フロントピラー、ドアインパクトビーム、バンパーサスペンションアーム

●「JAZ®」を使用した
　サイドパネル
緑：JAZ適用可能箇所

（→詳細71ページ）
サイドパネルアウターなどの
大型パネル、フェンダー

（足回り）
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【鉄粉分野】
「JIP FMシリーズ」は原料となる合金のコストを抑

えた粉末冶金用合金鋼粉です。自動車用などの高
強度の鉄系焼結部品の主要添加元素であるニッケ
ルを含有せずに、600MPaの引張強さと良好な切
削性を実現する｢JIP FM600｣を2005年12月に商
品化しました。2007年12月にはさらに高強度の
｢JIP FM1000｣を、2010年には「JIP FM1300」を
商品化しました。

（→図解92ページ）

「Jスリット®」堰堤施工例「JFE443CT」の用途例

【グループ会社】
2006年2月、JFE建材は、土石流災害の防止を

目的とした砂防堰堤「Ｊ-スリット堰堤」を開発・商品
化しました。土石流の勢いや、土石流に含まれる巨
木・巨石の衝突にも耐えられるように、鋼管製の三
角フレーム構造としたうえで、生態系に配慮し平時
は無害な水や土砂を下流に流し、災害時には土石
流を効果的に食い止めることができる透過型として
います。 

【棒線分野】
2006年2月、超高強度棒鋼「Fineγ」を開発しま

した。従来に比べ鋼材の疲労強度が15 ～ 30%向
上し、自動車の動力伝達部品（クランクシャフト、等
速ジョイント、ミッションシャフトなど）の小型化・軽
量化に貢献しています。

（→図解92ページ）

現代ハイスコ向けホットコイル出荷累計500万t達成記念式典 山東JFE振興化工有限公司

アジアを中心に既存の関係を強化することで垂直分業体制の基盤を強固なものとするとともに、新規の提
携関係を構築して安定した鋼材供給先を確保し、垂直分業モデルをより一層拡大しました。 

垂直分業体制の強化
2005年12月、現代ハイスコとの包括提携契約

を更新しました。2000年12月に締結した同契約に
基づき実施した、自動車用冷延鋼板の素材である
ホットコイルの供給や製造技術の供与は、旺盛な韓
国自動車産業の鋼板需要を背景に、同社とのWin-
Winの関係をもたらしました。この提携は、その後
の国際垂直分業体制のモデルとなりました。

2006年12月には、東国製鋼の株式を追加取得

し、出資比率を4.1％から15％まで高めて持分法適
用会社としました。一方、同社は100億円相当の
JFEホールディングス株式を取得しました。

グループ会社の海外展開
JFEケミカルは、中国におけるタール蒸留製品の

需要拡大に対応するため、2005年9月に中国山東
省にタール蒸留事業合弁会社・山東JFE振興化工
有限公司を設立しました。2010年には単一工場と
しては世界最大となる年間生産能力50万トン体制
を確立し、JFEケミカルグループ全体のタール蒸留
能力は世界第2位となりました。

海外展開の加速 
【ステンレス分野】

2005年8月、ステンレス鋼の主要添加元素であ
るニッケルやモリブデンを添加しない高耐食クロム
系ステンレス鋼「JFE443CT」を世界で初めて開発
しました。ステンレス鋼の代表鋼種SUS304と同等
の耐食性を有しているため、希少金属の入手難や
価格高騰の影響を回避することができます。

（2006年日経優秀製品・サービス賞の最優秀賞・
日経産業新聞賞、第40回市村産業賞功績賞）

ノバエラシリコンプラント全景

シリコマンガン工場稼動記念式典

鉄鉱石・原料炭だけでなく合金鉄の長期安定確
保に向けた取り組みも進めました。

2006年2月、ブラジルのフェロシリコンの生産・
販売会社ノバエラシリコンの出資比率を引き上げ、
子会社化しました。

原料の長期安定確保に向けた取り組み 

2005年4月には、三井物産と中国オルドス電力
冶金有限責任公司とともに、内蒙古オルドスEJMマ
ンガン合金有限公司を設立しました。2006年7月、
シリコマンガン工場の稼動を開始し、2008年には
年間生産能力15万トン体制を確立しました。

JFEスチールのオンリーワン・ナンバーワン商品売上高比率
2005年度 17%　⇒　2007年度 29%

高付加価値化路線が着実に進展
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業務改善活動

フィリピン・シンター・コーポレーション

2005年8月、ヒートアイランド現象抑止舗装用
保水材「ロードクール」の販売を開始しました。鉄鋼
副産物である高炉スラグを用いた製品で、吸水能
力が高く、施工後の性能持続性に優れています。

CO2削減の取り組み 

2007年1月、使用済みプラスチックの微粉化プ
ラント「APR（Advanced Plastic Recycling）プラン
ト」を建設しました。APRプラントで製造された微粉
プラスチックは、従来使用していた再生プラスチッ
ク粒に比べ高炉内での反応性が高いため、より一
層の省資源・CO2削減が可能となりました。

（2012年日経地球環境技術賞優秀賞）

2003年2月、焼結工程の生産性向上と粉コーク
ス使用量の削減を同時に達成できる新造粒技術の
開発に成功し、倉敷地区と福山地区の焼結工場に
導入しました。焼結工程におけるCO2排出量の約
6%、年間24万トンを削減しました。その後、2009
年に千葉地区に展開しています。

2007年5月、グループ会社のフィリピン・シン
ター・コーポレーション（PSC）と進めているCDM
事業※が国連で承認されました。同社では、高炉で
使用する焼結鉱を生産していますが、そのプロセス
で発生する排熱を回収して発電する技術をJFEス
チールから移転することで、年間6万2,000トンの
CO2の排出削減が可能となりました。
※�CDM事業：Clean�Development�Mechanismの略。
京都議定書で導入された制度。

2008年1月からは、それまで各事業所で独自に取り組んでいた業務改善活動を全社的な取り組みに
発展させ、「業務の再構築活動」として展開しました。 業務のスピードアップと効率化を図ることを目的と
し、本社に事務局、各所に活動推進チームを設置して業務の進め方を見直しました。

2006年度～	スマートオフィス活動
「快適さを感じる」「生産性が高まる」本社を目指すとと

もに、安全・情報管理の徹底や可視化も推進

2007年度～	「仕事力」向上プロジェクト
現行業務の約10%をより付加価値の高い業務へ移行させる目標で、決裁権限の見直しや押印決裁の削減を実施し、

会議時間の短縮のため「立ったまま会議」専用ルームを導入

2005年度～	マイ設備活動
オペレーターに担当設備を割り当て、保全スタッフと連携して設備トラブル

を防止

2006年度～	HK-1表彰（東日本活性化表彰）
職場の活性化を目的として、職場単位のチームでテーマ設定し活動、ユ

ニークで優れた取り組みのチームを表彰 

2008年度～	バリューアップ20
現行業務の20%をより付加価値の高い業務にシフトさせる目標で、会議の

効率化や業務負荷の平準化、情報共有化を実施 

2009年度～	現場力・技術力No.1プロジェクト
現場製造技術の従来比10%以上の改善（現場力No.1）、従来比20%以上の

商品・プロセス技術の開発（技術力No.1）を目指す

2012年度～	エネルギーコスト20%削減プロジェクト
	 資材費削減プロジェクト

2007年度～	しまつしてきばるプロジェクト
	 労働時間の適正化
2008年度～	Gx※プロジェクト

創造力・発想力の向上による現場力の強化を目指し、部門横

断型のチームで歩留り向上などの諸テーマに取り組む

※Gx

臥竜鳳雛（世に出ていない大人物、若き才能の例え）の「G」に未知な

る可能性の「x」を加えた造語

2012年度～	物流費削減プロジェクト

活動例
プロジェクターを使用した会議運営（書類削減）
全社TV会議システムリニューアル
「電子錠」導入によるセキュリティ強化

東日本製鉄所

西日本製鉄所

知多製造所

本社・支社

HK－1表彰

資材費削減プロジェクト表彰

応募43件のテーマから
期待効果の高い10件を選出

Gxプロジェクト1次展開テーマ（倉敷：5テーマ、福山：5テーマ）

メンバー

テーマ推進者（テーマ所管部署）
［各部工場長・室長・副工場長・統括］

［複数所属で編成］
各部から派遣されたメンバーで部門
横断型チームを編成　各テーマ3名～5名

テーマ募集（各部）

管理技術の支援［IEソリューション室］

「ロードクール®」施工事例

APRプラント全景
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福山地区では、食缶、飲料缶などの容器用高
級鋼板の高品質化や生産効率の向上を目的に、
170億 円を投じて第5連 続 焼 鈍ライン（5CAL：
Continuous Annealing Line）を建 設し、2010
年12月に稼動させました。エネルギー効率の改善
により、 CO2排出量の削減にも寄与しています。

京浜地区では、構造物の大型化に伴い需要が高
まっていた厚板ハイテン材の製造精度・能率の向
上を、これまでにない冷却パターンの制御で実現す
る「Super-CR」を2009年5月に稼動させました。

また、特殊鋼棒鋼・線材を製造しているJFE条鋼
の仙台製造所では、2007年から2008年にかけて
製鋼・圧延設備のリフレッシュ工事を行ないました。
環境調和型電気炉（エコアーク）の導入や線材工場
の品質向上対策、加熱炉の更新やLNGへの燃料転
換などを実施し、高付加価値製品の販売拡大とコス
ト合理化を推進しました。

2010年12月には、200億円を投じて増設した
倉敷地区の第6コークス炉（B団）が完成しました。
環境負荷低減に配慮し、「低NOx燃焼システム」を
採用しています。

また、下工程においても設備増強を進めました。
知多製造所の中径シームレス管工場に150億円

を投資し、圧延設備、熱処理設備、精整設備を
2008年7月から順次稼動させました。中径シーム
レス管の製造能力は年間16万トンから25万トンに
増加し、資源開発が世界的に加速するなか、油田
開発などに使用する高級鋼管の増産が可能となり
ました。 

福山地区　製鋼能力増強

倉敷地区第6コークス炉（B団）

福山地区5CAL

2010年4月　第5真空脱ガス設備2010年4月　第7連続鋳造設備

2008年9月のリーマン・ショック以降、経済環境
は急速に悪化し、鉄鋼需要も縮小しました。日本の
粗鋼生産量は、前年比で過去最悪の下落率を
2009年1月から3カ月連続で更新し、JFEスチール
の2008年度下期粗鋼生産量も、前年同期比で約
30%減少しました。このような状況のなか、より合
理的な生産体制とするため、改修時期を迎えてい
た高炉2基の一時休止を決定しました。再稼動を前
提として、倉敷地区第3高炉を2009年1月に、福
山地区第3高炉を2009年2月に休止しました。

鉄鋼需要全体が一時的に縮小するなか、自動車
向けなどの高級鋼の需要は比較的高水準を保って
いました。特に、アジアを中心とした需要を捕捉す
るため、高炉操業体制の最適化と、単独粗鋼生産
能力3,300万トン体制の構築を図りました。

2010年2月には倉敷地区第3高炉に、2011年5
月には福山地区第3高炉に火入れし、同地区第２高
炉を計画通り休止しました。　

両高炉の改修においては、制御システムの全面
的な更新のほか、高耐久性レンガの採用、炉体冷却
設備の強化など炉の長寿命化対策も実施しました。

2010年5月には、福山地区の製鋼能力増強を完
了し、2011年5月の同地区第3高炉の改修完工を
もって全社粗鋼生産能力3,300万トン体制が整い
ました。
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日本の粗鋼生産量
急減

リーマン・ショック

高炉2基を一時休止、生産体制を合理化

3,300万トン体制の確立と生産技術の向上

経営環境の変化への対応と成長への布石（2008～2011年度）3

JFE条鋼　仙台製造所
環境調和型電気炉（エコアーク）
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鋼管分野②
2010年12月、寒冷地など厳しい環境下のラインパイ

プにも使用できる電縫鋼管「マイティーシーム」を開発・商
品化しました。酸化物を制御する溶接技術と溶接部をリア
ルタイムで探傷する技術を開発したことで品質が飛躍的に
向上し、生産性が高く寸法精度も高いため、ラインパイプ
敷設におけるコスト低減も実現しました。

形鋼分野
2010年、海外向け重貨物鉄道用レール

として開発した高耐摩耗熱処理レール
「SP3」を、米国のバーリントン・ノーザン・
サンタフェ鉄道に初出荷しました。従来の
レールに比べ10%以上の長寿命化を達成
し、レール交換などのメンテナンス費用の
大幅削減を実現しました。

厳しい経営環境のもとでも、市場のニーズに即した新商品・新技術の開発に注力し、オンリーワン・ナン
バーワン商品比率のアップを目指して技術開発に取り組みました。

鋼管分野①
2012年5月に開業した「東京スカイツリー」には、合計で約2万

1,000トンの鋼材を供給し、JFEスチールは最大の鋼材サプライヤーと
なりました。特に、タワーの超高層構造を支える高強度鋼管について
は、塔最下部からアンテナを取り付ける頂上部のゲイン塔までを一貫
して受注し「P-400T」「P-500T」「P-630T」などを新たに開発しました。

厚板分野
2010年、建築構造用鋼材「HBL385」が第42回

市村産業賞貢献賞を受賞しました。経済性に優れ、
鋼材の強度を高めることで従来よりも約15%の板
厚低減を可能にし、鋼材使用量の削減を実現する
とともに、溶接もしやすい高性能鋼材です。超高層
建築物を中心に幅広く普及し、耐震性と施工費用
低減の両立を実現しました。

薄板分野
2011年1月、自動車向けに開発した440MPa級

高張力鋼板「ユニハイテン」が、440MPa級として
は国内で初めてドアパネルに、同年10月には国内
で初めてボンネット上部のフードパネルに採用され
ました。高強度化（硬さ）と高加工性（柔らかさ）の両
立を実現したことで、鋼材使用量の低減とそれによ
る車体軽量化に寄与しました。

（2011年日経優秀製品・サービス賞優秀賞、日経
産業新聞賞）（→図解84ページ）

虎ノ門ヒルズ
（環状2号線　新橋・虎ノ門地区
第二種市街地再開発事業Ⅲ街区）
特定建築者　森ビル（株）

「HBL®385」を用いた高層建築向け
四面ボックス柱

高耐摩耗熱処理レール「SP3」

「マイティーシーム®」

事業主体：東武鉄道（株）
東武タワースカイツリー（株）

「東京スカイツリー®」
に納入した

最大サイズの鋼管
（外径2,300mm×

板厚100mm）

自動車関連技術の開発　その2

「JFM® 3」を適用してドリル加工された
ショックアブソーバー用ピストン

「JIP® FM600」を
使用したトランスミッ
ション用部品

（→詳細85ページ）

電磁鋼板分野
2009年、モータの鉄心に使用される無方向性電磁

鋼板「JNPシリーズ」を開発・商品化しました。磁気特
性を大幅に高め、モータの高効率化に寄与する「JNP
シリーズ」は、高トルクが求められるハイブリッド自動
車や電気自動車に適しており、量産車種の駆動モータ
などへの適用が広がっています。

ステンレス分野
2010年1月、1,000℃近い高温下での

耐久性や耐酸化性が要求される自動車部
品、エキゾーストマニホールド用高耐熱ステ
ンレス鋼「JFE-TF1」を開発しました。「JFE-
TF1」は、高温特性のみならず厳しい加工に
も対応できる加工性も兼ね備えています。

鉄粉分野
2006年および2008年に、鉄系焼結材

の加工時の工具磨耗を大幅に低減する
「JFMシリーズ」を相次いで開発しました。

2006年5月には、ドリル加工時の衝撃を
やわらげる「JFM3」を、2008年8月には切
削時の工具の磨耗を減らす「JFM4」を開発
しました。

BNSF鉄道への敷設　アメリカ・ネブラスカ州Crawford hill

米国での
「マイティーシーム®」
敷設状況

「JNPシリーズ」を使用
したモータ

「Fineγ®」鋼使用例（→詳細85ページ）

「JFE-TF1」を使用した
自動車エキゾーストマニホールドの
集合部部品

10年先を見すえた技術開発の推進

東京スカイツリー®

ドライブシャフト
等速ジョイント

クランクシャフト他
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●ベトナム

●中国

タイ
●

マレーシア●

ドイツ●

●インド

パキスタン●

リーマン・ショック以降、日本を含めた先進国の経済が低迷する一方、アジアを中心とした新興国はいち早
く立ち直り成長を続けていました。JFEスチールは、将来の成長と飛躍のために、アジアでの事業拡大を中心
とした海外展開を加速し、世界的な生産・販売体制の強化を図ってきました。

確固たるグローバル体制の構築に向けて

ベトナム
2010年� 2月� �亜鉛鍍金鋼板・鋼管メーカー・SUNSCO（現・

Maruichi�SUNSCO）に出資、8%の株式を取得。
2010年�11月� �スパイラル鋼管メーカー・ジョンアンビナ（現・Jス

パイラルスチールパイプ）を買収。鋼管杭・鋼管矢
板の製造・販売事業に参入。港湾・鉄道・大型イ
ンフラプロジェクトが次々始動し土木用鋼管の需
要が急増するなか、拡販を目指す。

マレーシア
2010年2月
冷延鋼板メーカーのマイクロンス
チールと包括提携契約を締結。同社
の株式を3%取得。
安定した薄板鋼板需要が見込まれ
る市場への供給拠点と、安定した原
板販売先の確保を目指す。

ドイツ
2009年2月
ラッセル�シュタイン（ティッセン�クルップ�スティールのブ
リキ製造子会社）と容器材料分野での技術協力契約を締
結。多様化が進む容器材料市場において、鉄の優位性
の確保を図る。

中国
GJSSの設備増強完工
〈稼動設備〉
●2011年5月冷間圧延ライン（年産180万トン）
●2011年6月連続焼鈍ライン（年産100万トン）
●�2012年3月第2溶融亜鉛鍍金ライン（年産40万トン）
第1溶融亜鉛鍍金ライン（2006年4月稼動）とあわせ
年産80万トンへ

2010年7月
攀成伊紅石油鋼管有限責任公司
（PYP）の株式を24%取得し、持分法
適用会社化。油井管などに使用する
特殊ねじの技術（JFEBEAR）を供与。

グループ会社　JFEコンテイナー
日系ドラム缶メーカーとして初めて中国
国内で工場を建設。華東エリアの化学
プラント需要に応える体制を構築。
〈中国での工場稼動〉
1998年　上海市
2008年　浙江省
2011年　江蘇省
2013年10月には、浙江工場に第2ライ
ン稼動予定。これにより、中国における
生産能力が日本国内を上回る。

タイ
2010年10月
タイで初の自動車用溶融亜鉛鍍金ラインの
建設を決定。JFEスチール100%出資の現地
法人・JFE�Steel�Galvanizing（Thailand）
を設立、2013年4月に稼動。

2012年11月
サハビリヤスチールへ出資（25百万USドル）

2013年�2月
タイ・コールド・ロールド・スチールへの出
資比率引き上げ（22%→34%）

Jスパイラルスチールパイプ

JFEコンテイナー 江蘇省の工場
（杰富意金属容器（江蘇）有限公司）

2010年2月
マイクロンの
アズラン・アブドラ
社長と矢島専務

完成した
GJSS冷間圧延ライン

2011年5月 冷間圧延ラインの竣工式で
挨拶する林田社長

パキスタン
2011年5月
インターナショナル・スチールズ・リ
ミテッドに5%出資。
熱延鋼板の安定供給と、高級冷延
鋼板製造に関する技術支援を行なう。

インド
JSWスチールと戦略提携契約を結び、以降関係を強化。
2009年�11月� 戦略的包括提携契約締結
2010年� 7月� 資本参加と技術協力について合意
� �〈資本参加〉
� � 480億ルピー（約900億円）を投資
� � �その後、2012年2月までに15%の株式を取得

し、持分法適用
� �〈技術協力〉
� � ●�自動車用鋼材分野
� � � �ビジャヤナガール製鉄所第1冷延工場で製

造される冷延鋼板の製造技術供与
� � � 原板供給
� � ●�製鉄所の操業改善に関する技術協力
� � � 省エネ・環境分野
� � � 製造プロセスの操業改善
2012年� 8月� ビジャヤナガール製鉄所第2冷延工場
� �（2013年秋稼動予定）で製造される
� � 自動車用鋼板の製造技術供与について合意
� 12月� �同製鉄所で製造される

無方向性電磁鋼板の技
術供与について合意

2010年7月　
ＪＳＷ ジンダル社長と林田社長 JFE Steel Galvanizing

（Thailand）自動車用溶
融亜鉛鍍金ライン
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JFEスチールは、最先端のエネルギー効率・資源循環率・環境保全技術に基づく製鉄プロセスの確立の
ため、継続的な設備投資・技術開発を行なってきました。

2008年8月には、京浜地区に新型シャフト炉を
建設し火入れしました。リサイクル資源であるスク
ラップを高いエネルギー効率で再資源化する設備
で、銑鉄生産時に発生するCO2を高炉の約半分に
抑えることができます。

（2011年度低CO2川崎パイロットブランド ’11）

グループ会社の水島合金鉄では、2012年
11月、コークスを還元材とする竪型製錬炉の
2号炉（2SF）を新設し、1号炉（1SF）からの
生産移管を行ないました。2SFは、炉容積拡
大による生産能力の向上に加え、還元材比の
大幅削減を可能にし、CO2削減とコストダウ
ンに寄与しました。

原料価格が高値で推移すると
ともに、2010年度からは価格
更改が年度ごとから四半期ごと
に短縮されるなど、原料調達を
めぐる環境は厳しいものとなり
ました。

JFEスチールは、原料の安定
確保のため、自社原料比率を
30％まで引き上げることを目標
とし、鉱山権益の取得を進める
とともに、より安価で入手しや
すい低品質原料の使用拡大に取
り組みました。

革新的なCO2削減技術と環境負荷低減技術の開発

自社原料比率の向上と低品質原料使用の拡大

※�「COURSE50」プロジェクト
NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）より研究委
託を受けて、日本鉄鋼連盟の支援のもと、鉄鋼6社（現在は5
社）が参画し、CO2排出削減技術を開発するプロジェクト

2009年1月には、焼結機への水素系気体燃料
（都市ガス）吹き込み技術「Super-SINTER」を開発
し、京浜地区で世界で初めて実用化しました。従
来焼結プロセスで凝結材として使用していた粉コー
クスに代わって都市ガスを吹き込むことで、焼結鉱
製造工程における CO2排出量を年間最大で約6万
トン削減可能としました。2012年度には、当社の
全地区全焼結機（7基）に導入しました。

（2010年日経地球環境技術賞大賞、38回岩谷直
治記念賞）

2011年2月、「COURSE50」プロジェクト※の一環
として、CO2物 理 吸 着 技 術 の ベンチプ ラント

「ASCOA-3」を福山地区に建設し、運転を開始しま
した。高炉ガスから CO2と燃料ガスを分離回収し、 
CO2削減と燃料ガスの有効利用に取り組んでいます。

また、製鉄の鋳造技術で培った高度な凝固技術
を用いて、2001年には太陽電池向けインゴットの
販売を開始し、2006年にはインゴット用シリコン
原料の製造技術を確立しました。しかし、2011年
頃から市況低迷が続き、以降も回復が見込めない
と判断し、2012年にソーラーシリコン事業から撤
退しました。

京浜地区「Super-SINTER®」シャフト炉火入れ式

水島合金鉄　２ＳＦ

「マリンブロック®」上で成長したサンゴ（宮古島）

福山地区CO2物理吸着プラント「ASCOA-3」
（Advanced Separation system by Carbon Oxides Adsorption）

地球環境保全の一環として、製鉄工程の副産物
である鉄鋼スラグを活用した、サンゴ礁の再生技
術開発にも取り組んできました。

製鋼スラグに二酸化炭素を吹き込み固めた「マリ
ンブロック」は、サンゴや貝殻と同じ炭酸カルシウ
ムを主成分とし、微細な凹凸があるため、海藻や
サンゴがしっかりと根付く優れた生物生育基盤です。
国 内36カ所、 海 外1カ所に設 置 実 績が あり、
2011年5月には宮古島平良港での実証試験でサ
ンゴの産卵が確認されました。

原料価格の推移

進
行
方
向
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2008年12月には、日本およ
び韓国の鉄鋼会社など6社と設
立したコンソーシアムを通じ、ブ
ラジルの鉄鉱石生産・販売会社
NAMISAの株 式を40%（うち、
JFEスチール取得分は6.48%）
取得し、2011年6月には、2.16%
分を追加で取得しました。

また、2009年12月には、豪州
の資源会社Qコールが新規開発
計画中のバイヤウェン炭鉱の権
益を取得し、原料炭の長期引取
について合意しました。

内需縮小により、国内の建設需要が減少傾向に
あるなか、建設用鋼材を製造・販売している電炉
メーカーは非常に厳しい経営環境にありました。グ
ループ内で検討を重ねた結果、設備集約を含めた
電炉事業の統合再編が必要不可欠との判断に至り、

2012年4月、グループ電炉会社のJFE条鋼、ダ
イワスチール、東北スチール、豊平製鋼を統合し、
新生「JFE条鋼」が発足しました。

また、その他の分野においても、下表の通りグ
ループ会社の再編を行ないました。 

グループ全体での最適な生産・販売体制の構築

※�フェロコークス：低品質な石炭と鉄鉱石を事前に粉砕・混合し、成型後加熱
したもの。コークスの代替として使用でき、さらに高炉内の還元反応を改善
してCO2�排出削減にもつながる原料。

これらの取り組みにより、自社
原料比率は鉄鉱石・原料炭とも
約2割に上昇しました。

また、高級鋼材の生産に不可
欠なレアメタル、ニオブの安定
調達のため、2011年3月、ブラ
ジルのニオブ鉱山企業CBMM
の株式2.5%を取得し、長期引
取契約を締結しました。

低品質原料の使用拡大に向けては、革新的な高炉原料「フェロ
コークス※」の開発を進め、2011年11月、京浜地区にパイロット
プラントを建設し稼動させました。

NAMISAの鉱山（ブラジル・ミナスジェライス州）

フェロコークス　パイロットプラント

フェロコークス

グループ会社の再編

統合会社 対象会社 時期
品川リフラクトリーズ 品川白煉瓦、JFE炉材 2009年10月

JFE西日本ジーエス 福山ゼネラルサービス、水島ゼネラルサービス 2010年4月

JFE東日本ジーエス JFEジーエス、京葉シティサービス、JFEセキュリティ 2011年4月

JFEライフ JFEライフ、南愛知タウンサービス 2011年4月

JFE条鋼 JFE条鋼、ダイワスチール、東北スチール、豊平製鋼 2012年4月

2011年3月11日に発生した東日本大震災で
は、東北地方のグループ会社を中心に、大きな
被害を受けました。 

地震発生後は、直ちに安全確認と被害状況
の把握につとめ、グループ会社の協力も得て、
全国各地の拠点から支援物資の調達・輸送を
行ないました。また、東北支援班を設けて各地
から応援者を派遣し、東北支社の拠点機能の
早期回復を図るとともに、被災したグループ会
社の支援にあたりました。 

被災した製造拠点については、懸命の復旧

作業により、2011年8月までの間に順次稼
動を再開し、その間各所では、代替生産な
どの緊急対応を行ないました。被害が甚大
であった東北スチールについては、生産設
備の復旧を行なわないこととしました。

また、神戸の軽量形鋼工場では仮設住宅
用の溶接軽量H形鋼を増産するなど、被災
地の復旧・復興を最優先とする生産体制と
しました。  

東日本大震災の影響と対応

支援物資の積み込み

全国から届いた支援物資

溶接軽量H形鋼
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安全・防災に関する取り組み
JFEスチールでは従来より、「安全最優先」の理念のもと、各製造現場で安全性の向上や災害防止に取

り組んできましたが、JFE発足以降にも重大災害を含む事故・災害が発生しました。これを受けて、安
全をすべての大前提とすることを再確認し、各地区で災害・設備トラブル撲滅に向けた活動を継続して
います。

千葉地区では、2003年を「千葉安全再建元
年」として、「今日一日　安全に仕事をして帰ろ
う」をスローガンに、安全教育の充実や安全J1※

などの活動を推進しました。

倉敷・福山両地区では、2003年より｢安全のプロ＝
安全マイスター｣を育成する制度を開始しました。

福山地区では、2005年から「ゼロ災塾」を開催し、
安全マイスターによる危険感受性向上教育、ペアパト
ロールやKY研修会を開催し、倉敷地区では新職場診断

（KMS活動）を通じた現場指導を行なってきました。

2007年からは、作業標準にリスクアセスメントを導入し、2010年には両地区で「安全活動特別機
動チーム（通称 Sプロ）」を設立して安全の基本である５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動を通じた
人材育成を実施してきました。

しかしながら、2012年度には、両地区で重大な災害が続いたことを受け、「条件設定遵守強化活動」
「重大災害連鎖防止活動」などの特別安全活動を展開し、現在も継続して重大災害防止に取り組んで
います。

京浜地区では、2003年に「原点復帰活動」を
開始し、「正しい作業」「正しい管理」「正しい設
備」をスローガンに、安全教育や特別パトロール
を実施しました。

2006年には、安全管理という共通の土俵で
各室・工場が前向きに競い合い、切磋琢磨して

安全レベル向上に繋げる「安全優良認定制度」を京
浜地区で開始し、2010年には千葉地区にも導入し
ました。

しかしながら、2011年度には、千葉地区におい
て火災などの事故が相次いだことから、重大トラブ
ル撲滅に向けて「防災特別プロジェクト活動」を展開
しました。

千葉地区の協力会社やグループ会社含め全工
場・室と研究所を対象に、事故原因の徹底究明と
設備の総点検、再発防止のための組織体制の強化
をはじめ、地域行政や住民の皆様に、より速やかな
情報提供を可能にする体制の整備などに取り組ん
でいます。

※J1：JFEスチールをNo.1にする小集団活動

東日本製鉄所

西日本製鉄所

2011年から「執着と徹底で　ゼロ災達成」をスローガン
に、「設備・作業の本質安全化」、「安全に強い人・職場つく
り」などに取り組みました。

知多製造所

安全優良認定制度

原点復帰活動カード

活動例
パイプ上に「上る・乗る」作業の撲滅
稼動中のラインに「入らない＋入れない」活動

毎朝のパトロールで指示を出す渡邉所長（当時）

「安全マイスター」によるパトロール

西日本製鉄所・Ｓプロ活動事例　「整頓」の実施
（予備品の分別・集約：置き場番地管理での予備品、探索効率化の実施）

Before After

各地区の危険体感教育

〈東日本製鉄所〉
2003年	 千葉地区生浜工場に「危険体感教育センター」開設
2012年	 京浜地区「クレ玉道場」開設（クレーン・玉掛技能向上を目指す）
2013年	 	「危険体感教育センター」にバーチャル体感コーナーなど、
	 現場設備に近い設備を導入

〈西日本製鉄所〉
2006年	 「危険体感訓練施設」完成
	 7分野の危険ケースを想定し40コースの危険体感が可能に

〈知多製造所〉
2009年～	 JFEメカニカルの訓練設備を利用して「体感訓練」を実施
	 「ワイヤー取扱訓練」「大・中ハンマー打撃訓練」
	 「ボルト締付訓練」「空圧条件設定」
	 「ワイヤー切断実験」

体感訓練
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運動部の活動

川崎製鉄千葉硬式野球部はJFE東日本硬式野
球部に、NKK硬式野球部と川崎製鉄水島硬式野
球部はJFE西日本硬式野球部として生まれ変わり
ました。

新チームが発足した2003年、都市対抗野球
大会に西日本野球部がJFEとして初めて出場し、
2004年には東日本野球部も出場を果たしまし
た。 また同年、西日本野球部は社会人野球日本
選手権で、チーム結成2年目にして優勝という偉
業を達成しました。

その後、2008年には、都市対抗野球で東西ア
ベック出場を果たし、両チームともベスト8進出と
いう快挙を成し遂げました。

2012年にもアベック出場が実現し、東日本
野球部はベスト4に進出を果たしました。東西両
チームの応援に、JFEグループ社員やその家族、
OB、地域住民の皆様など延べ5万5千人が東京
ドームに駆けつけました。

2010年には横浜ベイスターズよりドラフト1位
指名で須田幸太投手が、2012年には阪神タイ
ガースよりドラフト3位指名で田面巧二郎投手が
入団するなど、プロ野球選手も輩出しています。

野球部

競走部

2004年都市対抗野球 東日本野球部初出場決定

2004年西日本野球部が社会人野球日本選手権優勝
村上監督の胴上げ

2011年度別府大分毎日マラソン森脇佑紀選手沿道の応援

黄獅子旗の授与

10年連続出場の松村投手 2ランホームランを放った落合選手

写真提供：毎日新聞社

2ランホームランを放った永井選手 好投した藤井投手

2011年度全日本実業団対抗
駅伝5区・大谷康太選手

全日本実業団対抗駅伝競走大会

（年度） 記録 順位

2003 4時間57分06秒 21位

2004 5時間00分32秒 29位

2005 4時間51分01秒 17位

2006 4時間53分24秒 22位

2007 4時間56分26秒 20位

2008 5時間00分17秒 23位

2009 4時間57分37秒 18位

2010 5時間00分00秒 22位

2011 4時間57分27秒 19位

2012 4時間59分59秒 20位

個人レース

（年度） 大会名 氏名 順位

2004 北海道マラソン ラバン・カギカ 優勝

2011 別府大分毎日マラソン 森脇佑紀 第5位

2012 福岡国際マラソン ジョセフ・ギタウ 優勝

2012 千葉国際クロスカントリー チャールズ・ディランゴ 優勝

NKK競走部はチーム名をJFE競走部（現・JFEスチール
競走部）として新たなスタートをきりました。全日本実業団
対抗駅伝競走大会（毎年元旦開催）には、1958年の初出場
以来、37年連続38回出場しており、連続出場回数は現在
出場チーム中、2番目となります。また、マラソンやトラック
レースなどでも各選手が活躍しています。 

都市対抗野球大会 社会人野球日本選手権

東日本 西日本 東日本 西日本

2003 出場 2回戦進出

2004 出場 初優勝

2005 出場 2回戦進出

2006 ベスト8進出 出場

2007 出場 出場

2008 ベスト8進出 ベスト8進出 2回戦進出

2009 2回戦進出

2010 ベスト8進出 2回戦進出 出場

2011 【中止】

2012 ベスト 4 進出 2回戦進出 出場 2回戦進出

野球部の戦績

【2008年都市対抗野球 東西アベック出場／ベスト8進出】

【2012年都市対抗野球
東日本が初のベスト4進出】

【2004年社会人野球選手権 西日本が優勝】

JFE東日本
JFE西日本
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2003  2012
JFEエンジニアリングは、NKK・川崎製鉄のエン

ジニアリング事業を統合し、2003年4月に設立さ
れました。それまでエンジニアリング事業は、両社
の一部門として展開されていましたが、新体制のも
と、自立した会社として新たな発展を目指すことと
なりました。

統合初年度の業績は、売上高3,394億円、経常
利益54億円となりましたが、公共事業の削減、競
争激化による価格下落など市場環境が悪化するに
伴い、その後の業績は低迷しました。

このため「グループ経営体制の改革」を不断に進
め、また「事業の選択と集中」を徹底することにより
業績の向上を図りました。2008年度以降、収益は

機能分担会社の統合
2009年4月、現地工事、詳細設計、電気計装工

事といったエンジニアリング事業の機能を分担して
いた4つの子会社（JFE工建、JFE環境ソリューショ
ンズ、JFEソルデックおよびJFEエレテック）を吸収
合併しました。

これにより、長い間グループ経営体制の骨格と
なっていた「機能別会社」は廃止され、開発、営業か
ら計画、設計、調達、製作、建設に至るエンジニア
リングの全プロセスを1つの組織（本部）が担う経営
体制が確立しました。この体制のもと、各本部は事
業全体の収益向上を図る諸施策を積極的に展開し、
お客様に対するクイック・レスポンスとトータル・ソ
リューションの提案に努めています。

本部・事業部体制の採用
2009年4月、商品単位の事業責任と収益を一層

明確化するため、各本部のもとに18の事業部を設
けました。各事業部を、営業・技術一体で編成し、
商品別にエンジニアリング事業を展開する体制とし
ました。

年々拡大し、2012年度（第10期）の経常利益は
164億円と発足以来の最高益を更新しました。

事業の選択と集中
将来性と競争力の視点に立ち、事業の選択と集

中を図りました。リサイクル事業は、この10年間に
積極的に拠点を拡大し、中核会社であるJFE環境
は、国内トップクラスのリサイクル専業会社となりま
した。

他方、清水製作所を拠点として長年にわたって優
れた製品を生み出してきた建築鉄構事業は、市場
の好転が望めないため、2012年度での撤退を決
断しました。

JFEエンジニアリング発足披露パーティー

グループ経営体制の改革

企画
環境

営業
設計
施工

水 エネルギー産業機械 鋼構造

メンテ

企画
環境

営業
設計
施工
メンテ

水 エネルギー産業機械 鋼構造

ＪＦＥエンジニアリング

機能分担４社をJFEエンジニアリングに統合し、一体運営

ソルデック
工建
エレテック

環境
ソリュー
ションズ

グループ再編の概要

本部・事業部体制への移行

事業部

（損益責任単位） （損益責任単位）

エネルギー事業部 ○○○部
(パイプライン )

環境事業部

水エンジ事業部

鋼構造事業部

産業機械事業部

部
従来 新組織体制

本部

エネルギー本部 パイプライン事業部

エネルギープラント事業部

エコパワー事業部

都市環境本部 環境プラント事業部

Ｏ＆Ｍ事業部

アクアシステム事業部

事業部
（商品責任ユニット）

…損益責任単位を単一商品・組織へ変更
事業部＝（商品責任ユニット）

JFEエンジニアリングの発足

経営の10年1

第 3 部  各社の 10 年

J
F
E
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

各
社
の
10
年

J
F
E
の
10
年

J
F
E
の
発
足

103 JFEグループ TODAY 2013 104第3部　各社の10年　JFEエンジニアリング103



事業所と情報システムなどのインフラ改革を継続
的に進め、機動的で効率的な企業運営を目指しま
した。

オフィスの改革
発足直後、大手町、新宿および鶴見地区に分散

していたオフィスを、2006年5月、管理部門の一部
を除き鶴見地区に統合し、さらに2009年4月の機
能分担会社統合に伴い、鶴見構外のグループ会社
事業所も構内へ集約を図りました。

鶴見地区（横浜本社）は、全品種の営業・技術と
管理部門が集結するエンジニアリング事業の一大
拠点となり、オフィス設備の改善、正門・弁天橋駅
前の再開発、食堂・厚生施設の改良などを順次進
めました。

事業を実践する技術と経験をもった人材を確保す
るため、発足当時から定年到達者の延長雇用によ
りその充足を図ってきました。しかし、今後の事業
拡大局面では一層の人材が 必要となるため、
2009年より大幅に新卒定期採用を拡大し、キャリ
ア採用も積極的に進めています。

社員の配置面では、個々の能力と意欲を一層引
き出す施策を積極的に導入しています。ジョブチャ

レンジ 制 度（2009年 ）、若 手 社 員 の 海 外 勤 務
（2011年）をスタートさせたほか、2013年4月から
は、執務職・総合職の区分を撤廃しました。

JFEエンジニアリングの社員構成は、今後ますま
す多様化すると予想されることから、新たな福利厚
生施策を導入しました。2011年には東神奈川と川
崎に新独身寮を開設し、2012年には鶴見駅に隣接
する企業内保育園を開業しました。

営業拠点の改革
横浜本社の改革と並行して、東京本社および全

国の支店も機動性と効率性を重視した見直しを行
ない、移転または改装を実施しました。本社や支店
のオフィス改革では、JFEエンジニアリングの姿を
広く知ってもらえるよう、来訪される方の視点や利
便に配慮しました。

業務インフラの改革
発足とともに新たな基幹システム「Eseeds」を開

発し、全グループに導入しました。プロジェクト管
理、調達および経理処理が統合され、リアルタイム
での原価把握が可能な「Eseeds」は、その後の経
営改革を支える重要なインフラとなりました。

また、2009年9月には、オフィスへの最新鋭複合
コピー機の配置と新ドキュメントセンターの設置を
柱とする文書・図面作成インフラの全面刷新を行
ない、利便性の向上と20%以上の費用削減を実現
しました。 

オフィスと業務の改革

新たな人事施策

横浜本社外観（上）とリニューアルされた弁天橋駅前（下）

情報受信・発信基地として機能を大幅に向上させた東京本社

2013年度新入社員 海外派遣中の社員と現地プロジェクトスタッフ

最新鋭設備を備えたショールームとしての機能をもつ200人規模の東神奈川独身寮
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環境プラント事業では、自社で開発したプラント
モデルを提案するとともに、建設後の運営を含めた
ライフサイクルビジネスを強化しました。アクア事
業では、商品分野の選択と集中により、JFEエンジ
ニアリング独自の事業構造にシフトしました。

一方、リサイクル事業では産業廃棄物処理事業
への進出を図りました。

提案型プラントの営業スタイルへ　
環境プラント事業は、2003年度以降の累計受注

シェアが20％前半を占める業界トップメーカーです。
2010年12月には、高性能で低コストな標準プラ

ントモデル、「ハイパー Zシリーズ」を発表しました。
営業活動では、お客様とともにベストパフォーマン
スを発揮するプラントをつくりあげていく、提案型
の営業スタイルへ転換しました。

ライフサイクルビジネスの取り組み　
PFIが普及していくなかで、建設後の運営まで含

んだライフサイクルでの評価が重視されるようにな
りました。

福山リサイクル発電は、周辺自治体と共に事業
主体となりRDF（ごみ固形化燃料）を燃料として発
電する先駆的なビジネスモデルです。

2009年4月、この事業で得られたプラント運営
のノウハウの向上と、ライフサイクルビジネスへの
取り組みを強化するため、長期運営事業に関わる
専任部署としてO＆M（オペレーション＆メンテナン
ス）事業部を設立しました。
「売電量の増大」「省エネルギー化の促進」などラ

イフサイクルコストの低減施策を自治体に提案して
います。

世界最大のガス化溶融炉（福山リサイクル発電）

新潟市新田清掃センター

JFE
新日鐵住金
日立造船
タクマ
その他

2003年度からの
累計受注シェア23％

20％

14％
13％

30％

アクア事業では、商品分野の選択と集中を推進
しました。

し尿処理プラントからは撤退し、下水処理プラン
トでは「汚泥エネルギーを活用した発電」を含めた分
野へと開発をシフトしました。

2011年3月、生ゴミを処理し発電する国内最大
級のバイオガスプラントを、長岡市からPFIで受注し
ました。

水道鋼管については、2011年12月、浄水から
下水まで一貫した体制を構築するため、都市環境
本部に編入しました。

2004年10月、JFEスチールのグループ会社JFE
環境をJFEエンジニアリンググループに編入しまし
た。同社のリサイクル事業が加わり、一般廃棄物か
ら産業廃棄物までを取り扱う総合環境企業としての
基盤が構築されました。

2010年4月、同社がエヌエス・ユシロを完全子
会社化したことで、廃棄物の焼却から再利用までの
広範囲な処理が可能となりました。

（2011年7月、同社が吸収合併）

さらに、2011年7月、産業廃棄物を焼却溶融処
理する最新鋭の「横浜エコクリーン」が完成し、従来
の中間処理設備に最終処理設備が加わりました。

このように業容の拡大を図り、当初は30億円規
模だったリサイクル事業は、現在では300億円規模
にまで成長しました。

下水処理場消化タンク

バイオガスプラント

アクア事業の選択と集中

リサイクル事業の拡大

海外要人のリサイクル工場視察
2008年5月に中国の胡錦濤国家主席、

2010年4月にマレーシアのナジブ首相が
川崎市水江地区にあるペットボトルリサイ
クル工場を視察しました。

同工場のリサイクル技術への注目度は
高く、海外から累計で1,000名を超える人
たちが見学しています。 マレーシア・ナジブ首相（左）　中国・胡錦濤国家主席（右） 

都市環境事業

事業の10年2

J
F
E
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

各
社
の
10
年

J
F
E
の
10
年

J
F
E
の
発
足

107 JFEグループ TODAY 2013 108第3部　各社の10年　JFEエンジニアリング



鋼製橋梁市場は、ピーク時から半減する一方、
40社近くが乱立し、厳しい事業環境が続きました
が、川鉄橋梁鉄構の統合など様々な施策により競
争力を強化し、トップクラスの地位にあります。また
国家プロジェクトである「羽田D滑走路建設工事」を
無事完工させ、国内のインフラ強化に貢献しました。

市場変化に対応、国内トップクラスの受注を確保
2005年以降、入札方法が価格のみによる評価か

ら、技術評価も加味した総合評価方式へと変化しま
した。

技術評価では現地工事のウエイトが大きいことか
ら、建設機能を分担していたJFE工建をJFEエンジニ
アリングに吸収合併し、一体化により総合評価点の

伏木富山道路橋

鋼構造事業

羽田D滑走路建設工事 首都高速道路緊急対応工事
2005年、鋼重10万トンに及

ぶジャケット製作・据付工事を
受注し、津製作所で製作した
パーツをJFEスチール東日本製
鉄所（千葉地区）で組み立て、羽
田空港に曳航して施工しました。

2008年8月、首都高5号線でタン
クローリーが横転し、長期間の閉鎖
に至ったため、緊急工事として約2カ
月半の短期間で完工。設計・調達・
製作・建設が一体となったJFEエン
ジニアリングの強みを発揮しました。

羽田D滑走路ジャケット 首都高速道路
５号線緊急工事

産業機械事業は多品種の商品を保有しながら、
低収益の時代が続きました。そこで、既存商品の効
率化と新商品開発を2大施策として取り組んできま
した。

既存商品の効率化と再編
鶴見製作所で製造していたボイラ、クレーン、

シールドは、競争が激化するなか、生産の中止・縮
小、または再編を行ないました。

ごみ焼却炉に使用されるボイラは、2011年度に
鶴見製作所での製作を中止し、中国などの海外製
造にシフトしました。

クレーンは、国内市場の縮小により厳しい状況が
続きましたが、大型鋼構造物の製造に有利な津製
作所に移管し、既存の橋梁製作設備を有効に活用
したことで競争力を回復しました。

シールドは、JFEエンジニアリング1社では生き残
りが図れないと判断し、IHIと事業を統合して2009
年11月にジャパントンネルシステムズを設立し、IHI

産業機械事業

が51%、JFEエンジニアリングが49％出資する国
内トップのシールドメーカーが誕生しました。鶴見
製作所は同社からの委託により、シールドの製造を
継続しています。

新商品の拡大
2011年3月、世界初の「コンテナ立体格納庫」を

大井埠頭に完成させました。コンテナを効率的に取
り扱いたいというお客様のニーズに応えて、重量物
の搬送技術をもとに開発したものです。

物流搬送技術をもとに開発した機械式駐輪場「サ
イクルツリー」は、不法駐輪対策に悩む首都圏駅前
でのニーズに合致し、2013年3月末時点で14カ所、
累計1万7,323台分の設備を短期間のうちに完成
させました。また、鉄道の高架下などのデッドス
ペースを活用できる水平式のサイクルツリーも開発
しました。

❶大井埠頭立体格納庫
❷水平式サイクルツリー
❸ 舶用バラスト水処理装置

JFEバラストエース搭載
船SAGA PIONEER

❹鶴見製作所
❺シールドマシン

❶

❹

❷ ❸

❺

アップを図ることで、トップクラスの受注シェアを確
保してきました。

生産性向上の取り組み
2008年4月、コスト競争力の強化のため、川鉄

橋梁鉄構を統合し、同社播磨工場での橋梁生産を
終了して製作機能を津製作所に集約しました。この
結果、同所は国内最大級の橋梁製作工場になりま
した。

また、製作用図面の作成をJFEテクノマニラへ委
託し、設計コストを大幅に低減しました。

建築鉄構事業とレール溶接事業
建築鉄構事業は、清水製作所の人員削減などを

実施しましたが、収益回復は困難と判断し、50年
の歴史の幕を閉じました。

レール溶接事業は、新幹線のレールの90％以上
のシェアを有していますが、2012年10月、専門会
社として競争力を強化すべく、同事業を分割して
JFEレールリンクを設立しました。

津製作所
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東西連係ガス導管

勇払天然ガスプラント

袖師ＬＮＧ基地 坂出ＬＮＧ基地

エネルギー事業・パイプライン事業 東日本大震災後の復旧支援活動

❹

2009年4月、JFE工建をJFEエンジニアリング本
体と吸収合併し、設計から建設までの一貫体制が
構築され、ワンストップソリューションによりお客様
へのレスポンスが迅速化されました。また分散して
いた資材倉庫を鶴見製作所に集約し、支店におい
ても、事業所統合を推進しました。

また、2011年12月、成長が見込まれる天然ガス
パイプライン事業の拡大のため、エネルギー本部か
らパイプライン事業を独立させてパイプライン本部
を設立し、営業・設計・建設を集約化しました。

電力事業分野では、2009年3月、東京電力の東
扇島LNG基地と対岸の富津LNG基地を海底でつな
ぐ「東西連係ガス導管」の建設が無事完了しました。

全長18kmの狭いシールドトンネルの中での高度
な技術を要求される工事で、JFEエンジニアリング
の施工技術の集大成ともいえるものです。

主として天然ガスパイプラインやLNG基地を、電
力会社、ガス会社、資源開発会社に納入してきまし
た。また、事業環境の変化に合わせてパイプライン
事業を本部として独立させ、組織の最適化を図りま
した。

LNG基地・国内天然ガスプラント
天然ガス需要の高まりからLNG基地の新設が活

発化するなか、袖師基地（清水エル・エヌ・ジー）、
坂出基地（坂出LNG）を受注しました。さらに堺
LNGセンター（堺LNG）、川越基地（中部電力）を相
次いで受注し、現在施工中です。

国産天然ガスのプラントについても、北海道勇払、
新潟越路原、新潟片貝の3カ所の生産設備を受注
し完工しました。

パイプライン事業のトップカンパニー
JFEエンジニアリングは国内のパイプライン事業

において50％を超えるシェアを有していますが、
トップシェアの座に安住することなく、事業の効率
化を推進してきました。

震災廃棄物の処理事業開始
被災地の早期復興のためには、被災地を覆い尽

くした震災廃棄物の処理が必須でした。都市環境
プラントの技術・運転ノウハウを有するJFEエンジ
ニアリングは、即座にプロジェクトチームを立ち上
げ、この課題に取り組みました。

9月、仙台市蒲生地区において、被災地の先陣
を切って震災廃棄物の処理を開始しました。震災
発生から6カ月という驚異的なスピードで、焼却炉
を稼動させました。

その後、宮城県内の亘理・名取地区、石巻地
区、宮城東部地区などに焼却炉を次々と設置し、
運転を開始しました。同県における約3割の震災
廃棄物の焼却処理を進めています。

グループ総力を結集した緊急復旧
2011年3月11日の東日本大震災発生後、

JFEエンジニアリングは直ちに横浜本社に災
害対策本部を設置し、被災地のグループ会社
2社やプロジェクト現場の支援を行ないました。

同日以降、自治体からの要請を受けて、数
百名規模の技術者を被災地に派遣し、 24時
間体制でガス・水道のライフライン復旧や都
市環境プラントの再稼動、橋梁の応急補修な
どを進めました。

一方、津波で大きな被害を受けたグループ
会社東北ドック鉄工（宮城県塩釜市）と新港リ
サイクル（宮城県仙台市）は、JFEエンジニアリ
ンググループの総力をあげた人的・物的支援
によって、1カ月後には操業を再開しました。
修繕船事業や廃プラスチックリサイクル事業
の分野で、復興に貢献しています。

仙台市蒲生地区で運転を開始した震災廃棄物焼却炉（2011年9月）

東北ドック鉄工は被災から1ヵ月で再稼動
（2011年4月21日、修繕ドックに震災後初入渠）
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電力創生プロジェクト

さらなる成長へ向けて3

❶紀州製紙工場のバイオマスボイラ
❷ 鶴見製作所構内に設置された大型

高効率ガスエンジン
❸オーマット社製バイナリー発電設備
❹ジャケット式桟橋
❺耐震性貯水槽
❻断層用鋼管

❶

❷

❸

❹

❺

❻

都市インフラの安全性向上

東日本大震災以降、分散電源のニーズは拡大し、
加えて２０１２年７月には再生可能エネルギー固定価
格買取制度（ＦＩＴ）が導入されました。JFEエンジニア
リングは、６月に発足した電力創生プロジェクトチー
ムを中心に幅広い創エネ技術の提案を進めました。

分散型電源の開発
高効率のガスエンジンや、ガスと油を二元燃料と

する「デュアルフューエルエンジン」など、エンジン
発電のラインナップを拡大しました。

再生可能エネルギーの開発
【地熱発電】

1966年以降、国内の地熱発電所のうち半数で、
蒸気生産設備を建設しました。2010年6月には、米
国のオーマットとの提携により、低温蒸気で発電でき
る「バイナリー発電設備」を商品化し、2013年1月、

鹿児島県指宿市で、第1号を受注しました。また、岩
手八幡平での地熱発電の事業化も進めています。

【バイオマス発電】
2003年頃から木材や食品残さなどを原料とする

バイオマス発電プラントを商品化しました。FITで需
要が拡大するなか、2012年4月に発足したバイオ
マス事業部では、堅調に受注を積み重ねました。リ
サイクル系グループ各社と連携し、原料確保まで提
案できることが大きな強みです。

【太陽エネルギー発電】
2010年から太陽光発電設備建設に参入しまし

た。2012年7月、JFEテクノスがFIT適用第1号と
なる太田市のメガソーラーを完成して以降、各地で
メガソーラー建設を受注しました。加えて、JFEグ
ループの遊休地などで発電事業にも着手しました。

国内で災害に強い都市インフラの再整備とセー
フティネットワークの構築の必要性が高まるなか、
橋梁や沿岸構造物、パイプラインなどのインフラ分
野において、長年つちかってきた技術力・施工力を
提供しています。

都市高速道路のリニューアル
都市高速道路では、橋梁の老朽化対策や耐震補

強、渋滞緩和といった大型のリニューアル工事が増
えています。2012年4月、橋梁事業部改築プロジェ
クト室を新設し、相次いで大型改良工事を受注して
います。

天然ガスパイプライン網
LNG受入基地から各都市をつなぐ大規模ガス幹

線で、トップシェアを有しています。基地建設から
パイプライン網の整備まで、ワンストップで対応で

きるNO.1企業として、最先端の技術を提供して
います。

沿岸防災構造物
震災以降、津波対策が急ピッチで進められてい

ます。JFEエンジニアリングはハイブリッドケーソン
やジャケット式桟橋などの先駆者として、各地域の
沿岸部でのプレキャストの防波堤や防潮堤の受注を
重ねています。

断層用鋼管・耐震性貯水槽
2010年10月、地震時に水道管が破損すること

を防ぐために、断層ずれに応じて変形する断層用鋼
管を開発し、2012年11月、第1号を神戸市より受
注しました。また、東日本大震災によって水道が停
止した際には、耐震性貯水槽から仙台市民に水を
供給しました。

中部電力浜岡原発に設置された津波対策
の防波壁では、JFEエンジニアリングが開発
した鋼製防波壁が採用されました。短期間施
工で大幅な工期短縮を実現した技術です。
2012年12月までに津および清水製作所で全
量109基を製作しました。

また東北電力女川原発には、非常時の電源
確保のため空冷式ディーゼルエンジン発電機
4,000kW3台を設置しました。

浜岡原発向け鋼製防波壁（津製作所で製作）

原子力発電所の安全対策
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東南アジア事業部
・マニラ
・ブリスベン
・ジャカルタ
・シンガポール
・ムンバイ
・クアラルンプール

・ローマ
・フランクフルト

・香港
・北京
・上海

支店
現地法人

・ロサンゼルス

・ヤンゴン
・ハノイ
・ホーチミン

中国事業部

欧州事業部

北米

海外事業の拡大

JFE発足後最初の5年間は、パイプラインや橋梁
などのODA案件に特化し取り組みました。

2004年には、海外の営業・管理機能を全社的
に集約した国際事業センターを、2011年には、さ
らに計画機能を加えた海外事業本部（2012年に
海外本部に改称）を設立しました。 海外拠点は
JFE発足時の8カ所から15カ所まで拡大し、世界
的に需要の高まる環境分野を中心に事業を展開し
ています。

大型プロジェクトの展開
【タイ：IRR橋プロジェクト】

2006年8月、バンコク市内のチャオプラヤ川を
渡河する2つの大型斜長橋が完工しました。この2
橋梁を中核とする産業環状道路（リングロード）が完
成したことで、深刻化していたバンコクの交通渋滞
緩和に貢献しました。

【インドネシア：SSWJプロジェクト】
2008年12月、インドネシア最大の消費地・ジャ

ワ島西部にガスを安定供給するため、スマトラ島南
部のガス田からジャワ島西部のセルポンを結ぶ総
延長約500km（JFEエンジニアリング施工270km）
のガスパイプライン工事を完工しました。

【シンガポール：スカイパークプロジェクト】
マリーナベイサンズホテルのタワー 3棟の上に建

設されたスカイパーク（空中庭園）は、長さ340m
（世界最長となる67mの張り出し部を含む）、幅
40mに及ぶ構造物です。2010年6月、長大橋架
設技術を結集して、地上高さ200mにスカイパーク
を建設しました。

SSWJプロジェクトにおけるJFEエンジニアリング所掌範囲

スカイパーク

パトハ地熱設備の建設予定地

ス マト ラ 島

パガルデワパガルデワ

ラブアンマリンガイラブアンマリンガイ

チレゴンチレゴン
ジャカルタジャカルタ

セルポンセルポン

270km

スマトラ島
ボルネオ島

ジャワ島

JFE
エンジニアリング
所掌範囲

JFE
エンジニアリング
所掌範囲

ＩＲＲ橋

海外事業体制の再構築
2008年から海外事業拡大のため、体制強化を

図りました。同年9月、環境プラントの需要が拡大
する中国で現地法人のJFEエンジニアリング上海を
設立しました。その後も、欧州、アジア、北米など
各地に拠点を開設し、2013年3月、12カ国・5支
店・10現地法人になりました。

2011年4月、各本部の海外の営業・計画機能を
集約した海外事業本部（2012年に海外本部に改
称）を設立し、中国、東南アジア、欧州の地域別3
事業部に再編、地域密着型の営業スタイルを確立
しました。

海外事業の新たな展開
【イタリア：SCAグループ高温ガス化溶融炉受注】

廃棄物埋立処分の規制が強化されつつある欧州
では、廃棄物発電など資源有効利用のニーズが高
まっています。

高炉技術をごみ処理に適用した高温ガス化溶融
炉はJFEエンジニアリングが独自に開発したもので、
これを採用した福山リサイクル発電の高い発電効率
と安定稼動実績が評価され、イタリア廃棄物処理
企業最大手のSCAグループから発注を受けました。
完成後は世界最大の高温ガス化溶融プラントとし
て、約10万世帯分の電力を供給、埋立処分量の低
減にもつながります。

【インドネシア：地熱発電用設備受注】
世界最大の地熱保有国であるインドネシアで、パ

トハ地熱設備を受注しました。2014年1月の完成
を目指しています。

SCAグループチェローニ会長らと
JFEエンジニアリング幹部

JFEエンジニアリングの海外拠点（2013年3月末現在）
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Pバラスト水
注水

逆洗水
放流

ポンプ

ポンプ海水フィルタ

大型プランクトンの除去 殺菌剤の急遽混合・撹拌

ベンチュリ管

バラストタンク

殺菌剤（次亜塩素酸
ナトリウム）の注入

VOCを含むガス
（原油出荷時に排出）
VOCを含むガス
（原油出荷時に排出）

タンカー 原油

タンク

加圧・冷却

冷却

吸収塔

石油ガス臭気
分解装置で処理

年間1万klの原油に相当

溶剤用原油

30％30％

70％VOC吸収70％VOC吸収

原油が
VOCを吸収
原油が

VOCを吸収

1970年代、海外からストーカ炉技術を導入し、
その後、独自技術を開発して、低公害性能を武器
に確固とした地位を確立し、業界トップシェアを維
持しています。

廃棄物発電効率を高めた高温空気吹込技術
新型ストーカ炉「ハイパー 21」は、高温空気吹き

込み、排ガス再循環など、自社開発技術を組み込
んだシステムです。

発電効率20%以上という業界トップクラスの性
能を有し、従来型炉に比べ、ダイオキシンや窒素酸
化物の排出量を40%以上、CO2の排出量を17%
削減するなど、環境負荷を低減しています。さらに、
プラント機器配置の最適化や設計の標準化を図り、
優れた経済性を実現しています。

また、「ハイパー 21」の技術をベースに標準設計
を行ない、大幅なコストダウンを図った「ハイパー Z
シリーズ」を開発しました。

海外展開の切り札高温ガス化溶融技術
高温ガス化溶融技術は、高炉と廃棄物処理の技

術を融合し、廃棄物を安定的に溶融処理するもの
です。不燃分はスラグやメタルとして回収し、最終
処分残渣を大幅に減らすと同時に、エネルギー回収
を行ないます。福山リサイクル発電（2000年稼動）
は、世界最大の高温ガス化溶融炉で、1日に314ト
ンのRDF（ごみ固形化燃料）を処理し、2万kWの発
電を行なっています。

ハイパー21（国崎クリーンセンター）

JFEグループは都市型製鉄所の操業を通じてさ
まざまな環境技術開発に取り組んできました。その
技術を応用し、地球環境保全に向けた商品を提供
しています。

コンパクトで最高性能のバラスト水処理装置
バラスト水処理システム「JFEバラストエース」は、

フィルター、殺菌薬剤、ベンチュリー管の3機能を融
合させたものです。水生生物と菌類を殺滅し排出基
準を確実にクリアする性能と、狭いスペースでの配
置が容易なコンパクトさを低コストで実現しています。

また小型機から、単体で世界最大級の
3,500m3/h処理機まで、ラインナップは
幅広く全ての船舶への搭載が可能であり、
2013年4月現在、264隻の船舶への搭
載が決定しています。

配置断面図

地球環境保全への貢献

ガス導管敷設の高品質・高速施工を実現した

デュアルトーチ自動溶接
近年、国内高圧ガス

パイプライン建設工事
におけるシールド内配管
工事の増加に伴い、高
能率な溶接施工技術が
求められるようになりました。

デュアルトーチ自動溶接技術は、1つのヘッ
ドに2つの溶接トーチを搭載したもので、各溶接
トーチを独立して制御することで、世界最高水
準の品質と高能率を実現しています。

同技術を適用した大手ガス会社のシールド
内配管工事において、パイプ接続時間が50％
削減され、全体工期も約10％短縮されました。

パイプ→

レール→

溶接機→

ヘッドに2つのトーチを搭載。
一周回で2層同時に溶接する。

パイプ→

溶接機→

1つのトーチを搭載したヘッドが
管を周回。

レール→

従来の自動溶接 デュアルトーチ自動溶接

デュアルトーチによる溶接

従来の自動溶接
従来溶接との比較

デュアルトーチ自動溶接

VOC回収システム

ＪＦＥバラストエースⓇの船舶への設置

世界初実用化　タンカーVOC回収システム
世界最大級の原油中継備蓄基地であるJXグルー

プ喜入基地では、原油をタンカーに積み込む際に、
船槽から大気中にVOC（揮発性有機化合物）が放
出されていました。

2006年、JFEエンジニアリングはこのVOC回収
プロジェクトのパートナーとして、原油由来のVOC
成分を冷却した原油で吸収させるという世界初の

プロセスを実用化しました。その後の運転実績では、
VOCの99%以上を削減するとともに、その約7割
をエネルギー（原油換算で年間1万kL）として回収し
ています。　

同設備は、中東などの産油諸国の関心も高く、
2011年度よりJXグループと協力して、積極的に営
業を展開しています。

都市環境プラント

オンリーワン・ナンバーワン技術の創出4
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長大橋など多くの実績を誇る橋梁事業、重量物
搬送倉庫、プラント機械を動かす制御技術など、独
自の技術を発展させ、都市づくりへの新提案を行
なっています。

地上200mに空中庭園を創るメガリフト工法
シンガポールのマリーナベイサンズホテルの上部

にあるスカイパークは、2009年7月に据え付けを
開始し、8カ月の工期で建設を完了しました。

長大橋の建設で培ってきた大ブロックの架設技
術を応用したメガリフト工法により、1万2,000トン
もの鋼構造物を地上200メートルのホテル棟の上
部へ吊り上げ、据え付けを行ないました。

水平式サイクルツリー内部

都市づくりへの新提案

世界初のコンテナ立体格納庫
安全性と高い搬送能力

コンテナ立体格納庫は、コンテナの入出庫の高
速化と、保管コンテナの増大というニーズに応える
世界初の設備です。

従来の露天4段積みと異なり、鉄骨製のラックか
ら入出庫するため、搬送能力は48コンテナ/hrと
33%向上し、7段積みにより単位面積あたりの年間
取扱量も66%向上しました。

大井埠頭立体格納庫 （左）外観、（右）内部

メガリフト工法を採用したスカイパーク

JFEエンジニアリングは、発足時に、エネルギー、
環境、生産・施工技術を主要領域とした研究所を
設置しました。2006年には、生産・施工技術セン
ターを設立し、その他の研究機能はJFE技研に移
管しました。

その後、2009年のJFEグループ研究開発機能
の再編に伴い、エンジニアリング関連研究機能を

再度編入しました。生産・施工技術については、
各事業部門で担う体制としました。

2010年には、技術研究所を総合研究所に改編
し、シンクタンク機能を加えました。

総合研究所は技術立社を実現する中核部門とし
て、オンリーワン・ナンバーワンの技術を創出して
います。

オンリーワン・ナンバーワン技術を創出する研究推進体制

2006年4月、改正独占禁止法の施行を控え、
公正取引委員会による独占禁止法違反の摘発が
進められていました。とりわけ、公共工事の発注
に関する不適正な行為は厳しい指弾を受け、JFE
エンジニアリングにおいては、鋼製橋梁上部工事
など4つの分野で、排除措置命令や課徴金などの

処分を受けました。
JFEエンジニアリングは、直ちに原因を究明し

て再発の防止に取り組み、受注活動に関する業
務を透明化し、その後も継続的な研修によりコン
プライアンスを徹底して公正取引の遵守を図って
います。

公正取引の遵守

実績No.1サイクルツリーの高速格納技術
2001年に1号機を納入した機械式駐輪場「サイク

ルツリー」は、物流搬送技術をもとに開発した、自転
車の格納・取り出しを20秒以内で行なう設備です。

円筒式は、ラックを円筒形に配置し、駅前の狭い
スペースでの自転車の大量保管を可能にしました。
また、ICタグによって入出庫の迅速化、保管エリア
の高い安全性・防犯性を実現しています。

水平式は、走行台車に昇降・旋回装置を搭載し、
高速移動による入出庫時間の短縮など、高機能化
を図り、高架下やビルの地下などの空間の有効活用
を推進しています。
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1998年8月には140円台をつけていた為替がそ
の後円高に推移するなか、2000年、日本は建造量
世界一の座を初めて韓国に明け渡すなど、厳しい
市場環境が続きました。

このようななか、さらなるコストダウンや商品開
発力の強化を単独で進めることには限界があるとい
う認識に立ち、2001年2月23日、NKKと日立造船
は「造船事業の統合に関する基本合意」を、そして
2001年12月14日には「造船事業統合基本協定書」
を締結しました。

両社による統合準備委員会で検討を重ね、2002
年10月1日、新造船の年間建造量約207万総トン、

社員数がグループを含めて約3,200人、売り上げ
規模1,500億円の造船専業会社、ユニバーサル造
船が誕生しました。

2002  2012

有明事業所建造のタンカー

2004年 津事業所にて　バルクキャリアの引渡式

津事業所建造の20万DWT型バルクキャリア

造船統合に合意（左 ： NKK 下垣内社長　右 ： 日立造船 重藤社長）

相次ぐ新型船の引渡し・受注

ユニバーサル造船という社名は、21世紀に誕生
した造船会社として、全世界のお客様（Universal）
に広く愛されることを願い、独創的で特徴のある

（Unique）船舶を創造し、NKKと日立造船の強い
結びつき（United）を力として世界に飛躍したい、

という願いを込めて名づけられました。
本社を東京都品川区大井とし、日立造船の有明、

舞鶴、因島、ＮＫＫの津、ＮＫＫ・鶴見製作所と日立
造船・神奈川工場を集約した京浜を加えた５事業
所で発足しました。

発足当初のユニバーサル造船にとって、統合効
果を最大限発揮するとともに、一日も早く収益基盤
を強化することが喫緊の課題でした。マーケティン
グ調査により船種・船型のニーズを先取りし、原価
企画で船のコストを設計段階でつくりこむ手法の
MACS開発を駆使して、新型船で数多くの建造実
績を積み重ねました。

福山や水島など瀬戸内海の製鉄所に着岸できる
最大船型としてNKKで開発した「瀬戸内マックス」

（20万ＤＷＴ型バルクキャリア）の第一船「SHIN-
KENRYU」を2003年3月に津で、マラッカ海峡を
航行できる最大喫水を採用したマラッカマックス船
型の有明第一船、30万DWT型タンカー VLCC

「KAMINESAN」を2003年7月に引き渡しました。
さらに、2003年9月に船幅を50ｍとした幅広船
型16万ＤＷＴ型タンカーを、2004年2月に新開発
のダブルハル20万ＤＷＴ型バルクキャリアを初受
注しました。

大型鉄鉱石専用船については、ブ
ラジルだけでなく豪州や南アフリカの
主要積出港にも入港できる汎用性を
もった30万DWT型鉱石船をJFEス
チールと共同で開発し、フィリピンに
あるJFEスチール100％出資の焼結
鉱生産会社フィリピン・シンター・
コーポレーション向け鉱石輸送船を
2004年4月に受注し、その後主流と
なった大型鉱石専用船の先駆けとな
りました。

2002年10月、ユニバーサル造船発足

ユニバーサル造船の誕生と収益基盤の強化（～2004年度）1

第 3 部  各社の 10 年

ユニバーサル造船
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7万5,000㎥ 型LNG船「地中海MAX」2隻を建造

MACS開発によるオフショア支援船の開発と初受注

2003年度から2004年度にかけては船価が低迷
した時期でしたが、ユニバーサル造船は、先物の受
注を進めたことから、2004年度末時点で約4年分の
受注残高を確保することができました。ただ、その後
円高や資材高騰が進み、結果として大きな課題を残
しました。 

そのため2005年度は、全社コストを10億円低減
することを目標とした「SV運動」を行なうなど、各種
全社活動に一丸となって取り組み、めざましい成果
をあげました。

統合に伴う最適生産体制の構築も、課題となって
いました。とりわけVLCCを中心とした有明事業所に
ついては、その潜在能力の大きさから、プロダクト
ミックス体制への移行が期待されました。

津事業所の主力商品であった中型船型については、
設計を見直して有明に適した内容とし、搭載ブロック
数を少なくするなど効率化を図り、10万DWT型タン

アルジェリア国営炭化水素公社ソナトラックと同
社海運子会社ヒプロック、伊藤忠商事、商船三井
の4社から、7万5,000㎥型LNG船2隻を受注・建
造しました。アルジェリアは1961年にLNGを初出
荷して以来、販売量を増やし、現在ではガス・ド・
フランス（フランス）やエナガス（スペイン）をはじめ、
主に欧州を中心に年間1,000万トン前後のLNGを
輸出する、世界有数のLNG輸出国です。

なお7万5,000㎥型LNG船は、地中海の各港に
入港できる「地中海MAX」として津事業所で建造し、
タンクにはテクニガス・マークⅢ型メンブレン方式
が採用されました。2隻はそれぞれ、2007年6月と
2008年7月に引き渡されました。

小型オフショア支援船の分野でもMACS船の開
発に着手し、2005年5月、シンガポールのCHオフ
ショアから、念願のアンカーハンドリング・タグ・サ
プライ船（AHTSV）を受注することができました。

AHTSVは、石油掘削リグを海底に係留するため
のアンカーの設置・回収作業、曳航、補給などを行
ないます。また波や風のある海上でも定点に留まる
ことができるダイナミック・ポジショニング・システ
ムを搭載しています。

AHTSVは京浜事業所で建造され、同事業所の
中核商品に成長しました。また舞鶴事業所でも、オ
フショア支援船の一つであるプラットフォーム・サプ
ライ船（PSV）の建造を行なっており、2011年8月
に1番船を引き渡しました。

カーや16万DWT型タンカー、20万重量トン型バル
クキャリアを建造する体制になりました。

また、舞鶴事業所も、2005年3月に補給艦「おう
み」を引き渡した後、7万5,000重量トン型パナマック
スBCの連続建造を開始して、艦船と商船のプロダク
トミックスを進めました。

レッジ・バウの開発
船の推進性能の改善は、燃費の改善にもつな

がる重要な開発案件です。
NKK時代に開発した「アックス・バウ（Ax-

Bow）」は、満 載 喫 水 の 水 面 上 での 船 首 形
状が 斧の刃（Ax）のようになっており、波浪
抵 抗 を2割 程 度 低 減 で きるも の で、2001
年、商船三井向けケープサイズバルクキャリア

「KOHYOHSAN」に初めて採用されました。同
船では、年間3 ～ 4％の馬力低減効果が確認さ

れ、「シップ・オブ・ザ・イヤー 2001」の大賞に
も選ばれました。

さらに、推進性能を高めた新船首形状である
「レッジ・バウ（LEADGE-Bow）」を開発しました。

競争力の強化に向けた取り組み

V字回復に向けた競争力の強化（2005～2007年度）2

舞鶴事業所建造の8万1,000トン型パナマックスバルクキャリア

津事業所建造の7万5,000㎥型LNG運搬船

京浜事業所建造のオフショア支援船（AHTSV）
通常の船首 アックス・バウ レッジ・バウ
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南極観測船（砕氷艦）新「しらせ」を竣工

1982年に建造、翌年就航した「しらせ」をはじ
め、「宗谷」「ふじ」といった歴代の南極観測船の
すべてを建造してきました。

日本の民間企業のなかで唯一氷海研究所をも
ち、効率的な砕氷方法を研究してきたユニバー
サル造船の砕氷･氷海技術が評価され、2006
年1月、 「しらせ」の後継船を受注しました。新南
極観測船の名前は、公募により再び「しらせ」に
決まりました。

新「しらせ」は、舞鶴事業所で2007年4月に起

JFEホールディングスの事業会社に JFEとIHI、造船統合へ協議開始

国産初の実用化バラスト水処理装置を既存船に搭載

FRP製掃海艇を開発

2008年3月、JFEホールディングスは、国際競争
が激化するなか、健全で競争力のある国内造船業
の存続が、日本の鉄鋼業にとっても意義があるなど
の判断から、JFEエンジニアリングと日立造船が保
有していたユニバーサル造船株式を取得しました。

この結果、持分はJFEホールディングス85%、日
立造船15%となり、ユニバーサル造船はJFEホール
ディングスの事業会社となりました。

2008年4月、JFEホールディングスとIHIは、韓国
や中国の造船業との国際競争が激化するなか、わ
が国の造船業が今後も持続的発展を図るためには、
経営統合による最適生産体制の再構築などが必要
との判断が一致し、それぞれのグループ内の造船
会社であるユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイ 
マリンユナイテッドの経営統合に向けて、具体的な
検討に入ることで合意しました。

2004年2月、国際海事機関（IMO）は、「船舶のバ
ラスト水、沈殿物の規制および管理のための国際条
約」を採択しました。これにより、バラスト水中の生
物に対する処理が義務づけられることとなりました。

同条約の発効に先立ち、日本郵船はバラスト
水処理装置を初めて搭載した実船「EMERALD 
LEADER」の建造を決定しました。2010年6月、
JFEエンジニアリングが開発したバラスト水処理シ
ステム「JFEバラストエース」の同船への搭載工事を
受注し、因島事業所で工事を行ないました。

海中の機雷などを捜索・除去する掃海艇は、非
金属の船体構造が必要なため、木製でした。しかし、
掃海艇の大型化のニーズの高まりから、船体材料
をFRP材料(繊維強化プラスチック)に切り替えた掃
海艇を開発し、2010年10月、FRP製掃海艇第1号

「えのしま」を京浜事業所で進水させ、2012年3月、
海上自衛隊に引き渡しました。

工、2009年5月に竣工し、防衛省に引き渡され
ました。2009年11月に処女航海に出た新「しら
せ」は、4mを超える例年にない厚い氷に阻まれ、
一時、昭和基地への接岸が危惧されましたが、
高い砕氷能力で2,042回ものラミング※を実施
し、無事、昭和基地に接岸できました。なお新

「しらせ」は、日本船舶工学会による「シップ・オ
ブ・ザ・イヤー 2009」に選ばれています。
※�ラミング：厚い氷を割るため、後進してから再び前進し
て氷に突進する砕氷航行のこと。

東日本大震災発生後の取り組み
2011年3月11日の東日本大震災は、各地に

大きな爪痕を残しました。
震災の復旧・復興においては、ユニバーサル

特機が開発した除染装置が、陸上自衛隊による
被災地救済や災害復旧に大いに活用されました。

また因島事業所では、東日本大震災の際の津
波により船底・船側にダメージを
受けた被災船を修理し、新しい命
を吹き込みました。

除染装置

東日本大震災での被災船（左 ： 修理前　右 ： 修理後）

JFEグループ事業会社としての飛躍（2008～2011年度）3

新しらせ進水式

進水したFRP製掃海艇 えのしま

国内既存船取付工事第1号のバラスト水処理装置 

125 JFEグループ TODAY 2013 126第3部　各社の10年　ユニバーサル造船

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
造
船

各
社
の
10
年

J
F
E
の
10
年

J
F
E
の
発
足



超省エネ船「Gシリーズ」と新技術の開発を加速

ジャパン マリンユナイテッドとしての新たな船出

有明事業所に1200トンゴライアスクレーン2基を増設

重油などが高騰するなか、船主各社は、より燃費
のよい船である「エコシップ」の開発を始めました。
ユニバーサル造船も、2010年4月、次世代船開発
部を新設し、省エネ、CO2削減を目指した技術開発
を進め、省エネ付加物や実海域性能を高めた船型
の開発を加速させました。GHG（温室効果ガス）を2
年後に25%、10年後には50%削減することを目指
し、2011年8月にはGシリーズの第一船として、
GHG排出を25%削減した次世代大型バルクキャリ
ア 「G209BC（20万DWT型バルクキャリア）」を開
発しました。

世界経済の長引く停滞により、発注量が減少の
一途をたどるなか、ジャパン マリンユナイテッドは、
竣工量約346万総トンを誇る世界第8位・国内第2
位の造船会社として2013年1月に発足しました。

Gシリーズを中心に一定の受注を確保するととも
に、ブラジル最大級の造船所であるアトランチコス
ル造船所への技術提携を行なっています。2013年
1月には、日本海洋掘削とIHIとともに大深水海域
用潜水型掘削リグを共同設計することで合意しま
した。

ジャパン マリンユナイテッドは、ユニバーサル造
船とアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドが有す

大型造船所としてさらなる生産性の向上を図るた
め、有明事業所では1,200トンゴライアスクレーン
2基を増設しました。

同事業所は、既存の700トンゴライアスクレーン2
基と合わせて2ドック4基体制となり、総組工程の平
準化や大ブロック工法によるドック工程の短縮、生産
効率のさらなるアップが期待されるだけでなく、新し
い「有明の顔」として、地元からも注目を集めています。

JFEホールディングスとIHIは、2008年4月に統
合検討開始に合意して以来、ユニバーサル造船と
アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドを交えて、統
合効果や統合新会社の将来像を検討するとともに、
デューディリジェンスを実施してきました。

この間、造船事業を取り巻く環境が大きく変化し
たため、事業前提の見直しが必要となり、検討期間
を延長することとなりました。

しかし、中国の造船所の著しい規模の拡大と、新
造船需要の急減により生じた世界的な需給ギャップ、 2013年1月 呉事業所にて引き渡されたタンカー

超省エネ船Gシリーズは、海気象データを基に最
適航路を探索する「Sea-Navi」などの省エネ技術が
世界の海運会社に評価され、厳しい受注環境にあっ
ても実績を積み上げています。

1ドル70円台の超円高が継続するなか、韓国や中
国の造船所との激しい受注競争に打ち勝ち、日本
で造船事業を継続するためには、経営統合が必要
という認識に変わりはありませんでした。この結果、
日立造船を加えた5社で、2012年1月、統合基本
合意書を締結しました。出資比率はJFEホールディ
ングス46%、IHI46%、日立造船8%で、ユニバー
サル造船を存続会社としました。

発足する新会社は、ユニバーサル造船およびア
イ・エイチ・アイ マリンユナイテッドの設計能力の
結集による開発力の強化、造船所の特性を最大限
に活かした最適生産体制の追求により、新造商船
事業を中心に艦船事業、エンジニアリング事業、ラ
イフサイクル事業などでバランスのとれた競争力・
収益力を強化し、総合力業界トップの地位確立と成
長戦略の実現を目指すこととなりました。

その後、4社による統合準備委員会での検討を経
て、2012年4月には公募により新社名をジャパン 

マリンユナイテッド株式会社とし、企画管理本部、
艦船事業本部、商船事業本部、エンジ・ライフサイ
クル事業本部の4本部制としました。

同年8月末には両社の経営統合について最終合
意を行ない、新会社の組織や執行体制を決定しま
した。

る設計・開発力、豊富な建造量による技術力を活
かし、世界トップの地位確保とさらなる成長戦略の
実現を目指していきます。

アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドとの合併

新しいDNAとともに、ジャパン マリンユナイテッドとして船出（2012年度）4

最適航路を表示するSea-Navi®

経営統合に基本合意（左 ： USC 三島社長　右 ： IHIMU 蔵原社長）

設置中の1,200トン吊ゴライアスクレーン
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鋼材需要や金利などの事業環境の変動に左右さ
れない高収益体質の会社とすることを目標に、第1

2004  2012
次中期経営計画を策定し、その達成に向けた施策を
展開しました。

株式
移転

JFEスチール その他の株主JFE商事ホールディングス（持株会社）

エヌケーケートレーディング

川鉄商事
JFE商事ホールディングスが

株式取得
100％

設立

100％

78％ 22％

川鉄商事・
エヌケーケートレーディングが
JFE商事ホールディングスの

事業会社に

JFE商事ホールディングス

JFE商事
（鉄鋼および鉄鋼周辺事業）

川
商
フ
ー
ズ

（
食
品
事
業
）

川
商
セ
ミ
コ
ン
ダ
ク
タ
ー

（
半
導
体
事
業
）

川
商
リ
ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト

（
不
動
産
事
業
）

JFE商事建材販売
西日本地区に
おける建材販売

JFE商事鉄鋼建材
東日本地区に
おける建材販売

JFE商事鋼管管材
日本全国における
鋼管・管材販売

他、
JFE商事

グループ会社

川鉄商事 エヌケーケー
トレーディング合併川鉄商事が

会社分割を行なう

同日、JFEスチールなどが保有するエヌケーケート
レーディング株式を取得して、川鉄商事と同社を傘
下の事業会社としました。

同年10月には、川商フーズ（食品）、川商セミコ
ンダクター（半導体、現・JFE商事エレクトロニク
ス）、川商リアルエステート（不動産、現・JFE商事
不動産部）を川鉄商事の会社分割により事業会社と

して設立しました。各事業会社ごとに経営責任と将
来ビジョンを明確にし、各事業の育成と強化を図る
ことを目的としていました。その上で、会社分割後
の川鉄商事の鉄鋼部門とエヌケーケートレーディン
グが合併してJFE商事が誕生し、新生JFE商事グ
ループが発足しました。

第１次中期経営計画

●  期間 2005～2007年度、2008年度は単年度計画期
●  経営ビジョン 「鉄鋼商社でトップレベルのエクセレントカンパニーを目指す」
●  経営目標 ①安定的収益基盤の確立 ・連結売上高　2兆円
   ・連結経常利益　290億円
   ・200億円規模の投資を実施
  ②バランスシートの改善 ・自己資本比率　14.5%
   ・DER 1.3倍
● 重点経営課題 ① JFEスチールの直系商社機能のさらなる強化
  ② CSの向上を図るために、One-Day Response活動の推進
  ③ グループ会社の再編を含めた事業効率の徹底的向上
  ④  業務改革・革新と基幹システムのリフレッシュ

NKKと川崎製鉄が経営統合しJFEグループが誕
生するなか、鉄鋼製品・原材料・資機材などの流
通・販売事業と鉄鋼周辺事業を担っていた川鉄商
事とエヌケーケートレーディングも、JFEグループの
製品販売とグローバル調達の中核的機能を担うべ
く、2004年10月1日をもって経営統合することで
基本合意しました。この統合に向け、川鉄商事にお
いてさらなる事業の選択と集中による収益の強化、

資産の効率化と有利子負債の削減を図るため、一
部事業の売却ならびに非効率資産の積極的処分を
行ない、その過程で株主資本が減少することとなり
ました。それを補うため、早期の資本増強が必要と
の判断から、2004年3月、川鉄商事よりJFEスチー
ルに優先株式6,000万株（300億円）を発行しました。

2004年8月には、川鉄商事の株式移転により持
株会社であるJFE商事ホールディングスを設立し、

JFE商事ホールディングス・JFE商事グループの発足（2004年度）1

第 3 部  各社の 10 年

第1次中期経営計画の策定

第1次中期経営計画を推進、最高益を更新（2005～2008年度）2

【2004年8月】

【2004年10月】

129 JFEグループ TODAY 2013 130第3部　各社の10年　JFE商事129

J
F
E
商
事

各
社
の
10
年

J
F
E
の
10
年

J
F
E
の
発
足



豪州ガーボロダウンズ炭鉱、グレニスクリーク炭鉱
（現・インテグラ炭鉱）の権益取得

2004年12月、JFEスチールとともに、米国の資
源会社AMCIが保有する豪州原料炭２炭鉱の権益
を取得しました。この権益取得を通じて、優良原料
炭の安定確保を促進しました。

豪州ソノマ炭鉱プロジェクトの発足
2007年5月、豪州の資源会社Qコールが保有す

るソノマ炭鉱において、5％の持分を取得しました。
JFEスチールが使用する優良原料炭の長期安定確
保に貢献するとともに、他国向け販売代理権を獲
得し、原料炭販売量を拡大しました。

川商フーズがリキュール類について韓国HITE社と
契約

JFE商事グループの川商フーズが韓国No.1の
ビールメーカー HITE社と同社で製造される日本市
場向けリキュール類について独占販売権を取得、
2005年より自社ブランドとして「PRIME DRAFT」
の販売を開始しました。

 

広州川電鋼板製品有限公司を設立
2005年8月、IT・OA・電機を中心とする華南

地区の需要拡大に対応するため、中国5番目のコイ
ルセンターとして設立し、2006年12月に稼動させ
ました。電磁鋼板、表面処理鋼板などの薄板類の
加工・販売を中心に展開しています。

ベトナムにJSSVを設立
ベトナム南部では日系企業の電機や部品メーカー

の集積が進んでいたことから、2006年7月、ホーチミ
ン市郊外にJFE SHOJI STEEL VIETNAM CO.,LTD

（JSSV）を設立し、2007年5月に稼動させました。
電磁鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板など薄板類を
中心に加工・販売しています。

インドJFE商事会社を設立
2008年3月、自動車用鋼材の大きな需要が見

込めるデリー地区グルガオンに、鋼材拡販の拠点と
してインドJFE商事会社を設立しました。

ドバイ支店の開設
2009年1月、アラブ近隣国をカバーする中継貿

易の拠点としてのハブ機能、エネルギー関連業界
の情報収集地域としての重要性を踏まえ、アラブ
首長国連邦のドバイ首長国にJFE商事として初の
中東拠点となるドバイ支店を開設しました。中東地
域における情報収集および同地域における鋼材販
売に取り組んでいます。

国内造船加工拠点の設立
2006年8月、国内の造船所のニーズに対応した

ブロック（船体のかたまり）の一貫加工拠点として、
広島県尾道市にJFE商事造船加工を設立しました。

国内造船業界では、ブロック加工能力の確保が
造船所の建造量を左右する状況のなか、日立造船
の向島西工場の敷地を賃借し、ショットブラスト、
切断、ブロック製作を行なう各企業との協業により、
一貫加工が可能となりました。ブロック加工能力を
確保することで、一貫製造によるコストダウンを実
現し、造船所のニーズに応えています。

青島川電鋼板加工有限公司の設備増強
1997年に資本参加した青島川電鋼板加工有限

公司では、電磁鋼板のスリット加工、およびEIコア
加工を中心に事業展開してきましたが、2007年
12月、現地の電磁鋼板の需要増および冷延鋼板・
表面処理鋼板の加工にも対応できるよう新たにス
リッター 1基を導入するとともに、工場建屋も改装
しました。これにより、月間2,000トンの加工能力
が、5,000トンに拡大しました。

青島川電鋼板加工有限公司

ソノマ炭鉱

JFE商事造船加工でのブロック加工

PRIME DRAFT

JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO.,LTD

海外加工センターの強化と
加工拠点の設立

マーケットニーズに即した
グループ内最適販売体制の構築

鉄鋼原料の長期的・安定的供給の
強化・拡大

自社ブランドを持つ強みを活かした
特色ある食品事業の展開
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江蘇川電鋼板加工有限公司の設備増強
2009年5月、中国華東地区の鋼材需要増に対応

した江蘇川電鋼板加工有限公司の第2期投資が完
了しました。新建屋ではプレス事業も取り扱い、浙
江川電鋼板加工有限公司との地域による役割分担
が可能となりました。

タイの新鋼材加工センターSASCを設立
2010年6月、現地のサミットグループと合弁で、

主 に自 動 車 向 け の 鋼 材 加 工 センター STEEL 
ALLIANCE SERVICE CENTER（SASC）を設立しま
した（出資比率：JFE商事グループ70％、サミットグ
ループ30％）。リーマン・ショック後、タイの自動車
生産は一時的に落ち込んだものの、2009年度末か
ら生産の回復が軌道に乗り、タイ政府が推奨するエ
コカープロジェクトも相まって、新規メーカーの進出
も相次ぐようになったため、需要を確実に取り込む
べく設立しました。

ムンバイ

ニューデリー
（グルガオン）

ゴア

チェンナイ

JFE SHOJI STEEL INDIA PRIVATE LIMITED
（RANJANGAON 工業団地、ムンバイより約180km）

★

川商フーズの「ノザキのコンビーフ」が発売開始から
60周年

2008年6月、川商フーズの主力ブランドである
「ノザキのコンビーフ」が、発売60周年を迎えまし
た。「ノザキのコンビーフ」は、戦後間もない1948
年に川商フーズの前身である野崎産業から初の国
産コンビーフとして販売されました。生産のピーク
であった1978年には年間生産量3,264万缶を記
録しました。

「A+」の格付けを取得
JFE商事の財務体質強化や収益力向上への取り

組み、経営の透明性、財務の健全性が客観的に評
価された結果、2007年7月、日本格付研究所より
長期格付け「A+」を取得しました。格付けの取得に
より、客観的な評価で企業信用力がアップするとと
もに、調達手段の多様化が図られ、安定性が向上
しました。これにより、第１次中期経営計画におけ
る目標の一つであったバランスシートの改善を実現
しました。

は、収益力の強化・財務指標の改善にとどまらず、
企業としての基盤を含めたあらゆる面でトップレベ
ルの、活力ある会社を目指しました。

第1次中期経営計画では、「安定的収益基盤の確
立」「収益力の一層の強化によるバランスシートの
改善」を軸にすえましたが、第2次中期経営計画で

業務改革プロジェクトチーム発足、業務改革が
スタート

2008年10月、業務を効率化し、より生産性の
ある仕事をすることを目的に、業務改革プロジェク
トチームが発足しました。

社内からプロジェクト名を募集し、「J-SLIM」と名
づけられました。管理・営業部門より、第1次実施
室が選抜され、各チームで活動内容を検討・実行
し、1年後に取り組み成果について発表会を実施し
ました。その後、全社規模の取り組みとして継続し
ています。

2006年度以降、鉄鋼業界は、製造業向けやア
ジアを中心に高付加価値鋼材への需要が強く、粗
鋼生産も高水準を維持していました。当社グルー
プとしても、第1次中期経営計画の各指針・施策に
則り、安定した収益基盤の確立に取り組んだ結果、
2007年度には過去最高の連結経常利益（392億
円）を達成しました。

業務改革内容発表会

江蘇川電鋼板加工有限公司のプレス機

インドの鋼材加工センターJSIを設立
2011年1月、ムンバイ郊外にJFE SHOJI STEEL 

INDIA PRIVATE LTDを設立し、2013年3月より
稼動させました。電磁鋼板などの薄板類の加工・
販売を中心に展開し、JFEスチールが提携する
JSWスチールの各種鋼材販売協力も視野に入れて
います。

インドにおける生産拠点

タイSASC

ノザキのコンビーフ

第2次中期経営計画

● 期間 2009～2011年度 

● 経営ビジョン 「鉄鋼商社でトップレベルのエクセレントカンパニーを目指す」
  （第1次中期経営計画の経営ビジョンを継続）

● 重点経営課題 ①収益基盤のさらなる強化
  ②当社グループを支える人材の育成・強化
  ③グループとしての新たな企業風土の確立
  ④CSR活動の強化と経営インフラの整備

長引く世界不況のなか、積極的な経営施策を展開（2009～2011年度）3

バランスシートの改善

第1次中期経営計画期間を通じて

業務改革の推進

最適加工・販売体制を目指した
SCMの強化

第2次中期経営計画の策定
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中国・煙台東海薄板有限公司への出資
2010年3月、中国・山東省の北方鋼鉄グループ

傘下の冷延鋼板メーカーである煙台東海薄板有限
公司と、同社出資持分の5％相当を取得することに
ついて合意しました。薄板需要の拡大が期待される
中国市場において、高品質の原板の安定確保を目
指す北方鋼鉄グループと、海外需要の取り組みを推
進するJFE商事の考えが一致し、出資に至りました。

川商セミコンダクターと川商エレクトロニクスの
統合によるJFE商事エレクトロニクスの発足

2011年1月、半導体の販売会社である川商セミ
コンダクターと電子機器の国内・輸出販売を行なっ
ていた川商エレクトロニクスが統合し、JFE商事エ
レクトロニクスが誕生しました。各社が蓄えた知
識・経験・ノウハウ・人的資産を統合することで、
よりレベルの高い、幅広い提案型のビジネスを展開
することを目的としています。

リーマン・ショックによる世界規模での景気の収
縮により、厳しい環境下において第2次中期経営計
画はスタートすることになりました。世界的な不況
に見舞われながらも、アジア諸国向けを中心に輸
出が堅調に推移しました。一方で、2010年以降に
は、豪州とタイの洪水により、JFE商事グループも
影響を受けることとなりました。さらに、2011年に
は欧州債務危機や円高が顕著となり、輸出量の減
少といった厳しい状況にも直面しました。国内にお
いても、土木・建設分野における需要の低迷など、
厳しい状況が続きました。このような環境のもと、
第2次中期経営計画期間における実績は経常利益
ベースで200億円前後にとどまりました。

2012年4月、大きく変化する経済環境や、JFE
グループにおける組織再編に伴い、JFE商事が果
たすべき役割も変化・拡大するなかで、新たな地
域・分野を開拓し、新たな価値を生み出し続けるこ
とで、グループの企業価値向上と、お客様とのさら
なる成長を実現するべく、新たな経営ビジョンを設
定し、第3次中期経営計画が始まりました。

2012年4月には、よりシンプルで迅速、機動的
なグループ経営を実現するため、ホールディングス

体制の見直しを行ない、JFE商事を核とした体制に
移行しました。

そして2012年10月、JFE商事グループはJFE
ホールディングスの事業会社となりました。この組
織再編を通じて、JFEグループ全体の企業価値向
上に向け、JFE商事グループはさらに邁進していき
ます。

人材育成理念、基本方針を策定
2011年4月、人材育成を全社的に推進すべく、

人事部に人材育成チームが発足しました。プロ
フェッショナルとして誇りと自信を持つ人材、グロー
バルな視野を持ち、広く国内外で活躍できる人材な
ど、４つの人材育成理念を策定しました。

自己株式（A種優先株式）37,047,766株
一括取得および消去（A種優先株式の一括償却）

株主資本の減少を補う資本増強として、2004年
3月にJFEスチールに発 行された優 先 株 式を、
2009年9月、当初計画より前倒しで償還しました。

リパブリック社を完全子会社化
2010年10月、豪州クイーンズランド州において

石炭権益を保有しているリパブリックの全株式を
TCMより取得しました。同社はバララバの株式
37.5%、ウォンビンディの株式20%を保有しており、
当社にとって過去最大規模の資源会社への投資と
なりました。

豪州コドリラ石炭鉱区の権益を取得
2011年5月、丸紅、双日、JFE商事、日鐵商事

の4社は、豪州のコドリラ石炭鉱区の権益19.7％を、
マッカーサーコールリミテッド、および中信資源の2
社から取得することで合意しました。同鉱区は、良
質なPCI炭資源を埋蔵しており、2014年から生産
開始予定です。

煙台東海薄板有限公司の概要

山東新日鋼板
（亜鉛メッキ鋼板製造・販売）

北方鋼鉄
（投資機能および商社機能）

煙台東海薄板
（冷延鋼板製造・販売）

JFE商事出資先

バララバ炭鉱

第3次中期経営計画

● 期間 2012～2014年度 

● 経営ビジョン 「JFEグループにおいて、先駆けとしてマーケットを切り拓き、新たな価値創造に
  挑戦し続ける ‘Value Creating Company’ の実現を目指す」

ダーリンプルベイ港

ブリスベーン

コドリラ炭鉱

グループ会社における
最適販売体制の構築

JFEグループへの安定供給
に向けた資源投資

第2次中期経営計画期間を通じて人材育成に向けて

バランスシートの改善

JFEホールディングスの事業会社へ（2012年度）4
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「横浜山の内開発プロジェクト」は、NKK浅野ドッ
ク跡地（7ha）に1,176戸の住宅や店舗などを配置
した 都 市 開 発 事 業 で、2003年8月 に 着 工し、
2006年9月、「コットンハーバー」として街開きを行
ないました。 「テクノハブイノベーション川崎（TH!NK）」は、川

崎市渡田北地区の社内研究施設を社外賃貸用に環
境整備を行ない、川崎市とも協力しサイエンスパー
クとして活用を開始しました。

マンション分譲事業においては、首都圏に住む約
300万人といわれる団塊ジュニア層をターゲットに、

「グランシーナ」シリーズなどの分譲マンションを展
開しました。

資産活用事業では、2001年1月に街開きをした
「オルトヨコハマ」（NKK厚生用地跡地を核とした業
務・商業・住宅の法定再開発事業）などの保有不
動産の賃貸事業を進めました。

これらの取り組みのほか、マンション市況が好調
に推移したこともあり、2006年度には経常利益が
36億円（2003年度：13億円）となるなど、着実に
収益を伸ばしました。

その後は、さらなる成長を目指して、都市再開発
事業や土地有効活用事業（マンション一棟卸、等価
交換）といった「不動産ソリューション事業」の外部
展開を4つ目の柱として掲げ、関西支店を開設し関
西地区のマンション事業にも着手しました。

しかしながら、2007年度後半から急速にマン
ション市況が悪化したことに加え、2008年度以降
はリーマン・ショックの影響もあり、厳しい経営環
境となりました。マンション一棟卸事業の受注拡大

2003年4月、NKKと川崎製鉄の都市開発事業
を統合し、JFE都市開発が発足しました。　　
「マンション事業を中心とした遊休地の再開発に

よりグループで保有する不動産の有効活用と価値
増大を図る」という事業目的に即して、JFEグルー
プが保有する遊休地を再開発し新しい都市を創造
する「大規模複合開発事業」、高品質マンションを首
都圏に供給する「マンション分譲事業」、土地・建物
資産の管理・運営を行なう「資産活用事業」の3事
業を柱とする体制でスタートしました。

大規模複合開発事業では、「横浜山の内開発プロ
ジェクト」やサイエンスパーク「テクノハブイノベー
ション川崎（TH!NK）」などの社有地開発・活用事業
を手がけました。

JFE都市開発 2003  2011

JFE都市開発の誕生

時代と事業体制の変化

サイエンスパーク「TH!NK」

コットンハーバー

オルトヨコハマ

グランシーナ モデルルーム

や千葉市蘇我地区での商業施設「GLOBO」の開
発・運営など、事業基盤の強化に努めましたが、
2008年度以降は業績の低迷が続きました。

2009年度以降は、当初の事業目的をほぼ達成
したことから、事業の軸足を既存の保有不動産の
活用に移しました。あわせて、JFEグループとして
の不動産活用を効率的に行なえる事業体制の検討
を始めました。

その結果、2011年4月1日、会社分割によりJFE
ライフに販売済みマンション1万8,329戸のアフ
ターサービス事業を移管し、JFE都市開発はJFEス
チールと合併し、現在はJFEスチールが保有不動産
活用事業を承継しています。
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構造改革の完遂により、ファブレスLSIメーカーと
して一定の収益があげられる企業体質が構築でき
ましたが、激しいグローバル競争の中でさらに成長
を目指すためには他社との戦略提携が不可欠でし
た。そのようななか、事業分野が相互補完的な理
想的パートナーとして、国内第１位の半導体ファブ
レスメーカーであるメガチップスが浮上し、2012
年7月、JFEホールディングスが保有する川崎マイ
クロエレクトロニクスの株式を全て譲渡し、さらな
る成長と収益基盤の強化を図っていくこととなりま
した。
※��IP（Intellectual�Property）：LSIを構成する機能回路やそ
の上で動く組み込みソフトウエア。大規模な回路が集積さ
れたLSIでは、全回路を一から設計すると膨大な時間を要
しますが、IPを利用することで、設計期間が短縮できます。

その後は、従来からの主力である、デジタルカメ
ラ向け、液晶パネル向け、事務機器向けなどの商
品分野のシェア拡大を図るとともに、薄型テレビ向
けや通信機器向けなど新たな分野の開拓も進めま
した。また、1999年以降、台湾のUMCグループ
やTSMCなどの有力な製造受託会社との間で、プ
ロセスの共同開発や製造のアウトソーシング化を進
めて事業・収益基盤の拡大に取り組みました。積
極的にアウトソーシングを活用することで設備投資

リスクを最小限に抑え、経営資源を設計関連のIP※

や新技術の導入に重点的に投入することで収益の
最大化を図りました。また、ASICでは困難とされて
いた外部製造委託にいち早く取り組んだことで、ア
ウトソース先の品質管理について、他社に先駆けて
高レベルのノウハウを蓄積することができました。

これらの取り組みの結果、2003年度には45億
円の経常利益をあげるなど収益を拡大しましたが、
その後、主力製品である液晶パネル向け製品の価
格競争の激化や需要の急減など、厳しい経営環境
が続きました。

2009年度以降は、事業の存続をかけた抜本的
な事業構造改革に取り組み、その一環として、
2009年度で宇都宮工場での生産を終了しました。
また、固定費の削減にも取り組み、2010年度以降
の経常利益は黒字を回復しました。

2001年7月2日、川崎製鉄のLSI事業部を分社化
し、新会社・川崎マイクロエレクトロニクスが誕生し
ました。分社化によって意思決定のスピードアップ
を図り、LSI事業により適した体制構築を進めました。

設計・開発から製造、テスト、品質保証まで一貫
して行なうASIC（特定用途向け集積半導体）ビジネ
スに特化し、設計・開発の拠点としては千葉市幕
張地区にLSIデザインセンター、生産拠点としては
栃木県芳賀町にLSI宇都宮工場を有し、社員数は約
480名の体制でスタートしました。

2003年4月には、JFEグループの事業別再編
に伴い、JFEホールディングスの事業会社となりま
した。

川崎マイクロエレクトロニクス 2001  2012

川崎マイクロエレクトロニクスの発足

JFEホールディングスの事業会社へ

メガチップスの完全子会社へ

宇都宮工場

LSI

ASICの設計
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研究開発内容は、JFEグループ各社からの委託
に基づく受託研究と、JFEグループの事業に共通す
る基盤技術を自主的に開発する共通基盤技術の2
つで構成されました。前者と後者の割合は7：3で、
各事業の技術・商品開発に主眼を置いた研究と、
将来の成長分野の芽を育成する研究とをバランス
よく進めました。

また、各事業会社でプロセス技術や商品技術の
開発を担当するJFEスチール スチール研究所、JFE
エンジニアリング生産施工技術センター、ユニバー
サル造船技術研究所と研究開発を連携して進め、
シナジー効果を引き出す役割を担いました。グルー
プ全体の研究開発戦略の策定や、事業横断的に取
り組むべき重要課題の選定・推進については、「グ
ループ技術開発会議」の場で行ない、情報共有と連
携強化を図りました。

2003年4月、JFEグループ共通の中核技術を研
究し、将来の成長分野を開発する機関として、JFE
技研が発足しました。
「グループの企業価値向上のため、将来にわたる

ニーズを捉え、高度な要素技術の深化・展開・統
合により、グループに新しいコンセプトを提案し、
有益な技術・商品を提供する」ことをその役割とし、
計測制御、機械、土木・建築、数値解析、バイオ・
触媒の5研究部・室で構成され、約80名の研究員
でスタートしました。2006年4月には、エンジニア
リング研究所（現・総合研究所）の環境・エネル
ギー分野を統合し、約130名の研究員を擁する体
制になりました。

各事業会社との連携が緊密化するなか、事業戦
略と一体化した研究開発の強化を目的として、
2009年4月、JFEグループの研究開発体制を見直
しました。JFE技研が保持するエンジニアリング関
連の研究機能をJFEエンジニアリングに移転すると
ともに、JFE技研をJFEスチールに統合することで、
お客様や社会のニーズを先取りしたオンリーワン・
ナンバーワン商品や高品質な商品を効率的に生産
する技術、地球環境保全に寄与する商品・技術な
どの開発力を高めました。

JFE技研 2003  2009

JFE技研の発足 グループ研究開発体制の再編

計測制御研究部
プロセス計測、品質計測、制御、数理計画

機械研究部
設備機械、機構解析、メカトロニクス

土木・建築研究部
鋼（コンクリート合成）構造、地盤・基盤構造、耐震/耐風

数値解析研究室
数値解析（熱/流体/構造）

バイオ・触媒研究室
バイオ利用/評価、プロセス触媒

〈JFEスチール向け〉
・�高靭性電縫鋼管「マイティーシーム」検査技術
・�操業データベースを活用した高精度制御技術
・�製品配送計画システム
・�表面処理鋼板通板制御装置
・�製鉄所の設備診断技術
・�高耐震性高強度鋼「HBL385」（市村産業賞）
・��局部座屈性能に優れた高強度鋼管「HIPER」（岩
谷直治記念賞）

・�製鉄所の大規模地震に対する被害低減技術

〈JFEエンジニアリング向け〉
・�ガス化溶融炉自動制御（ハイブリッドACC）
・��ボイラ水管自動清掃用ロボット�「JFE�ボイラク
リーンDX」
・��汚泥発生抑制型水処理システム「ハーフ＆ハーフ」
・��水和物スラリ空調システム（日本産業技術大賞・
内閣総理大臣賞）

主要な開発案件

JFEホールディングス【2006年4月以降】

JFEスチール

スチール研究所 生産施工技術センター

ユニバーサル造船

技術研究所

JFE技研

基板技術 エンジニアリング
関連機能

JFEホールディングス【2009年4月】

JFEスチール

スチール研究所 エンジニアリング研究所

ユニバーサル造船

技術研究所

JFEエンジニアリング

JFEエンジニアリング

JFEグループ 研究開発体制の見直し

発足時の研究部

発足当初、JFE技研の役割を常に意識する
ため、「JFE技研の存在理由」を名刺サイズの
カードにして、役員および全社員が携帯して
いました。

J F E 技 研 の 存 在 理 由
JFE技研は、

「JFEグループの企業価値向上」のため、
将来にわたるニーズを捉え、
「高度な要素技術」の深化・展開・統合により、

JFEグループに、
「新しいコンセプト」を提案し、
「有益な技術・商品」を提供する。
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役員任期一覧 2013年6月まで歴代会長・社長
［JFEホールディングス］

2013年2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年2003年2002年
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会長
社長
副社長

代表取締役
取締役

監査役
常勤顧問

凡　例

氏名

［JFEホールディングス］

初代　会長
江本	寛治	

初代　社長
下垣内	洋一	

第2代　社長
數土	文夫

第3代　社長
馬田	一

［JFEスチール］

初代　会長
半明	正之

初代　社長
數土	文夫

第2代　社長
馬田	一

第3代　社長
林田	英治

［ユニバーサル造船］

初代　会長
田澤	謙三

初代　社長
上篠	剛彦

第2代　会長
芦川	末良

第2代　社長
竹内	信

第3代　社長
三島	愼次郎

［JFEエンジニアリング］

初代　社長
土手	重治

第2代　社長
齊藤	脩

第3代　社長
岸本	純幸

初代　社長
および会長
成木	宏雄

第2代　社長
および会長
佐藤	脩

第3代　社長
および会長
福島	幹雄

［JFE商事］

［JFE都市開発］

初代　社長
重見	憲明

初代　社長
平野	征

第4代　社長
矢島	勉

第2代　社長
山内	由紀夫

初代　社長
北田	豊文

第2代　社長
小原	隆史

［川崎マイクロエレクトロニクス］

［JFE技研］
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［JFEスチール］
2013年2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年2003年
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［JFEエンジニアリング］

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年2003年氏名

重見　憲明

佐久間直宏

堀川　博正

林田　英治

若林　公平

加納　元雄

林　　建夫

原　　　誠

岡田　伸一

久保　國興

加納　卓弥

吉宮　　徹

岩波　秀樹

塩川　栄一

秋田　邦生

氏名
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［JFE都市開発］
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会長
社長
副社長

代表取締役
取締役

監査役
常勤顧問

凡　例

役員任期一覧
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平野　　征

小川　正勝

江本　寛治

大谷　　長

飯田　紘雄

佐桒　愼二

林　　建夫

大岡　泰二

山内由紀夫

吉清　恭一

拜田　　治

細見　忠夫

林田　英治

宮崎　徹夫

久保　國興

岡田　伸一

深川　　均

齋數　正晴

戸部　俊一

秋田　邦生

小川　　滿

大木　哲夫

笹本　前雄

米山　史郎
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4.1

4.1 4.1

北田　豊文

小原　隆史

齊藤　　脩

岸本　純幸

藤森　寛敏

岩田　博規

小菅　茂義

林田　英治

田中　　久

深川　　均

今村　晴幸

笹本　前雄

恩田　　武
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10.1

2013年

福島　幹雄

矢島　　勉

大里　久夫

吉岡　康平

高屋　克洋

小川　秀彦

樺澤　敏弘

岡田　伸一

𠮷里　　勉

原　　　誠

寺田　幸雄

岩井　英司

山﨑　敏邦

猿渡　　勝

大熊　宗道

笹本　前雄

2012年氏名

3.31 4.1

4.1

9.306.20
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4.1

4.13.31
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4.1
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12.31

12.31

12.31

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1 4.1

芦川　末良

竹内　　信

島　浩一郎

福丸　雅文

清水　亮一

森　　弘行

小川　泰雄

小笠原利之

角田　二朗

林田　英治

林　周一郎

宮崎　徹夫

太田　道人

三島愼次郎

若野　晃一

安藤憲一郎

北野　公夫

石川　邦照

岡田　伸一

徳平　正道

山﨑　敏邦

深田　雅敏

中山　俊夫

森方　正之

辻　　裕一
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［川崎マイクロエレクトロニクス］

［JFE商事］

［ユニバーサル造船］

［JFE技研］

役員任期一覧

※同日付退任役員：本村紳一郎取締役、玉谷善紀監査役、森方正之監査役
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主要経営指標

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度

経営成績（会計年度）

　売上高 2,426,886 2,473,725 2,803,699 3,098,374 3,260,447 3,539,802

　営業利益 146,879 253,605 467,237 517,171 503,938 510,518

　金利前経常利益※1 143,476 246,668 482,451 533,114 528,918 520,996

　経常利益 104,670 218,372 460,684 517,313 513,520 502,974

　当期純利益 15,951 106,872 160,057 325,996 299,683 261,845

キャッシュ・フロー（会計年度）

　営業活動によるキャッシュ・フロー 240,691 357,077 462,535 401,973 417,645 438,257

　投資活動によるキャッシュ・フロー △126,871 △135,068 △109,518 △116,224 △292,750 △297,209

　フリー・キャッシュ・フロー※2 113,820 222,009 353,017 285,749 124,895 141,048

　財務活動によるキャッシュ・フロー △183,746 △229,258 △369,873 △316,127 △113,304 △125,473

財政状態（会計年度末）

　総資産 3,831,643 3,724,441 3,656,389 3,630,322 3,872,142 4,170,080

　有形固定資産 2,078,037 2,013,638 1,846,109 1,827,342 1,816,514 1,843,483

　資本 594,563 746,298 968,614 1,310,381 　　− 　　−

　純資産 　　− 　　− 　　− 　　− 1,539,621 1,541,680

　借入金・社債等残高 2,057,105 1,837,404 1,446,785 1,162,857 1,180,532 1,281,936

設備投資状況その他

　設備投資額 137,410 160,826 157,235 178,358 193,596 223,644

　減価償却費 173,219 185,684 179,770 175,057 176,794 220,459

　研究開発費 33,116 36,529 37,192 38,193 38,149 39,483

　粗鋼生産量（千トン） 29,957 30,547 31,281 30,145 32,828 34,273

　従業員数（人） 54,100 52,557 52,503 53,111 53,610 56,688

財務指標

　売上高経常利益率（ROS）※3 4.3% 8.8% 16.4% 16.7% 15.8% 14.2%

　総資産金利前経常利益率（ROA）※4 3.7% 6.5% 13.1% 14.6% 14.1% 13.0%

　自己資本利益率（ROE）※5 2.7% 15.9% 18.7% 28.6% 21.3% 17.5%

　自己資本比率 15.5% 20.0% 26.5% 36.1% 38.8% 35.9%

　D/E レシオ※6 346.0% 246.2% 149.4% 88.7% 78.6% 85.7%

　D/E レシオ※7 　　− 　　− 　　− 　　− 　　− 61.4%

1株当たり情報

　当期純利益（円） 27.74 185.84 273.97 555.02 513.58 450.58

　株主資本（円） 1,035.98 1,289.54 1,652.31 2,236.32 　　− 　　−

　純資産（円） 　　− 　　− 　　− 　　− 2,548.09 2,619.11

　配当金（円） 15 30 45 100 120 120

※1�金利前経常利益＝経常利益＋支払利息
※2�フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動による
キャッシュ・フロー

※3�売上高経常利益率（ROS）＝経常利益/売上高×100
※4�総資産金利前経常利益率（ROA）＝（経常利益＋支払利息）/期中平均総資産×100

※5�自己資本利益率（ROE）＝当期純利益/期中平均自己資本×100
※6�D/E�レシオ＝借入金・社債残高/自己資本×100
※7�格付評価上資本性を併せ持つ負債（3,000億円）について、格付機関による評価
により、75%を資本と見なした場合のD/Eレシオ

（百万円）

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

経営成績（会計年度）

　売上高 3,908,282 2,844,356 3,195,560 3,166,511 3,189,196

　営業利益 407,806 88,775 182,810 44,779 39,873

　金利前経常利益※1 423,068 88,752 182,268 68,075 66,588

　経常利益 400,562 69,289 165,805 52,977 52,214

　当期純利益 194,229 45,659 58,608 △36,633 39,599

キャッシュ・フロー（会計年度）

　営業活動によるキャッシュ・フロー 243,712 389,548 302,603 110,087 287,071

　投資活動によるキャッシュ・フロー △350,136 △236,725 △302,282 △205,494 △163,616

　フリー・キャッシュ・フロー※2 △106,424 152,822 320 △95,406 123,455

　財務活動によるキャッシュ・フロー 260,065 △321,617 23,073 96,078 △147,550

財政状態（会計年度末）

　総資産 4,328,901 3,918,317 3,976,644 4,007,263 4,107,519

　有形固定資産 1,843,232 1,800,170 1,712,318 1,644,884 1,606,862

　資本 　　− 　　− 　　− 　　− 　　−

　純資産 1,378,041 1,465,898 1,478,310 1,456,340 1,596,797

　借入金・社債等残高 1,768,747 1,468,472 1,496,413 1,593,633 1,596,363

設備投資状況その他

　設備投資額 289,582 225,268 180,492 197,449 179,679

　減価償却費 247,774 248,374 246,666 238,316 194,062

　研究開発費 41,938 36,082 33,523 34,243 33,662

　粗鋼生産量（千トン） 29,280 28,352 31,472 29,235 30,687

　従業員数（人） 56,547 53,892 54,400 54,133 57,044

財務指標

　売上高経常利益率（ROS）※3 10.2% 2.4% 5.2% 1.7% 1.6%

　総資産金利前経常利益率（ROA）※4 10.0% 2.2% 4.6% 1.7% 1.6%

　自己資本利益率（ROE）※5 13.7% 3.3% 4.1% △2.6% 2.7%

　自己資本比率 30.9% 36.3% 36.2% 35.3% 37.9%

　D/E レシオ※6 132.4% 103.2% 104.1% 112.7% 102.4%

　D/E レシオ※7 98.9% 75.5% 76.5% 83.5% 76.9%

1株当たり情報

　当期純利益（円） 355.64 86.35 110.73 △68.71 71.20

　株主資本（円） 　　− 　　− 　　− 　　− 　　−

　純資産（円） 2,526.26 2,689.88 2,708.51 2,627.63 2,700.83

　配当金（円） 90 20 35 20 20

（百万円）
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連結貸借対照表

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

（資産の部）
流動資産 1,266,919 1,502,638 1,761,121 1,330,893 1,401,391 1,506,257 1,522,157

受取手形及び売掛金 530,164 577,278 535,199 497,500 547,922 580,669 597,275

棚卸資産 582,015 721,440 − − − − −
商品及び製品 − − 238,798 233,485 254,612 259,934 286,524

仕掛品 − − 182,996 64,695 52,589 49,295 −
原材料及び貯蔵品 − − 406,539 326,276 359,321 405,649 369,290

固定資産 2,605,121 2,665,181 2,565,946 2,585,997 2,574,255 2,500,413 2,585,362

有形固定資産 1,816,514 1,843,483 1,843,232 1,800,170 1,712,318 1,644,884 1,606,862

繰延資産 100 2,261 1,834 1,426 997 592 −
資産合計 3,872,142 4,170,080 4,328,901 3,918,317 3,976,644 4,007,263 4,107,519

（負債の部）
流動負債 1,243,774 1,335,371 1,290,961 931,006 1,039,675 934,340 1,026,259

支払手形及び買掛金 435,220 472,963 352,315 344,336 353,865 337,643 365,308

短期借入金 188,081 186,133 188,918 133,802 229,652 173,385 325,368

固定負債 1,088,746 1,293,028 1,659,899 1,521,411 1,458,658 1,616,581 1,484,462

社債 230,000 199,992 259,994 269,996 289,997 285,000 275,000

新株予約権付社債 17,612 308,089 300,000 300,000 300,000 300,000 −
長期借入金 551,902 476,744 795,849 680,677 588,768 765,248 955,995

退職給付引当金 152,303 152,278 144,586 135,086 127,605 123,714 118,845

負債合計 2,332,520 2,628,400 2,950,860 2,452,418 2,498,334 2,550,922 2,510,722

（純資産の部）
株主資本 1,381,164 1,431,782 1,382,947 1,417,198 1,464,913 1,426,945 1,502,072

資本金 142,334 147,143 147,143 147,143 147,143 147,143 147,143

資本剰余金 652,820 657,597 657,387 657,258 651,964 647,121 647,121

利益剰余金 713,381 897,969 1,005,066 1,039,399 1,081,697 1,011,124 886,338

自己株式 △ 127,372 △ 270,927 △ 426,649 △ 426,602 △ 415,890 △ 378,442 △ 178,529

評価・換算差額等 119,929 64,731 △ 47,052 5,051 − − −
その他の包括利益累計額 − − − − △ 27,318 △ 12,689 56,602

少数株主持分 38,527 45,167 42,145 43,648 40,715 42,084 38,121

純資産合計 1,539,621 1,541,680 1,378,041 1,465,898 1,478,310 1,456,340 1,596,797

負債純資産合計 3,872,142 4,170,080 4,328,901 3,918,317 3,976,644 4,007,263 4,107,519

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度

（資産の部）
流動資産 1,212,663 1,104,803 1,210,693 1,164,847

受取手形及び売掛金 476,709 447,315 519,722 477,663

棚卸資産 475,743 457,493 509,608 545,878

商品及び製品 − − − −
仕掛品 − − − −
原材料及び貯蔵品 − − − −

固定資産 2,618,970 2,619,632 2,445,590 2,464,367

有形固定資産 2,078,037 2,013,638 1,846,109 1,827,342

繰延資産 9 5 105 1,106

資産合計 3,831,643 3,724,441 3,656,389 3,630,322

（負債の部）
流動負債 1,291,904 1,324,298 1,344,202 1,119,979

支払手形及び買掛金 523,920 463,714 438,460 396,396

短期借入金 351,958 444,033 333,157 226,501

固定負債 1,897,686 1,619,785 1,306,016 1,162,350

社債 461,500 481,000 380,000 360,000

新株予約権付社債 − − 100,000 100,000

長期借入金 1,133,647 841,871 532,628 406,356

退職給付引当金 115,648 130,795 150,495 156,427

負債合計 3,189,591 2,944,084 2,650,218 2,282,330

（少数株主持分）
少数株主持分 47,488 34,058 37,555 37,609

（資本の部）
資本合計 594,563 746,298 968,614 1,310,381

資本金 100,000 100,000 100,000 100,000

資本剰余金 581,020 600,497 610,384 610,403

利益剰余金 △ 48,118 53,558 196,806 502,943

自己株式 △ 1,222 △ 7,349 △ 2,992 △ 4,260

負債・少数株主持分及び資本合計 3,831,643 3,724,441 3,656,389 3,630,322

（百万円）

（百万円）

連結損益計算書

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度

売上高 2,426,886 2,473,725 2,803,699 3,098,374

売上原価 1,961,918 1,918,334 2,042,751 2,284,855

売上総利益 464,968 555,391 760,948 813,519

販売費及び一般管理費 318,088 301,785 293,710 296,347

営業利益 146,879 253,605 467,237 517,171

営業外収益 39,280 45,169 53,160 54,371

営業外費用 81,489 80,402 59,713 54,229

経常利益 104,670 218,372 460,684 517,313

特別利益 17,863 3,611 13,430 20,726

特別損失 96,363 35,562 170,449 28,779

税金等調整前当期純損益 26,170 186,422 303,665 509,261

法人税・住民税及び事業税 16,795 23,721 166,515 179,791

法人税等調整額 △ 5,125 53,532 △ 24,915 △ 428

法人税等合計 11,670 77,253 141,600 179,362

少数株主損益調整前当期純損益 14,500 109,169 162,065 329,898

少数株主利益 △ 1,452 2,296 2,007 3,901

純損益 15,951 106,872 160,057 325,996

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

売上高 3,260,447 3,539,802 3,908,282 2,844,356 3,195,560 3,166,511 3,189,196

売上原価 2,449,824 2,721,330 3,199,268 2,505,746 2,765,721 2,879,558 2,884,161

売上総利益 810,623 818,471 709,013 338,610 429,838 286,952 305,034

販売費及び一般管理費 306,685 307,952 301,207 249,835 247,028 242,173 265,161

営業利益 503,938 510,518 407,806 88,775 182,810 44,779 39,873

営業外収益 62,536 64,133 61,889 40,069 46,869 52,591 59,150

営業外費用 52,954 71,678 69,133 59,555 63,874 44,393 46,808

経常利益 513,520 502,974 400,562 69,289 165,805 52,977 52,214

特別利益 5,981 6,873 17,044 8,559 3,755 9,361 35,762

特別損失 10,861 62,646 86,568 6,895 54,293 134,189 12,595

税金等調整前当期純損益 508,640 447,201 331,038 70,952 115,267 △ 71,850 75,381

法人税・住民税及び事業税 191,293 176,934 131,212 17,015 32,060 28,488 26,302

法人税等調整額 15,537 5,116 5,396 4,404 21,349 △ 66,621 6,045

法人税等合計 206,830 182,051 136,609 21,419 53,410 △ 38,132 32,347

少数株主損益調整前当期純損益 301,810 265,150 194,429 49,533 61,856 △ 33,717 43,033

少数株主利益 2,127 3,305 199 3,873 3,247 2,915 3,434

純損益 299,683 261,845 194,229 45,659 58,608 △ 36,633 39,599

（百万円）

（百万円）
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事業分野別売上高・経常利益の推移
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2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

売上高 24,737 28,036 30,983 32,604 35,398 39,082 28,443 31,955 31,665 31,891 

鉄鋼 21,039 24,217 27,538 29,251 32,033 34,233 22,814 27,474 27,144 24,998 

エンジニアリング 3,394 3,515 3,060 2,921 3,142 3,382 2,942 2,651 2,787 2,675 

造船 − − −  −  − 1,814 2,867 2,108 2,146 1,398 

都市開発 262 315 285 343 255 251 269 133 − − 

LSI 404 360 461 443 429 278 246 241 214 48 

商社 − − − −  − −  −  −  −  7,856

調整額 △363 △372 △363 △354 △463 △878 △697 △653 △627 △5,086

  

（億円）

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

経常利益 2,183 4,606 5,173 5,135 5,029 4,005 692 1,658 529 522

鉄鋼 2,085 4,503 5,107 5,039 5,089 4,125 323 1,342 257 153

エンジニアリング 54 87 9 58 △110 99 133 122 143 164

造船 − − − − − △149 215 171 122 80

都市開発 13 22 28 36 14 △37 △18 △7 − −

LSI 45 18 20 5 11 △42 △9 16 15 4

商社 − − − − − − − − − 74

調整額 △14 △24 8 △4 24 9 47 11 △9 45

（億円）

売上高の推移

経常利益の推移

社員数の推移

2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
H16.3月末 H17.3月末 H18.3月末 H19.3月末 H20.3月末 H21.3月末 H22.3月末 H23.3月末 H24.3月末 H25.3月末

鉄鋼 44,192 43,747 44,579 45,209 45,313 45,090 42,842 42,923 42,571 ※43,646

エンジニアリング 7,290 7,678 7,428 7,212 7,587 7,558 7,390 7,334 7,443 7,379

造船 − − − − 2,548 2,628 2,787 3,659 3,647 −

都市開発 325 317 327 328 329 347 311 15 − −

LSI 541 570 602 657 715 731 509 423 424 −

技研 91 88 89 142 145 143 − − − −

商社 − − − − − − − − − 5,980

ホールディングス（HD） 118 103 86 62 51 50 53 46 48 39

合計 52,557 52,503 53,111 53,610 56,688 56,547 53,892 54,400 54,133 57,044

（名）

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

鉄鋼

エンジニアリング

造船

都市開発

LSI

技研

商社

HD

0 20,000 40,000 60,000

※ジェコスおよびその子会社の従業員数1,127名を含む
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主な社外表彰

回 年度 賞名 受賞件名

第49回
2002 技術賞 限界冷却速度による加速冷却技術の開発と厚鋼板・形鋼・熱延鋼帯への適用・工業化

2002 生産賞 革新的な大型高炉改修技術による超短期改修の実現

第50回 2003 生産賞 高炉におけるプラスチック再資源化技術の確立

第54回 2007 技術賞 家電用高機能クロメートフリー鋼板の開発と量産化

第56回 2009 生産賞 ナノ表面制御による自動車用高機能鋼板の開発（「JAZ（JFE	Advanced	Zinc)」）

第57回 2010 記念賞 ナノ炭化物制御による自動車用高加工性新高強度鋼板の開発（「NANOハイテン」）

第58回 2011 技術賞 超低スパッタ正極性炭酸ガスアーク溶接技術（「J-STAR	Welding」）

第59回 2012 生産賞 石炭資源拡大を可能とする省エネルギー型コークス製造技術
（新日鐵住金、神戸製鋼所、日新製鋼、三菱化学と共同受賞）

回 年度 賞名 受賞件名

第36回 2004 貢献賞 遠心鋳造による熱間圧延仕上げミル用ハイスロール製造

第40回 2008 功績賞 SUS304代替ニッケル・モリブデンフリー21％クロムステンレス鋼の開発

第42回 2010 貢献賞 超高層ビルの安心・安全・省資源設計施工に対応した高耐震性高強度鋼の開発	
（建築構造用550N/ｍｍ2TMCP鋼材「HBL385」）

第44回 2012 貢献賞 鋼構造物の環境負荷低減に貢献するLP鋼板製造技術の開発

第45回 2013 貢献賞 建築物への耐震安全性を実現するデザイン性に優れた鋼管ブレース（JFEシビルと共同受賞）

年度 賞名 受賞件名

2002 発明賞 低温超塑性用高強度・高加工性チタン合金の発明

2003 発明賞 3チャンネル偏光式薄鋼板表面検査装置の発明

2004 発明賞 限界冷却速度によるオンライン加速冷却技術の発明

2007 21世紀発明奨励賞 ナノサイズの析出を活用した高強度熱延鋼板の発明

2008 文部科学大臣発明賞 環境調和型クロメートフリー高機能化成処理鋼板の発明

年 賞名 受賞商品

2003
日本機械学会技術賞 高温ガス化溶融炉

日本燃焼学会技術賞 次世代ストーカ炉

2005 日本エネルギー学会学会賞 次世代ストーカ炉

2006 日本産業技術大賞内閣総理大臣賞 ネオホワイト空調

2007 日経地球環境技術賞・国土技術開発賞 ネオホワイト空調

2008
土木学会技術賞 サイクルツリー（葛西駐輪場）

日本機械学会優秀製品賞 サイクルツリー

2010

国土技術開発賞 羽田D滑走路建設工事

土木学会田中賞（作品部門）および技術賞 羽田D滑走路建設工事

日本鋼構造協会業績賞 スカイパーク

2011

グッドデザイン賞 EV用急速充電システム

シンガポール鋼構造協会デザイン賞 スカイパーク

ものづくり日本大賞 羽田D滑走路建設工事

2012 国土技術開発賞 コンテナ立体格納庫

年 賞名 受賞件名

2002 日本機械工業連合会賞 優秀省エネルギー機器「Ax-Bow」の開発

2006 日本船舶海洋工学会賞発明・考案賞 高性能NC印字装置の開発

2009 第40回日本溶接学会	技術賞 開発奨励賞

2010

Bulk	Ship	of	the	Year	2009	in	Canada 砕氷バルクキャリア「UMIAK	Ⅰ」

シップ・オブ・ザ・イヤー	2009 砕氷艦「しらせ」

日本溶接協会技術賞開発奨励賞 渠中ダブルハル内ロンジ溶接ロボットの開発

2011 「海の日」海事関係功労者大臣表彰（発明・考案） 波浪中抵抗の少ない船首形状の開発

2012 ものづくり日本大賞	内閣総理大臣賞 省エネ船首の開発

年度 賞名 受賞業績

2002 研究功績者 表面改質型高機能合金化溶融亜鉛めっき鋼鈑の研究

2004 研究功績者 6価クロムを使用しない環境調和型家電用表面処理鋼板の研究

2007 科学技術賞	開発部門 新4ロール法による線材棒鋼サイズフリー圧延技術の開発育成

2008 科学技術賞	開発部門 高純度フェライト系ステンレス鋼の高効率型製造技術の開発

2009 科学技術賞	開発部門 限界冷却速度によるオンライン加速冷却技術の開発育成（Super -OLAC）

2010 科学技術賞	開発部門 変形性能に優れた高強度鋼管の開発（HIPER)

2011 科学技術賞	開発部門 ナノ表面制御による自動車用高機能鋼板の開発育成（NANOハイテン）

2013 科学技術賞	開発部門 施工性に優れたスプレー移行型炭酸アーク溶接技術の開発

年度 賞名 受賞業績

2002 記念賞 限界冷却速度によるオンライン加速冷却技術の開発と厚板・形鋼・熱延鋼帯への適用
（Super-OLAC)

2007 記念賞 局部座屈性能に優れた高強度鋼管の開発と実用化（HIPER)

2011 記念賞 炭化水素ガスを活用した鉄鉱石焼結プロセスの開発（Super-SINTER）

１．大河内賞

２．全国発明表彰

４．文部科学大臣表彰

５．岩谷直治記念賞

３．市村産業賞（本賞・功績賞・貢献賞のみ）

［JFEスチール］ ［JFEエンジニアリング］

［ユニバーサル造船］
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現行組織一覧 2013年4月1日時点

［JFEホールディングス］

総務部
企画部
財務・IR部
経理部
監査役事務局

社長

［JFEスチール］

総務部
法務部
経営企画部
設備計画部
インドJSWプロジェクト推進班
技術協力部
IT改革推進部
関連企業部
経理部
監査部
労政人事部
組織人事部
安全衛生部
人権啓発室
第1原料部
第2原料部
資材部
知的財産部
環境リサイクル部
技術企画部
製銑技術部
コークス技術部
製鋼技術部
営業総括部
物流総括部
薄板セクター部
缶用鋼板セクター部
厚板セクター部
形鋼・スパイラルセクター部
鋼管セクター部
電磁鋼板セクター部
ステンレスセクター部
棒線セクター部
鉄粉セクター部
東日本大震災復興協力班
プロジェクト営業部
薄板営業部
缶用鋼板営業部
電機鋼板営業部
電磁鋼板営業部
自動車鋼材営業部
建材開発部
建材営業部
厚板営業部
鋼管営業部
ステンレス・特殊鋼営業部
棒線営業部
鉄粉営業部
薄板輸出部
厚板・形鋼輸出部
エネルギー鋼材輸出部

北海道支社
東北支社
新潟支社
北陸支社
中国支社
四国支社
九州支社
ニューヨーク事務所
ヒューストン事務所
ブリスベン事務所
ブラジル事務所
ロンドン事務所
ドバイ事務所
ニューデリー事務所
ムンバイ事務所
シンガポール事務所
バンコック事務所
ベトナム事務所
ジャカルタ事務所
マニラ事務所
ソウル事務所
北京事務所
上海事務所
広州事務所

（千葉地区）
（京浜地区）
（倉敷地区）
（福山地区）

スラグ事業推進部

監査役事務局

社長

建材センター

大阪支社

スチール研究所

東日本製鉄所

西日本製鉄所

知多製造所

名古屋支社

［JFEエンジニアリング］

監査室
経営企画部

企画部
資機材部
建設部

技術企画部

エネルギー制御部
都市環境制御部
産機・発電制御部
システム開発部
建設部

プロジェクト部
設計部

安全環境部
総務部
法務部
人事部
経理部

北海道支店
東北支店
千葉支店
東京支店
横浜支店
川崎支店
新潟支店
富山支店
名古屋支店

大阪支店

中国支店
九州支店

静岡支店

企画部

営業部
水道管路技術部
プラント技術部

営業部
プロジェクト企画部
技術部

営業部
技術部
設計部
建設部

営業部
技術部
包括運営推進部
東日本メンテナンスセンター
西日本メンテナンスセンター

ガス導管建設部

エネルギー営業部
ガス営業部
ガス建設部

社長

鋼構造本部

産業機械本部

総合研究所
制御技術センター

シビルエンジニアリングセンター

国内支店統括部

アクア事業部

バイオマス事業部

震災復興事業部

環境プラント事業部

Ｏ＆Ｍ事業部

企画部

営業部
太陽光発電部
地熱発電部
風力発電部
省エネソリューション部

営業部
技術部

営業部
プロジェクト計画部
設計部
ガス導管建設部

企画部

営業部
建設部
海外プロジェクト部
津製作所

営業部
技術部

企画部

バラスト水システム部
原動機営業部

管理部
技術部
ＪＦＥＥ ＵＳＡ
サウジアラビア支店

営業統括部
ヤンゴン支店
ハノイ支店
ホーチミン支店
ＪＦＥＥマレーシア
ＪＦＥＥシンガポール
ＪＦＥＥインドネシア

ＪＦＥＥオーストラリア
ＪＦＥＥインド

統括部
ＪＦＥＥヨーロッパ
ＪＦＥＥイタリア

営業統括部
香港支店
ＪＦＥＥ上海
ＪＦＥＥ北京

エンジン発電技術部
原動機技術部

監査役事務局

発電プラント事業部

エネルギープラント事業部

EVシステム事業部

橋梁事業部

沿岸鉄構事業部

ロジスティクス事業部
流通システム事業部
舶用機械事業部

東南アジア事業部

欧州事業部

中国事業部

重工センター
タービン技術センター
エンジン技術センター

都市環境本部

海外本部

鶴見製作所

エネルギー本部

パイプライン本部

技術本部

調達本部
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グループ会社一覧 2013年4月1日時点

［JFEスチール］
【国内】

資源・原材料 電炉

鋼材・加工

設備・工事

物流・作業

分析・情報・化学

●�JFEミネラル株式会社
〒105-0014	東京都港区芝3-8-2	
芝公園ファーストビル	
TEL	03-5445-5200

●�水島合金鉄株式会社
〒712-8513	岡山県倉敷市水島川崎通1-1	
TEL	086-444-4241

●�JFEマテリアル株式会社
〒934-8550	富山県射水市庄西町2-9-38	
TEL	0766-84-4490

●�千葉リバーメント株式会社
〒260-0835	千葉県千葉市中央区川崎町1	
TEL	043-262-2149

●�JFE条鋼株式会社
〒105-0004	東京都港区新橋5-11-3	新橋住友ビル
TEL	03-5777-3811

●�JFE建材株式会社
〒103-0012	東京都中央区日本橋掘留町1-10-15	
JL日本橋ビル	
TEL	03-5644-1200

●�JFE鋼板株式会社
〒141-0032	東京都品川区大崎1-11-2	
ゲートシティ大崎イーストタワー	
TEL	03-3493-1200

●�JFEコンテイナー株式会社
〒101-0064	東京都千代田区猿楽町1-5-15	
猿楽町SSビル	
TEL	03-5281-8511

●�JFE鋼管株式会社
〒299-0107	千葉県市原市姉崎海岸7-1	
TEL	0436-62-8111

●�JFEメカニカル株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-3864-3865

●�JFE電制株式会社
〒105-0012	東京都港区芝大門1-9-9	
野村不動産芝大門ビル	
TEL	03-5405-8855

●�JFE物流株式会社
〒100-0004	東京都千代田区大手町1-9-5	
大手町フィナンシャルシティ	ノースタワー	
TEL	03-6214-9700

●�JFEテクノリサーチ株式会社
〒100-0004	東京都千代田区大手町2-7-1	
JFE商事ビル	
TEL	03-3510-3400	
※2013年5月より

●�水島リバーメント株式会社
〒712-8074	岡山県倉敷市水島川崎通1	
TEL	086-447-4607

●�JFE精密株式会社
〒950-0063	新潟県新潟市東区上王瀬町2-3	
TEL	025-274-3181

●�JFEプラリソース株式会社
〒210-0866	神奈川県川崎市川崎区水江町5-1	
TEL	044-299-5193

●�JFE大径鋼管株式会社
〒260-0826	千葉県千葉市中央区新浜町1	
TEL	043-262-4375

●�ガルバテックス株式会社
〒272-0011	千葉県市川市高谷新町3	
TEL	047-328-1171

●�川崎鋼管株式会社
〒259-1146	神奈川県伊勢原市鈴川25	
TEL	0463-94-3992

●�JFE継手株式会社
〒596-8585	大阪府岸和田市田治米町153-1	
TEL	072-445-0285

●�JFEチュービック株式会社
〒475-8611	愛知県半田市川崎町1-1	
TEL	0569-24-2920

●�JFEアドバンテック株式会社
〒663-8202	兵庫県西宮市高畑町3-48	
TEL	0798-66-1501

●�JFEシビル株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-3864-3670

●�JFEウエストテクノロジー株式会社
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-941-1506

●�JFEシステムズ株式会社
〒130-0012	東京都墨田区太平4-1-3	オリナスタワー
TEL	03-5637-2100

●�JFEテクノワイヤ株式会社
	〒260-0826		千葉県千葉市中央区新浜町1	
	TEL	043-262-2164

●�リバースチール株式会社
	〒235-8505		神奈川県横浜市磯子区新磯子町1	
	TEL	045-757-6111

●�JFE鋼材株式会社
	〒104-0032		東京都中央区八丁堀4-10-4	
白銅第一ビル	
	TEL	03-3553-5111

●�JFE電磁鋼板株式会社
	〒530-0003		大阪府大阪市北区堂島1-6-20	
堂島アバンザ	
	TEL	06-6342-0630

●�大和鋼帯株式会社
	〒103-0004	
	東京都中央区東日本橋3-6-11	日本橋橘ビル	
	TEL	03-5640-6311

●�株式会社JFE設計
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-5835-3201

●�株式会社JFEウイング
〒210-0866	神奈川県川崎市川崎区水江町6-3	
TEL	044-270-3561

●�JFEケミカル株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-5820-6500

現行組織一覧

［JFE商事］

人事総務部
ISO環境監査部
財務経理部
営業会計部
審査部
法務部
監査部
経営企画部
IT企画部
関連事業部
海外事業部
技術総括部
不動産部
ロサンゼルス本店
ヒューストン支店
ニューヨーク支店
上海JFE商事会社
北京JFE商事会社
広州JFE商事会社
香港JFE商事会社

韓国JFE商事会社
台北支店
デュッセルドルフ支店
フィリピンJFE商事会社
ホーチミン駐在員事務所
インドJFE商事会社
マレーシアJFE商事会社
シンガポール支店
インドネシアJFE商事会社
ドバイ支店
鉄鋼総括部
自動車鋼材部
薄板部
厚板部
ステンレス・特殊鋼第一部
ステンレス・特殊鋼第二部
棒線・鉄粉部
名古屋自動車鋼材部
名古屋鋼材部
大阪厚板部
大阪薄板部
広島支店
九州支店
電機鋼材部
電機鋼材貿易部
薄板貿易部
厚板・エネルギー鋼材貿易部

ＪＦＥ商事薄板建材（株）
北海道支店
東北支店
新潟支店
静岡支店
北陸支店
岡山支店
四国支店

原材料・資機材総括部
プロジェクト開発部
金属部
鉱石・石炭部
船舶部
燃料部
オーストラリアJFE商事会社
ブラジルJFE商事会社
製鋼原料部
炭素部
化学品・産業資材部
資機材部
東日本資機材部
西日本資機材部

社長

鉄鋼部門

米国JFE商事会社

中国事業本部

タイJFE商事会社

東部鉄鋼本部

ステンレス・特殊鋼本部

中部鉄鋼本部

西部鉄鋼本部

電機鋼材本部

鉄鋼貿易本部

ＪＦＥ商事鉄鋼建材（株）

ＪＦＥ商事鋼管管材（株）

原材料・資機材部門

食品部門

第一原料本部

第二原料本部

資機材本部

監査役 監査役室

川商フーズ（株）
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［JFEスチール］
【国内】

【海外】

【海外】

グループ会社一覧

サービス

持分法

●�JFEライフ株式会社
〒111-0051	東京都台東区蔵前2-17-4	JFE蔵前ビル
TEL	03-3864-5200

●�JFE東日本ジーエス株式会社
〒210-0855	神奈川県川崎市川崎区南渡田町1-14
TEL	044-328-2781

●�JFE西日本ジーエス株式会社
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-943-7358

●�品川リフラクトリーズ株式会社
〒100-0004	東京都千代田区大手町2-2-1	
新大手町ビル	
TEL	03-6265-1600

●�日本鋳造株式会社
〒210-9567	神奈川県川崎市川崎区白石町2-1	
TEL	044-322-3751

●�日本鋳鉄管株式会社
〒346-0193	埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼1	
TEL	0480-85-1101

●�ジェコス株式会社
〒103-0016	東京都中央区日本橋小網町6-7	
第2山万ビル	
TEL	03-3660-0777

●�JFEアップル東日本株式会社
〒210-0866	神奈川県川崎市川崎区水江町6-1	
TEL	044-287-3814

●�JFEアップル西日本株式会社
〒721-0927	広島県福山市大門町津之下1580-11
TEL	084-945-3311

●�株式会社エクサ
〒212-8555	神奈川県川崎市川崎区堀川町580
ソリッドスクエア東館	
TEL	044-540-2000

●�瀬戸内共同火力株式会社
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-945-3705

●�株式会社JFEサンソセンター
〒721-0931	広島県福山市鋼管町1	
TEL	084-941-2342

●�水島エコワークス株式会社
〒712-8074	岡山県倉敷市水島川崎通1-14-5	
TEL	086-447-3255

●�千葉熱供給株式会社
〒260-0025	千葉県千葉市中央区問屋町1-35	
千葉ポートサイドタワー	
TEL	043-245-0481

【JFEスチールの連結子会社149社、持分法
		適用会社39社のうち、47社を掲載しています。】

主要出資・提携会社

現地法人

●�韓国
東国製鋼	
現代Hysco	
東部製鐡	
Union	Steel	
現代製鉄

●�中国
渤海能克鑚杆有限公司（BHNK）	
攀成伊紅石油鋼管有限責任公司（PYP）	
福建中日達金属有限公司	
福建統一馬口鉄有限公司	
海南海宇錫板工業有限公司	
広州JFE鋼板有限公司（GJSS）	
江蘇統一馬口鉄有限公司	
福建福欣特殊鋼有限公司

●�タイ
JFE	Steel	Galvanizing(Thailand)	Ltd.（JSG）	
Thai	Coated	Steel	Sheet	Co.,Ltd.（TCS）	
Thai	Cold	Rolled	Steel	Sheet	Public	Co.,Ltd.（TCR）	
Thai	Tinplate	Manufacturing	Co.,Ltd.（TTP）	
Sahaviriya	Steel	Industries	Public	Co.,Ltd.（SSI）

●�フィリピン
Philippine	Sinter	Corporation（PSC）

●�インドネシア
P.T.Sermani	Steel

●�中国
JFE	Engineering（Shanghai）	Co.,Ltd.	
JFE	Engineering（Beijing）	Co.,	Ltd.

●�フィリピン
JFE	Techno	Manila,Inc.

●�マレーシア
JFE	Engineering（M）Sdn.Bha.

●�シンガポール
JFE	Engineering（S）Pte.Ltd.

●�マレーシア
Perusahaan	Sadur	Timah	Malaysia	Bhd.
（PERSTIMA）
Mycron	Steel	Bhd.

●�台湾
統一実業

●�ベトナム
Maruichi	Sun	Steel	Joint	Stock	Company
（Maruichi	SUNSCO）	
J-Spiral	Steel	Pipe	Co.,Ltd.

●�インド
JSW	Steel	Limited

●�パキスタン
International	Steel	Ltd.（ISL）

●�カザフスタン
KSP	Steel	LLP

●�ドイツ
Georgsmarienhuette	GmbH（GMH）	
ThyssenKrupp	Steel	Europe	AG	
Rasselstein	GmbH

●�ギリシャ
Corinth	Pipeworks	S.A.

●�インドネシア
PT.JFE	Engineering	Indonesia

●�インド
JFE	Engineering	India	Private	Limited

●�オーストラリア
JFE	Engineering	Australia	Pty	Ltd

●�ドイツ
JFE	Engineering	Europe	GmbH

●�イタリア
JFE	Engineering	Italy	S.r.l.

●�アメリカ
JFE	Engineering	America	Inc.

［JFEエンジニアリング］
【国内】

●�あすか創健株式会社
ガス導管工事、設備工事�
〒100-0004	東京都千代田区大手町2-6-2	
日本ビル	
TEL	03-6214-1655

●�北日本機械株式会社
鋼製橋梁等の設計、製作�
〒028-4193	岩手県盛岡市玉山区渋民字狐沢	
70-1	
TEL	019-683-1111

●�JFEアーバンクリエイト株式会社
厚生施設の管理�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-8951

●�JFEアーバンリサイクル株式会社
家電リサイクル�
〒210-0866	川崎市川崎区水江町6-1	
TEL	044-270-5370

●�JFE環境株式会社
リサイクル�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-7949

●�JFE環境サービス株式会社
プラントオペレーション�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3	
TEL	045-502-2226

●�JFEキャリアナビ株式会社
キャリア開発�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町2-4	
TEL	045-505-7449

●�JFEテクノス株式会社
産業機械・電機計装のメンテナンス�
〒230-0045	横浜市鶴見区末広町2-1	
TEL	045-505-7370

●�JFEビジネスサポート横浜株式会社
オフィスサービス�
〒230-0045	横浜市鶴見区末広町2-1	
TEL	045-505-8942

●�JFEレールリンク株式会社
レール溶接�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-8711

●�ジャパントンネルシステムズ株式会社
シールド掘進機その他の設計、販売�
〒230-0046	横浜市鶴見区小野町61-1	
TEL	045-521-8203

●�ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社
パイプラインおよびプラント配管工事�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-505-7958

●�ジャパン・リサイクル株式会社
廃棄物リサイクル�
〒260-0835	千葉市中央区川崎町1	
TEL	043-262-4716

●�スチールプランテック株式会社
製鉄プラント建設�
〒221-0056	横浜市神奈川区金港町3-1	
コンカード横浜	
TEL	045-440-5900

●�東北ドック鉄工株式会社
船舶修繕、鋼構造物製作�
〒985-0003	宮城県塩釜市北浜4-14-1	
TEL	022-364-2111

●�株式会社日本リサイクルマネジメント
ごみ受託処理、メンテナンス�
〒230-0044	横浜市鶴見区弁天町3-1	
TEL	045-511-2951

●�福山リサイクル発電株式会社
一般廃棄物処理委託・電力�
〒721-0956	広島県福山市箕沖町107-8	
TEL	084-920-2480

●�富士化工株式会社
樹脂管製造�
〒416-8655	静岡県富士市前田90	
TEL	0545-61-1370

●�株式会社三重データクラフト
データ処理�
〒514-0301	三重県津市雲出鋼管町1	
TEL	059-246-3700

●�米国
AK	Steel	Corporation	
California	Steel	Industries,Inc.（CSI）	
Benoit	Holding	Company

●�コロンビア
Hojalata	Y	Laminados	S.A.（HOLASA）

●�ブラジル
Minas	da	Serra	Geral	S.A.（MSG）	
Nova	Era	Silicon	S.A.	
Companhia	Brasileira	de	Metalurgia	e	
Mineração（CBMN）	
Nacional	Minérios	S.A.（NAMISA）

●�豪州
Byerwen	Coal	Pty.Ltd.
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［JFE商事］
【国内】

［JFE商事］
【海外】

グループ会社一覧

鉄鋼

【厚鋼板加工】
●�大阪スチール株式会社

〒614-8105 京都府八幡市川口擬宝珠6-5 
TEL 075-981-5203

●�北関東スチール株式会社
〒316-0023 茨城県日立市東大沼町1-3-50 
TEL 0294-36-0885

●�JFE商事茨城テック株式会社�
〒317-0052 茨城県日立市東滑川町4-12-2 
TEL 0294-43-1081

●�JFE商事造船加工株式会社
〒722-0073 広島県尾道市向島町111番地 
TEL 0848-20-6011

●�栃木シャーリング株式会社
〒321-4508 栃木県真岡市大和田1-22 
TEL 0285-73-1101

●�北陸スチール株式会社�
〒929-0125 石川県能美市道林町へ106-20 
TEL 0761-55-1383

【薄鋼板加工】
●�株式会社九州テック

〒869-0111 熊本県玉名郡長洲町大字名石浜13 
TEL 0968-78-3717

●�JFE商事コイルセンター株式会社�
〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町7 
TEL 045-771-1429

●�JFE商事甲南スチールセンター株式会社�
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町43-1 
TEL 078-453-6181

●�大清興業株式会社�
〒433-8117 静岡県浜松市中区高丘東2-12-3 
TEL 053-436-1815

●�内外スチール株式会社�
〒712-8073 岡山県倉敷市水島西通1-1950 
TEL 086-448-3688

●�新潟スチール株式会社�
〒959-1151 新潟県三条市猪子場新田1421 
TEL 0256-45-6666

●�水島鋼板工業株式会社�
〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1-4 
TEL 086-447-4737

●�水島メタルプロダクツ株式会社�
〒712-8074 岡山県倉敷市水島川崎通1-4 
水島鋼板工業内 
TEL 086-440-6322

【ブリキ加工／製缶】
●�JFE商事大阪ブリキセンター株式会社�

〒574-0064 大阪府大東市御領3-7-3 
TEL 072-870-9731

●�長野製罐株式会社�
〒382-0001 長野県須坂市小河原松川4057-1 
松川工業団地 
TEL 026-245-1502

【特殊鋼・ステンレス流通】
●�JFE商事線材販売株式会社�

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6200

●�東洋金属株式会社�
〒372-0022 群馬県伊勢崎市日乃出町712-9 
TEL 0270-26-9035

●�阪和工材株式会社�
〒532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北1-4-15
TEL 06-6392-3031

【建材系流通】
●�JFE商事鉄鋼建材株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6080

●�株式会社トーセン�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-1071

●�新日本工業株式会社
〒969-4401 福島県耶麻郡西会津町登世島 
字上の台乙2763-9 
TEL 0241-45-3040

●�JFE商事薄板建材株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6150

●�JFE商事住宅資材株式会社�
〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-3-3 
TEL 047-390-5161

【鋼管系加工・流通】
●�ケー・アンド・アイ特殊管販売株式会社�

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-3279-8751

●�JFE商事鋼管管材株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6020

●�愛知管材工業株式会社�
〒475-0832 愛知県半田市川崎町3-1 
JFEスチール知多製造所内 
TEL 0569-24-2870

●�星金属株式会社�
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 
堂島アバンザ 
TEL 06-6348-2501

【厚鋼板流通／床工事】
●�門田鋼材株式会社�

〒794-0033 愛媛県今治市東門町4-3-52 
TEL 0898-22-1917

テールアルメ

●�JFE商事テールワン株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6270

食品

●�川商フーズ株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-1001

エレクトロニクス

●�JFE商事エレクトロニクス株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-5630

原材料・資機材ほか

●�JFE商事サービス株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-5350

●�JFE商事資機材販売株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6230

●�JFE商事石油販売株式会社�
〒712-8073 岡山県倉敷市水島西通1-1938-1 
TEL 086-444-1193

●�JFE商事ビジネスサポート株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-5262

●�JFE商事マテック株式会社�
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-7-1
JFE商事ビル 
TEL 03-5203-6280

鉄鋼 食品 エレクトロニクス

●�中国
正廣達有限公司  
東莞川電鋼板製品有限公司  
広州川電鋼板製品有限公司  
浙江川電鋼板加工有限公司 
江蘇川電鋼板加工有限公司  
青島川電鋼板加工有限公司  
上海華倉金属製品有限公司 

●�台湾
國級實業股份有限公司 

●�フィリピン
JFE SHOJI STEEL PHILIPPINES, INC. 

●�タイ
CENTRAL METALS（THAILAND）LTD.  
STEEL ALLIANCE SERVICE CENTER CO.,LTD.  
NEW BANGPOO MANUFACTURING CO.,LTD. 

●�ベトナム
JFE SHOJI STEEL VIETNAM CO.,LTD. 

●�マレーシア
JFE SHOJI STEEL MALAYSIA SDN. BHD. 

●�シンガポール
KAWARIN ENTERPRISE PTE. LTD. 

●�インドネシア
P.T. JFE SHOJI STEEL INDONESIA 

●�インド
JFE SHOJI STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 

●�スリランカ
COLOMBO POWER (PRIVATE) LTD. 

●�アメリカ
VEST INC.  
JFE SHOJI STEEL AMERICA INC. 

●�メキシコ
JFE SHOJI STEEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

●�中国
大連川商フーズ社

●�タイ
タイ川商フーズ社

●�UAE
中東川商フーズ社

●�中国
杰富意商事電子（上海）有限公司 
傑富意商事電子香港有限公司

●�タイ
JFE Shoji Electronics（Thailand）Limited

●�マレーシア
JFE Shoji Electronics Malaysia Sdn. Bhd.
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詳細年表／ JFEホールディングス

年度 経営 資本・財務施策 株主施策（総会運営・優待制度など）

2001 � 4月� �経営統合発表
� 5月� 統合推進委員会発足
�11月� 公正取引委員会承認
�12月� 経営統合基本合意書締結
� 2月� �JFEグループの基本事項発表
� 2月� �JFEグループ第一期生の合同採用活動

2002 � 5月� 経営統合契約書締結
� 9月� JFEホールディングス発足
� � �会長に江本寛治、社長に下垣内洋一が

就任
� 9月� 業績見通し発表
�12月� �JFEグループコンプライアンス体制発表
� 1月� 第1次中期経営計画発表

2003 �11月� �DME100t/日直接合成実証プラント
竣工

�10月� �株式交換に伴う新株発行�
（川鉄鋼板子会社化）

� � 3,481,396株発行
�10月� �株式交換に伴う新株発行�

（東京シヤリング子会社化）
� � 1,304,480株発行
� 2月� �株式交換に伴う新株発行�

（JFE工建子会社化）
� � 6,845,377株発行
� 3月� �株式交換に伴う新株発行�

（エルエスフエンス子会社化）
� � 870,974株発行

� 6月� �第1回定時株主総会開催
� � �（会場：JFEビル）

2004 � 2月� �初のDMEトラックの事業用走行開始
とDMEステーション増設

� 3月� 第2次中期経営計画発表

� 6月� �転換社債型新株予約権付社債発行
� � 1,000億円、29,581,529株分
� � 転換価格：3,465円/株

2005 � 4月� 社長に數土文夫が就任
� 7月� 四半期決算開始
� 8月� �組織体制を部門制から部・室制へ

� 6月� �株主総会出席者へのお土産贈呈開始
（2010年度まで）

2006 � 4月� �環境部の廃止
� 6月� �DME100トン/日直接合成実証プラン

トの運転研究を成功裡に完了

�11月� �自己株式買付実施（1回目）
2006.11.13 ～ 2007.6.30

� � 上限：3,000万株or1,200億円
� � 実績：20,347,500株買付

� 6月� �株主総会会場変更（パレスホテル）
� 6月� �総会議決権行使者へのQUOカード贈

呈開始（2008年度まで）
� 9月� �株主工場見学会開始
� 3月� �当社株式の大規模な買付行為に関する

対応方針導入（取締役会決議）
� 3月� �特別委員会設置
� 3月� �株主優待としてのエコ作贈呈制度実施

（2007・2008年度）

2007 � 4月� �DMEプロジェクト部の廃止
� 4月� �本社移転（JFEビル→新丸の内ビル）
� 6月� �社外取締役2名選任
� 3月� �ユニバーサル造船事業会社化

� 7月� �自己株式買付実施（2回目）
2007.7.31 ～ 2007.12.28

� � 上限：2,000万株or1,200億円
� � 実績：15,313,600株買付
� 3月� �ハイブリッド債発行
� � 3,000億、35,169,988株分
� � 転換価格：8,530円/株
� 3月� �自己株式買付実施（3回目）

2008.3.18 ～ 2008.9.30
� � 上限：3,500万株or1,200億円
� � 実績：23,839,200株買付

� 6月� �当社株式の大規模な買付行為に関する
対応方針の継続について、総会にて承認

� 6月� �株主総会参加者が1,000名を超える
（1,180名）

2008 � 4月� �ユニバーサル造船とIHIMU統合検討
開始

�10月� �自己株式買付実施（4回目）
2008.10.27～ 2009.3.31

� � 上限：5,000万株or800億円
� � 実績：23,082,100株買付

� 6月� �株主総会会場変更（帝国ホテル）

2009 � 4月� �「JFEグループの当面の経営方針につ
いて」（第3次中期経営計画）発表

� 4月� �JFE技研をJFEスチールへ統合
�10月� �財務・IR部にIR室、財務室発足
� 3月� �本社移転
� �（新丸の内ビル→日比谷国際ビル）

� 6月� �新株予約権付社債償還
� � �新株式の発行
� � 期間累計27,203,121株

年度 経営 資本・財務施策 株主施策（総会運営・優待制度など）

2010 � 4月� �社長に馬田一が就任
� 4月� �川崎マイクロエレクトロニクスを完全

子会社化
�10月� �世界鉄鋼協会会長に馬田社長就任

�11月� �第三者割当による自己株式処分
� �（住友金属鉱山）
�11月� �第三者割当による自己株式処分
� �（JFEスチール）
� 2月� �第三者割当による自己株式処分
� �（JFEスチール・JFEエンジニアリング）

� 6月� �株主総会参加者が2,000名を超える
� �（2,024名）
�11月� �株主工場見学会出席者が累計10,000名

を超える
� � �（2010年度：過去最大規模となる年間

3,600名募集）

2011 � 4月� �JFE都市開発をJFEスチールへ吸収合併 �11月� �第三者割当による自己株式処分
� �（いすゞ自動車）
�11月� �第三者割当による自己株式処分
� �（JFEスチール）
� 2月� �第三者割当による自己株式処分
� �（JFEスチール）

2012 � 4月� �第4次中期経営計画発表
� 7月� �川崎マイクロエレクトロニクスの全株

式をメガチップスへ譲渡
�10月� �JFE商事を事業会社化
� 1月� �ジャパン�マリンユナイテッド発足、
� � 持分法適用会社へ

� 7月� �第三者割当による自己株式処分
� �（JFEスチール）
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詳細年表／ JFEスチール

年度 経営 商品・技術開発、環境関連 製造 人事・労務・福利厚生、運動部、地域貢献

2003 � 4月� �JFEスチール発足
� � 社長に數土文夫が就任
� 4月� �グループ会社再編・統合

（JFEコンテイナー、JFE建
材、JFEケミカル発足）

� 4月� 交流人事の実施
� 7月� �ブ ラ ジ ル・MSG（VALE

とのJV）出資比率引き上
げ・新鉱山開発参画

�10月� �神戸製鋼と溶接材料生産
共同会社設立

�10月� �広州薄板プロジェクト推
進班新設

�12月� �中国・GJSS設立に関する
合弁契約書締結

�12月� �メキシコ事務所開設
� 1月� �広州事務所開設
� 3月� �韓国・ユニオンスチール

株式取得

� 6月� �「Super�KING工法」開発・
日本建築センター性能評
価取得

� 9月� �ポケット付遮水鋼矢板
「Jポケットパイル」開発

�10月� �「スーパーコア」新型プリ
ウスに採用

�10月� �食品缶詰用ラミネート鋼
板「ユニバーサルブライ
トTYPE-F」開発

�12月� �建産機用耐磨耗厚鋼板
「EVERHARD�500LE」開発

�12月� �HISTORY鋼管「小径極厚
肉電縫鋼管」商品化

� 3月� �高強度せん断補強筋「リ
バーボン1275」開発

� 3月� �自動車用高潤滑性GA鋼
板「JAZ」開発

� 3月� �油井管用シームレスステ
ンレス鋼管「UHP�15CR-
125鋼管」開発

� 4月� �京浜原点復帰活動開始
� 4月� �千葉安全再建元年
� 4月� �知多No.2スパイラル鋼

管ライン、姉ヶ崎No.2
スパイラル鋼管ライン
（JFE条鋼）休止

� 5月� �厚板「Super-OLAC」倉敷
で本格稼動

� 8月� �知多製造所開設60周年
� 9月� �川崎市北部ペットボト

ル等資源化処理工場稼
動（JFE環境�水江地区）

�10月� �倉敷中形形鋼ライン、
福山No.1大形形鋼ライ
ン（いずれもJFE条鋼）
休止

�10月� �西日本製鉄所、安全マイ
スター制度開始

�11月� �倉敷第2高炉（4次）火入れ
�12月� �姉ヶ崎No1スパイラル

鋼管ライン（JFE条鋼）
休止

� 1月� �千葉No.1ETL休止
� 3月� �京浜第2高炉（2次）火入れ

および第1高炉休止
� 3月� �倉敷溶接棒工場閉鎖

� 4月� �スチール研究所、海外イン
ターン受け入れ開始

� 8月� �第74回都市対抗野球大会に
JFE西日本野球部がJFEとして
初出場

� 9月� �JFEスチール労働組合連合
会発足

� 9月� �統一労働協約・付属諸協定
締結

�11月� �第30回社会人野球日本選手
権で西日本野球部が2回戦
進出

� 2月� �表彰制度創設

2004 � 4月� �グループ会社再編・統合
（JFE鋼板、JFE物流、JFEメ
カニカル、JFE電制、JFEラ
イフ発足）

� 7月� �グループ会社再編・統合
（JFEミネラル、JFEシビル
発足）

� 8月� �豪・BHPBとの鉄鉱石JV
設立合意

� 9月� �カナダ・ドファスコと自動
車用鋼板分野での包括技
術協力契約締結

�10月� �シドニー事務所開設
�10月� �グループ会社再編・統合

（JFE鋼材、JFE商事ホール
ディングス（現・JFE商事）、
JFEテクノリサーチ発足）

�10月� �東日本製鉄所両地区工程
部統合

�12月� �独・TKSとの相互ライセン
ス許諾

� 5月� �福山厚板オンライン加熱
設備「HOP」開発・実用化

� 5月� �自動車部品向けハイブ
リッドMo合金鋼粉の開
発・商品化

� 9月� �次世代CO2アーク溶接技術
「J‐STAR�Welding」開発

� 4月� �新統合システム�経営管
理系第Ⅰ期稼動

� 6月� 千葉第5高炉休止
� 7月� �厚板「Super -OLAC」、京

浜で本格稼動
� 7月� �千葉T2シャー休止
� 9月� �福山No.1TFL休止
�12月� �知多No.1スパイラル鋼

管ライン休止
�12月� ��西日本製鉄所、5Sコン

ペ実施
� 2月� �福山地区開設40周年
� 2月� �福山、ゼロ災塾開始
� 3月� �千葉溶材工場閉鎖
� 3月� �福山第5高炉（3次）火入れ

� 4月� �シニア・エキスパート制度改訂
� 4月� �スチール研究所、裁量労働制

導入
� 6月� �JFEカレッジ開講
� 6月� �業績連動型賞与決定方式

開始
� 8月� �第75回都市対抗野球大会に

東日本野球部出場
�11月� �第31回社会人野球日本選手

権で西日本野球部初優勝
� � �⇒12月JFEスチール社長賞

特別賞授与
� 3月� �八千代・新松戸・西船橋社

宅を閉鎖

年度 経営 商品・技術開発、環境関連 製造 人事・労務・福利厚生、運動部、地域貢献

2005 � 4月� �社長に馬田一が就任
� 4月� �JFE鋼管の溶接管事業取

り込み
� 4月� �エヌケーケー条鋼（現・JFE

条鋼）の大形形鋼事業取り
込み

� 4月� �溶接材料事業譲渡
� 4月� �グループ会社再編・統合

（JFEセキュリティ（現・JFE東
日本ジーエス）発足）

� 4月� �技術協力部新設
� 4月� �環境管理部新設
� 4月� �西日本製鉄所両地区工程

部統合
� 5月� �ブラジル・ツバロン製鉄所

株式売却
� 6月� �豪・資源会社AMCI原料炭

炭鉱権益取得および原料
炭長期売買契約締結

� 6月� �独・TKSとの合弁会社ジー
バイス設立

� 9月� �総合リサイクル事業センター
廃止、リサイクル推進部新設

� 9月� �JFEケミカルが中国にター
ル蒸留事業合弁会社・山
東JFE振興化工有限公司
設立

�12月� �韓国・現代ハイスコとの包
括提携契約更新

� 2月� �ブラジル・ノバエラシリコン
株式買い増し

� 3月� �建材センター、住宅建材部
廃止

� 3月� �スチール研究所、化学研究
部廃止

� 8月� �ヒートアイランド現象抑止
舗装用保水材「ロードクー
ル」販売開始

� 8月� �Ni・Moフリー高耐食クロ
ム系ステンレス鋼「JFE
４４３CT」開発

�12月� �粉末冶金用高強度Niフ
リー合金鋼粉「JIP� FM�
600」開発

� 2月� �780MPa級電縫鋼管、自
動車足回り部品に世界初
採用

� 2月� �超高強度棒鋼「Fineγ」
開発

� 2月� �生態系に配慮した砂防堰
堤「J-スリット堰堤」開発

� 7月� �東日本製鉄所、高感度
貢献表彰制度制定

� 8月� �スチール研究所、「CSL」
開設

�10月� �千葉・京浜、マイ設備活
動開始

�11月� �スチール研究所、「THiNK�
SMART」開設

�11月� �西日本製鉄所、エコJ1
活動表彰式

� 1月� �京浜、安全優良認定制
度制定

� 2月� �倉敷、4Sクリーンコンテ
スト実施

� 3月� �新統合システム「J-Smile」
稼動

� 3月� �福山第5コークス炉D団
稼動

� 4月� �次世代育成支援対策に関す
る措置

� �� �・�育児休業期間延長（1年6カ
月まで）

� �� �・�子の看護休暇の新設（積立
休暇付与要件拡大）

� �� �・�育児短時間勤務制度新設
（満3歳まで1日2時間の短
縮可）

� �� �・�半日年休取得回数増（20回
/年）

� 4月� �千葉「ハーバーシティ蘇我」
開業

� 7月� �コーチング研修開始
� 8月� �第76回都市対抗野球大会に

西日本野球部出場
�11月� �第32回社会人野球日本選手

権で西日本野球部が2回戦
進出

� 1月� �第50回全日本実業団対抗駅
伝競走大会出場、17位。出場
回数30回以上のチームに贈
られる特別表彰受賞

2006 � 4月� �中国・GJSS第1溶融亜鉛
鍍金ライン稼動

� 4月� �IT改革推進部新設
� 4月� �本社営業部門再編（電機鋼

板営業部、輸出営業部新設）
� 4月� �スチール研究所、薄板研究

部の名称変更（自動車鋼板
研究部）、電機・機能材研究
部新設

� 7月� �福山共火・水島共火合併
� 7月� �中国・内蒙古オルドスEJM�

シリコマンガン工場稼動
�12月� �韓国・東国製鋼への出資

拡大
� 3月� �中国・広州冷延プロジェクト

（Ⅱ期）基本合意

� 4月� �HOP活用次世代TMCP
厚鋼板受注拡大、累計10
万トン

� 5月� �鉄系焼結材のドリル加工
衝撃低減材「JFM3」開発

� 6月� �「スーパーコア10JNEX」、
トヨタ自動車HV新車種
採用拡大

� 8月� �超高張力冷延鋼板「WQ
ウ ル ト ラ ハ イ テ ン 」
1180MPa級開発

� 3月� �クロメートフリー鋼板
「エコフロンティアJM」
開発

� 5月� �福山第4高炉（4次）火入れ
� 6月� �東日本製鉄所、大運動

会実施
� 7月� �西日本製鉄所、所内ク

リーンコンテスト実施
� 8月� �西日本製鉄所、特別安

全指導職場指定
�10月� �千葉No.1EGL生産活動

終了
�12月� �西日本製鉄所、安全J1

開始
� 1月� �福山4CGL稼動
� 1月� �知多小径シームレス管工

場増強完了
� 1月� �京浜、使用済みプラスチッ

ク微粉化プラント建設
� 2月� �海外事務所ネットワーク

本格運用開始
� 3月� �東日本製鉄所HK-1表彰

開始

� 4月� �シニア・エキスパート制度改訂
� � ・雇用基準設置
� � ・月例賃金改訂
� � ・賞与の業績連動化
� � ・退職金新設
� � ・�時間外労働割増賃金の改訂
� 8月� �第77回都市対抗野球大会で

東日本野球部初のベスト8
進出

�11月� �第33回社会人野球日本選手
権に東日本野球部出場

� 3月� �倉敷・福山・知多に新寮完成

2007 � 4月� �東日本製鉄所、総務・労働
人事・業務部を再編

� 6月� �バンクーバー事務所廃止
�10月� �中国・内蒙古オルドスEJM�

拡張合意
�12月� �中国・GJSS冷延プロジェ

クト起工式
� 2月� �米・AKスチールに980MPa

級ハイテン製造技術のライ
センス供与実施（780MPa
級：2009年12月）

� 3月� �事務所統合による、マレー
シア事務所と香港事務所
の廃止

� 5月� �JFEスチール初のCDMプ
ロジェクトとして、PSCの
焼結排熱回収事業承認

� 6月� �超 大 型コンテナ船 用
460MPa級高強度鋼板、
共同開発

� 9月� �1180MPa級超高張力熱
延鋼板「NANOハイテン」
開発

�12月� �粉末冶金用高強度Niフ
リー合金鋼粉「JIP�FM�
1000」開発

� 1月� �亜鉛鍍金高耐食性鋼板
「エコガル」開発

� 1月� �造船用耐食鋼「JFE-SIP-
OT」開発

� 2月� �バラストタンクの塗装
劣化抑制鋼「JFE-SIP-BT」
開発

� 5月� �京浜新酸洗・冷間圧延
機連続化

� 6月� �西日本製鉄所、適時・適
量・適質活動実施

� 6月� �西日本製鉄所、リスクア
セスメント普及活動の
KY-リスクアセスメントコ
ンテスト開始

� 9月� �西日本製鉄所、環境家計
簿開始

�10月� �全地区薄板生産管理シ
ステム再構築完了

�12月� �スチール研究所、「THiNK�
SMART」薄板建材エリ
ア新設

�12月� �西日本製鉄所、しまっし
てきばるプロジェクト開始

� 1月� �業務の再構築活動開始
� 3月� �知多製造所「仕事力」向

上プロジェクト開始

� 4月� �人 材育成システム導入
（2006年10月導入の東日本
総合人材育成システムを全
社へ拡大）

� 4月� �住宅制度改訂（借上社宅・借
上寮の導入、 独身者の寮入
居期間改訂）

� 6月� �業績連動賞与決定方式改訂
� 8月� �第77回都市対抗野球大会に

西日本野球部出場
�11月� �第34回社会人野球日本選手

権に東日本野球部出場
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詳細年表／ JFEスチール

年度 経営 商品・技術開発、環境関連 製造 人事・労務・福利厚生、運動部、地域貢献

2008 � 4月� �ニューデリー事務所開設
� 4月� �スチール研究所、環境プ

ロセス研究部新設
� 4月� �シドニー事務所ブリスベ

ンに移転
� 9月� �独・TKSに「JAZ」製造技術

供与完了
�10月� �ブラジル鉄鉱石生産・販

売会社NAMISAへの資本
参加に合意（12月に株式
取得）

� 2月� �独・ラッセルシュタインとの
技術協力契約締結

� 8月� �鉄系焼結材の切削加工
具の磨耗低減材「JFM4」
開発

�11月� �980MPa級電縫鋼管を自
動車骨格構造部材に世界
初採用

� 1月� �焼結�水素系気体燃料吹き
込み技術「Super-SINTER」
開発

� 3月� �「つばさ杭」（開端タイ
プ）開発、鉄道基礎に
初採用

� 8月� �京浜新型シャフト炉稼動
� 9月� �知多中径シームレス管

工場増強完了
� 9月� �全社TV会議システム

稼動
� 1月� �東日本製鉄所、バリュー

アップ20活動開始
� 1月� �東日本製鉄所、省エネ

キャラバン開始
� 1月� �西日本製鉄所、Gxプロ

ジェクト開始
� 1月� 倉敷第3高炉一時休止
� 2月� 福山第3高炉一時休止

� 4月� �裁判員制度対応（特別休暇要
件改訂）

� 4月� �ステップアップ休暇新設（勤
続10年5日）

� 4月� �育児休業期間改訂（最長2年
6カ月）

� 4月� �育児短時間勤務対象期間改訂
（満3才から小学校3年へ）

� 4月� �介護休業期間改訂（2年6カ月）
� 4月� �積立休暇付与事由を拡大（ボ

ランティア・家族の介護）
� 4月� �シニア短日数勤務制度新設
� 4月� �独占禁止法対応（懲戒条文を

改訂）
� 8月� �第79回都市対抗野球大会で

JFE東西両野球部が準々決
勝に進出

�11月� �第35回社会人野球日本選手
権で西日本野球部が2回戦
進出

2009 � 4月� �JFE技研の統合、それに伴
うスチール研究所職制改正

� 4月� �輸出営業部門再編（熱延鋼
材輸出部、冷延鋼材輸出
部新設）

� 4月� スラグ事業推進部新設
� 5月� 役員報酬を一部返上
�10月� �グループ会社再編・統合
����������（品川リフラクトリーズ
������������発足）
�11月� �インド・JSWスチールと戦

略的包括提携契約締結
�12月� �豪・Qコールバイヤウェン炭

鉱権益取得
� 2月� �マレーシア・マイクロンへ

出資
� 2月� �ベトナム・SUNSCO（現・

Maruichi� SUNSCO）へ
出資

� 6月� �成形加工性に優れる耐
磨耗性鋼板「JFE -EH -
EF」開発

� 1月� �豪・ゴーゴンプロジェクト
向けラインパイプ17万ト
ン受注

� 1月� �Moフリー高耐熱フェライ
ト系ステンレス鋼「JFE-
TF1」開発

� 2月� �高耐摩耗熱処理レール
「SP3」初出荷

� 5月� �「Super -CR」京浜で稼動
� 6月� �東日本製鉄所、現場力貢

献賞制定
� 8月� �東日本製鉄所、現場力・

技術力No.1プロジェク
ト開始

� 2月� �倉敷第3高炉（4次）火入れ
� 2月� �最適生産販売計画シス

テム「JFE-FlessaⅠ」稼動

� 4月� �大幅減産に対応した労務施
策を実施（～ 2010年3月特
別休日の適用条件変更、シ
ニア・エキスパート社員の
短日数勤務化、休業の実施6
月～ 12月）

� 9月� �知多サイエンストーク開催
�11月� �第36回社会人野球日本選手

権で西日本野球部が2回戦
進出

2010 � 4月� �社長に林田英治が就任
� 4月� �グループ会社再編・統合

（JFE西日本ジーエス発足）
� 4月� �不動産部と蘇我臨海開発

部を統合
� 4月� �輸出営業部門再編（厚板・

形鋼輸出部新設）
� 4月� 電磁鋼板営業部新設
� 4月� �製銑技術部、製鋼技術部

新設
� 5月� コークス技術部新設
� 7月� �中国・攀成伊紅石油鋼管

（PYP）へ出資
� 7月� �インド・JSWスチールへの

資本参加と技術協力につ
いて合意

�10月� �鋼材研究部新設（厚板・形
鋼研究部と棒鋼・線材研究
部を統合）

�10月� 原料部2部体制へ
�10月� �タイで初の自動車用溶融亜

鉛鍍金ラインの建設決定
�11月� �ベトナム・スパイラル鋼管

製造会社買収
� 3月� �豪・インテグラ炭鉱権益追

加取得
� 3月� �ブラジル・ニオブ鉱山企業

CBMMに共同出資（日韓
連合）

� 3月� �不動産部廃止、JFE都市開
発から事業承継

� 5月� �建築構造用高強度鋼
「HBL385」板厚の拡大
が、国内初の大臣認定取得

� 7月� �「東京スカイツリー」向け
高強度円形鋼管「P-400T」
「P-500T」「P-630T」納入

� 8月� �粉末冶金用高強度Niフリー
合金鋼粉「JIP�FM1300」
開発

� 8月� �経産省2国間制度FS受託
（PSCへの省エネ技術導
入調査）

�11月� �「マリンブロック」を用い
たサンゴ礁再生実証試験
をインドネシアで開始

�12月� �ラインパイプ用電縫鋼管
「マイティーシーム」開発

� 1月� �440MPa級高張力鋼板
「ユニハイテン」初採用

� 4月� �西日本製鉄所、健康力増
進プロジェクト開始

� 5月� �安全優良認定制度を千
葉にも導入

� 5月� �福山製鋼能力増強完了
� 6月� �福山第5コークス炉2号

CDQ設備稼動
� 8月� �「THiNK�SMART」土木

建築用鋼材展示エリア
リニューアル

�12月� 福山5CAL稼動
�12月� �倉敷第6コークス炉B団

稼動
� 2月� 千葉開所60周年
� 2月� �福山COURSE50CO2

物理吸着ベンチプラント
稼動

� 2月� �厚板「Super -OLAC-A
（Advance）」、福山地区
で本格稼動

� 4月� �介護休業制度改訂（育児・介
護休業法に対応）

� 4月� �会社創立記念日を休日に改訂
� 4月� �シニア・エキスパート制度改訂

（シニア短日数勤務制度の
廃止、統合）

� 4月� �積立休暇をWLBS休暇へ名
称変更（WLBS休暇累積限
度日数を改訂50日→60日、
WLBS休暇付与要件を拡大）

� 5月� 選択年金制度新設
� 8月� �第81回都市対抗野球大会

で東日本野球部が準々決勝
進出

�11月� �第37回社会人野球日本選手
権に東西両野球部出場

� 3月� �東日本大震災により、総合職
系採用選考活動を延期

年度 経営 商品・技術開発、環境関連 製造 人事・労務・福利厚生、運動部、地域貢献

2011 � 4月� �グループ会社再編・統合
（JFE東日本ジーエス発
足、JFEライフと南愛知タ
ウンサービス統合）

� 4月� ベトナム事務所開設
� 5月� �中国・GJSS冷間圧延ライ

ン稼動
� 5月� パキスタン・ISLへ出資
� 6月� �中国・GJSS連続焼鈍ライ

ン稼動
� 6月� �ブラジル鉄鉱石生産・販売

会社NAMISA株式追加
取得

� 6月� �ムンバイ事務所、ドバイ事
務所新設

� 6月� 電機・機能材研究部廃止
� 7月� �東日本大震災復興協力班

新設
�10月� �JFEコンテイナー・中国で3

か所目の拠点「杰富意金属
容器（江蘇）」稼動

� 1月� ダイバーシティ推進室新設
� 3月� �中国・GJSS第2溶融亜鉛

鍍金ライン稼動
� 3月� �広州プロジェクト推進班

廃止

� 5月� �宮古島「マリンブロック」上
でサンゴ産卵確認

� 7月� �NEDO2国間制度FS受託
（JSWへの各種省エネ技
術導入調査）

� 9月� �北海・ノルウェー海油田開
発プロジェクト向け「マイ
ティーシーム」3.5千トン
受注

�10月� �440MPa級高張力GA鋼
板「ユニハイテン」初採用

�10月� �環境負荷低減厚板「LP鋼
板」、累計受注が50万ト
ンに

�11月� �鉄鋼スラグを活用した地
中空洞修復工法開発

�12月� �高機能化成処理鋼板「エ
コフロンティアJX」開発・
商品化

� 5月� �福山第3高炉（4次）火入れ、
第2高炉休止

� 5月� �西日本製鉄所、倉敷及
び福山4S相互診断活
動開始

� 7月� �倉敷地区開設50周年
�10月� �千葉地区、安全特別プロ

ジェクト活動
�10月� �福山UOE鋼管製造設

備増設
�11月� �京浜「フェロコークス」製

造パイロットプラント稼動
� 1月� �千葉地区、防災特別プロ

ジェクトチーム発足
� 3月� �東日本製鉄所エネルギー

コスト20％削減プロジェ
クト開始

� 4月� 主幹職制度導入
� 4月� �WLBS休暇付与要件と半日

単位の付与要件を拡大（小学
校卒業前の子の学校行事へ
の参加など）

� 5月� �海外短期派遣研修開始
� � �（5月～若手技術系社員海外

論文発表、9月～インド語学
研修）

�10月� 確定拠出年金制度へ移行
�10月� �知多製造所、はんだ緑のカー

テンコンテスト優秀賞受賞
�10月� �西山彌太郎・千葉歴史記念館

開館
� 2月� 休業実施（～5月）

2012 � 4月� �電炉4社統合、新「JFE条
鋼」発足

� 4月� �缶用鋼板セクターと缶用鋼
板セクター部新設

� 4月� 設備計画部新設
� 4月� �缶用鋼板営業部、薄板輸

出部新設
� 4月� �スチール研究所、界面科学

研究部新設
� 4月� �第1関連企業部と第2関連

企業部を統合
� 4月� �東日本製鉄所、総務部分割
� 7月� �米・CSIが2基目の電縫管

製造設備新設を決定
� 8月� �インド・JSWスチールへの

自動車用鋼板製造技術の
供与について合意

� 9月� �ソーラーシリコン事業部
廃止

�10月� �タイ・サハビリヤスチール、
伊藤忠丸紅鉄鋼と協力関
係強化について合意

�10月� �米・Benoitの油井管事業
買収決定

�12月� �インド・JSWスチールへの
無方向性電磁鋼板製造技
術供与について合意

� 2月� �カザフスタン・KSPスチー
ル社、伊藤忠丸紅鉄鋼と協
力関係強化について合意

� 2月� �タイ・コールド・ロールド・ス
チールへの出資比率引き
上げ

� 7月� �経産省2国間制度FS受託
（ベトナムにおける環境配
慮型高炉一貫製鉄所建設
に関する調査）

� 2月� �ノルウェー海天然ガス田
開発プロジェクト向けライ
ンパイプ32.5万トン受注
（過去最大数量）

� 3月� �横浜・八景島シーパラダ
イスの新施設「うみファー
ム」に「マリンブロック」な
どの鉄鋼スラグ製品採用

� 3月� �山口県岩国市沿岸の藻場
生育基盤造成に鉄鋼スラ
グ採用

� 4月� �東日本製鉄所資材費削
減プロジェクト開始

� 6月� 京浜地区開設100周年
� 6月� �西日本製鉄所、西日本特

別安全プロジェクト発足
�10月� �西日本製鉄所物流費削

減プロジェクト開始
�11月� �水島合金鉄・堅型製錬炉

の2号炉新設

� 8月� �第83回都市対抗野球大会に
東西両野球部出場、東日本
野球部がベスト4進出

�11月� �第39回社会人野球日本選
手権に東西両野球部出場
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詳細年表／ JFEエンジニアリング

年度 経営 営業・事業・プロジェクト 技術開発・製品開発

2003 � 4月� �JFEエンジニアリング発足
� � 社長に土手重治が就任
� 4月� �事業部カンパニー制の採用
� 2月� �JFE工建株式会社のJFEグループ完全

子会社化

� 6月� �マレーシア・ゲンティン都市環境プラ
ント竣工

� 6月� �石川県津幡町循環式流動汚泥焼却設備
稼動

� 7月� �香港国際金融センター 2竣工
� 9月� �大阪ガス向け近畿幹線京滋ライン

竣工
� 1月� �勇払プロジェクト（プラント増強工事・

坑井基地およびパイプライン敷設工事）
竣工

� 4月� �「廃棄物高温ガス化直接溶融プロセ
ス」、日本機械学会技術賞受賞

� 4月� �次世代ストーカ炉「ハイパー21ストー
カシステム」基本技術を苫小牧市沼ノ
端クリーンセンターにて実証

�11月� �ダイオキシン類や水銀等の重金属を高
効率で吸着除去する廃棄物焼却炉用排
ガス処理装置「ガスクリーンDX」販売
開始

�12月� �「高温空気燃焼制御技術を利用したス
トーカ型次世代廃棄物焼却技術の開
発」、日本燃焼学会技術賞受賞

2004 � 4月� �新基幹システムEseeds導入
� 4月� �あすか創建発足
� 4月� �国際事業センター設置
�10月� �JFE環境、ジャパン・リサイクルおよび

JFEアーバンリサイクルの3社を、JFEス
チールからJFEエンジニアリングへ移管

� 4月� �「福山リサイクル発電」営業運転開始
� 9月� �国内最大級の沼津港水門「びゅうお」

竣工
� 2月� �日本最大級の愛知豊明花卉市場流通棟

竣工
� 2月� �美原大橋竣工
� 3月� �東京外環自動車道鷹野北高架橋竣工
� 3月� �横浜にプラスチックリサイクルの新工場

竣工

�10月� �汎用運転状況予測・最適化技術
「muSe」によるソリューションビジネス
展開

�11月� �「JFEハイパー 21ストーカシステム」、
ウェステック大賞2004プラント部門
賞受賞

�11月� �「ハイブリッドケーソンの開発と普
及」、日本鋼構造協会業績賞受賞（五
洋建設、東亜建設工業、（財）沿岸開発
研究センターと共同受賞）

2005 � 4月� �社長に齊藤脩が就任
� 4月� �羽田空港プロジェクトチーム設置
�10月� �SSWJプロジェクトチーム設置

� 4月� �倉敷に木質系廃棄物リサイクルの新工
場竣工

�12月� �岩国ウッドパワーバイオマス発電所
竣工

� 2月� �ウインドパーク美里風力発電所竣工

�10月� �水和物スラリを用いたオフィス、
� � 工場等向け空調システム販売事業化
�12月� �DMEディーゼルエンジンで画期的な

低NOx化達成
� 2月� �イタリア廃棄物処理企業最大手のソラ

イン・チェッキーニグループに、高温ガ
ス化直接溶融技術供与

2006 � 5月� �営業部門、管理部門の大部分を鶴見へ
移転（東京本社・横浜本社の2本社体制
へ）

�10月� �環境エンジニアリングを分社化、JFE
プラント＆サービスに承継し、JFE環
境ソリューションズへ商号変更

� 8月� �タイIRR橋竣工
� 1月� �名古屋ミッドランドスクエア竣工

� 4月� �「水和物スラリを用いた新空調システ
ムの開発と実用化」、日本産業技術大賞
内閣総理大臣賞受賞

� 5月� �らせん状の多角形カーボンナノチューブ
発見

2007 � 4月� �産業機械エンジニアリング統括本部
新設

�10月� �JFE環境ソリューションズの産業機械
系事業のメンテナンス分野を会社分割
し、JFEテクノスに承継

� 3月� �ユニバーサル造船株式をJFEホール
ディングスへ売却

� 4月� �喜入VOC回収プラント竣工
�11月� �ベトナムズンクワット海底管完工
� 3月� �川崎アゼリアに水和物スラリ空調納入
� 3月� �葛西サイクルツリー完成

� 6月� �タイIRR（橋梁）、エンジニアリング振興
協会功労者賞受賞

�10月� �東芝プラントシステムと蒸気タービンの
設計・製造に関するアライアンス締結

�10月� �JFE環境の「蛍光管リサイクルシステ
ム」、（財）クリーン・ジャパンセンター
資源循環技術システム表彰と経済産業
省産業技術環境局長賞受賞

�11月� �「水和物スラリを用いた空調システム
の開発」、日経地球環境技術賞受賞

2008 � 4月� �社長に岸本純幸が就任
� 4月� �川鉄橋梁鉄構をJFEエンジニアリングに

吸収合併
� 8月� �東京本社移転�

（新丸ビル→日本ビル）
�10月� �JFEエンジニアリング上海設立

� 5月� ��中国の胡錦濤国家主席がリサイクル
工場視察

� 9月� �紀州バイオマスボイラ竣工
�12月� �SSWJプロジェクト完工
� 1月� �中国・青島都市環境プラント受注
� 2月� �勇払天然ガス処理プラント完工
� 3月� �東京湾東西連係ガス導管竣工
� 3月� �兵庫県国崎クリーンセンターストーカ

炉竣工

� 5月� �「J-Star�Welding」を活用した高効率
狭開先溶接技術を実用化（JFEスチー
ルと共同開発）

� 6月� �「次世代型ストーカ式焼却炉」、日本産
業機械工業会会長賞受賞

� 8月� �立体機械式駐輪場「サイクルツリー」、
日本機械学会優秀製品賞受賞

� 8月� �バラスト水管理システムの船上実証試
験を開始（日本郵船グループのMTI社
と共同実証）

年度 経営 営業・事業・プロジェクト 技術開発・製品開発

2009 � 4月� �JFE工建、JFE環境ソリューションズ他2
社の機能分担会社事業をJFEエンジニ
アリングへ吸収再編・統合

� 4月� �本部事業部体制へ移行
� 4月� �JFE技研のエンジニアリング研究関連

機能がJFEエンジニアリングへ移管、技
術研究所新設

� 4月� �国際事業センターを廃止、営業機能は各
本部へ移管し、海外運営管理・支援機能
等は国際業務部を新設

� 4月� �横浜本社整備（本館1～3号館体制、ベイ
プラザ食堂リニューアル）

� 9月� �ドキュメントセンター新設、プリンター複
合機全社に導入

�11月� ジャパントンネルシステムズ設立
� 1月� �ジョブチャレンジ制度開始

� 5月� �麻生首相（当時）が川崎アゼリアのネオ
ホワイト空調システムを視察

�12月� �川越火力発電所LNG設備増強工事受注

� 6月� �原油タンカー排出VOC回収プロジェ
クトチーム、エンジニアリング振興
協会功労者表彰受賞（新日本石油、
NIPPO、新日本石油基地と共同受賞）

� 7月� �「次世代CO2アーク溶接技術『J-STAR�
Welding』の開発と高能率溶接技術の
実用化」、ものづくり日本大賞優秀賞
受賞（JFEスチールと共同）

� 3月� �バラスト水処理装置「JFEバラスト
エース」、IMOの最終承認取得

2010 � 4月� �技術研究所にシンクタンク機能を加え
て、総合研究所へ名称変更

� 4月� �エヌエス・ユシロの株式取得
� 5月� �タケエイと業務提携
�10月� �横浜本社、正門整備
�11月� �フランクフルト支店開設
�11月� �ムンバイ支店開設
�11月� �ベトナム支店開設
� 1月� �横浜本社、汐入門新設
� 3月� �東日本大震災発生、被災地インフラ復

旧への対応

� 4月� �マレーシアのナジブ首相がリサイクル
工場を視察

� 6月� �シンガポール・スカイパーク竣工
� 9月� �「JFEバラストエース」国産第一号機を

搭載
� 9月� �JAPEX片貝天然ガスプラント稼動
�10月� �羽田空港D滑走路共用開始
� 2月� �伊王島大橋完成
� 3月� �ハイブリッドケーソンによる衣浦港護岸

完成
� 3月� �大井埠頭に世界初のコンテナ立体格納

庫完成

� 5月� �羽田空港D滑走路桟橋部コンクリート
床版の大規模急速施工、プレストレス
トコンクリート協会協会賞受賞

� 5月� �羽田空港Ｄ滑走路連絡誘導路橋、土木
学会田中賞（作品部門）受賞

� 5月� �東京国際空港新滑走路の建設－桟橋と
埋立の複合構造を有する大規模海上空
港の設計および施工が、土木学会（技
術賞）受賞

� 5月� �「JFEバラストエース」国産第一号機実
用化

� 7月� �ジャケット式桟橋の長期防食システム
（羽田プロジェクト）、国土技術開発賞
優秀賞受賞（新日鉄エンジニアリング
と共同受賞）

� 9月� �太陽熱発電プラント事業に本格参入
�11月� �羽田空港Ｄ滑走路、世界初の鋼製ジャ

ケットによる桟橋式空港整備で日本鋼
構造協会協会賞受賞（11月）

�12月� �都市環境プラント「ハイパーＺ」シリー
ズ販売開始

2011 � 4月� �海外事業本部新設
�10月� �東神奈川に新独身寮完成
�10月� �フランクフルト支店をウィーン支店と

統合、JFEエンジニアリングヨーロッ
パ設立

�12月� �パイプライン本部新設
�12月� �JFEエンジニアリング北京設立
� 3月� �三洋電機保有のJFEアーバンリサイクル

株式取得
� 3月� �JFEキャリアナビ設立

� 4月� �横浜市と国際技術協力に関する連係協
定を締結

� 7月� �岩手八幡平地熱発電事業化調査開始
� 7月� �伏木富山港（新湊地区）道路（東西線）橋

梁完成
� 9月� �仙台市向け震災廃棄物焼却炉の1号機

が運転開始
�10月� �世界初の水平式サイクルツリーが相模

原駅前に完成
�12月� �中国・青島都市環境プラント竣工
� 2月� �女川原子力発電所に大容量電源装置

設置
� 2月� �アメリカで電気自動車用急速充電器

「ラピダス」設置
� 3月� �新潟市新田清掃センター竣工

� 7月� �ジャケット式桟橋の長期防食工法シス
テム（羽田プロジェクト）�がものづく
り日本大賞受賞

� 7月� �シンガポール・スカイパークプロジェ
クトチーム、エンジニアリング功労者
賞、シンガポール鋼構造協会デザイン
賞2010受賞

� 8月� �地中熱空調用汎用ヒートポンプユニッ
ト「GeoTOPIA」商品化

� 9月� �世界初の電気自動車用超急速充電器
「スーパーラピダス」商品化

�10月� �「ソーラーテクノパーク」でタワー集光
型太陽熱発電実証開始

�10月� �電気自動車用急速充電器「ラピダス」、
グッドデザイン賞受賞

�11月� �日本初の溶融亜鉛めっき工場の廃酸か
らの亜鉛リサイクル技術確立

2012 � 4月� �JFEエンジニアリングUSA設立
� 4月� �JFEテクノスとJFE三重テックサービスを

事業統合
� 4月� �建築鉄構事業から撤退、清水製作所を

閉鎖
� 4月� �ジョブプロポーザル制度開始
� 6月� �弁天橋駅前開発、シーフォーレリニュー

アル
� 7月� �東京本社移転（日本ビル→丸の内トラス

トタワー）
� 9月� JR�鶴見駅前に企業内保育園開設

� 4月� �京急川崎駅駐輪場「サイクルツリー」完成
� 4月� �沖縄で伊良部大橋主航路部を架設
� 7月� �コンテナクレーン、苫小牧港で完成
� 7月� �再生可能エネルギー全量買取（FIT）適

用第1号のメガソーラー完成
� 9月� �石巻ブロック震災廃棄物焼却プラント

竣工
�10月� �福山プラスチックマテリアルリサイク

ル工場稼動
�10月� �モンゴル最大の鋼製橋梁「太陽橋」完成
�12月� �国内7地区でのメガソーラー発電所建

設・運営に参入

� 4月� �「ネオホワイト蓄冷パック」販売開始
� 7月� �震災復興プロジェクトチーム、エンジ

ニアリング協会功労者賞受賞
� 7月� �コンテナ立体格納庫、国土技術開発賞

優秀賞受賞
� 7月� �国土交通省の下水道革新的技術実証事

業受託
� 3月� �「JFEバラストエース」受注260隻突破
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詳細年表／ユニバーサル造船 詳細年表／ JFE商事

年度 事項

2004 � 8月� JFE商事ホールディングス発足
� � 社長に成木宏雄が就任
�10月� 川鉄商事とエヌケーケートレーディングが合併、JFE商事発足
� � �川鉄商事の会社分割により、川商フーズ、川商セミコンダクター（現・JFE商事エレクトロニクス）、川商リアルエステート（現・JFE商

事不動産部）発足
�12月� 豪州カーボロダウンズ炭鉱、グレニスクリーク炭鉱（現・インテグラ炭鉱）の権益取得

2005 � 4月� JFE商事社長に佐藤脩が就任
� 4月� 第1次中期経営計画スタート
� 6月� JFE商事ホールディングス会長に同社の成木社長、社長にJFE商事の佐藤社長が就任
� 8月� 中国・広州川電鋼板製品有限公司設立

2006 � 6月� 7期ぶりに5円配当実施
� 7月� ベトナムにJFE�SHOJI�STEEL�VIETNAM�CO.,LTD設立
� 8月� JFE商事造船加工設立

2007 � 4月� 会長に佐藤脩社長が、社長に福島幹雄が就任
� 5月� 豪州ソノマ炭鉱プロジェクトへの投資を決定
� 6月� JFE商事ホールディングス会長にJFE商事の佐藤会長、社長にJFE商事の福島社長が就任
� 7月�「A＋」の格付け取得
�10月� 基幹システム「J-BEAT」稼動
�12月� 中国・青島川電鋼板加工有限公司、設備増強
� 3月� インドJFE商事会社設立

2008 � 6月� 川商フーズの「ノザキのコンビーフ」、60周年を迎える
�10月� 業務改革プロジェクトチーム発足、業務改革スタート
� 1月� 初の中東拠点、ドバイ支店開設
� 3月� ソウル支店と釜山出張所の業務を韓国JFE商事会社に一本化

2009 � 4月� 第２次中期経営計画スタート
� 5月� 中国・江蘇川電鋼板加工有限公司、設備増強
� 9月� 自己株式（A種優先株式）37,047,766株の一括取得および消却（2004年3月川鉄商事発行のA種優先株式6,000万株償還完了）
� 3月� 中国・煙台東海薄板有限公司の出資持分を約5％取得

2010 � 6月� タイに新鋼材加工センター Steel�Alliance�Service�Center�Co.,�Ltd(SASC)設立
�10月� 豪州バララバ、ウォンビンディ権益取得（過去最大の石炭権益）
� 1月� 川商セミコンダクターと川商エレクトロニクスが統合し、新会社JFE商事エレクトロニクス発足
� 1月� インドに鋼材加工センター JFE�SHOJI�STEEL�INDIA�PRIVATE�LTD設立
� 3月� 東日本大震災発生後、東京本社に災害対策本部設置

2011 � 4月� JFE商事ホールディングスとJFE商事との合併契約締結を発表
� 4月� 人材育成チーム発足元年として、人材育成理念と基本方針策定
� 5月� 豪州コドリラ石炭鉱区の権益取得
�10月� JFE商事と川商リアルエステートが合併し、不動産部新設
�10月� JFEグループ内の組織再編により、JFEホールディングスによるJFE商事完全子会社化の基本合意書締結

2012 � 4月� 第3次中期経営計画スタート
� 4月� JFE商事によるJFE商事ホールディングスの吸収合併
�10月� JFEホールディングスの事業会社へ
�11月� 大手町フィナンシャルシティ・ノースタワーに東京本社移転

年度 経営 商品開発 営業

2002 �10月� �ユニバーサル造船発足（品川区大井）
�10月� 会長に田澤謙三、社長に上篠剛彦が就任

�11月� �15万トン型スエズマックスタンカー、ユニバー
サル造船として初めて引渡し

� 3月� �20万トン型バルクキャリア（通称瀬戸内マッ
クス）第1船引渡し

� 3月� �掃海艇「うくしま」「いずしま」引渡し

2003 � 4月� �「CC5運動」開始
� 7月� �京浜事業所アルミ工場完成
�10月� �神奈川工場を京浜事業所に集約
�11月� �舞鶴事業所開設100周年
�12月� �京浜事業所、1号ドック（修理ドック）新設

�10月� �20万7千トン型バルク
キャリア開発

� 3月� �18万トン型バルクキャリ
ア開発

� 3月� �AHTSV開発　

� 9月� �神奈川工場最後の掃海艇「あおしま」進水
� 2月� �掃海艇「あいしま」引渡し

2004 � 4月� �「チャレンジ15運動」開始
� 4月� �自動車・トラック専用船の船型を特許庁へ意

匠登録（商船三井と共同開発）
� 8月� �本社をミューザ川崎へ移転（川崎市）
� 8月� �舞鶴事業所、2号ドック拡張
�12月� �舞鶴事業所、「匠資料館」開設
� 3月� �津事業所、ダブルハルバルクキャリア建造

対応設備改善実施

� 6月� �有明事業所、プロダクトミックス第1船20万
トン型バルクキャリア引渡し

� 7月� �関西電力向けPR館引渡し
� 9月� �8万2000㎥型LPG船「ORIENTAL�QUEEN」

引渡し
�11月� �7万トン型プロダクトタンカー引渡し
� 2月� �掃海艇「あおしま」「みやじま」引渡し
� 3月� �補給艦「おうみ」引渡し

2005 � 4月� �「SV運動」開始
� 1月� �ロンドン事務所移転
� 2月� �京浜事業所、オフショア支援船連続建造開始

� 6月� �30万トン型オアキャリア
開発　

�11月� �81トン型ユニマックスバ
ルクキャリア開発

� 2月� �掃海艇「ししじま」引渡し
� 3月� �因島事業所、7艦艇同時修理実施

2006 � 4月� �「SV2運動」開始
� 6月� �会長に芦川末良、社長に竹内信が就任
�11月� �舞鶴事業所、250トンクレーン設置

� 1月� �ユニマックス�VLCC�開発 � 4月� �砕氷バルクキャリア「UMIAK�Ⅰ」引渡し
� 4月� �海上保安庁、大型巡視船PL第1船引渡し
� 9月� �アイスクラス・スエズマックスタンカー引渡し
� 9月� �オフショア支援船第1船「AQUA�MARINE」引渡し
�12月� �160DWTタンカー第1船引渡し
� 2月� �掃海艇「くろしま」引渡し
� 2月� �箱根芦ノ湖観光遊覧船「ビクトリー」引渡し

2007 � 4月� �「SV3運動」開始
�11月� �技術研究所、船型試験水槽設置30周年
� 3月� �JFEホールディングスの事業会社へ

�10月� �190トン�ボラードプル
AHTSV開発　

�11月� �160万トン型タンカー開発
� 2月� �80トン型バルクキャリア

CSR開発

� 5月� �ユニマックス（30万トン型）オアキャリア第1船
引渡し

� 6月� �7万5000㎥型地中海マックス�LNG船第1船
「CHEIKH�EL�MOKRANI」引渡し

�11月� �207DWTバルクキャリア�第1船�引渡し
�11月� �81DWTバルクキャリア�第1船
� �「TRITON�OSPREY」引渡し
� �（LEADGE-BOW�初採用）

2008 � 4月� �「UP5運動」開始
� 4月� �アイ・エイチ・アイ�マリンユナイテッドと経

営統合検討開始
� 6月� �社長に三島愼次郎が就任
� 6月� �有明事業所、5組総組場移動建屋竣工
� 3月� �FRP組立工場完成
� 3月� 各所でPSPC関連塗装棟新設

� 5月� �Sea-Naviを開発
� 7月� �18万トン型バルクキャリ

アCSR開発
� 3月� �20万5千トン型バルク

キャリアCSR開発

� 3月� �掃海艇「やくしま」引渡し

2009 � 4月�「ABC運動」開始
� 4月� 有明事業所、安全研修センター開設
� 6月� 津事業所、NCマーキング印字装置増設
� 7月� ユニバーサル特機を分社化
� 3月� �津事業所、新独身寮・社宅完成

� 5月� �砕氷艦「しらせ」引渡し
� 6月� �イージス艦「みょうこう」のBMD特別改造工事

完工
� 2月� �最後の木造掃海艇「たかしま」引渡し
� 3月� �ユニバーサル特機、94式除染装置200台目を

陸上自衛隊に納入

2010 � 4月� �「Innovation�10�運動」開始
� 4月� �次世代船開発部新設
� 3月� �有明事業所、塗装工場第8棟増築

� 8月� �水エマルジョン燃料をNK・
ナノマイザーと共同開発

� 8月� �ハイブリッド過給機を開発
� 8月� �スーパーマラッカ開発

� 6月� �EMERALD�LEADERへ、バラスト水処理シス
テム「JFEバラストエース」を搭載

�12月� �PSV連続建造開始

2011 � 4月� �「Innovation10�+�1運動」開始
� 4月� �特例子会社の有明ビジネスサポート設立
� 7月� �大連駐在員事務所（調達部）開設
� 7月� �津事業所第3特装工場竣工
� 8月� �事業所構造設計機能を本社に集約
� 9月� �有明事業所850トン台車導入
� 1月� �IHIMUとの経営統合に関する基本合意書

締結

� 7月� �24万トン型�バルクキャリア
開発

� 8月� �GHG排出を25％削減し
た次世代大型バルクキャ
リア「G209BC」を開発

�12月� �8万1千トン型省エネバル
クキャリア「G81BC」開発

� 5月� �ハイブリッド過給機搭載のバルクキャリア
「SHIN�KOHO」引渡し

� 7月� �ユニマックスVLCC第1船引渡し
� 8月� �PSV第1船引渡し
� 3月� �FRP掃海艇第1船「えのしま」引渡し

2012 � 4月� �「グローバルリーダー 2012」開始
� 8月� �有明事業所�1,200トンゴライアスクレーン

2基増設
� 1月� �統合新会社ジャパン�マリンユナイテッド

発足（港区芝）
� 2月� �J-DeEP�技術研究組合に参加

� 8月� �18万2千トン型省エネバ
ルクキャリア「G182BC」
開発

�11月� �省エネ船VLCC開発

� 1月� �12万トン型アフラマックスタンカーをジャ
パンマリンユナイテッドとして初の引渡し

� 3月� �FRP掃海艇�第２船「ちちじま」引渡し
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