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【ＣＥＯメッセージ】

すべての
ステークホルダー
の皆様へ
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皆様には、平素より温かいご支援、ご理解を賜り、

心から御礼申しあげます。

JFEグループは、発足以来、鉄鋼とエンジニアリン

グをコア事業とする世界有数の企業グループとし

て、持続的な成長と透明性の高い経営のための体

制づくりに邁進するとともに、グループ全体の収益基

盤の強化・拡大に努めております。

当社の経営を取り巻く環境は、急激に変化して

おります。

世界の鉄鋼需要は、中国・インドなどアジアを中

心とした国々で近年大きく伸びています。世界の粗

鋼生産量は、2001年に8億5,000万トンだったものが

2007年には13億4,000万トンと急増し、日本の2007年

度粗鋼生産量も1億2,151万トンと1973年度以来34

年ぶりに過去最高を記録しました。その反面、急激

な成長の負の側面として、原材料価格高騰問題が

顕在化しました。またアルセロール・ミタルの誕生や

タタによるコーラスの買収に代表されるような世界的

規模での鉄鋼業再編の動きからも引き続き目が離

せません。加えて、米国でのサブプライムローン問題

に端を発する世界的な信用収縮と景気減速の懸

念増大など、鉄鋼業を取り巻く環境は大きく変化し

ております。

鉄鋼と並ぶ当社のコア事業であるエンジニアリン

グ事業においては、公共事業削減が継続される一

方で、エネルギー、リサイクルの分野で新たなビジネ

ス機会が生まれるなど事業環境が大きく変化してお

り、事業の選択と集中を加速する大きな変革期を

迎えております。

こうした中で、すべてのステークホルダーの皆様と

ともに、長期的な信頼関係を築きながら企業として

持続的成長を図るためには、透明度の高い経営の

ためのコーポレートガバナンスやコンプライアンスの強

化、地球環境問題改善への貢献、働きがいのある

職場環境の提供など、企業としての社会的責任を

果たしてゆく必要があります。

当社は発足後、第１次中期経営計画（2003～

2005年度）において、統合効果を早期に実現する

ための諸施策を実行し、グローバル企業としてのス

タート地点に立つための経営基盤の確立に取り組

み、収益力の強化および財務体質の大幅な改善

を実施しました。

これに続く第２次中期経営計画（2006～2008年

度）では、世界的視野での飛躍に向けた地盤固め

の時期と位置付け、①安定的な高収益体質の確立、

②戦略的投資への柔軟かつ果敢な対応と研究開

発体制の強化、③CSRの推進とコーポレートガバナ

経営環境の変化
（急激な変化への対応）

ロ�ン�グ�タ�ー�ム�の経営�

株主� 従業�員�・�顧�客�・�地域�
（�株�主�以�外�の�ス�テ�ー�ク�ホ�ル�ダ�ー�）�

最終年度に入る第２次中期経営計画
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がら本年度は、直面する原材料価格高騰問題を克

服して、今後も持続的成長を図るための正念場の

一年になると認識しております。

JFEグループの中核をなす鉄鋼事業においては、

①国内生産基盤のさらなる増強、②海外生産体制

の強化、③海外アライアンス先との一層の関係強化

などを通じて、圧倒的な強みを持つ高級鋼の生

産・販売を増やし、収益の拡大と世界鉄鋼市場に

おけるプレゼンス拡大をめざしてまいります。

具体的には、国内での高級鋼10％増産（連結粗

鋼3,700万トン体制の確立）に着手します。加えて、

海外アライアンス先との一層の関係強化や、ブラジ

ルおよびタイをはじめとするアジア地域での高炉一

貫製鉄所の建設について事業採算性の検討を開

始いたします。今後、真のグローバルプレーヤーとし

て世界に飛躍するための新たな成長戦略を第３次

中期経営計画の中で検討してまいります。

当社は、3月17日に第三者割当による取得条項付

無担保転換社債型新株予約権付社債（いわゆるハ

イブリッド債）を3,000億円発行いたしました。これは、

前述の国内外での戦略投融資等に必要となる資

ンスの確立、④財務体質の改善、⑤積極的な株主

還元、を基本方針として取り組んでおります。

第2次中期経営計画では、年間5,000億円の経

常利益を安定的に獲得できる高収益体質の確立

に取り組んでおります。その結果、2006年度の連結

経常利益は5,135億円、2007年度は5,029億円とな

り、2005年度の5,173億円に続いて3期連続して経

常利益5,000億円の水準を達成することができまし

た。高付加価値商品の生産・販売の拡大を通じて

安定的な高収益体質の確立をめざす当社グループ

の戦略は、着実に実を結びつつあります。しかしな

新たな持続的成長戦略策定の年
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金を機動的に調達するために実施したものです。

エンジニアリング事業につきましては、引き続き

厳しい事業環境が続く中で、選択と集中および固

定費の削減による競争力強化を図る一方で、成長

が期待できる新エネルギー・省エネルギー・リサイ

クルなどの分野で、新技術を含めた積極的な対応

を図ってまいります。

当社は、3月31日にユニバーサル造船（株）の

84.9％の株式を取得し、傘下の連結子会社としまし

た。同社は4月16日に砕氷艦「しらせ」の命名・進水

式を挙行いたしましたが、大型タンカーや大型ばら

積船、ＬＰＧ／ＬＮＧ運搬船を主力商品とする、技術

造船事業の再編について

力の高い世界有数の造船会社です。

当社グループの中核である鉄鋼事業にとって、造

船事業は大きな鋼材需要部門であるばかりでなく、

最先端の素材・加工技術を協力して創造するなど、

商品・技術開発力向上の面からも非常に重要な産

業部門であり、健全で競争力のある造船事業の存

在は意義が大きいと考えております。連結子会社化

により、改めて造船事業を当社グループの中核事業

の一つと位置付けることにしました。

また4月8日に公表したとおり、当社と（株）ＩＨＩは、

その子会社であるユニバーサル造船（株）と（株）ア

イ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの経営統合に向

けて、具体的な検討に入ることについて合意いた

しました。
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世界の造船業界は旺盛な海運需要により高水

準の受注・建造を続けておりますが、韓国・中国造

船企業の積極的な受注拡大や設備増強により、国

際競争のさらなる激化が予想されています。加えて、

為替および資材調達面での不透明感もあり、造船

業の先行きは決して楽観できない状況にあります。

このような状況下で、我が国造船業が今後も持

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・設備投資・船種構成の見直し等

により、経営基盤を一層強化していく必要がある、と

の認識で両社の意見が一致し、経営統合に向けて

具体的検討に入ることになりました。

規模拡大による調達コスト削減や、連続建造、商

品開発力向上等を含めて統合後のあるべき姿につ

いて徹底的に議論・検討してまいります。

JFEグループでは、年間5,000億円程度の経常利

益を安定的に獲得できる高収益体質の確立をめざ

しております。これと並行して、株主をはじめとするす

べてのステークホルダーの皆様とともに、長期にわた

る信頼関係を築きながら企業として持続的に成長を

図るため、透明度の高い経営により企業価値・株主

共同の利益を長期的に維持・向上してまいります。

①コーポレートガバナンスの強化

第2次中期経営計画の基本方針の一つとして

コーポレートガバナンスの確立を掲げておりますが、

経営の透明性や公正性を徹底し、より一層の強化

を図る目的から、昨年より2名の社外取締役を選任

し、取締役の任期も1年としました。

内部統制の確立についても、従来から地道な取

り組みを進めてまいりましたが、｢グループCSR会

議｣の下に｢グループ内部統制委員会｣を設置し、グ

ループ全体の内部統制にかかわる基本方針や運

用状況の審議を行うなど、内部統制のさらなる強化

を図っております。

②株式の大規模な買付行為に関する対応

当社は2007年3月開催の取締役会において、｢当

社株式の大規模な買付行為に関する対応方針｣を

導入することを決議し、さらに、2007年6月の定時株

主総会において、その後2年間の継続について株

企業価値・株主共同利益の
維持・向上への取り組み

Environmental  Sustainability
環境

Economic  Growth
経済

Energy  Security
エネルギー
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主の皆様のご承認をいただきました。

本方針の導入は、当社株式にかかわる大規模な

買付行為の提案がなされた際、この提案内容が当

社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響に

ついて、当社株主の皆様が慎重に判断できるよう、

大規模買付者および当社取締役会の双方から必

要かつ十分な情報・意見・提案などの提供がなさ

れ、さらにそれらを検討するために必要かつ十分な

時間を確保することを目的としております。

③積極的な株主還元

当社は、株主への利益還元を最重要経営課題

の一つと考えております。第2次中期経営計画での

配当性向（連結ベース）の基本方針（25％程度）を踏

まえて、2007年度の配当を2006年度に引き続き120

円／株といたしました。また、積極的な株主還元の

観点から、2006年11月から2回にわたり合計約2,400

億円の自己株式を取得し、さらに2008年3月18日か

ら5月1日の間に約1,200億円の自己株を取得しまし

た。これらより、2007年度の配当性向は26.6％、総

還元性向は80.2％となりました。

JFEグループは、地球環境との共存や企業倫理

の徹底を掲げ、社会の期待に高い水準で応えるこ

とを目標に事業活動を推進してまいります。

環境問題に関しましては、「地球環境の向上を経

営の重要課題と位置付け、環境と調和した事業活

動を推進する」との環境理念のもと、すべての事業

活動における環境負荷の低減や省エネルギーに真

摯に取り組むことはもちろん、環境調和型の商品・

技術の開発・提供を進めてまいります。

また、コンプライアンスに関しましても、「グループコ

ンプライアンス委員会」の場で基本方針や事業会社

の施策を審議するほか、法令の周知徹底、企業倫

理ホットラインの認知度向上など、幅広い取り組み

を通じて、活動の徹底を図ってまいります。

私たちJFEグループは、多くのステークホルダーの皆

様との関わりの中で企業活動を展開してまいりまし

た。今後も、皆様のご協力を得ながら、企業としての

持続的成長を図り、企業価値を高めていく所存です。

私どもの今後の取り組みについて、忌憚のない

ご意見、ご助言を頂戴できれば幸甚に存じます。

2008年6月

JFEホールディングス株式会社

代表取締役社長（CEO）

環境・コンプライアンスについて




