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皆様へ

JFEホールディングス株式会社
代表取締役社長（CEO）

數土 文夫
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JFEグループの発足以来、皆様には、平素より温かいご

支援・ご理解を賜り、心から御礼申し上げます。

当社グループは、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を作り、収益基盤の強化・拡

大に努めております。

発足後の第1次中期計画（2003〜2005年度）と第2

次中期計画（2006〜2008年度）において、創設の狙いを

最大限に発揮することにより、収益性の高い企業体質の

確立と、将来の成長に向けた基盤作りに、着実に取り組み

ました。その結果、日本の製造業の中でも有数の、高収益

な企業グループと評価していただけるようになりました。

■ 急激な経営環境の変化への素早い対応
昨年のメッセージでは、「当社の経営を取り巻く環境は、

急激に変化している」「急激な変化への対応が必要であ

る」ことを冒頭に述べました。原材料価格高騰や、米国発

の金融危機・景気減速などの変化に、素早く対応すること

が重要な経営課題になると考えたためです。

懸念は現実となり、しかも実体経済の悪化の影響は、想

像以上の早さと大きさで経営に変化を迫る状況となりました。

JFEグループは、徴候の段階からいち早く対応し、在庫

圧縮、経費節減や設備投資の圧縮等の緊急コスト削減、

損益分岐点の低減活動に徹底的に取り組みました。JFE

スチールでは高炉2基を休止するなど、需給に見合う減産

も徹底しております。

2008年度は、前半に原材料価格や製品価格の交渉、

後半には経営環境悪化に対処する一連の緊急対策等を

実施し、売上高3兆9千億円強、経常利益4,005億円を

計上することができました。

■ 3つの輪
当社グループは、株主・お客様・従業員・地域社会他す

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、持続的成長を図りたいと考えております。

事業活動を通じ収益をあげることにより、企業の社会的責

任（CSR）の2つの基本事項である納税と雇用に貢献し、

公正・公平・透明な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、働きがいの

ある職場環境の提供などについても積極的に取り組んで

まいります。

長期的視野に立った経営

株主 お客様・従業員・
地域社会
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■ 中長期的な成長戦略に変更はない
昨年来の経済環境の急激な悪化の中にあっても、

「将来の飛躍を図る」というJFEグループの中長期的な

経営方針に揺るぎはありません。今後、事業環境を見極

めながら、成長戦略に挑戦してまいります。厳しい事業

環境の時にこそ、JFE創設の原点である、企業理念と行

動規範に立ち、収益力の強化と中長期的な企業価値

の増加に取り組んでまいります。

中長期的な経営方針を4月に公表しましたが、概要を紹

介します。

（1）10年先を見据えた革新的な技術開発
研究開発体制を見直し、JFE技研を発展的に再編しま

した。狙いは、お客様や社会のニーズを先取りした新商品

開発のスピードアップ、10年先を見据えた革新的なプロセ

ス技術・利用技術の開発、画期的な新商品開発の加速で

す。中でも、環境技術や省エネ・省資源技術は、世界最先

端・最高水準の技術開発に挑戦します。

高付加価値商品のNo.1サプライヤーとして、高収益を

生み出す体質を強化します。
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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。』

ＣＥＯメッセージ
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（2）成長と飛躍の足がかりの構築
①JFEスチール

中長期的に増大する高級鋼への需要に応えるために、

国内粗鋼3,300万トン／年（連結粗鋼3,700万トン）体制

の検討をすでに終えており、環境好転時には、迅速に成長

と収益向上に結びつけます。加えて、海外での成長機会を

とらえ将来の飛躍を図るために、原料立地・鋼材消費立地

の一貫製鉄所建設の情報収集と分析を行い、実現可能

性と適切な投資タイミングを検討します。

競争力のある原料の安定調達のための資源権益取

得や低品質原料の使用拡大を推進します。成長を実現

するために必要な、販売体制の構築やお客様満足度向

上への取り組みを強化し、グローバル化に対応した人材

を育成します。また、全社で最も優れた技術を製鉄所・製

造所間で水平展開し、総合的な製造実力の継続的な向

上を図ります。

②JFEエンジニアリング

パイプライン、都市環境プラント、橋梁など基幹商品の

競争力を一段と強化し、事業を拡大いたします。また、世界

的に需要が高まっている環境やエネルギーの分野に対応

して成長と収益力向上を図ります。そのため、販売力強化

や技術開発のスピードアップを目的としたアライアンスに

も、ソフト・ハード両面で積極的に取り組みます。

また、海外営業についても抜本的に見直し、環境と水分

野を中心に、中国、東南アジア、ヨーロッパに展開してまい

ります。そのための人材育成や現地法人の統合・拡大など

にも着手いたします。

③ユニバーサル造船

厳しい受注環境が続き、将来も韓国・中国との厳しい競

争が予想されます。約4年分の受注を生かし、徹底的にコ

スト削減し、2009年度の黒字化と安定的に収益を計上
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する体質を確立します。柔軟な増・減産にチャレンジし、景

気変動に強い造船所運営体制を構築します。

得意分野の大型バルカーとタンカーに経営資源を集

中投入し、コスト競争力・商品開発力で世界最強をめざし

ます。

加えて、より強い造船事業となるべく、他社との提携や

経営統合も継続して検討します。

（3）グループ経営体制の見直し
研究開発分野以外でも、体制見直しに着手しました。

①JFE都市開発

「マンション事業を中心とした遊休地の再開発により、グ

ループ保有不動産の有効活用と価値増大を図る」という

当初の事業目的を達成したことから、今後、既存の保有不

動産の資産活用を中心に事業展開します。また、グループ

全体で効率的な事業体制のあり方を検討します。

②川崎マイクロエレクトロニクス

事業の存続をかけた抜本的な収益改善策に取り組み

ます。その一環として宇都宮工場は2009年度末をもって

閉鎖いたします。また、技術優位性を活かした他社との提

携も含め、今後のあり方を検討します。

③事業会社傘下の関係会社

より効率的なグループ経営徹底のため、事業会社の領

域に拘ることなく、重複を排除した事業再編を実施します。

（4）CSRの推進・コーポレートガバナンス
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ます。

	

コーポレートガバナンスは、第1次・第2次中期計画の期

間中に各種制度・仕組みを整備・構築しております。今後

ＣＥＯメッセージ
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の事業運営に際しても、公正・公平・透明を徹底し、株主

共同の利益に適う経営に取り組みます。

一例ですが、その一環として決算の早期化に挑戦して

まいりました。統合直後の2003年は５月下旬の公表でし

たが、本年は４月24日まで短縮しました。経営上重要な事

項に関しては決定次第速やかにかつ公平に開示する、と

いう誠実な姿勢を、これからも貫いてまいります。

なお、持株会社は、50人を切る効率的な運営体制とし

ておりますが、さらに機能的な運営を図るために、事務所を

最大の事業会社であるJFEスチールの所在地に来春移

転します。

高齢者と女性社員の活躍の場の拡大は、日本製造

業の課題の一つです。当社グループでは、シニアエキス

パート制度の導入や障害者雇用等に積極的に取り組

んできましたが、今後も取り組みを強化します。

（5）財務体質の改善と株主還元
①財務体質の改善

2009年3月末の有利子負債は、1兆7,687億円（D/E

レシオ98．9％）となりました。今後、成長と飛躍に必要とな

る大型投資に機動的に対応するためには、財務体質を万

全の状態に改善する必要があります。

当面の間、高格付けの継続を念頭に営業利益率・

キャッシュ・フローの改善・有利子負債の圧縮を進め、D/E

レシオ50％をめざし、財務体質の改善に取り組みます。

②株主還元

第2次中期計画では、配当性向（連結）を25％程度に

高める計画としました。実績（3年間）の配当性向は25％

を確保するとともに、当初計画していなかった総額4,000

億円を超える自己株式も取得し、第2次中期計画期間中

の総還元性向は80％と高水準となりました。

今後も引き続き、株主還元を最重要課題の一つと位置

付けます。しかし、経済の先行きに不透明感が増している

こと、また、将来の飛躍のための積極的な投資も視野に

入れる必要があることから、健全な財務体質の維持・改善

を優先して考えてまいります。

■ 危機の今こそ
現在の不況を「100年に一度の危機」と見る意見もあり

ますが、この言葉は、責任転嫁やあきらめのニュアンスを含

んでいると考えております。JFEグループは、危機に直面し

て臆することなく、むしろこれをチャンスととらえ、ものづくりの

本源である価値の創造に取り組みたいと考えています。

日本のみならず世界の製造業の原点は「技術」と、それ

を支える「人材」であります。苦況にあっても、技術開発、

商品開発、そして人材育成に励む必要があります。この地

道な努力の継続こそが、将来の収益力の差となって現れる

と考えています。経営環境の変化に柔軟に対応し、危機

に挑戦し、その結果、収益を上げることで納税と雇用を通

じて社会に貢献したいと考えています。

JFEグループは、「危機こそチャンス」と肝に銘じて挑戦い

たします。

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、皆様のご協力を賜りながら、「人」と「技術」を重

視する経営哲学で持続的成長を図り、企業価値を高め

てまいります。

私どもの今後の取り組みについて、忌憚のないご意見、

ご助言をいただければ幸いです。

JFEホールディングス株式会社
代表取締役社長（CEO）
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