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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。

本レポートの報告・集計対象組織
JFEホールディングス（株）と事業会社（JFEスチール（株）、JFEエンジ
ニアリング（株）、ユニバーサル造船（株）、JFE都市開発（株）、川崎マ
イクロエレクトロニクス（株）、JFE技研（株））およびそれらの連結子会
社、持分法適用会社を対象としております（連結子会社208社、持分
法適用会社39社）。但し、環境パフォーマンスデータについては、別途
明記した場合を除いて、これら事業会社の連結対象である関係会社
を報告範囲に含みません。
※2002年度以前のデータについては、統合前の2社のデータを集計したものです。

対象期間
原則として、2008年度（2008年4月1日から2009年3月31日まで）
※一部2009年度の活動を含みます。

将来見通しに関する注意事項
本報告書には、JFEグループの将来の計画や戦略など、将来見通しに関する記
述が掲載されています。これらの将来見通しにはリスクや不確実性が内在してお
り、実際にはさまざまな要因によって記述とは大きく異なる結果が生じる可能性
があります。影響を与えうる主な要因としては、JFEグループの事業領域を取り巻
く経済情勢や市場環境、為替レート、商品・サービスに対する需要動向などがあ
りますが、それらに限られるわけではありません。
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「世界最高の技術をもって
社会に貢献する」

C h a l l e n g i n g  S p i r i t

新たな価値創造へ
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社会の礎をつくる
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未来へと向かう
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変化をチャンスに

「世界最高の技術をもって
社会に貢献する」

F l e x i b i l i t y
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スペシャリストが連携する
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共生への想い

「世界最高の技術をもって
社会に貢献する」

S i n c e r i t y
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次世代のために
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すべての
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）

數土 文夫

ＣＥＯメッセージ
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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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JFEスチールの代表的商品である「厚板」は、ガス貯蔵用タンク・天然ガスパイプラインや建設・産業機械などに多
く用いられています。JFEスチールは、「厚板」の圧延から熱処理まで連続・高能率で行える設備（「Super -OLAC」と
「HOP」）を世界で初めて開発・実用化し、大幅な生産性向上・省エネルギー・納期短縮などを果たしたことで、機械関
係では日本有数の表彰である「新機械振興賞」で2008年度の最優秀賞を受賞しました。

世界初、厚板の熱処理を連続化
高性能鋼板の可能性を拡げるJFEの「HOP」。

「HOP」が「第6回新機械振興賞」の
最優秀賞を受賞

2009年1月、JFEは「厚板オンライン熱処理設

備（HOP）」について、財団法人機械振興協会

から「第6回新機械振興賞」の最優秀賞である

“経済産業大臣賞”を受賞しました。「HOP」

の独創性、革新性、経済性が高く評価されたも

ので、JFEグループとしてだけでなく、鉄鋼業界と

しても初めての受賞となりました。

TOPICS

HOP ： Heat-treatment On-line Process

特集 「オンリーワン・ナンバーワン戦略」の最前線
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近年、プラントや設備の大型化が進み、また環境問題から燃料費節減・CO2排

出量削減ニーズが高まる中、これらの主要部品となる「厚板」には、より一層の強

度の向上・軽量化、溶接のしやすさなどが求められています。従来、厚板製造に不

可欠な熱処理には「ガス燃焼炉」を使用していましたが、処理速度が圧延ラインに

比べて1/20以下と極端に遅く、生産性向上を阻んでいました。

そこでJFEスチールは、この熱処理工程を連続・高能率化するという、厚板に携

わる技術者なら誰もが夢見る“世界初”へ挑戦しました。

熱処理工程の連続・高能率化に向けた最も大きな技術的課題は、前工程の圧

延ラインと同じ高速で熱処理を行える“高能率な加熱炉”をいかに“コンパクト”に設

計するかという点でした。試行錯誤の末、従来のガス燃焼炉の“70倍”の速さで、か

つ大幅な省スペース化が可能な「誘導加熱装置」を採用しました。

この装置は、家庭で使われる電磁調理器と同じ原理で、超大型電磁コイルの中

を鋼板が通る際に、コイルに電流を流して磁場を発生させ、鋼板を加熱します。これ

により、従来技術では650℃まで加熱するのに70分も要していた熱処理時間が1

分で済み、エネルギー効率も従来の25％に比べて90％まで、格段に向上させること

ができます。
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HOPの加熱速度

厚板技術者の“夢”
「熱処理工程の連続・高能率化」に挑戦

加熱速度（生産性）が従来比70倍の新方式を採用
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実用化までには多くの壁が立ちはだかりましたが、プロセス技術や材料研究、

温度制御、エレクトロニクスなど各分野のエキスパートをプロジェクトメンバーとし

て、スピーディかつ柔軟に一つずつ問題をクリアしていきました。

こうして2003年、世界初の厚板連続熱処理設備「HOP」が完成。これによ

り板幅が4.5mにもおよぶ巨大な厚板の熱処理を圧延と連続して行うことがで

き、これまで誰も成し遂げられなかった高性能厚板の大量・安定供給を実現さ

せました。

JFEスチールが実現した「HOP」は、新方式の加熱によって大きな省エネとな

り、温暖化防止に大きく貢献しています。また、高強度な鋼材を提供することで、お

客様の鋼材使用量の削減や構造物の軽量化による省エネ、CO2削減にも貢献し

ています。

さらに、この製造方法により「オンリーワン商品」を次 と々開発して、製品価値を

大きく向上させています。環境に優しいJFEの厚板へのニーズは、近年、急速に高

まっています。「HOP」の開発・実用化で大量供給が可能となり、JFEスチールでは

タンク、ラインパイプ、産業機械向けを中心に、2009年4月までに累計約50万トン

生産しています。

JFEスチールは、今後もオンリーワン・ナンバーワンの技術・製品を通じて、お客様

をはじめ、さまざまなステークホルダーに新しい価値を提供し続けていきます。

材料・温度制御・エレクトロニクスの叡智を結集し、
世界で初めて連続化を実現

オンリーワン技術を環境価値へ、製品価値へ
〜生産性向上・納期短縮に加え省エネルギーも実現〜
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HOP適用「厚板」の累計生産量推移

「Super-OLAC」と「HOP」を併用して開発したオンリーワン商品例
● 地震に強いラインパイプ用鋼管:JFE-HIPER

地震などにより鋼管の軸方向や曲げる方向に大きな力を受けたときに生じる局部的な
しわ状の変形に対する抵抗の強い鋼管。長距離パイプラインに使用。
岩谷直治記念賞受賞（2008年3月）。

● 建設機械、産業機械用の超高強度鋼板:
JFE-HYD960LE、JFE-HYD1100LE
超高強度で、かつ靭性（粘り強さ）も高いという、かつてない特性を備え、建設機械・産
業機械に最適。
日本金属学会技術開発賞受賞（2008年9月）。

特集 「オンリーワン・ナンバーワン戦略」の最前線
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表面の過加熱による材質劣化を防
ぐため、コイルを複数に分割し、順次
加熱量を調整するシステムを開発。
目標温度の範囲内での安定的な加
熱を可能にしました。
特許第4066652号

省スペース、使用電力低減のため、厚
板をコイルの中を複数回往復させるリ
バース搬送方式を開発しました。
特許第4062183号
特許第4066603号

従来と同等以上の温度精度を管理
するため、装置各部に多くの温度セ
ンサーを配置。走行する厚板の表面
温度をモニターしながら、処理時間
や電力消費量を制御する高精度温
度制御システムを開発しました。
特許第3945212号

「HOP」に導入した革新技術

POINT1 コイル分割加熱 POINT2 リバース加熱 POINT3 温度制御技術

計算機

加熱炉

熱処理圧延

温度計

圧延機

電源

熱間矯正機
HOP

温度制御

-OLACSuper
（冷却装置）

右から

商品開発担当	 諏訪	稔
操業技術担当	 杉岡	正敏
プロセス開発担当	 日野	善道
厚板部長	 和田	典巳
厚板セクター部長	 多賀根	章
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JFEスチール

川崎マイクロエレクトロニクス

JFEエンジニアリング

JFEホールディングス

JFE都市開発

粗鋼生産量日本第2位の銑鋼一貫
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。

JFEグループは、持株会社のもとに事業を展開する
事業会社を置く体制をとっています。
持株会社であるJFEホールディングスは、グループ

の一元的なガバナンスの中心にあって、全グループの
戦略機能を担い、全グループのリスク管理と対外説明
責任を負うスリムなグループ本社としての業務を遂行
しています。

LSIのなかでも高機能・高付加価値の
ASIC（特定用途向け集積回路）に特
化しています。液晶パネル向けASIC
製品に強みを持ち、世界的にも高い
シェアを有しています。

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ります。

パイプラインやLNG基地建設をはじめ
とするエネルギー関連分野、都市環境
プラントや上下水道の建設、バイオマ
ス利活用などの環境関連分野、橋梁、
鉄骨などの鋼構造物分野、さらに産業
用機械システムの構築や物流システ
ムの設計・施工などの分野で高い技術
によるソリューションを提供しています。

ユニバーサル造船

5事業所、1技術研究所体制で、タン
カーなどの大型一般商船や護衛艦、
掃海艇などの各種艦艇、砕氷艦の建
造、修繕も手がけています。徹底した
マーケティング活動によって世界中
のお客様に満足いただける船舶をタ
イムリーに開発、建造し、社会と産業
の発展に貢献しています。

JFEホールディングス

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事業を推進し、競争力の強
化と収益力の拡大を図っています。
持株会社と事業会社が各々その責務を果たすこと

により、株主をはじめすべ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います。

JFEの
オンリーワン
商品

JAZ
自動車用高潤滑GA鋼板

HISTORY鋼管
高加工性自動車用鋼管

Jポケットパイル
遮水鋼矢板

NH48MV
非調質大棒

HBL385
建築用高強度TMCP鋼板

JFE443CT
ニッケル・モリブデンフリー高耐食
フェライト系ステンレス鋼板

JFE-CA1180Y
自動車部品用冷延超ハイテン

スーパーコア
高周波用途電磁鋼帯

ハイブリッドMo合金鋼粉

窒化ホウ素

KTブレース
ピン接合鋼管ブレース

THINK
民間主導のサイエンスパーク

マリンブロック
海域環境修復に役立つ
鉄鋼副産物製品

フェルント式木質
バイオマスガス化発電システム

ガスクリーンDX
新型活性炭吸着装置

10G EPON Burst Mode用 SerDes
光ネットワーク向けASIC製品

ネオホワイト空調
水和物スラリー蓄冷空調システム

砕氷艦
しらせ

複合散乱光式汚泥濃度計

掃海艇

JFEグループは、
オンリーワン・ナンバーワンの技術・製品を通じて、
新しい価値を提供しています。

JFEスチール

ＪＦＥスチール 
グループ会社 ＪＦＥエンジニアリング

ＪＦＥ都市開発 川崎マイクロ
エレクトロニクスユニバーサル造船

特集 「オンリーワン・ナンバーワン戦略」の最前線
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戦略機能を担い、全グループのリスク管理と対外説明
責任を負うスリムなグループ本社としての業務を遂行
しています。

LSIのなかでも高機能・高付加価値の
ASIC（特定用途向け集積回路）に特
化しています。液晶パネル向けASIC
製品に強みを持ち、世界的にも高い
シェアを有しています。

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
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プラントや上下水道の建設、バイオマ
ス利活用などの環境関連分野、橋梁、
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用機械システムの構築や物流システ
ムの設計・施工などの分野で高い技術
によるソリューションを提供しています。
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5事業所、1技術研究所体制で、タン
カーなどの大型一般商船や護衛艦、
掃海艇などの各種艦艇、砕氷艦の建
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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事業を推進し、競争力の強
化と収益力の拡大を図っています。
持株会社と事業会社が各々その責務を果たすこと

により、株主をはじめすべ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います。
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JFEグループは、
オンリーワン・ナンバーワンの技術・製品を通じて、
新しい価値を提供しています。

JFEスチール

ＪＦＥスチール 
グループ会社 ＪＦＥエンジニアリング

ＪＦＥ都市開発 川崎マイクロ
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JFEグループ
JFEグループのプロフィール
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JFEホールディングス取締役

JFEホールディングス取締役、監査役および執行役員

取締役

代表取締役社長	 數土	文夫

代表取締役	 馬田	一

代表取締役	 林	公平

取締役	 岸本	純幸

取締役	 丹羽	宇一郎

取締役	 浅井	滋生
※	丹羽宇一郎および浅井滋生の両氏は社外取締役。

監査役

監査役（常勤）	 山㟢	敏邦

監査役（常勤）	 秋田	邦生

監査役	 西之原	敏州

監査役	 若杉	敬明

※	西之原敏州および若杉敬明の両氏は社外監査役。

執行役員

社長	 數土	文夫	 CEO

副社長	 林	公平	 総務部、企画部、
	 	 財務・IR部、
	 	 経理部の統括

専務執行役員	 岩波	秀樹	 総務部、経理部の担当

専務執行役員	 岡田	伸一	 企画部、財務・IR部の担当
數土馬田

浅井岸本丹羽

　林

マネジメント体制
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JFEホールディングスの取締役は6名（うち社外取締役

2名）、監査役は4名（うち社外監査役2名）です。2007年

6月の株主総会から社外取締役2名を選任し、客観性・透

明性をより高めました。また、社外監査役が半数を占める監

査役会がより厳しく経営を監視し、その健全性強化に努め

ています。

また、JFEホールディングス、JFEスチール、JFEエンジニ

アリング、ユニバーサル造船および川崎マイクロエレクトロ

ニクスでは、経営意思決定と業務執行の分離による権限・

責任の明確化および執行の迅速化を実現するため、執行

役員制を採用しています。

グループを構成する各社の重要事項については、各社

規程により明確な決定手続きを定めており、グループとして

の経営にかかわる重要事項については、JFEホールディン

グスにおいて最終的に審議・決定を行う体制としています。

JFEホールディングスおよび事業会社では、社長を議長と

し、取締役・執行役員のほか監査役も出席する経営会議を

2回／月程度、取締役会を1〜2回／月開催しています。

グループ共通の技術開発、ITの課題については、グルー

プ横断会議体を設けて審議しています。

リスク管理体制を含む当社の内部統制体制は、「内部統

制体制構築の基本方針」に従って、取締役会規則、経営

会議規程、JFEグループCSR会議規程などの各種会議規

程、組織・業務規程の制定、および企業倫理ホットラインの

設置などにより整備されており、適切に運用されています。

株主総会

社長をリーダーとするCSR・
コンプライアンス体制

会計監査人

CEO（社長）

経営会議

内部監査

CEO（社長）

監査役・
監査役会 会計監査人取締役会

グループ会社 グループ会社

執行役員

経営会議

執行役員 グループIT会議／
開示検討委員会

グループ技術開発会議

監査室

経営体制
CSR・

コンプライアンス
体制

グループCSR会議　議長：社長

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

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

JFEスチール・JFEエンジニアリング・
ユニバーサル造船

取締役会
取締役6名

うち社外取締役2名

監査役・監査役会
監査役４名

うち社外監査役２名

は指示、情報の伝達を表す。
は執行体制を表す。

経営体制および内部統制体制の関係図

経営体制および内部統制体制

経営体制

重要事項の決定

内部統制体制

マネジメント体制

30JFEグループ経営レポート	2009



C h a l l e n g i n g  S p i r i t

F l e x i b i l i t y

S i n c e r i t y

JFEスチール

ユニバーサル造船
JFE

ホールディングス

JFEエンジニアリング

JFE都市開発 川崎マイクロエレクトロニクス

経済的側面

さらなる企業価値向上
をめざして
JFEグループは、コスト競争力の向上、品質優位性の確立、
新商品・新技術の開発、従業員の生産性向上や技能継承など、
ものづくりを中核とする企業グループとしての原点を重視した
企業体質の構築を図り、企業価値向上をめざしていきます。
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2008年度2007年度

売上高

営業利益

経常利益

ROS

当期純利益

１株当たり配当金

35,398

5,105

5,029

14.2％

2,618

120円

39,082

4,078

4,005

10.2％

1,942

90円

経営成績（連結） （億円）

JFEグループは、企業理念である｢常に世界最

高の技術をもって社会に貢献する｣ことを通じて

企業としての持続的な成長を図るとともに、株主

の皆様をはじめすべてのステークホルダーの皆様

に満足いただけるよう企業価値の向上に努めて

います。

2008年度は、第2次中期経営計画の最終年

度として、安定的な高収益体質の確立に取り組

んだ結果、昨年来の世界規模での急激な景気

後退、株式・為替市場の大幅な変動など経営環

境の激変にもかかわらず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。

2008年度の連結業績は、売上高は3兆

9,082億円、営業利益は4,078億円、経常利益

は4,005億円と前期に比べ増収・減益となりまし

た。また、足元の株式市況の下落を受けて552億

円の投資有価証券評価損を計上したことなどによ

り特別損益は695億円の損失となり、税金等調

整前当期純利益は3,310億円、当期純利益は

1,942億円と、前期に比べ減益となりました。

配当については、株主への利益還元を最も重

要な経営課題の一つと位置付け、グループ全体と

して持続的に成長できる企業体質の確立を図り

つつ、積極的に配当を実施していく考えです。この

考えに基づき、2006年度から2008年度までの第

2次中期計画の期間においては、連結ベースの

配当性向25％程度を基本としました。

この基本方針のもと、当期の配当については、

年間90円（配当性向25.3％）としました。その結

果、第2次中期計画3年間平均の配当性向は

25％となりました。

また、積極的な株主還元の観点から、2008年

度中に1,533億円の自己株式を取得しました。こ

の結果、第2次中期計画期間中の自己株式の

取得は総額4,000億円を超え、同期間中の総還

元性向は80％となりました。

JFEグループの業績概況

2008年度の経営成績
売上高

3兆9,082
億円

経常利益

4,005
億円

経済的側面
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経営成績（連結） （億円）

2007年度 2008年度

売上高 32,033 34,233

営業利益 5,217 4,250

経常利益 5,089 4,125

ROS 15.9％ 12.0％

第2次中期経営計画では、技術優位性を活か

した高付加価値商品の販売拡大を図り、「顧客

から信頼される世界トップクラスの高付加価値商

品サプライヤー」をめざすとともに、将来の成長に

向けて、高付加価値商品の開発・拡販と財務体

質改善の両立に取り組んできました。また、世界

トップレベルの技術開発力の維持・向上に注力

し、高付加価値分野を中心としたアライアンス戦

略と国内生産基盤の強化に取り組みました。

代表取締役社長（CEO）

馬田 一

JFEスチール
http://www.jfe-steel.co.jp/

売上高

3兆4,233
億円

経常利益

4,125
億円

経済的側面
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連結粗鋼生産量2008年度は、年度後半以降の国内外の大

幅な需要の減少が大きく影響し、高炉2基を休止

するなど、大幅な減産を余儀なくされ、当期連結

粗鋼生産量は2,928万トンと、前期に比べ減少

しました。

売上高は、販売数量は大幅に減少したものの、

販売価格の上昇もあり、3兆4,233億円と前期に

比べ増収となりました。経常利益は、販売価格上

昇による売上高の増加ならびに懸命なコスト削減

に努めたものの、原料価格の上昇に加え、年度

後半における販売数量の減少が大きく影響して

4,125億円となり、前期に比べ減益となりました。

2008年度の経営成績

連結粗鋼生産量

2,928
万トン
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オンリーワン・ナンバーワン商品の売上高比率

当社は、急激な鋼材需要の落ち込みに対し、

各需要分野の動向を注視し、実需見合いの生

産・販売に努めています。コストミニマム操業を徹

底するとともに、在庫削減を進め、さまざまな状況

の変化に対して迅速・的確に対応できるよう取り

組んでいます。

また、これまで経験したことのない厳しい環境

の中、2008年度は第2次中期計画の総仕上げ

の年として、JFEスチールグループ一丸となって

目標達成に向け積極的に取り組みました。

具体的には、高付加価値商品対応設備の増

強や社内で最も優れた技術を製鉄所・製造所

間で移転・共有する「チャンピオン技術トランス

ファー活動」による設備稼働率と品質改善によっ

て、高級鋼の製造能力が大きく向上しました。

また、省エネルギー設備の導入や京浜地区で

シャフト炉が稼動したことなどで、CO2排出量の

削減も着実に進めました。

海外事業では、広州JFE鋼板で自動車用鋼

板の本格的な生産を開始しました。原料につい

ては、中国のオルドス社などとの合弁による合金

鉄事業を拡大するとともに、ブラジルでの鉄鉱石

権益確保を目的に、当社を含めた日韓企業連合で

鉄鉱石生産会社ナミザ社の株式を取得しました。広州JFE鋼板

京浜地区シャフト炉出銑

オンリーワン・
ナンバーワン商品の
売上高比率

30%

2008年度の活動と
2009年度の取り組み

経済的側面
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2009年度は、引き続き厳しい事業環境の中

で、全社一丸となって収益向上に取り組むととも

に、将来の成長に向けた活動を行っていきます。

収益向上への取り組みとして、低迷するマーケッ

トのもとで、当社の優位性を活かした商品を拡販

するために、生産・販売・技術開発が一体となり、

お客様の満足度向上をめざします。また、需要減

退の中で受注状況に対応したフレキシブルな生

産体制とコストミニマム操業をさらに追求していき

ます。

将来の成長に向けた活動としては、すでに検

討を終えている国内での粗鋼3,300万トン／年

への拡大について、再び世界経済が回復した時

に、いち早く対応できるように体制構築を進めま

す。また、海外一貫製鉄所建設などグローバル展

開についても、引き続き実現可能性の検討を行い

ます。さらには、5年先、10年先においても技術で

世界をリードする高付加価値商品サプライヤーで

あり続けるために、お客様のニーズを的確にとらえ

た商品開発、中長期を見据えたＣＯ２削減技術開

発、それらを支える人材育成や技能伝承に取り組

んでまいります。
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経営成績（連結） （億円）

2007年度 2008年度

受注高 2,902 3,283

売上高 3,142 3,382

営業利益 △171 46

経常利益 △110 99

第２次中期計画では、それぞれの事業分野に

おいて業界トップの高収益をあげる事業基盤を

再構築することをめざしました。

中期計画の最終年度である2008年度は、

黒字化達成に全力をあげ、マネジメントを変革

し、得意とする環境・エネルギー分野の収益力

向上に注力いたしました。

2008年度は、厳しい事業環境でしたが、固

定費の削減と選別受注を徹底した結果、Ｖ字回

復を果たし、売上高は３，３８２億円、経常利益は

９９億円となりました。

代表取締役社長（CEO）

岸本 純幸

天然ガスプラント

JFEエンジニアリング
http://www.jfe-eng.co.jp/

2008年度の経営成績

売上高

3,382
億円

経常利益

99億円

経済的側面
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2008年度は、収益管理体制の抜本的変革を

掲げ、まず商品ごとの収益管理を徹底するため組

織体制を整備しました。次にグループ会社の再編

統合や支社支店の統合により固定費の大幅な

削減を行いました。

2009年度は、当社が強みとしている業界トップ

の基幹商品である都市環境プラント、パイプライ

ン、橋梁について、一段のコストダウンによる競争

力強化で、受注拡大を図ります。

また、「環境・エネルギー」が地球規模でのキー

ワードとなったことを飛躍への好期ととらえ、環境

や省エネルギー分野において、積極的な営業活

動の展開と新商品の市場投入により、事業拡大

につなげてまいります。

海外についても、中国、東南アジアおよび欧州

において事業を展開してまいります。

さらにソフト・ハード両面でのアライアンスにも積

極的に取り組み、成長と収益の拡大を図ってまい

ります。

サイクルツリー（機械式立体駐輪場）

2008年度の活動と2009年度の取り組み
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経営成績（連結） （億円）

2008年度

受注高 1,019

売上高 1,814

営業利益 △152

経常利益 △149

JFEグループの事業会社となって初年度の

2008年度は、資機材価格の高騰と円高の影響

を受けて残念ながら経常損失となりました。

また、昨年秋の金融危機以来、商船の新規受

注物件は激減しており、2008年度の受注は艦

船、特殊船を含んで14隻にとどまりました。

代表取締役社長（CEO）

三島 愼次郎

スエズマックス型タンカー「SAMURAI」

ユニバーサル造船
http://www.u-zosen.co.jp/

2008年度の経営成績

売上高

1,814
億円

経常利益

-149
億円

経済的側面
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2008年度は、有明事業所で29万7千重量ト

ン型鉱石運搬船を連続して建造し、津事業所で

は、7月に地中海マックス型※1LNG（液化天然ガ

ス）船の2隻目を引き渡し、舞鶴事業所では4月

に南極観測船として建造した砕氷艦『しらせ』の

進水を行いました。

また、当社として初となるFRP（繊維強化プラス

チック）製掃海艇やPSV（プラットフォームサプラ

イベッセル）※2といった新たな製品の受注に成功

しました。

2009年度の最大の目標は、経常黒字への転

換です。世界的な景気後退の影響により、2009

年度の新造船マーケットは厳しい状況が予想され

ますが、当社は約4年分の工事量を確保している

ため、新たにABC運動（All,	Be	Challengers	!）を

展開するなど、全社をあげて既受注船の徹底した

コストダウンを追求していきます。同時に、環境重

視型の新型船開発をはじめ、マーケット復活時に

向けた競争力の強化を着実に実施し、韓国や中

国勢との国際競争を勝ち抜いていきます。

砕氷艦『しらせ』引渡し式（2009年5月）

※1 地中海マックス型
地中海沿岸の主要LNG基地への適合最大船型

※2 PSV
海底油田の掘削装置へ資材などを届ける船

2008年度の活動と2009年度の取り組み
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2008年度は、液晶パネル向け製品をはじめ

とした全般的な需要急減の影響で、売上高は

278億円、経常損失は42億円と、前期に比べ

減収・減益となりました。

LSI事業は、極めて厳しい経営環境の中で、事

業の存続をかけた抜本的な収益改善策に全力

で取り組みます。その一環として宇都宮工場は

2009年度末をもって閉鎖するとともに、全社要員

の半数程度を削減し、収益基盤を確かなものとし

ます。また、当社の技術優位性を活かした将来の

事業展開についても、他社との提携を含めた広

い視点で検討を進めていきます。

当社は、第2次中期計画の期間において、「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」という当初の事業目的をほぼ達成

しました。

今後は、保有不動産の活用を中心に事業を展

開していきます。また、JFEグループ内には保有不

動産の活用を推進している会社もあることから、グ

ループ全体を視野に効率的な事業体制のあり方

を検討していきます。

2008年度は、分譲マンション事業の市況悪

化に伴う引渡戸数の減少などによって、売上高

は251億円、経常損失は37億円と前期に比べ

減益となりました。

代表取締役社長
（CEO）

山内 由紀夫

代表取締役社長

重見 憲明

川崎マイクロエレクトロニクス
http://www.k-micro.com/

JFE都市開発
http://www.jfe-ud.co.jp/

2008年度の経営成績

2008年度の活動と
2009年度の取り組み

2008年度の経営成績

2008年度の活動と
2009年度の取り組み

経済的側面
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研究開発体制図

JFEホールディングス
グループ技術開発会議

技術研究所
ユニバーサル造船
造船分野

JFEエンジニアリング
エンジニアリング分野

JFEスチール
鉄鋼分野

技術研究所

スチール
研究所

JFEグループは、「世界最高の技術をもって

社会に貢献する」ことを企業理念とし、「常に業

界をリードし、新たな分野を開拓していく」という

グループ共通の開発コンセプトのもと、各事業

会社が創造性にあふれる研究開発を展開して

います。

グループ全体の研究開発戦略の策定や横

断的に取り組むべき重要課題の選定・推進に

ついては、JFEホールディングス社長を議長とす

る「グループ技術開発会議」の場で、JFEホー

ルディングスと事業会社が一体となって取り組

んでいます。

JFEグループは、発足後６年が経過し、グルー

プ各社間の連携が緊密化するとともに、これま

でJFE技研で推進してきた研究開発が進展し、

各事業会社の事業に直結するようになってきま

した。これらを背景に、2009年４月にJFE技研

の機能を事業会社へ移行し、各事業戦略と研

究開発の一体化を強化しました。

JFEグループは、今後も、経営環境の変化に

柔軟に対応しつつ高い収益力を確保するととも

に、市場・社会からの高い信頼を獲得し、将来の

経営基盤を育成・発展させるべく、積極的な研

究開発に取り組んでいきます。

さらなる発展・成長に向けた研究開発

JFEグループの研究開発体制

経済的側面
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C h a l l e n g i n g  S p i r i t

F l e x i b i l i t y

S i n c e r i t y

社会的側面

社会とともに
企業は、コンプライアンスや製品品質、情報開示、地域社会貢献、
労働安全など、多様なステークホルダーから社会的責任を果たすことが求められています。
JFEグループは、社会から信頼される企業として、社会の要請に誠実に応え、
ともに歩み続けるための活動を推進しています。

● 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。

●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、それぞれの文化
や習慣を尊重し、世界の様々な人 と々の
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努める。

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。

ＪＦＥグループ企業行動指針

株主・投資家

お取引先

お客様 従業員

地域社会

地球環境
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JFEグループは、よりよい社会の構築に向けた

企業の社会的責任（CSR）を経営の根幹に据え

て、その遂行に努めています。2005年10月、JFE

ホールディングスに「JFEグループCSR会議」（議

長：社長）を設置し、コンプライアンス、環境、内部

統制、人事労働、安全・防災、社会貢献など多

岐にわたる範囲を対象に、当社グループ全体の

CSRへの取り組みを監督・指導しています。なか

でも「コンプライアンス」「環境」「内部統制」に関し

ては、それぞれ独立の委員会を設置し、取り組み

を強化しています。

JFEスチール
JFEスチールは、CSRの定義を「ステークホル

ダーの満足度を高め、企業価値を向上させるこ

と」とし、環境保全、安全、防災、コンプライアン

スなど、会社の存続基盤にかかわる分野を最優

先課題と位置付け、PDCA（Plan-Do-Check-

Action）サイクルの確立とCSR意識の浸透に取

り組んでいます。

推進体制として、社長を議長とする「CSR会

議」を設置し、CSRにかかわる課題や方針を審議

するほか、施策の進捗を確認しています。2008

年度は合計9回のCSR会議を開催しました。

JFEエンジニアリング
JFEエンジニアリングは「コンプライアンス」「安

全」「防災」「環境保全」を遵守すべき4つの基本

的責任と定め、CSRを経営の根幹に据えていま

す。特にコンプライアンスについては、独占禁止

法はもとより事業に関わる法令遵守のため、研修

を徹底するとともに業務プロセスを改善し、不断

に点検を行うことにより、問題の再発防止を期し

ています。

CSR体制図

独占禁止法にかかわる事件についての報告

独占禁止法違反に関しましては、ＪＦＥエンジニアリング（株）
が、ごみ焼却施設建設工事に関し東京高等裁判所に審
決取消訴訟を提起しておりましたが、昨年９月請求が棄却
され、同年10月最高裁判所に上告しております。また、ＪＦ
Ｅ鋼板（株）は、亜鉛鍍金鋼板の販売に関して、社内調査
の結果独占禁止法違反とみなされる行為がありましたこと
から、公正取引委員会に自主的に報告するとともに課徴

金減免制度の適用申請を行いました。
ＪＦＥグループは、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、株主の皆様をはじめすべてのス
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。

JFEグループＣＳＲ会議 テーマ

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

各事業会社CSR体制

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、JFEスチール社長、
 JFEエンジニアリング社長、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

CSR体制

CSR体制

2008年度の事業会社活動

社会的側面
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JFEスチールは、ISO9001をはじめ、新JIS

マーク、API（アメリカ石油協会）規格、船級協

会規格などの各種認証を取得しています。また、

品質マニュアルに基づいて標準化した体制のも

と、品質の向上や品質マネジメントシステムの強

化を進めています。

さらに、お客様と一体となって商品を開発する

ことで、お客様の競争力向上に貢献できる、お

客様に満足していただける商品をお届けしてい

ます。

JFEエンジニアリングは、全社の品質マネジメン

トシステムを構築し、営業から設計、調達、施工、

アフターサービスに至るまで一貫した品質保証体

制を確立しています。

また、各事業部門では、全社共通の品質方針

のもと、商品特性に応じた品質マニュアルを個別

に定めてISO9001を取得しております。それら方

針と仕組みのもとで、お客様の品質に対する要

求にきめ細かくお応えしています。

ユニバーサル造船は、新造船を建造する各事

業所でISO9001をはじめ、船級協会規格、国内

規格・規則類の各種認証を取得しています。

これら規格に準拠した全社の品質保証体制の

もと、船舶の営業から設計、建造、アフターサービ

スに至るまで、お客様にご満足いただける品質の

確保に努めています。

ＪＦＥスチールは、外部会社によるお客様インタ

ビューの結果分析を踏まえ、開発・製造・販売各

部門が連携して、お客様にとって魅力ある会社に

する活動に積極的に取り組んでいます。

お客様とともに自動車用鉄鋼材料の未来を創る
カスタマーズ・ソリューション・ラボ

お客様満足の向上をめざし、2005年8月、国

内業界ではじめてオープンした自動車分野のお

客様とのコミュニケーション施設。最新の研究成

果の展示エリアや、車体構造・材料構成の調査

を行うエリア、実験室、会議室が一堂に集められ

ています。自動車メーカーや部品メーカーのお客

様と一体となった活動を行うことで、共同研究を

強力に推し進めると同時に、研究開発のスピード

アップにもつながっています。

お客様・お取引先様とともに

JFEグループの品質保証体制 CS（お客様満足）向上

社会的側面社会的側面 社会的側面
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株主工場見学会
2,599名の方にご参加いただきました

株主の皆様にJFEグループへのご理解を一

層深めていただくために、2006年度から工場見

学会・会社概況説明会を実施しています。

2008年度は、JFEスチールの東日本製鉄所

（千葉地区・京浜地区）と西日本製鉄所（福山

地区・倉敷地区）、JFEエンジニアリングの津製

作所、ユニバーサル造船の津事業所と有明事

業所、舞鶴事業所で合計28回の見学会・説明

会を実施し、2,599名の株主様にご参加いただき

ました。2006年度からの3年間累計では7,600

名を超える方々にお越しいただいております。

2009年度も引き続き、見学会・説明会を実施

していく予定です。

JFEグループは、株主の皆様への利益還元を

最重要経営課題の一つと考え、グループ全体と

して持続性のある企業体質の確立を図りつつ、

積極的に配当を実施していくことを方針としてい

ます。

2006年度から2008年度までの第2次中期

計画の期間においては、連結ベースの配当性

向25％程度を基本としてきました。この基本方

針に添って検討した結果、2008年度の配当は

1株当たり90円（配当性向25.3％）とさせていた

だきました。その結果、3年間平均の配当性向は

25％となりました。

また、2008年度中に1,533億円の自己株式

を取得したことから、第2次中期計画期間中の自

己株式の取得は総額4,000億円を超え、同期

間中の総還元性向は80％となりました。

今後も、株主の皆様への利益還元を最重要

経営課題の一つと位置付けますが、世界経済の

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、当面は、当社グループの健

全な財務体質の維持・改善を優先することを方

針としていきます。

株主工場見学会
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１株当たり年間配当金（円）63

104

23
27 25

総還元性向（%）

配当性向（%）

80

1株当たりの年間配当金と配当性向の推移

株主還元の基本方針

株主・投資家の皆様とともに

2006〜
2008年度の
配当性向（平均）

25%

2006〜
2008年度の
総還元性向（平均）

80%

社会的側面 社会的側面
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2008年度の活動リスト

1990年に設立された「川鉄21世紀財団」を

発展的に継承した「JFE21世紀財団」は、「社

会に開かれた存在をめざし、社会との共存共栄を

いっそう進める」ことを目的として事業を続けてい

ます。2009年度の事業費は8,000万円です。

技術研究助成
大学の技術研究振興を目的に、1991年度か

ら研究助成（公募による競争的研究資金の交

付）を続けています。助成実績は2008年度まで

の累計で373件、7.5億円に達しており、各大学

から高い評価を得ています。

2008年度は、多くの応募の中から鉄鋼技術

研究15件、地球環境・地球温暖化防止技術研

究15件の合計30件に対して各200万円、計

6,000万円を助成しました。研究成果は報告書に

まとめて財団Webサイトに公開しています。

鉄鋼に縁のある地域への教育活動支援
海外で学ぶ小中学生を対象に、（財）海外

子女教育振興財団が実施している作文・詩・

短歌・俳句の作品コンクールに、1991年度から

「JFE21世紀財団賞」を設けて協賛しています。

2008年度は、コンクールの優秀作品文集「地

球に学ぶ」を小学校1,165校、中学校597校、

公共図書館など116施設に寄贈しました。

●「福山ばら祭」福山市
●「千葉県少年少女囲碁大会」千葉市、船橋市
●「よこはま子ども国際平和プログラム」横浜市
●「ART	KAWASAKI	2008｣川崎市
●「千葉市民音楽祭」千葉市
●「日比谷シティ夜能」東京都千代田区
●「ＭＵＺＡ/ＪＦＥランチ＆ナイトコンサート」川崎市
●「三重県高等学校ロボット競技大会」津市
●「鞆の浦名舞台　―紡ぎだす時代―｣福山市
●「ふれあい祭り」川崎市
●「はんだふれあい産業まつり」半田市
●「芸能大全〜幽玄の世界〜｣福山市
●「趙治勲杯囲碁大会」千葉市
●「将棋講演会	in	チボリ」倉敷市
●「倉敷音楽祭」倉敷市

アジア歴史研究助成
日本の大学におけるアジア歴史研究を振興す

る目的で、2005年度から事業を開始し、2008年

度は57件の応募から、10件に合計1,500万円を

助成しました。

自治体や市民団体が主催し、地域に住む方々

が多く参加する各種の文化活動やイベントに協賛

しています。2008年度に協賛した活動やイベント

は、以下の通りです。

數土理事長の贈呈書授与

鞆の浦名舞台　―紡ぎだす時代―

地域社会の皆様とともに

「JFE21世紀財団」による社会貢献活動

地域の文化活動やイベントへの協賛

技術研究助成累計

373件

URL
http://www.jfe-21st-cf.or.jp/
財団法人 JFE21世紀財団

7.5億円

社会的側面社会的側面 社会的側面
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JFEグループは、障害者の雇用促進に力を注い

でいます。例えば、さまざまな障害を持つ方々がそ

れぞれの能力を十分に発揮するために、特例子会

社	「JFEアップル東日本」「JFEアップル西日本」

「三重データクラフト」を運営しています。ここでは

障害者の方 を々積極的に雇用するとともに、働き

やすい職場環境の整備にも努めています。

JFEスチールの各製鉄所では、若手と中堅層

社員の技術・技能の向上を支援する人材育成シ

ステムを整備しています。

また、貴重なノウハウを蓄積してきた高年齢層

の社員を大きな戦力と位置付け、60歳の定年退

職後も継続的に働ける「シニアエキスパート制度」

を設け、就労希望者を再雇用しています。

ＪＦＥエンジニアリンググループでは、人材の大幅

な“若返り”を進めています。その中で再雇用制度

と社内人材バンク制度を活用し、ベテランシニア

社員から若手社員への早期の技術継承に積極

的に取り組んでいます。

また「キャリアコンサルティング室」において、定

年退職および再雇用後に退職を迎える社員の

キャリア開発支援にも取り組んでいます。

ユニバーサル造船は、若い社員が少ない典型

的な「ワイングラス型」の年齢構成となっており、今

後数年で大幅な世代交代が予想されます。

その対策として、各事業所では、60歳を超えた

ベテラン社員が若手社員を指導して技術伝承を

進めています。また、技能指導の専門部署を設置

して若手一人ひとりの担当指導員を任命するな

ど、若手社員の育成を図っています。

企業の社会的責任を深く認識し、グループ一丸

となって人権尊重に取り組んでいます。具体的に

は、①社内における各種人権啓発研修の展開、

②公正・公平な採用選考と人事管理の推進、など

です。また、セクシュアル・ハラスメント防止にむけて

は、就業規則での明記、ポスター掲出、事業所ごと

の男女複数の相談窓口開設などを行っています。

さらには人権週間に因む全社員向け役員メッセー

ジの配信、標語募集などの啓発活動も実施してい

ます。

ＪＦＥグループは、労働災害の撲滅をめざし、安

全対策の充実・強化を図っています。

2008年におけるJFEスチール、JFEエンジニア

リングの休業災害度数率は、以下の通りです。

JFEスチール、JFEエンジニアリングの
休業災害度数率の推移

0.5

0.0

1.0

1.5

2.0

（年）‘06 ‘07 ‘08

鉄鋼業

JFEエンジニアリング

全産業

JFEスチール

総合工事業

JFEスチール、JFEエンジニアリングの
休業災害度数率の推移

技能伝承

障害者の雇用

従業員とともに

技術・技能の伝承と高齢者の再雇用制度

シニア
エキスパート
制度適用者比率

66%

人権尊重

労働安全衛生

障害者雇用率
（2009年4月1日現在）

2.05%

■JFE
　エンジニアリング

2.06%
■ユニバーサル
　造船

1.60%

■JFEスチール

社会的側面 社会的側面
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国内外のお客様、お取引先様から
信頼され、よきパートナーとしてとも
に発展していくために、ご満足いた
だける製品の開発と提供に全力を
尽くします。

適正かつ迅速な情報開示と安定
的な利益還元に努めるとともに、コ
ミュニケーションの活性化も図り、
信頼と共感を得られる関係の構築
をめざします。

地域社会、国際社会の一員として
各国・各地域と良好な関係を築き、
さまざまな分野における社会貢献
活動に取り組んでいきます。

社員一人ひとりが持てる能力を最
大限に発揮し、やりがいに満ちた
安心して働ける労働条件および人
事諸制度の整備に努めます。

お客様
お取引先様 従業員地域社会の

皆様
株主・
投資家の皆様

5月
西日本フェスタinふくやま

9月
チャレンジ表彰
表彰式

9月
マスコミ向け見学会

11月

11月
「顧客との接し方」報告会

11月
はんだふれあい産業まつり

12月
JEF21世紀財団贈呈式

3月
JE1活動全社大会

3月
JSEC2008高校生科学技術チャレンジ協賛

3月
マニラ・エコプロダクツ
国際展出展

12月
エコプロダクツ2008出展

11月
ふれあい祭り（京浜）

11月
西日本フェスタinくらしき

中国日本語
スピーチコンテスト協賛

7月

JFEスチール社長賞 株主工場見学会
10月

秋まつり（津）
10月

千葉まつり
10月

全社防災訓練
10月

2008年度の活動
ＪＦＥグループでは、お客様・お取引先、株主・投資家、地域社会、従業員を重要なステークホルダーと考え、
すべての皆様の期待に応え信頼される企業であるよう、次のような取り組みを通じてさまざまな貢献をしています。

社会的側面
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C h a l l e n g i n g  S p i r i t

F l e x i b i l i t y

S i n c e r i t y

環境的側面

地球環境の保全のために
JFEグループは、環境理念「地球環境の向上を経営の重要課題と位置付け、
環境と調和した事業活動を推進することにより、豊かな社会づくりをめざします」のもと、
地球環境の保全に一層努め、環境と調和した企業の発展をめざします。

環境理念
JFEグループは、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ことにより、豊かな社会づくりをめざします。

環境方針
１．すべての事業活動における環境負荷低減
現在および将来の環境負荷の低減に努めるとともに、環境負荷低減のための
革新的な技術開発を推進します。

２．技術、製品による貢献
最先端の技術、設備および環境調和型商品の開発・提供によって、より良い環
境づくりに貢献します。

３．省資源、省エネルギー事業による貢献
地球環境を視野に入れたリサイクル事業およびエネルギー供給事業を推進し、
省資源および省エネルギー社会の構築に貢献します。

４．社会とのコミュニケーションの促進
地域社会の一員として、市民、行政、企業との連携を図り、地域のより良い環境
づくりに貢献します。

５．国際協力の推進
環境技術移転など国際協力を積極的に推進し、地球規模の環境保全活動に
貢献します。

株主・投資家

お取引先

お客様 従業員

地域社会

地球環境
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JFEグループは、｢グループCSR会議｣のもと、

JFEホールディングスの社長を議長とする｢グルー

プ環境委員会｣を設置するとともに、事業会社･

関連会社にも｢環境委員会｣を設置し、環境目標

の設定、達成状況のチェック、グループ全体の環

境パフォーマンス向上など、環境に関する諸問題

の解決に取り組んでいます。

2008年度は、環境関連設備投資額が394

億円、費用は880億円で、全設備投資に占める

環境関連設備投資の割合は約19％です。なお、

2008年度の活動の結果、省エネルギー効果は

金額換算で約9億円と見積もっています。

構
成
メ
ン
バ
ー
：
Ｊ
Ｆ
Ｅ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

お
よ
び
各
事
業
会
社
環
境
担
当
者

構
成
メ
ン
バ
ー
：
各
事
業
会
社
環
境
担
当
者

お
よ
び
各
関
連
会
社
環
境
担
当
者

グループ環境委員会

Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
地
球
環
境
委
員
会

関
連
会
社
環
境
委
員
会

関
連
会
社
環
境
委
員
会

Ｊ
Ｆ
Ｅ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

環
境
委
員
会

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
造
船
環
境
会
議

Ｊ
Ｆ
Ｅ
都
市
開
発
環
境
委
員
会

川
崎
マ
イ
ク
ロ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

環
境
委
員
会

グ
ル
ー
プ
環
境
連
絡
会

関
連
会
社
グ
ル
ー
プ
環
境
連
絡
会

環境マネジメント組織体制

マネジメント

地球温暖化防止

資源の有効活用

環境保全

その他

研究開発

社会活動

2

190

9

185

─

8

─

394

25

165

191

389

16

88

6

880

環境負荷の監視・測定、ＥＭＳ関連、環境教育・啓発など

省エネルギー・エネルギー有効利用など

工業用水の循環、自社内発生物のリサイクル、廃棄物管理など

大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下の防止

賦課金など

環境保全・省エネルギー・地球温暖化防止のための技術開発

自然保護・緑化活動支援、情報公開、展示会、広報など

自社の業務に
かかわるもの

主な内容

合　計

投資額 費用額

お客様や一般社会の
活動にかかわるもの

ここに掲載している環境会計は以下の考え方に基づいて算出しています。
対象期間 ： ２００8年４月～２００9年３月
集計対象 ： コストは、JFEの製鉄所における環境関連投資および費用。但し、研究開発については全社分としています。
効果については推計に基づく「みなし効果」、「リスク回避効果」などは算定していません。
※ プロセス全体が従来に比べて省エネルギーとなった設備投資でも、老朽更新など他に主目的がある設備投資は含めていません。

（億円）環境保全コスト

環境マネジメント体制

環境マネジメント体制の構築･運用状況

環境会計

環境的側面
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※ 「掲載ページ」欄のBRが付いたものは「JFEグループ経営レポート2009」、ERが付いたものは「JFEグループ環境報告2009」の該当ページを示します。
「JFEグループ環境報告2009」は当社Webサイトよりダウンロードして、ご覧いただけます。

会社名 2008年度 環境重点目標 2008年度 実績 2009年度 環境重点目標 掲載ページ

JFE
スチール

地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策の推進

BR55-58
ER3-10

●鉄連自主行動計画を踏まえ、温暖化ガス削減対策を実行
（エネルギー消費量を2008年度～2012年度平均で1990年度比10％
削減）

●エネルギー消費量　1990年度比約8％削減
エネルギー原単位　約18％削減

●CDM実施：PSCの設備、2008年9月稼動開始
●シャフト炉：2008年8月稼動開始
●倉敷CDQ：2009年3月稼動開始
●Super-SINTERTM：2009年1月稼動開始
●リジェネバーナー導入拡大

●鉄連自主行動計画を踏まえ、温暖化ガス削減対策を実行
（エネルギー消費量を2008年度～2012年度平均で1990年度比10％削減）

環境リスク低減への取り組みの継続 環境リスク低減への取り組みの継続
ER19-20●新規法規制の遵守

●自主的な環境保全活動の推進
●排水処理設備の新設（千葉窒素規制強化対応）
●VOC排出量削減の自主管理活動（継続）

●新規法規制の遵守
●自主的な環境保全活動

副生物資源化の推進 副生物資源化の推進
ER21

ER39-40●スラッジ（汚泥）の資源化技術の開発および実機化の推進 ●含油スラッジ資源化設備（ばい焼炉）稼働
●ダスト資源化設備導入（福山）

●スラッジ資源化技術の開発と実機化推進
●全社廃棄物集計システム稼働

廃棄物管理の向上 廃棄物管理の向上 ER17-18
ER21
ER41

●全社廃棄物集計システムの整備
●電子マニフェストの全社導入　電子化80％以上

●廃棄物集計システム導入中
●主要製鉄所で電子マニフェスト導入69%

●全社廃棄物集計システムの整備
●電子マニフェストの全社導入　電子化80％以上

JFE
エンジニア
リング

生産部門の省エネルギー活動を推進 生産部門の省エネルギー活動を推進

ER23
●鶴見事業所1997年度比12％減（操業時間あたりの電力使用量）
●清水製作所1997年度比40％減（加工重量あたりの電力使用量）
●津製作所　1997年度比15％増（加工重量あたりの電力使用量）
※ 津製作所は、大電流溶接機使用割合増により、1997年度比からの増加を見込む

●鶴見事業所１９９７年度比１７％減
●清水製作所１９９７年度比３３％減
●津製作所　１９９７年度比４％増
●ＣＯ２排出量（３所計）１６，８４９t-CO2

●鶴見製作所１９９７年度比１３％減
●清水製作所１９９７年度比２４％減
●津製作所　１９９７年度比  ５％増
※ 津製作所は、大電流溶接機使用割合増により、19９７年度比からの増加を見込む

現地工事での廃棄物削減を推進 現地工事での廃棄物削減を推進
ER24

●リサイクル率73％以上 ●リサイクル率８５．９％ ●リサイクル率７４％以上

ユニバーサル
造船

地球温暖化防止対策の推進 地球温暖化防止対策の推進

ER25

●2010年度に電力使用量を原単位（鋼材加工重量あたり）で
１９９０年度比10％削減（新造船事業所を対象）

●エネルギー消費量を原単位で前年度比１％削減（5事業所を対象）

●津事業所のLNG船完工・引渡しの影響が大きく、
１９９０年度比18％削減

●５事業所合計で前年度比5％削減
●CO2排出量は全社合計で72,644t-CO2

前年度排出量比2.4％削減

●2010年度に電力使用量を原単位（鋼材加工重量あたり）で１９９０年度比１０％削減（新造船事業所を対象）
●エネルギー消費量を原単位で前年度比１％削減（全社を対象）

廃棄物排出量の削減 廃棄物排出量の削減
ER26●製造段階における廃棄物リサイクル率を2010年度に

84％以上に高める（全社を対象）
●廃棄物リサイクル率は全社合計で８5.7％で、前年度比大幅増 ●製造段階における廃棄物リサイクル率を2010年度に85％以上に高める（全社を対象）

VOC排出抑制への対応 VOC排出抑制への対応
ER26●７００ｐｐｍCの排出基準を満足する

（排風能力10万ｍ３/時以上の塗装設備を対象）
●有明、津事業所とも、７００ｐｐｍCの排出基準を満足 ●７００ｐｐｍCの排出基準を満足する（排風能力10万ｍ３/時以上の塗装設備を対象）

PRTR法指定化学物質のフォロー PRTR法指定化学物質のフォロー
●指定化学物質（特に、キシレン、エチルベンゼン、トルエン）の大気への

排出量および事業所外への移動量をフォロー（5事業所を対象）
●３主要物質合計の排出量、移動量は前年度より大幅増 ●指定化学物質（特に、キシレン、エチルベンゼン、トルエン）の大気への排出量および事業所外への移動量をフォロー

（5事業所を対象）
ER26

川崎マイクロ
エレクトロ
ニクス

地球温暖化防止対策の推進

宇都宮工場の閉鎖に伴い活動テーマを見直し、以下のテーマを実施する
●排水処理起源脱水汚泥のリサイクル率１００％の達成
●ＰＲＴＲ物質の削減

また、ＥＵ－ＲＥＡＣＨ規制に対応しＬＳＩ製品の化学物質管理システムのレベルアップを図る

ER27

●省エネ率1％以上の達成
●C2F6新代替ガス実験を完了し、2009年前半から削減を開始する

●省エネ率３％達成　エネルギー起源CO2排出量15,800t-CO2
●代替ガスの実用化に成功　PFCガス排出量22,500t-CO2

化学物質使用量削減
●届出物質の使用量削減
●使用する物質の種類の削減

●ふっ化水素の使用量を削減
●１種類（リン酸トリ-n-ブチル）を削減

産業廃棄物削減
●排水処理起源脱水汚泥のリサイクル率50％以上の達成 ●脱水汚泥のリサイクル率７１％を達成

JFE
都市開発

マンション事業における省エネルギー活動の推進 マンション事業における省エネルギー活動の推進

ER28

●設計・建設住宅性能評価書の取得
構造躯体の劣化軽減対策：等級3
省エネルギー対策：等級3
ホルムアルデヒド発散対策：等級3

●省エネルギー建材、設備の採用

●分譲マンションで全件取得

●LED照明、樹脂サッシ、ペアガラス、保温浴槽を採用

●設計・建設住宅性能評価書の取得
構造躯体の劣化軽減対策：等級3
省エネルギー対策：等級3
ホルムアルデヒド発散対策：等級3

●省エネルギー建材、設備の採用
運営事業における地球温暖化防止対策の推進 運営事業における地球温暖化防止対策の推進

●省エネルギー設備・機器への更新改修 ●THINK　ポンプ更新等を実施 ●省エネルギー設備・機器への更新改修
運営事業における廃棄物の削減 運営事業における廃棄物の削減

●事業系廃棄物の資源化率向上
THINK　資源化率54.7％
オルトヨコハマ　資源化率50％

●THINK　資源化率55.4％（2007年度比6.1％向上）
●オルトヨコハマ　資源化率48.5％（2007年度比1.9％向上）

●事業系廃棄物の資源化率向上
THINK　資源化率56.5％
オルトヨコハマ　資源化率50％

環境重点目標と実績

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

環境的側面
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京都議定書・第一約束期間の初年度である

2008年度が終了しました。

JFEスチールは、日本鉄鋼連盟の自主行動計

画を遵守すべく、操業効率改善、設備効率化、技

術開発などの地球温暖化対策への取り組みを継

続的に実施してまいりました。これらの取り組みの

成果から、2008年度は、自主行動計画目標をほ

ぼ達成するレベルとなりました。

JFEスチールは、「常に世界最高の技術をもって社

会に貢献します」とのグループ企業理念に基づき、
●京都議定書・第一約束期間の自主行動計画完

遂のための省エネルギー技術のさらなる発展
●高機能鉄鋼製品による自動車軽量化などの社

会全体のCO2削減
●国際的な省エネ技術移転による地球規模での

温暖化防止
●将来に向けたCO2削減の革新的技術開発推進

を進めていき、世界規模でのCO2排出量削減に

貢献してまいります。

JFEスチール株式会社
常務執行役員

西崎 宏

役員メッセージ

JFEスチールの
地球温暖化対策への取り組み
──京都議定書の第一約束期間の初年度を終えて──

環境的側面
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JFEスチールは、第一次石油危機以降、今日ま

で徹底した省エネルギー・CO2排出量削減に取り

組んできました。例えば、製銑・製鋼工程で発生す

る副生ガス回収、高炉炉頂圧発電設備等による

排熱・排圧エネルギーの回収などです。このような

努力により、1973年度から2008年度までにエネ

ルギー原単位で35％削減という、世界最高水準

のエネルギー使用効率を達成しています。

2008年度上期は、お客様からの高機能鋼材

需要増に対応して高い生産量を維持しましたが、

下期は景気の後退に伴い、減産となりました。な

お、2008年度の粗鋼生産実績は、1990年度

比較で13％増加しています。

2008年度は、1990年度比較で粗鋼生産が

13％増加しましたが、CO2排出量は8.9％減少

し、粗鋼を1トン生産する時に排出するCO2の量

（CO2原単位）も19％と大幅に削減しました。

また、2008年度と粗鋼生産量がほぼ同じレベ

ルの2005年度と比較しても、CO2排出量は約

4％減少しています。

（１９７３年＝
１００とした指数）

JFEスチール
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●加熱炉燃料低減
●大型排熱回収設備
高炉炉頂圧発電、
焼結排熱回収、等

●工程連続化
連続鋳造設備、
連続焼鈍設備、等
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省エネルギー設備導入
●廃プラスチック高炉吹込
●リジェネバーナー導入
●エンドレス圧延
●都市ガス高炉吹込技術
●高効率酸素プラント

さらなる省エネルギー推進

●シャフト炉新設（’０８年８月稼働）
●ＣＤＱの増強（’０９年３月稼働）
●リジェネバーナー導入拡大
●高効率酸素プラント導入拡大
●転炉ガス顕熱回収
●Super-SINTERTM新設

省エネルギーによる
地球温暖化防止対策

原単位 
  35%

JFEスチールのエネルギー原単位の推移
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JFEスチールの粗鋼生産量の推移

JFEスチールのCO2排出量・原単位推移（試算）
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CO2排出量

8.9% 9%

19.4%

CO2
原単位

57.758.1

55.3

58.6

52.9

省エネルギー・CO2削減への取り組み

200８年度の粗鋼生産実績

2008年度のCO2排出量・原単位実績

エネルギー原単位
1973年度比

35%削減

CO2排出量
1990年度比

8.9%削減
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世界初の焼結機への水素系気体燃料吹き込み技術「Super-SINTERTM」を実用化

JFEスチールは、世界で初めて焼結機への水素

系気体燃料吹き込み技術「Super-SINTERTM：

Secondary-fuel Injection Technology for 

Energy Reduction」を実用化し、2009年1月に商

業運転を開始しました。この技術によって、焼結プロ

セスにおけるエネルギー効率を高めながら、高品質

焼結鉱の製造が可能となり、CO2排出量の大幅な

削減に貢献しています。

JFEスチールは、加工性に優れた高張力鋼板に

よる自動車の軽量化・燃費改善や、高磁束密度・

低鉄損電磁鋼板によるトランスやモーターの効率

化など、軽量、高効率、長寿命などの特性を持つ

高機能鋼材の開発を積極的に推進しています。

日本エネルギー経済研究所の2007年度の試

算では、加盟各社がこれら高機能鋼材を447万ト

ン供給したことで、お客様の製品使用段階におけ

るCO2排出抑制量は、812万トンにのぼります。

第２次中期計画（2006年度～2008年度）

においては、自主行動計画の達成に向けて約

1,000億円のCO2排出量削減・省エネルギー投

資を実施し、着実な成果を挙げました。2008年

度の主な稼動設備は次の通りです。
●新型シャフト炉（2008年8月稼動、東日本製鉄所・京浜

地区）
●倉敷CDQ（2009年3月稼動、西日本製鉄所・倉敷地区）
●厚板・熱延加熱炉へリジェネバーナーの導入拡大（東日

本製鉄所・千葉地区、西日本製鉄所・福山地区）
●高炉への都市ガス吹き込み拡大（東日本製鉄所・千葉

地区）
●Super-SINTERTM（2009年1月稼動、東日本製鉄所・京

浜地区）

高機能鋼材の使用段階でのCO2削減効果
（2008年度）

船舶112

電車9

変圧器132

自動車496

発電用ボイラー

63

CO２削減量

786万ｔ-CO２

船舶112%

電車9%

変圧器132%

自動車496%

発電用ボイラー63%

CO２削減量

812万ｔ-CO２

水素系ガス本管

ガス吹き込みフード

焼結機の
進行方向

点火炉

吹込枝管

Super-SINTERTM設備

スクラップ投入

熱風＋
純酸素吹込

ガス回収
（高炉ガス配管へ）

スクラップ溶解

連続出銑

炉径：3.4m

全高：20m

シャフト炉の構造概要

「Super-SINTERTM」設備の概要

出典：㈳日本鉄鋼連盟

製品によるCO2削減への貢献

自主行動計画の達成に向けた取り組み

環境的側面
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JFEスチールは、世界最高水準の省エネル

ギー技術を活用してグローバルな地球温暖化対

策に取り組んでいます。

worldsteel※1の取り組み
●CO2原単位データの国際比較に基づき、最適
な省エネルギー技術を促進する。

●各国における長期的かつ革新的技術の開発促
進による抜本的なCO2削減を行う。

フィリピン・シンター社（PSC)の焼結機排熱回収設備が稼動開始

JFEスチールが持つ、焼結から発生する排熱を回収

して発電する技術をフィリピン・シンター社※1へ移転

し、2008年9月8日から稼動を開始しました。JFEス

チールは、このプロジェクトをPSCとのCDM※2事業

と位置付け、CO2排出権を獲得しています。

排熱回収設備は、現在順調に操業しており、近々、

排出権が国連から承認される見込みです。今後もこ

のような事業を積み重ねて、フィリピンの温暖化対

策に貢献していきたいと考えています。

担当者の声

中国との環境技術交流
日本鉄鋼連盟と中国鋼鉄工業協会は、2005

年から毎年「日中鉄鋼業環境保全・省エネ先進

技術交流会」を開催しています。2009年３月には

４回目の交流会を千葉で開催し、環境保全技術

を中心に活発な討論を行いました。

APP※2のセクター別アプローチ※3

技術ハンドブック作成
各国の64の環境・省エネ技術を収録、うち27の技術を日本から提供。

環境・省エネ技術の特定

代表的な環境・省エネ技術の普及について
各国の事業所ごとに実態調査

2007年度に中国の3製鉄所、2007年度と2008年度に
インドの3製鉄所の省エネ診断を実施済み。

普及率から削減可能量評価

実際の技術・設備導入・促進へ

全PSCプラント

ボイラー設備

復水器

排気塔 誘引ファン

焼結機

冷却装置

冷却ファン

外部からの電力購入

タービン 発電機

発電設備

発電設備からの
電力供給

蒸
気
ド
ラ
ム

純水装置

PSC 排熱回収発電設備概要

PSC社　経営企画・管理アドバイザー
林俊光（写真右端）

環境・エネルギー技術の活用によるグローバルな温暖化対策への取り組み

※1 フィリピン・シンター社
Philippine Sinter Corporation フィリピン ミンダナオ島にある
製鉄原料の焼結鉱の生産子会社。

※2 CDM
Clean Development Mechanismの略。京都議定書で導入さ
れた制度で、先進国が途上国へ技術･資金を提供してCO2を削減
し、その削減分を自国の削減目標達成に使用できる。

※1 worldsteel
worldsteel(世界鉄鋼協会)は、日本、米国、EU、ロシア等55ヶ国・地
域の約180社の主要製鉄企業・鉄鋼団体で構成。

※2 APP
Asia Pacific Partnership(クリーン開発と気候に関するアジア太平
洋パートナーシップ)。2005年7月に日本、豪州、中国、インド、韓国、米
国、カナダ（07年5月参加）が気候変動、エネルギー安全保障などの問
題に取り組むために立ち上げた国際的な組織。

※3 セクター別アプローチ
鉄鋼などのセクター別に、効率指標(例：粗鋼1トンあたりのCO2原単
位)を世界へ適用。効率手法に基づくため中国、インドなどの発展途上
国も参加が容易であり、技術に裏打ちされた確実なCO2削減手段。
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GA鋼板※のナノレベルの極表層構造を最適化するこ

とで鋼板のプレス成形性を改善。自動車のサイドパネル、

フェンダー、ドア、ホイルハウスなどプレス成形が難しい外

板パネルおよび各種の内板パネル用に好適です。

高度な凝固技術を用いて、世界最高クラスのエネル

ギー変換効率（約17％）の多結晶ウエハを製造していま

す。また、電子ビーム精錬や真空プラズマ溶解などの最高

難度の冶金技術を駆使して世界最高級SOG（ソーラーグ

レード）シリコンを製造しています。

ネオホワイトは、空調の蓄冷剤として一般的に使われて

いる水に比べて、2倍以上の冷熱を蓄える能力を持つ水

和物スラリーを使用する蓄冷空調システムです。2005年

度にオフィスビルに導入して以来、地下街や大規模商業

ビル、工場など幅広い蓄冷空調分野への導入実績を有

しています。

生鮮市場や工場構内を走行する水素ガス燃料電池を

動力源に使うターレット式構内運搬車のガス容器（１３ℓ、

直径190mm、長さ840mm、圧力35MPa）と関連システ

ムを開発。燃料電池の適用が自動車から医療、環境へと

進む中、高圧ガス容器技術をコアテクノロジーに多彩な

用途で貢献します。

http://www.jfe-steel.co.jp/products/car/
products/others/cylinder/index.html

http://www.jfecon.jp/product/g01.html

http://www.jfe-steel.co.jp/products/car/
products/surface/jaz/index.html

http://www.jfe-steel.co.jp/release/
2006/07/060726.html

太陽電池用多結晶シリコンウエハ

シリコンブロック

１,２００t実プレステスト（フェンダーモデル）

※ GA鋼板
合金化溶融亜鉛めっき鋼板（Galvannealed Steel Sheet）の通称

POINT
■極めて優れたプレス成形性を有する防錆鋼板
■重金属元素などを全く使用せず、環境に優しい

重金属を含まず環境に配慮

自動車用高潤滑GA鋼板
｢JAZ®（JFE Advanced Zinc）」

POINT
■地球温暖化防止対策の切り札、太陽電池用素材
■世界トップクラスの変換効率を達成

世界トップクラスの変換効率を達成

太陽電池用「シリコンウエハ」

POINT
■水の2倍の蓄冷能力で省エネとCO2削減を実現
■地下街、商業ビルなど幅広い分野に導入可能
■空調のCO2発生量40%削減達成
 （川崎地下街アゼリア）

大幅な省エネとCO2削減を実現

ネオホワイト蓄冷空調システム

川崎地下街アゼリアに導入されたネオホワイトを視察する麻生首相

燃料電池社会構築に貢献

水素ガス容器
POINT
■高圧ガス容器のコア技術で多彩な用途に貢献
■燃料電池ターレット車を共同開発し、走行試験を開始

http://www.jfe-eng.co.jp/product/
environment_energy/
environment_energy1211.html

水素ガス容器搭載
ターレット車

水素ガス容器拡大（荷台内部）

地球環境保全に貢献するJFEのテクノロジー
環境的側面
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GA鋼板※のナノレベルの極表層構造を最適化するこ

とで鋼板のプレス成形性を改善。自動車のサイドパネル、

フェンダー、ドア、ホイルハウスなどプレス成形が難しい外

板パネルおよび各種の内板パネル用に好適です。

高度な凝固技術を用いて、世界最高クラスのエネル

ギー変換効率（約17％）の多結晶ウエハを製造していま

す。また、電子ビーム精錬や真空プラズマ溶解などの最高

難度の冶金技術を駆使して世界最高級SOG（ソーラーグ

レード）シリコンを製造しています。

ネオホワイトは、空調の蓄冷剤として一般的に使われて

いる水に比べて、2倍以上の冷熱を蓄える能力を持つ水

和物スラリーを使用する蓄冷空調システムです。2005年

度にオフィスビルに導入して以来、地下街や大規模商業

ビル、工場など幅広い蓄冷空調分野への導入実績を有

しています。

生鮮市場や工場構内を走行する水素ガス燃料電池を

動力源に使うターレット式構内運搬車のガス容器（１３ℓ、

直径190mm、長さ840mm、圧力35MPa）と関連システ

ムを開発。燃料電池の適用が自動車から医療、環境へと

進む中、高圧ガス容器技術をコアテクノロジーに多彩な

用途で貢献します。

http://www.jfe-steel.co.jp/products/car/
products/others/cylinder/index.html

http://www.jfecon.jp/product/g01.html

http://www.jfe-steel.co.jp/products/car/
products/surface/jaz/index.html

http://www.jfe-steel.co.jp/release/
2006/07/060726.html

太陽電池用多結晶シリコンウエハ

シリコンブロック

１,２００t実プレステスト（フェンダーモデル）

※ GA鋼板
合金化溶融亜鉛めっき鋼板（Galvannealed Steel Sheet）の通称

POINT
■極めて優れたプレス成形性を有する防錆鋼板
■重金属元素などを全く使用せず、環境に優しい

重金属を含まず環境に配慮

自動車用高潤滑GA鋼板
｢JAZ®（JFE Advanced Zinc）」

POINT
■地球温暖化防止対策の切り札、太陽電池用素材
■世界トップクラスの変換効率を達成

世界トップクラスの変換効率を達成

太陽電池用「シリコンウエハ」

POINT
■水の2倍の蓄冷能力で省エネとCO2削減を実現
■地下街、商業ビルなど幅広い分野に導入可能
■空調のCO2発生量40%削減達成
 （川崎地下街アゼリア）

大幅な省エネとCO2削減を実現

ネオホワイト蓄冷空調システム

川崎地下街アゼリアに導入されたネオホワイトを視察する麻生首相

燃料電池社会構築に貢献

水素ガス容器
POINT
■高圧ガス容器のコア技術で多彩な用途に貢献
■燃料電池ターレット車を共同開発し、走行試験を開始

http://www.jfe-eng.co.jp/product/
environment_energy/
environment_energy1211.html

水素ガス容器搭載
ターレット車

水素ガス容器拡大（荷台内部）
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船舶は、空荷時のバランスをとるために船内に海水（バ

ラスト水）を注水します。このバラスト水を荷積み港で排出

する際の他海域のプランクトンなどによる生態系への影響

が、国際的に問題となっています。グループが保有する水

処理技術や機械技術、造船技術を活用して、コンパクトで

高性能なバラスト水管理システムを開発しました。

船型や推進性能向上装置の改良とともに、燃料消費

量削減の余地が大きいのが“運航の最適化”の分野です。

「Sea-Navi®」は「海のカーナビ」という意味から命名された

運航支援システムで、出港前に燃料消費量や定時性、安

全性を考慮した航路計画を提案し、航海中は日々変化する

海気象データに基づいて航路を修正します。また、船体構

造部材の余寿命評価や最適メンテナンスも提案します。

バラスト水 注水時（揚荷時）

大型プランクトン
の除去

海水フィルタ

海水
取入口

逆洗水
排出

キャビテーション
装置

酸化剤
による殺滅

キャビテーション
による殺滅

薬剤

バラスト水 処理システム

海気象予報センタ－

海気象予報
データ

船上システム

最適航路探索

モニタリング

保守・管理

陸上管理センター（IDC）

モニタリング
レポート

保守・管理
レポート

海気象予報
データ

最短時間航路

大圏航路

最小燃費航路

海水タンク（バラストタンク）

POINT
■コンパクトで船舶への搭載が容易
■バラスト水管理により海洋生態系保全に貢献

海洋生態系保全に貢献

船舶用バラスト水管理システム

POINT
■運航の最適化により燃料消費量を削減
■船舶の最適航路、航法を提案
■約2年間の実船実証試験で効果を確認中

海上運航支援システム

「Sea-Navi®」

http://www.jfe-eng.co.jp/product/environment/
environment2271.html

http://www.u-zosen.co.jp/giken/review02.html

環境的側面
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1. 気候変動対策について

エネルギー集約的な生産をコア事業とするJFEグループ

にとって、気候変動問題は依然として社会的・環境的な取

り組みを評価する上での最重要課題になっています。本

年12月に検討される予定の京都議定書後の国際的枠組

みにおいて、温室効果ガスの削減義務が現在より強化さ

れるのは確実であり、エネルギー集約的な産業は一層の削

減努力が求められるからです。また、その結果として事業活

動が大きな規制リスクにさらされることは避けられず、中期

的には財務的にも多大な影響を受ける可能性があります。

こうした視点から気候変動リスクの高いJFEスチールの

対策を見ると、かなり健闘していると評価できます。グループ

の企業理念である「常に世界最高の技術をもって社会に

貢献」の言葉どおりに、高い技術力で生産段階でのCO2

排出量削減に取り組み、CDQやTRTによる排熱・排圧エ

ネルギーの回収技術、新型シャフト炉、リジェネバーナー、

Super-SINTERTMなどの省エネ技術によって、90年比で

粗鋼生産が13%増加したにもかかわらず、CO2排出量を

8.9%削減し、原単位ベースでは19%という大幅な削減実

績を残しているからです。

また、日本鉄鋼連盟のCO2削減技術プロジェクトである

COURSE50では「物理的吸着法」などの革新的な技術

開発に取り組み、途上国への技術移転プロジェクトを積極

的に展開するなど、対外的な貢献面でも技術力の高さが

活かされています。

財務的な影響面では、来るべき低炭素社会に向けた高

付加価値製品を数多く供給することで高収益体質を強化

しつつあり、今後の低炭素製品市場に対する適応戦略が

明確に示されています。

しかし、その一方で、2008年度のエネルギー消費量は

90年比で7.7%減に留まっており、日本鉄鋼連盟の自主

行動計画目標である10%減を達成するためには、今後とも

一層の省エネ努力が必要になっています。同社の高い技

術力を活かしてイノベーションによる削減が実現できれば

結果的に市場競争力の強化にもつながるので、今後とも

技術開発に軸足を置いたカーボンマネジメントの推進を期

待します。

2. 情報開示について

2009年度版では経営レポート・環境報告(Web情報)と

もにページ数が約20%～30%削減されました。環境報告

は大きな写真を削除するなどの工夫でページ数の削減をあ

まり感じさせない仕上がりになっていますが、もともと情報量

の少ない社会情報は現状維持が精一杯で、開示水準に

改善が見られません。

しかし、持続可能な社会の実現にとって、環境的配慮は

もちろん社会的配慮も欠かすことができない企業責任で

す。社内外の弱者に対する配慮状況がさらに可視化でき

るように、社会情報の継続的な質向上を望みます。

3. 公正取引に対する意識変革について

本経営レポートにも報告されているように、昨年も公正

取引に関する不祥事が報じられました。ここ数年の徹底し

たコンプライアンス教育も、過去の負の遺産が一掃される

までは効果が上がっていないように見えてしまいます。亜鉛

めっき鋼板の価格カルテル事件では組織の自浄能力が発

揮されましたが、こうした事件の再発を防止し、社会の信頼

をいち早く回復するためにも、さらなる組織的な意識改革

の徹底が不可欠です。

上智大学経済学部教授

上妻 義直氏

JFEグループの社会・環境への取り組みについて
第三者コメント
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（百万円）

2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度

経営成績（会計年度）

売上高 2,803,699 3,098,374 3,260,447 3,539,802 3,908,282

営業利益 467,237 517,171 503,938 510,518 407,806

金利前経常利益※1 482,451 533,114 528,918 520,996 423,068

経常利益 460,684 517,313 513,520 502,974 400,562

当期純利益 160,057 325,996 299,683 261,845 194,229

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 462,535 401,973 417,645 438,257 243,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,518 △116,224 △292,750 △297,209 △350,136

フリー・キャッシュ・フロー※2 353,017 285,749 124,895 141,048 △106,424

財務活動によるキャッシュ・フロー △369,873 △316,127 △113,304 △125,473 260,065

財政状態（会計年度末）

総資産 3,656,389 3,630,322 3,872,142 4,170,080 4,328,901

有形固定資産 1,846,109 1,827,342 1,816,514 1,843,483 1,843,232

純資産※3 968,614 1,310,381 1,539,621 1,541,680 1,378,041

借入金・社債等残高 1,446,785 1,162,857 1,180,532 1,281,936 1,768,747

設備投資状況その他

設備投資額 157,235 178,358 193,596 223,644 289,582

減価償却費 179,770 175,057 176,794 220,459 247,774

研究開発費 37,192 38,193 38,149 39,483 41,938

粗鋼生産量（千トン） 31,281 30,145 32,828 34,273 29,280

従業員数（人） 52,503 53,111 53,610 56,688 56,547

財務指標

売上高経常利益率（ROS）※4 16.4% 16.7% 15.8% 14.2% 10.2%

総資産金利前経常利益率（ROA）※5 13.1% 14.6% 14.1% 13.0% 10.0%

自己資本利益率（ROE）※6 18.7% 28.6% 21.3% 17.5% 13.7%

自己資本比率※7 26.5% 36.1% 38.8% 35.9% 30.9%

D/E レシオ※8 149.4% 88.7% 78.6% 85.7% 132.4%

D/E レシオ※9 61.4% 98.9%

（円）

1株当たり情報

当期純利益 273.97 555.02 513.58 450.58 355.64

純資産 1,652.31 2,236.32 2,548.09 2,619.11 2,526.26

配当金 45 100 120 120 90

主要経営指標
JFEホールディングスおよび連結子会社

※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 2005年度以前は、株主資本 
※4 売上高経常利益率（ROS）＝経常利益/売上高×100 
※5 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 
※6 自己資本利益率（ROE）＝当期純利益/期中平均自己資本×１００
　　２００５年度以前は、株主資本利益率（ROE）＝当期純利益/期中平均株主資本×１００

※7 2005年度以前は、株主資本比率 
※8 D/E レシオ＝借入金・社債残高/自己資本×100 

2005年度以前は、D/E レシオ＝借入金・社債残高/株主資本×100 
※9 ハイブリット債について、格付機関2社による評価により

発行価額3,000億円の75%を資本とみなした場合のD/Eレシオ

http://www.jfe-holdings.co.jp/investor/index.html財務情報

経営ハイライト
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（百万円）

2007年度
（自　2007年4月 1日）至　2008年３月31日

2008年度
（自　2008年4月 1日）至　2009年３月31日

売上高 3,539,802 3,908,282

売上原価 2,721,330 3,199,268

売上総利益 818,471 709,013

販売費及び一般管理費 307,952 301,207

営業利益 510,518 407,806

営業外収益

　受取利息 － 1,233

　受取配当金 － 9,003

　受取利息及び配当金 9,335 －

　受取賃貸料 － 7,024

　たな卸資産関係益 － 13,023

　持分法による投資利益 25,752 22,867

　その他 29,046 8,737

　営業外収益合計 64,133 61,889

営業外費用

　支払利息 18,022 22,506

　固定資産除売却損 － 19,540

　その他 53,655 27,086

　営業外費用合計 71,678 69,133

経常利益 502,974 400,562

特別利益

　投資有価証券売却益 － 13,788

　固定資産売却益 2,310 －

　関係会社株式売却益 4,562 3,256

　特別利益合計 6,873 17,044

特別損失

　減損損失 2,200 21,265

　投資有価証券評価損 1,032 55,268

　関係会社整理損 3,782 －

　LSI事業構造改革費用 － 6,568

　本社等移転集約関連損失 － 3,465

　訴訟損失引当金繰入額 4,248 －

　特定事業損失引当金繰入額 51,382 －

　特別損失合計 62,646 86,568

税金等調整前当期純利益 447,201 331,038

法人税、住民税及び事業税 176,934 131,212

法人税等調整額 5,116 5,396

法人税等合計 182,051 136,609

少数株主利益 3,305 199

当期純利益 261,845 194,229

連結損益計算書
JFEホールディングスおよび連結子会社

財務セクション
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（百万円）

2007年度
（2008年3月31日現在）

2008年度
（2009年3月31日現在）

（資産の部）

流動資産

　現金及び預金 47,366 217,990

　受取手形及び売掛金 577,278 535,199

　たな卸資産 721,440 －

　商品及び製品 － 238,798

　仕掛品 － 182,996

　原材料及び貯蔵品 － 406,539

　繰延税金資産 51,536 52,301

　その他 105,955 128,171

　貸倒引当金 △938 △876

　流動資産合計 1,502,638 1,761,121

固定資産

　有形固定資産

　　建物及び構築物（純額） 461,590 446,922

　　機械装置及び運搬具（純額） 742,473 748,746

　　土地 538,440 531,601

　　建設仮勘定 74,730 76,280

　　その他（純額） 26,250 39,681

　　有形固定資産合計 1,843,483 1,843,232

　無形固定資産 85,499 79,786

　投資その他の資産

　　投資有価証券 593,536 448,014

　　繰延税金資産 47,741 93,214

　　その他 104,229 107,274

　　貸倒引当金 △9,309 △5,576

　　投資その他の資産合計 736,197 642,927

　固定資産合計 2,665,181 2,565,946

繰延資産

　社債発行費 2,261 1,834

　繰延資産合計 2,261 1,834

資産合計 4,170,080 4,328,901

（百万円）

2007年度
（2008年3月31日現在）

2008年度
（2009年3月31日現在）

（負債の部）

流動負債

　支払手形及び買掛金 472,963 352,315

　短期借入金 186,133 188,918

　コマーシャル・ペーパー 30,978 175,935

　1年内償還予定の社債 80,000 40,000

　1年内償還予定の新株予約権付社債 － 8,049

　未払法人税等 61,064 48,043

　工事損失引当金 － 26,401

　その他 504,230 451,295

　流動負債合計 1,335,371 1,290,961

固定負債

　社債 199,992 259,994

　新株予約権付社債 308,089 300,000

　長期借入金 476,744 795,849

　繰延税金負債 7,797 7,703

　再評価に係る繰延税金負債 14,434 14,366

　退職給付引当金 152,278 144,586

　特別修繕引当金 40,334 41,778

　特定事業損失引当金 51,043 44,711

　その他 42,312 50,908

　固定負債合計 1,293,028 1,659,899

負債合計 2,628,400 2,950,860

（純資産の部）

株主資本

　資本金 147,143 147,143

　資本剰余金 657,597 657,387

　利益剰余金 897,969 1,005,066

　自己株式 △270,927 △426,649

　株主資本合計 1,431,782 1,382,947

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 72,491 △12,575

　繰延ヘッジ損益 △469 △1,221

　土地再評価差額金 5,658 14,755

　為替換算調整勘定 △12,949 △48,010

　評価・換算差額等合計 64,731 △47,052

少数株主持分 45,167 42,145

純資産合計 1,541,680 1,378,041

負債純資産合計 4,170,080 4,328,901

連結貸借対照表
JFEホールディングスおよび連結子会社
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（百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 142,334 652,820 713,381 △127,372 1,381,164

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 －

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 4,808 4,805 9,614

剰余金の配当 △75,817 △75,817

当期純利益 261,845 261,845

自己株式の取得 △144,034 △144,034

自己株式の処分 △29 480 450

連結範囲変更による増加 92 92

連結範囲変更による減少 △990 △990

土地再評価差額金の取崩 63 63

タイ国関係会社の資産再評価益取崩による減少 △604 △604

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 4,808 4,776 184,587 △143,554 50,617

当期末残高 147,143 657,597 897,969 △270,927 1,431,782

2007年度（自　2007年4月1日　至　2008年3月31日）

（百万円）

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
土地再評価

差額金
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

前期末残高 132,985 920 5,713 △19,689 119,929 38,527 1,539,621

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 －

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） 9,614

剰余金の配当 △75,817

当期純利益 261,845

自己株式の取得 △144,034

自己株式の処分 450

連結範囲変更による増加 92

連結範囲変更による減少 △990

土地再評価差額金の取崩 63

タイ国関係会社の資産再評価益取崩による減少 △604

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △60,493 △1,390 △54 6,739 △55,198 6,639 △48,558

当期変動額合計 △60,493 △1,390 △54 6,739 △55,198 6,639 2,059

当期末残高 72,491 △469 5,658 △12,949 64,731 45,167 1,541,680

連結株主資本等変動計算書（2007年度）
JFEホールディングスおよび連結子会社

財務セクション
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（百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 147,143 657,597 897,969 △270,927 1,431,782

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △10,507 △10,507

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） －

剰余金の配当 △67,422 △67,422

当期純利益 194,229 194,229

自己株式の取得 △156,483 △156,483

自己株式の処分 △209 △153 761 398

連結範囲変更による増加 －

連結範囲変更による減少 －

土地再評価差額金の取崩 △9,049 △9,049

タイ国関係会社の資産再評価益取崩による減少 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △209 117,604 △155,722 △38,327

当期末残高 147,143 657,387 1,005,066 △426,649 1,382,947

2008年度（自　2008年4月1日　至　2009年3月31日）

（百万円）

評価・換算差額等
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
土地再評価

差額金
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

前期末残高 72,491 △469 5,658 △12,949 64,731 45,167 1,541,680

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △10,507

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） －

剰余金の配当 △67,422

当期純利益 194,229

自己株式の取得 △156,483

自己株式の処分 398

連結範囲変更による増加 －

連結範囲変更による減少 －

土地再評価差額金の取崩 △9,049

タイ国関係会社の資産再評価益取崩による減少 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △85,067 △751 9,096 △35,060 △111,783 △3,021 △114,804

当期変動額合計 △85,067 △751 9,096 △35,060 △111,783 △3,021 △153,132

当期末残高 △12,575 △1,221 14,755 △48,010 △47,052 42,145 1,378,041

連結株主資本等変動計算書（2008年度）
JFEホールディングスおよび連結子会社
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（百万円）

2007年度
（自　2007年4月 1日）至　2008年３月31日

2008年度
（自　2008年4月 1日）至　2009年３月31日

営業活動による
キャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 447,201 331,038

減価償却費 220,459 247,774

引当金の増減額（△は減少） △6,848 △9,014

受取利息及び受取配当金 △9,335 △10,236

支払利息 18,022 22,506

固定資産売却損益（△は益） △2,310 －

関係会社株式売却損益（△は益） △4,562 －

減損損失 2,200 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,032 －

関係会社整理損 3,782 －

訴訟損失引当金繰入額 4,248 －

特定事業損失引当金繰入額 51,382 －

売上債権の増減額（△は増加） － 34,863

営業債権債務の増減額 △26,418 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,833 △110,769

仕入債務の増減額（△は減少） － △134,847

その他 △18,489 45,064

小計 615,531 416,378

利息及び配当金の受取額 17,926 20,726

利息の支払額 △17,802 △21,550

法人税等の支払額 △200,942 △171,842

その他 23,544 －

営業活動による
キャッシュ・フロー 438,257 243,712

（百万円）

2007年度
（自　2007年4月 1日）至　2008年３月31日

2008年度
（自　2008年4月 1日）至　2009年３月31日

投資活動による
キャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △222,171 △291,667

固定資産の売却による収入 9,829 4,490

投資有価証券の取得による支出 △83,751 △77,521

投資有価証券の売却による収入 2,166 19,856

その他 △3,281 △5,295

投資活動による
キャッシュ・フロー △297,209 △350,136

財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,770

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － 144,957

短期借入金及びコマーシャル・
ペーパーの増減額（△は減少） △37,176 －

長期借入れによる収入 183,727 500,907

長期借入金の返済による支出 △253,580 △174,103

社債の発行による収入 349,788 100,000

社債の償還による支出 △130,000 △80,000

自己株式の取得による支出 △144,034 △154,350

親会社による配当金の支払額 △75,632 △67,379

その他 △18,564 △8,194

財務活動による
キャッシュ・フロー △125,473 260,065

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △8,001 653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,573 154,296

現金及び現金同等物の期首残高 45,061 52,178

連結範囲の変更による増減額（減少：△） △456 131

現金及び現金同等物の
期末残高 52,178 206,605

連結キャッシュ・フロー計算書
JFEホールディングスおよび連結子会社

財務セクション
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名称（商号）

本社所在地
電話
URL

JFE（ジェイ エフ イー）ホールディングス株式会社
［英文名称：JFE Holdings, Inc.］
〒100-6527 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
03-3217-4049（代表）
http://www.jfe-holdings.co.jp/

設立年月日
資本金
発行済株式総数
株主数

2002年9月27日
1,471億円
614,438,399株
337,210名

上場証券取引所
定時株主総会
株主名簿管理人

東京、大阪、名古屋（証券コード：5411）
毎年6月東京都区内にて開催
みずほ信託銀行株式会社
〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

お問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8507 
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話：0120-288-324（フリーダイヤル）

金融機関
40.2%

証券会社
0.5%

その他国内法人
11.9%

外国法人など
17.5%

個人・その他
16.0%

自己名義
13.9%

政府および地方公共団体
0.0%
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出来高（東京証券取引所）　（千株）
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株価（高値・安値）　（円） TOPIX（終値）　（ポイント）

TOPIX（終値）

株価（高値・安値）

株主名 所有株主数
（千株）

出資比率
（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 39,591 7.5 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 33,544 6.3 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口4G） 32,582 6.2 

日本生命保険相互会社 22,639 4.3 
第一生命保険相互会社 15,985 3.0 
株式会社みずほコーポレート銀行 14,351 2.7 
東京海上日動火災保険株式会社 9,975 1.9 
株式会社損害保険ジャパン 8,419 1.6 
明治安田生命保険相互会社 7,163 1.4 
オーディー05オムニバスチャイナトリーティ
808150 5,286 1.0 

※  上記のほか、当社は自己株式 85,220千株保有いたしており、出資比率の算定においては、自己株
式を除いております。

大株主 所有者別株式分布状況

株価の推移 出来高の推移

（2009年3月31日現在）

会社概要

投資家情報

株主インフォメーション
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〒100-6527 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
http://www.jfe-holdings.co.jp/

03-3217-4073（財務・IR部ダイヤルイン）
03-3217-4049（総務室ダイヤルイン）
03-3217-3133（企画部ダイヤルイン）

03-3217-4030（広報室ダイヤルイン）

I R 関 係
株式関係
環境関係

お問い合わせ先




