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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。
　このたび、4月1日付けで代表取締役社長に就
任いたしました。JFEグループは、2002年の創
設以来、『常に世界最高の技術をもって社会に
貢献します』という企業理念を掲げ、企業として
の持続的な成長を図り、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の
向上に努めてまいりました。
　私たちは、経営の原則である「公正・公平・透
明」を貫き、『挑戦。柔軟。誠実。』を行動規範とし
て、皆様のご期待に添うべく、これからも挑戦し
続けてまいります。

　当社は、2009年4月に中長期的な経営方針を
発表いたしました。2008年来の経済環境の悪
化と経営環境の急激な変化のなかにあっても、
将来の飛躍を図るための中長期的な経営方針
に変更はなく、今後とも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。

すべてのステークホルダーの皆様へ

　経営方針発表以降、経営環境は大きく変化
し、日本を含めた先進国が低迷する一方、アジ
アを中心とした新興国はリーマンショックから
いち早く立ち直り力強く回復しています。
　こうしたマーケットの変化をふまえて、今年度
以降、以下の経営課題に取り組んでまいります。

　JFEグループは、株主・お客様・従業員・地域社
会ほか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
長を図っていきたいと考えております。
　社会との信頼関係の基本である、コーポレート・
ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、地球環
境問題への取り組み、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てまいる所存です。
　皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろ
しくお願い申し上げます。

中長期的な成長戦略は変わらない

マーケットの変化をふまえた
経営課題への取り組み

2010年6月

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

【5つの経営課題】
●事業内容の「選択と集中」の強化
●環境・エネルギー分野への注力
●アジアでの事業拡大
●グループ全体でのシナジーの追求
●将来の成長への投資と財務体質のバランス
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　2009年度はグループをあげて緊急コスト削減な
どに迅速かつ徹底的に取り組む一方で、アジア新興
国の需要をいち早く取り込むなど環境変化に迅速に
対応し、グループ全体として692億円の経常黒字を
確保することができました。
　JFEグループは、このような変化の激しい経営環境の
なかでも、中長期的な経営方針に従い、2009年度も将
来の飛躍に向けた施策を着実に進めてまいりました。

　JFEグループは、2009年4月に研究開発体制を見
直し、JFE技研を発展的に再編いたしました。これに
より、10年先を見据えた革新的なプロセス技術・利
用技術の開発や、画期的な新商品の開発を一層加速
させていく所存です。なかでも、環境技術や省エネ・
省資源技術に力を注いでおり、世界最先端・最高水
準の技術開発に果敢に挑戦しています。
　一例ですが、JFEスチールでは、2009年12月に革新的
塊成物「フェロコークス」の製造プロセス技術開発の一
環として、東日本製鉄所（京浜地区）においてパイロット
プラントの建設を開始しました。これにより、将来におけ
るCO2排出量の大幅な削減、省エネルギー、劣質石炭・
鉱石使用による資源対応力の強化を図ってまいります。
　さらには、ほかの鉄鋼メーカーと共同で、「革新的製
鉄プロセス技術開発（COURSE50）」にも積極的に取
り組んでおります。COURSE50は、CO2の排出抑制と
分離・回収により、CO2排出量を約30％削減する技術
を開発するものであり、2030年頃までに技術を確立
し、2050年までの実用化・普及をめざしております。

　将来の成長に向けた取り組みも各事業会社で着
実に進めております。

　JFEスチールでは、中長期的に増大する高級鋼への
需要に応えるために、第7連続鋳造設備をはじめとする
西日本製鉄所（福山地区）の製鋼能力増強投資を行い、
2010年度上期に稼動を開始いたしました。2011年春
には、福山第3高炉の拡大改修も完了し、国内での年間
（単独）粗鋼生産3,300万トン体制が確立いたします。
　加えて、海外では、2009年11月にインド最大の民
間鉄鋼メーカーであるJSWスチール社と戦略的包
括提携契約を締結いたしました。
　JFEエンジニアリングでは、世界各国における地球環
境問題に対する取り組みの本格化を飛躍の好機と捉
え、海外における受注を拡大してまいります。また、環境・
エネルギー分野での新商品投入を加速し、本年度は船
舶のバラスト水処理装置などの販売を開始いたします。

　JFEグループは、従来より、効率的なグループ経営
のための事業再編・再構築を推進してまいりました。
　鉄鋼事業においては、2009年10月にJFE炉材（株）と
品川白煉瓦（株）が合併し、品川リフラクトリーズ（株）と
なりました。また、JFEエンジニアリングでは、2009年4
月に傘下のグループ会社4社を再編・統合いたしまし
た。そのほかの事業においても、2010年2月に川崎マイ
クロエレクトロニクスの宇都宮工場を閉鎖しファブレ
ス化するなど、着実に事業の再構築を進めております。

2009年4月に当面の経営方針を
発表しましたが、2009年度の進
捗と今後の見通しは？

Q1.

10年先を見据えた革新的な技術開発

将来の成長と飛躍に向けた取り組み

事業の再編・再構築の推進

JFEスチール（単独）粗鋼生産量

3,500
（万t）

連結粗鋼
生産量（万t） 3,015 3,283 3,427 2,928 2,835 3,280

3,000

2,500

2,000

’05
（年度）

’06 ’07 ’08 ’09 ’10
（見通し）

’11
（能力）

2,672

2,904 3,052

3,300

3,700

は生産能力※

2,655
2,583

3,000

2,655
2,583

3,000
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　中国やインドなど新興国の鉄鋼需要の増大と、資
源メジャーの寡占化により、原料需給は中長期的に
タイトな状況が続くものと予想され、原料価格も高
水準で推移する可能性があります。また、原料価格
の値決め期間が短縮されると原料価格が短期間に
大幅に変動することも想定されます。こうした原料
事情に対して、原料購買および鋼材販売の面で、以
下の3点の施策を着実に推進してまいります。

　原料炭については、2009年12月に豪州Qコール社バ
イヤウェン炭鉱の権益20%を取得いたしました。同炭鉱
が2012年に操業を開始すると、年間200万トンの良質な
原料炭をコスト見合いで安定調達できます。また、鉄鉱
石については、2008年にJFEスチールを含む日韓企業
連合でブラジル・ナミザ社の権益を取得いたしました。
　これまでの資源権益の取得により、鉄鉱石と原料炭

の自社保有比率は15%程度まで高まっておりますが、今
後2年間程度で、鉄鉱石・原料炭とも30%まで引き上げ
る目処をつけたいと考えており、今後も競争力のある原
料の権益確保を積極的に検討、推進してまいります。

　先ほど申し上げた「フェロコークス」のような新技
術の開発・活用をさらに進めることにより、安価で低
品位な原料の一層の使用拡大にも積極的に取り組
んでまいります。

　JFEスチールでは、これまでも継続的にコストダウ
ンを実施してまいりましたが、こうした原料価格の高
騰をふまえ、2010年度もあらゆる分野においてさら
なるコストダウンを推進してまいります。
　その上で、鋼材価格はコストだけで決まるものでは
ないものの、JFEスチールの自助努力だけでは吸収でき
ないコストアップ分については、国内外を問わず、すべ
てのお客様に鋼材価格改定のお願いをしております。
　また、原料の値決め期間が短期化された場合は、
鋼材価格の適用期間についても見直す必要がある
と考えております。

鉄鋼事業においては原料価格が高
騰し、また四半期での値決めも要
請されています。原料購買および
鋼材販売の面で、どのように対応す
るのですか？

Q2.

コストダウンの推進および鋼材価格への
タイムリーな反映

技術開発による低品位原料の使用拡大

資源権益確保による自社保有比率※の向上

※ 主原料の購買量に占める自社権益相当の数量。
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ドイツ
● ThyssenKrupp Steel
● Georgsmarienhuette

中国
● 広州JFE鋼板
● 福建中日達金属
● 海南海宇錫板工業
● 渤海能克鑚杆

韓国
● 東国製鋼
● 東部製鉄 
● 現代HYSCO
● 現代製鐡

JFEスチール

ベトナム
● Perstima
● SUNSCO

米国
● AK Steel
● CSI
● US Steel

コロンビア
● HOLASA

カナダ
● DJG

インド
● JSW Steel

タイ
● TCR
● TCS
● TTP

マレーシア
● Perstima
● Mycron Steel

台湾
● 統一実業

ギリシャ
● Corinth Pipeworks

　少子・高齢化が進展する日本においては、今後、鉄鋼
需要が大幅に伸びることは期待できません。一方で、
人口が増加し経済の発展段階にある新興国において
は、今後も鉄鋼需要は増大していくものと思われます。
2010年4月に発表された世界鉄鋼協会の見通しでも、世
界の鉄鋼需要は2010年に12億4,000万トンと過去最高
を更新し、2011年には13億トンを超える見通しとなってい
ますが、日本をはじめとする先進国は2007年のレベルに
は達せず、アジアの新興国を中心とした回復が顕著です。
　今後、拡大するアジアの需要をいかに捕捉してい
くかがJFEグループの成長の鍵であり、鉄鋼事業に
おいても引き続き高級鋼を中心とした輸出の拡大を
図りつつ、現地生産を含めた海外事業戦略を着実に
進めてまいります。

　JFEスチールは、これまでも東アジアや東南アジアに
おいて、アライアンスによる垂直分業モデルの事業展開
を通して、拡大する海外鉄鋼需要を捕捉してきました。
　中国の広州鋼鉄との合弁事業である広州JFE鋼板
では、2011年の本格稼動に向け、第2期冷延設備を
建設中です。
　また、2010年2月には、マレーシアの大手冷延鋼板
メーカーであるMycronスチール社、およびベトナムの亜
鉛メッキ鋼板、鋼管の有力メーカーであるSUNSCO社に
出資いたしました。いずれも長期安定的な鋼材販売先を
確保しつつ、現地の需要を捕捉していくことが狙いです。
　韓国で新たな高炉が建設され、鋼材自給化の進展
が見込まれるなか、JFEスチールは、今後も、垂直分
業モデルを他地域でも拡大し、海外事業展開を加速
してまいります。

　JFEスチールは、2009年11月にインド最大の民間
鉄鋼メーカーであるJSWスチール社と戦略的包括
提携契約を締結いたしました。インドは2009年に日

垂直分業型アライアンスの拡大

さらなる海外事業の展開

中国やインドなどBRICsの成長が
著しいですが、鉄鋼事業における海
外高炉建設も含めた海外事業戦略
について教えてください。

Q3.

JFEスチールの鋼材販売における主要なアライアンス先

CEOメッセージ
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　2009年度は、エンジニアリング事業および造船事
業で、全社をあげた収益改善活動を展開した結果、
それぞれ133億円および215億円の経常利益を計上
することができました。両事業とも厳しい経営環境下
でも安定した収益を生み出せる体質に転換し、とも
にJFEグループ発足以来の最高益を更新しました。

　エンジニアリング事業では、依然として内需は低
迷しており、厳しい経営環境が継続する見通しです。
しかし、世界各国で地球環境問題への具体的対応が
本格化しており、JFEエンジニアリングは、得意とす
る環境・エネルギー分野の技術・商品蓄積をベース
に、海外市場の開拓および新商品の投入を積極的に
展開してまいります。
　造船事業においても、新造船マーケットの冷え込みに

　2010年3月末の有利子負債は1兆4,684億円と前年
に比べ約3,000億円削減いたしました。また、D/Eレシ
オも75.5%と大幅に改善いたしました。当面の間、高
格付けの継続を念頭に、成長戦略遂行のため、D/Eレ
シオ50%をめざして財務体質を改善してまいります。

　当社は株主還元を経営の最重要課題の一つと考え
ており、配当性向25％程度を基本として配当を実施し
ていく方針です。しかしながら、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。

　私たちJFEグループは、多くのステークホルダーの皆様
とのかかわりのなか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企業価値を高
め、ステークホルダーの皆様とともに持続的な成長
を図ってまいります。
　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。

本を抜いて世界第3位の鋼材消費国となり、今後も
富裕層の増加に伴う自動車生産の増加や建設関連
を中心に鉄鋼需要は急速に拡大すると見込まれま
す。提携の第一歩として、自動車鋼材分野における
製造技術の供与や原板供給について合意し、さらに
は、省エネ分野や環境対策、JSW社が計画中のウエ
ストベンガル製鉄所プロジェクトへの協力や相互出
資などの可能性についても検討してまいります。
　加えて、海外での成長機会を捉え将来の一段の飛躍
を図るために、鋼材消費立地・原料立地の観点から、東
南アジアやブラジルにおける一貫製鉄所建設の検討も
続けており、利益と投資のバランスを見極めながら、チャ
ンスがあれば実現させていきたいと考えております。

2009年度はともに最高益を更新

厳しい経営環境のなかでも飛躍をめざして

D/Eレシオ50%をめざし、財務体質を改善

株主還元は最重要経営課題の一つ

2009年度はエンジニアリング事
業や造船事業が黒字を確保しまし
たが、今後の見通しは？

Q4.

JFEグループの企業価値の向上策
を進めるなかで、財務体質改善と
株主還元についてどのように考え
ていますか？

Q5.

加え、韓国・中国の造船メーカーとの受注競争も厳しく
なっております。ユニバーサル造船は2年半程度の十分
な受注残高を確保しており、建造量は高水準で推移する
見込みですが、CO2削減など省エネ効果の高い、環境負
荷低減型の次世代船舶の開発に取り組んでまいります。
　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てまいります。


