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行動規範

挑戦。 柔軟。 誠実。

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。

企業理念・行動規範
JFEグループの歩み

基幹産業の担い手として
技術を活かし
社会に貢献します

世界中のステークホルダーとともに
成長し続けるために
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この度の東日本大震災によって、甚大な被害を受けられた被災者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
被災地の皆様の安全と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

東日本大震災の被災者の皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

代表取締役社長
馬田　一

シンクタンク・ソフィアバンク 副代表
藤沢 久美氏
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1900 1950 2000

1878.4

JFEグループの歩み

川崎正蔵が東京築地に
川崎築地造船所を創業

1912.6
日本鋼管㈱を設立

1916.4
㈱横浜造船所を設立
（のち㈱浅野造船所と改称）

1936.6
最初の高炉に火入れし、
銑鋼一貫体制を確立

1940.10
鶴見製鉄造船㈱
（旧㈱浅野造船所）を
合併

1965.2
福山製鉄所開設

1968.4
京浜製鉄所を開設
（川崎・鶴見・水江の3製鉄所を統合） 1971.12

京浜製鉄所にて
扇島建設に着工

1917.5
神戸市に葺合工場を開設　

1950.8
川崎重工業㈱の製鉄部門を分離・独立
川崎製鉄㈱設立

1896.10
㈱川崎造船所を設立
（のち川崎重工業㈱と
改称）

1943.8
愛知県に
知多工場を開設

1951.2
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

1961.7
岡山県倉敷市に
水島製鉄所開設

水島製鉄所第1高炉火入れ式

千葉製鉄所第1高炉

京浜製鉄所全景

1966年当時の福山製鉄所全景

高炉への火入れの様子

建設直後の扇島（手前）

1949年当時の知多工場

1930年当時の葺合工場　

初代社長 西山弥太郎

1891年当時の造船所

初代社長  白石元治郎

1940年当時の工場全景

2002.9

2008.4

グループの名称
「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。

日本鋼管（NKK）

　　　　　　 ㈱

　　　　　　　㈱

㈱

　　　　　　　㈱

千葉場

川崎製鉄

川崎重工

1916
浅野造船所

2002.10
NKKと日立造船㈱の
造船事業を統合し　
ユニバーサル造船㈱を
設立

2001.4
NKKと川崎製鉄の
経営統合を発表

2000.4
製鉄所間協力の検討開始

2001.12
経営統合に関する
基本合意書締結
グループ名称「JFE」を発表

2003.1
JFEグループ
第1次中期経営計画発表

2003.4

　　　　　　　　㈱

　　　　　　　㈱※

2001.7
LSI事業部を分社LSI事業部を分社

調印する
NKKの下垣内洋一社長（右）と
川崎製鉄の江本寛治社長（左）

※ 2011年4月JFEスチールに
　 吸収合併吸収合併

ルがJFEグループの
事業会社に



JFEスチール西日本製鉄所福山地区では、第3高

炉の容積を4,300m3に拡大し、年間3,300万ト

ンの生産体制を確立。また、高炉制御室と制御シス

テムを全面更新したほか、高耐蝕性レンガの採用、

炉体冷却設備の強化などの長寿命化も図りました。

粗鋼生産能力３，３００万トン体制へ
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中国での自動車用鋼板の生産体制を強化

発展著しい中国市場で自動車・家

電向けをはじめとする鋼材需要

の増加に対応するため、広州JFE

鋼板の生産体制を強化。新たに

冷延鋼板製造設備、連続焼鈍設

備を導入したほか、溶融亜鉛メッ

キ設備も能力を倍増しています。

180万トンの製造能力を持つ冷延鋼板製造設備の竣工式
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人・モノ・情報を結ぶ、新しい交流拠点として

背景に立山連峰を望む富山新港に架橋される日

本海側最大規模の斜張橋、新湊大橋。完成すれ

ば、物流の円滑化や地域間交流の活性化につなが

ります。JFEエンジニアリングが国内外で培った斜

張橋建設の最高峰の技術が活かされています。
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無限に降り注ぐ太陽エネルギーを活用する

JFEエンジニアリングは、昨年、集光式タワー型太陽熱発電の受熱

装置において、太陽エネルギーの70％以上を蒸気として回収する

実証試験に成功しました。今後、鶴見製作所に建設中の実証プラン

トにて、高効率な太陽エネルギー発電を行うための実証試験が本

格化します。
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鉄鉱石の輸送を専門とする30万トンクラスの超大型オア・

キャリア（鉱石専用船）。経済成長拡大に伴う鉄鉱石の輸

出入の増加と運航形態の多様化を見据え、積荷港と荷揚

港があらかじめ決められていた従来の固定航路専用仕様

に対して、汎用型仕様を提案。多くの受注を獲得しました。

大型輸送船の建造で、世界の原料輸送をリードする
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製鉄プロセスの副産物を海の多様性保全のために

鉄鋼スラグを固化して製造する「マリン ブロック」は

藻場・サンゴ礁造成用ブロックで、国内では数々の設

置実績があります。海外でも実用化をめざし、実証実

験を開始しました。

宮古島のサンゴ再生試験の様子
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ステークホルダーとのコミュニケーションを重視して

2006年度から継続しているグ

ループ各事業所の見学会・説明会。

これまでにのべ約12,000名の

株主様に参加いただいています。
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この度の東日本大震災では、JFEグループも

大きな被害に遭ったとうかがいました。心からお見

舞い申し上げます。

特に東北地方のグループ会社が大きな被害

を受けました。グループの総力を挙げて、この難局

を乗り切りたいと思います。

　また、非常に多くの皆様からお見舞いや励まし

のお言葉をいただき、本当に感謝しております。印

象的だったのが、韓国のあるメーカーが、津波で潮

をかぶった鉄鋼製品を、「自社で洗うから、そのまま

納品してください」と申し出てくれたことです。

それは嬉しいお話ですね。それほど、JFEと

お客様が強い信頼関係で結ばれているわけですね。

　これから日本の復興に向けて、基幹産業である

鉄鋼メーカーの果たす役割は大きいと思います。

JFEグループとして、どんなことに取り組んでい

らっしゃいますか。

そうですね、仮設住宅の建設、上下水道やガ

スといったライフラインの復旧など、被災地の復興

には多くの鋼材が欠かせません。JFEスチールで

は、必要とされる鋼材を最優先でお届けする体制

を整えています。また、今回の震災で、耐震補強な

どを施した鋼構造物は地震による被害が比較的少

なかったことも明らかになりました。

まさに社会インフラの骨格をなす部分を鋼

材が担うのですね。そういった「新たな街づくり」に

は、エンジニアリング会社に期待される役割も大き

いと思います。

おっしゃる通りです。実際にJFEエンジニア

リングにも、ガスや水道をはじめ、ごみ焼却施設、

下水処理施設、橋梁などの復旧について、行政機

関やガス会社などから点検や復旧支援の要請を

いただき、すぐに多数の技術者を現地に派遣しま

した。

水道などと並ぶ重要な社会インフラに電気

があります。震災後、製鉄所が発電し電力会社へ電

力を供給するという鉄鋼メーカーの支援が、大きく

報道されました。そのことは私を含め、多くの方々

が初めて知ったのではないでしょうか。

実は製鉄所は巨大な発電施設でもあるので

すよ。自分たちで使う電力は、製鉄所自身でほぼま

かなっています。

　震災直後には製鉄所の発電設備をフル稼動して

電力会社に電力を供給しました。今後も節電への

協力はもちろん、電力不足が予想される夏期にも

フル稼動し、電力供給に協力していきます。

震災後の復興を積極支援
電力会社への電力供給も継続

藤沢

馬田 藤沢

藤沢

藤沢

馬田

馬田

馬田

基幹産業の担い手として
技術を活かし社会に貢献します

対談

東日本大震災からの復興をはじめ、電力不足や環境問題への対応など、
多くの課題に直面している現在の日本。
そうした問題を解決するために、日本企業そしてJFEグループが果たすべき役割などについて、
JFEホールディングスの馬田一社長とシンクタンク・ソフィアバンク副代表の藤沢久美氏が語り合いました。

JFEホールディングス  代表取締役社長
1973年、川崎製鉄株式会社入社。技
術・企画畑を歩み、2000年に取締役
に就任。2002年JFEスチール専務執
行役員、2005年同社代表取締役社長
を経て、2010年4月より現職。2006
年に日本鉄鋼連盟会長。2010年から
世界鉄鋼協会会長を務めている。

シンクタンク・ソフィアバンク  副代表
投資運用会社勤務を経て、1996年に
日本初の投資信託評価会社を起業。
2000年にシンクタンク・ソフィアバン
クの設立に参画。2007年からは、
「Young Global Leaders」として、活
動の舞台を世界にも拡大。2005年よ
り、法政大学大学院客員教授も兼務。

馬田
一

藤沢
久美B A D A  H a j i m e

P r o f i l e P r o f i l e

F U J I S A W A  K u m i
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先ほどお話しいただいた韓国メーカーのエ

ピソードに象徴されるように、今回の震災では、世

界とのつながりが改めて実感されました。中国を

はじめとするアジア諸国では、急速な経済成長の

もと、鉄鋼や社会・産業インフラへの需要がますま

す増えていくでしょう。JFEグループではどのよう

なグローバル戦略を描かれていますか。

日本の産業が世界で勝負していくには、やは

り技術を柱とすべきだと私は考えています。JFEグ

ループは世界でも最大規模の高炉の操業をはじめ

とする、長年の経験に裏打ちされた高度な技術力

や、高品質の製品を強みに、アジアを中心とした新

興国で事業拡大を図っていく計画です。

鉄鋼産業ならではのグローバル展開の難し

さはあるのでしょうか。

製鉄所をゼロから建設するとなると、費用が

その国の国家予算の半分程度に及ぶケースもあ

ります。そのコストや時間を考えると、上工程を日

本が担当して、最終製品を海外で生産する方が効

率的である場合が少なくありません。特にアジア

においては、こうしたアライアンスによる垂直分業

型の現地生産を積極的に進めています。2010年

度は中国やベトナムなどで、現地企業に出資した

り、M&A（企業の買収・合併）を行ったりしました。

また、新たな展開として、インドでは、大手鉄鋼メー

カーであるJSWスチール社と戦略的包括提携契

約を締結して資本参加し、インド市場に本格進出し

ました。現地の状況に応じて、最適な方式でグロー

バル展開していく方針です。

エンジニアリングなども含めたJFEグループ

全体のグローバル戦略もお聞かせください。

エンジニアリング事業では、環境・エネル

ギー・水分野を軸に、中国や東南アジア、ヨーロッパ

への営業活動を展開していきます。海外拠点の新

設や人材育成・活用を進めて、グループ全体のグ

ローバル展開を推進していく戦略です。

東日本大震災に端を発する電力不足の問題

もあり、産業界はこれから、さらなる省エネを求め

られることも予想されます。日本の鉄鋼メーカーの

省エネ水準は世界最高レベルにありますが、JFE

グループとしても今後、省エネ・省資源技術の開発

をさらに進めていく必要がありますね。

環境問題に造詣が深い藤沢さんならではの

視点ですね。当グループは環境技術においては、

世界のトップランナーを自負しています。

　代表例だと、現在は日本の他の鉄鋼メーカーと

共同で、鉄の製造工程におけるCO2排出量を約

30％も削減する革新的な技術開発に取り組んで

います。これから30～40年かけて開発する大き

なプロジェクトです。その一環として今年の2月に、

CO2を分離・回収する屋外実験設備を西日本製鉄

所で稼動させました。

ユーザーの省エネを促進する製品の技術開

発にも注力されていますね。例えば最新のエコ

カーは、燃費低減、低炭素化につながる自動車用

鋼板の軽量化技術がなければ造れません。

単に軽量化という点では、鉄よりもアルミニ

ウムやカーボンファイバーの方が優れているかも

しれませんが、素材製造から廃棄までのライフサ

イクルで考えた場合、トータルのエネルギーが最

も少ないのが鉄なんですよ。

　モーターのエネルギー効率を大幅に向上させる

「高効率無方向性電磁鋼板」も世界中で広く使わ

れている製品です。現在、多くのハイブリッドカー

や電気自動車のモーターに採用されています。

鉄以外の分野でも、環境技術の研究開発に

注力されていますね。

エンジニアリング事業では、環境分野が柱の

一つで、ごみ処理施設の開発などに取り組んでお

り、すでにイタリアなどにも輸出しています。また、

国内１８カ所の地熱発電所の半数で施工にかかわ

り、太陽光や太陽熱発電事業にも進出しています。

　造船の分野でも、日本は環境性能においては世

界トップクラスです。韓国のメーカーに比べると

10％ほど燃費がよい。さらに当グループでは現

在、「エコシップ」の開発も進めています。化石燃料

を半分にして、残りは太陽光発電や帆だけで推進

力を得る船です。小型の実験船ならすでに技術的

に実現可能で、今後は大型船舶での実用化をめざ

していきます。

鉄に限らずあらゆる業界で再編が進み、グ

ローバル化もますます加速するなかで、JFEは今

後どのような企業グループをめざすのでしょうか。

JFEグループは鉄鋼とエンジニアリング、造

船、ＬＳＩといった異なる事業分野を持った、世界で

も類を見ない企業グループです。個々の事業の効

率性や収益性の追求に加え、グループ全体でのシ

ナジー効果のさらなる創出を狙います。

いわばグループのなかにメーカーとユー

ザーがいるわけですから、製品開発にも大きな力

を発揮しそうですね。

例えば最近は「バラスト水」の処理技術にも

注目が集まっています。一般的に船は安定性を得

るために、航行中は大量の海水を積んでいます。あ

る地域で積んだ海水を航海終了後に別の地域で

そのまま捨てると、環境や生態系などに悪影響を

与える危険があり、その対策として積んだ水を浄

化することが求められるようになっています。

　これなどは、造船とエンジニアリングを有する当

社の技術が活かせる分野だと言えるでしょう。

生物多様性を守るためにも、今後ますます重

要になってくる技術ですね。

それと、私は日本での生産をできる限り維持し

たいと考えています。日本が国際的な優位性を保ち

続けている、世界の最先端・最高水準の技術や品質

を、日本においてさらに深化させ、世界に展開して

いく原動力にしていかなくてはならないと思います。

最後に、ステークホルダーへのメッセージを

お願いします。

私たちＪＦＥグループは、お客様や株主様、地

域社会や従業員など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いま

す。今後も皆様との関係を大切にしながら持続的

な成長を図っていきたいと考えています。

例えば製鉄所の煙突から出ている白煙は水

蒸気ですが、CO2と誤解している人もいます。製鉄

所の発電の件も含め、事実を正確に伝える・知るこ

とは、非常に大切だと私は考えています。

私たちも同じ考えを持っています。そのため

JFEのことをもっと知っていただこうと、株主様や

地元の小・中学生のみなさんを製鉄所の見学に招

くなどの活動を続けています。

これからもJFEグループに期待しています。

本日はありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。

日本で培った技術を柱に
アジアを中心にグローバル展開

世界最先端の環境技術で
低炭素社会の実現に貢献

グループのシナジー効果を引き出す
ステークホルダーとの長期的関係

馬田

馬田

藤沢

藤沢

藤沢

藤沢

馬田

藤沢

馬田

馬田

馬田

馬田

馬田

藤沢

藤沢

馬田

藤沢

馬田

藤沢

馬田

馬田

藤沢

藤沢

藤沢
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Tsu, Japan
Kawasaki, Japan

Ulan Bator, Mongolia

Qingdao, China

SingaporeJohor, Malaysia

Queensland, Australia

Vijayanagar, India

Suez Canal

Bangsaphan, Thailand
Manila, Philippines

London, United Kingdom

Rauma, Finland

Houston, United States of AmericaAriake, Japan

Bangalore, India

-1 -12-13-14-15-16-17-18-19-203210 -11-2-3-4-5-6-7-8-9-10

　　　　　　　　　 東日本製鉄所京浜地区   高炉

24時間365日稼動し続ける高炉の夜明け。

　　　　　　　　　　　　津事業所

大型バルクキャリアの生産効率向上へ、安全
性確保へ、全社員の意識の統一を図る。

プラント建設サイト

発電プラントの建設候補地
まで赴いて、仕様のプレゼン
テーション。

　　　　　　　　　 炭鉱視察

良質かつ安定した原料調達のために、
オーストラリア現地の炭鉱を視察。 

JFEグループは、グローバルな市場を視野に、
世界各地で地域に根ざした事業活動を推進することで
多様なステークホルダーとともに成長することをめざしています。
24時間、365日、地球上で休むことなく続けられる
JFEグループの取り組みを紹介していきます。

特集

4:00

8:00

9:00

12:00

Kawasaki, Japan

Queensland,
Australia

Johor,
Malaysia

Tsu, Japan

10:00 Japan Standard Time

11:00 Japan Standard Time

世界中のステークホルダーとともに
成長し続けるために

Tsu, Japan

Queensland, Australia
Johor, Malaysia

Kawasaki, Japan 8:00 11:59
Japan Standard Time

4:00 7:59
Japan Standard Time
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 TCS社工場

高品質の電気亜
鉛メッキ鋼板を
製造。丁寧に梱包
した後、出荷する。

シンガポールオフィス

オフィスにてローカルスタッフと
ミーティング。対話を重ねることで相
互信頼を強めていく。

有明事業所

精魂込めて建造した船を
船主にわたす「命名・引き
渡し」。儀式を終えた船は
大海原へと旅立つ。

　　　　　　　　　　　　　 プロジェクトオフィス

ローカルスタッフとともに、三次元CADを
用いて高度な下水処理施設の設計に挑む。

　　　　　　　　　 JSWスチール社工場

JSWスチール社の基幹製鉄所で
現地の技術者と設備・操業計画に
ついて徹底的に議論。

青島焼却炉

焼却施設を活用した都市ごみ
の無害化、減容化を通じて中
国の社会課題の解決に貢献。

10:30
Vijayanagar, India

14:00 Japan Standard Time

14:00
16:00 Japan Standard Time

Bangsaphan,
Thailand

13:00
14:00 Japan Standard Time

Singapore

15:00
Ariake, Japan

16:00
17:00 Japan Standard Time

Manila,
Philippines

SingaporeVijayanagar, 
India

Qingdao, China12:00 14:59
Japan Standard Time

Manila,
Philippines Ariake, Japan

Bangsaphan,
Thailand

15:00 17:59
Japan Standard Time

11:00

Qingdao,
China
12:00 Japan Standard Time
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　　　　　　　　　　　　スエズ運河

LNG運搬船の引き渡し後、3カ月に
わたる保証乗り組み。運行状況や荷揚
げの作業状況の確認、クルーの訓練
など、作業内容は多岐にわたる。

ヒューストン油田

テキサスではいた
る所で石油掘削が
行われている。エネ
ルギー用パイプの
販売のために日夜
駆け巡る。

ウランバートル
高架橋建設現場

モンゴル初となる本格
的な鋼製の橋梁建設。厳
格な施工監理体制で品
質・安全性を確保する。

日・米・印の拠点間の時差を利用し
24時間をフルに使って進められ
るLSI開発。緊密な連携プレーが
要求される。

エンジンメーカー

プロペラの工場出荷前試験への立
ち会い。仕様の確認、レポート作成、
日本との連絡は夜中まで続く。

　　　　　　　　　 ロンドン

当社の高級鋼は全世界へ
輸出されている。ヨーロッ
パへの販売体制について
綿密な打ち合わせを行う。

インド支店

20:00 Japan Standard Time

13:00
Suez Canal

18:00 Japan Standard Time

17:00

3:00 Japan Standard Time

12:00

Houston,
United States

of America

19:30 Japan Standard Time

16:00

Bangalore,
India

Ulan Bator, Mongolia
Suez
Canal

Bangalore, India

18:00 20:59
Japan Standard Time

Houston, 
United States of America

Rauma, Finland
21:00 03:59

Japan Standard Time

Ulan Bator,
Mongolia

London,
United Kingdom

21:00 Japan Standard Time

14:00
Rauma, Finland

22:00 Japan Standard Time

13:00

London,
United Kingdom
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多様なステークホルダーの皆様と向かい合いながら
JFEグループ一体となって、新たな価値創造に挑戦し続けます。

さらなる挑戦を。より柔軟に。一層誠実に。

エンジニアとして実績を重ね、将来
は、日本国内だけでなく、母国の中
国、そして世界中で、300ｍ以上の
超高層ビル群を建設したい。

まずは幅広い知識と経験を身につけ、お客
様に信頼される営業マンになりたい。そし
てゆくゆくは海外で仕事をしたい。

JFEの技術と日本語を習得し、イ
ンドネシアと日本の架け橋となれ
るよう頑張ります。そして習得した
技術で両国の発展に貢献していき
たいです。

激動する時代に負けないよ
うに、攻めの姿勢を持って保
全業務に臨みます。

日々の業務を一つひとつ慎重にこなしなが
ら、税務と会計の専門知識を身につけ、母国
であるインドネシアで税務・会計のエキス
パートになることが目標です。

安全・品質において現状に満足せ
ず、常に最善を尽くし、世界に誇
れるJFEブランドをつくっていき
ます。

社会から信頼される企業として、
安全・防災を強く意識する人材の
育成と、現場力の強化を推進して
いきます。

安全・安心・エコな船、求められる船を
追求し、世界中で愛される船ブランド
を確立したい。

舶用エンジンの組立・運転業務の
スペシャリストになるため、日々の
作業に取り組んでいます。今後は
発電用のエンジンなども手掛けら
れるようになりたい。 技術者として、生産効率・高品質をさらに追求

し、世界中のお客様から常に必要とされるJFE
ブランドを築いていきたい。

石油・天然ガスの掘削用の鉄鋼製品には過
酷な環境に耐える品質が要求されます。
JFEスチールの最先端の製品をお客様に自
信を持って紹介し、業界トップの地位を築き
たい。

未来（子供や孫の世代）に誇れる、安全で便利なエネルギーイ
ンフラを創っていきたい。そして、この分野でのナンバー1カ
ンパニーとしてのブランドの確立に貢献したい。

「世界の造船業のリーディングカ
ンパニーをめざします」という会
社方針を、私たちの手で「リーディ
ングカンパニーである」と書き換
えたい。

これまで培ってきた自己の技術に誇りを持ちつつ、驕る
ことなく、若手とともに“技”にさらなる磨きをかけ、高品
質船の建造に貢献したいと思います。

建築鉄構事業部 技術部

西日本製鉄所
（倉敷地区） 熱延部

東日本製鉄所
（京浜地区） 制御部

知多製造所 製造部

ヒューストン事務所

電機鋼板営業部

鶴見製作所 重工工場

エネルギー本部 企画部

鶴見製作所 重工工場

海外事業本部 管理部

因島事業所
艦船工作部

有明事業所 設計部

現状に満足することなくさらに高度な半導
体技術を身につけ、市場のニーズへの理解
も深めながら、設計エンジニアとしてお客様
の信頼と期待に応えていきたい。

第1ビジネス・ユニット 設計開発部
舞鶴事業所 造船部

西日本製鉄所
（福山地区） 冷延部

00:00 24:00
Japan Standard Time
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JFEホールディングスは、持株会社として、JFEグ
ループの戦略機能を担うとともに、リスク管理業務
と対外説明責任を果たしています。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。

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。

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。

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、修繕を手がけています。

高機能なエレクトロニクス製品に
欠かせない半導体のメーカーとし
て、液晶パネルや光通信向け製品
に高いシェアを有しています。

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めざしています。 

下水汚泥消化タンク

ゴミ焼却プラント

小型船

立体駐車場

パイプライン

LNGタンク

原油タンカー

港湾

高層ビル

橋

自動車

「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―― 。

グループの概況

省エネ技術を強みにグローバルなニーズに対応

グループ総売上高構成比

戦略機能を発揮して企業価値を最大化

持株会社

オンリーワン・ナンバーワン商品を
グローバルに展開

鉄鋼事業

環境、エネルギー分野で最新技術を提供

エンジニアリング事業

造船事業

最先端のエレクトロニクスデバイスを提供

LSI事業

億円
（2010年度）

31,955

JFEスチール
86.0%（27,474億円）

JFE都市開発
0.4%（133億円）

川崎マイクロエレクトロニクス
0.8%（241億円）

ユニバーサル造船
6.6%（2,108億円）

JFEエンジニアリング

8.3%（2,651億円）

※ 調整額 △2.0％（△653億円 ）
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TODAY 2011

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m2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。

JFEスチールは2005年、お客様と一体となって
共同研究できる試験・研究施設、「カスタマーズ・
ソリューション・ラボ」（千葉地区）を業界に先駆けて
開設しました。同ラボは、自動車分野の最先端の材
料や利用・加工技術の展示エリア、作業エリア、実
験エリアなどを擁して、お客様との共同研究を迅
速に行う体制を整えています。また、「鋼構造材料
ソリューションセンター」（京浜地区）では、土木建築

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。

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。

用鋼材の実用化試験や新構造・工法など、お客様や
大学、法人研究機関との共同研究を進めています。

「オンリーワン・ナンバーワン製品」の開発に注力するとともに
世界の高級鋼需要に対応するグローバルな製造・販売体制を構築していきます。

大型高炉を中心とした2つの大規模製鉄所

お客様と一体となった製品開発を推進

代表取締役社長（CEO）林田 英治

カスタマーズ・ソリューション・ラボ
（千葉地区）

鋼構造材料ソリューションセンター
（京浜地区）

西日本製鉄所

東日本製鉄所

福山地区

京浜地区

千葉地区

倉敷地区

知多製造所

知多製造所

鉄鋼事業の概況と特徴
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調達

石炭

JFEスチールの生産プロセス

鉄鉱石
石灰石

銑鉄 転炉 連続鋳造設備

線材圧延機

熱間ストリップ圧延機

厚板圧延機  

継目無鋼管製造設備

ビレット

ブルーム

スラブ

鋼片

高炉 加熱炉

いろいろな圧延設備

焼結設備

コークス炉
鋼材 出荷

鋼

世界の高級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。また、中国で

は、自動車用鋼板の供給体制を整備するため、50％
出資する広州JFE鋼板に冷延ミル、溶融メッキライ
ンを設置しています。さらに、インドでは、同国最大
の民間鉄鋼会社であるJSWスチール社に資本参
加し、自動車用鋼材分野で提携するほか、インド市
場における製品全般で協力の拡大を推進するなど、
新興成長市場であるインドに本格進出しています。

安定調達できる見込みです。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しました。これ
ら資源権益の取得により、自社権益比率は鉄鉱石
で16％、原料炭で19％となりました。JFEスチール
は、今後も競争力のある原料の権益確保を積極的
に推進し、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めざしています。また、新技
術の開発・活用による、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いきます。

独創的な発想と高度な技術力によって産み出され
たオンリーワン・ナンバーワン製品は、自動車用鋼
板や建築用高強度鋼板から、天然ガスなどの資源

用パイプまで、その用途は多岐にわたり、売上に占
める比率は全体の３分の１に達しています。

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
どの安定調達がますます重要な課題となっていま
す。こうしたなか、JFEスチールは、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
得しました。同炭鉱
は、2012年から操
業を開始する計画
で、年間200万トン
の良質な原料炭を

高付加価値製品を強みに世界市場へ競争力ある原料の自社権益比率の向上

高度な生産技術でオンリーワン・ナンバーワン製品を生産

HBL®385（建築用高強度鋼板） スーパーコア（高周波用途電磁鋼帯）JFE443CT（高耐食ステンレス鋼板） JAZ®（自動車用高潤滑GA鋼板）

主要なアライアンス先とグローバルに鋼材を販売

米国
● AK Steel
● CSI
● US Steel

コロンビア
● HOLASA

カナダ
● DJG

韓国
● 東国製鋼
● 東部製鉄 
● 現代HYSCO
● 現代製鐡

台湾
● 統一実業

ベトナム
● Perstima
● SUNSCO
● J-SPIRAL

マレーシア
● Perstima
● Mycron Steel

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
● PYP

インド
● JSW Steel

タイ
● TCR
● TCS
● TTP

ドイツ
● ThyssenKrupp Steel
● Georgsmarienhütte

ギリシャ
● Corinth Pipeworks

鉄鋼事業の概況と特徴
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TODAY 2011

●「高耐震性高強度鋼
HBL®385」が市村産
業賞貢献賞を受賞

●「変形性能に優れた高
強度鋼管の開発」で
文部科学大臣表彰を
受賞

JFEスチールのグループ各社が保有する独自技術を結集し、「メガ
ワットソーラー発電所」を初受注しました。

自動車分野に続き、風力を中心とした
エネルギー分野向け棒鋼製品などに関
連する技術提携契約を締結しました。

●「JFE西日本フェスタ
inふくやま」開催

●第15回J1活動JFE
成果発表大会開催

●西日本製鉄所（福山地
区）製鋼能力増強工
事が完工

●自動車用熱延高強度
鋼板「NANOハイテ
ン®」が先端技術大賞
「経済産業大臣賞」を
受賞

●世界鉄鋼協会の年次
総会が東京で開催

●JFEスチール社長賞
を決定

●ドイツGMH-HD社と
技術提携契約を締結

●「JFEちばまつり」
開催

●ベトナムのスパイラル
鋼管製造会社を買収

●倉敷・京浜・知多の各
地区で製鉄所のまつ
り開催

●第16回J1活動JFE
成果発表大会開催

●西日本製鉄所（倉敷地
区）第6コークス炉増
設部が稼動開始

●日本初の鋼材運搬用
電気推進船を就航

●エコプロダクツ2010
に出展

●「マリン ブロック」が
インドネシアでのサ
ンゴ礁再生実証試験
に採用

●西日本製鉄所（福山
地区）の第5連続焼鈍
ラインが営業運転を
開始

●ブラジルのレアメタ
ル・ニオブ鉱山会社に
出資

●タイで自動車用溶融
亜鉛鍍金ラインの建
設を開始

●西日本製鉄所（福山地
区）でCO2物理吸着
屋外実験設備稼動

●「ナノ炭化物制御によ
る自動車用高加工性
新高強度鋼板」が大
河内記念賞を受賞

●中国にPCM鋼板の製
造・販売会社を設立

●インドのJSWスチー
ル社と出資契約、技
術供与契約を締結

●「東京スカイツリー」
向け高強度円形鋼管
8,300トンの納入を
完了

●JFE東日本野球部、
都市対抗野球で8強
進出

●東日本製鉄所と西日
本製鉄所で「夏休み
工場見学会」を開催

●全社防災訓練を実施
●「宮崎ソーラーウェイ
都農第2発電所」工
事を受注

自動車の軽量化を通じた燃費の
向上とCO2の排出削減に大きく
貢献した点が評価され、最優秀賞
を受賞しました。

連日1万人を超える大応援
団が東京ドームに駆けつ
け、地域の皆様と一緒に
なって熱い応援を送り続
けました。

東南アジアにおける土木用鋼
管の製造・販売事業に参入し、
港湾や鉄道などの大型インフ
ラ整備に貢献しています。

JFEスチールは、塔体最下部からアンテナを取り付ける頂上
部まで一貫して高強度の鋼管を納入しました。

世界的に減少傾向にあるサンゴ
礁の再生に寄与する技術として、
グローバルな展開が見込まれて
います。

インド最大の民間鉄鋼メーカー
であるJSWスチール社に資本
参加し、成長著しいインド市場に
本格進出します。

鋼材運搬用としては日本初となる電気推進
船で、従来のディーゼル船と比較して5％
の燃費向上とCO2削減を実現しています。

鉄鋼連盟加入の高炉他社
とCO2削減技術開発に取
り組む一環で、高炉ガスか
らCO2と燃料ガスを分離
吸収する技術の開発を進
めています。事業主体：東武鉄道㈱・東武タワースカイツリー㈱

研究・
製品開発

研究・
製品開発

マーケティング・
営業活動

マーケティング・
営業活動

製品

製品

製品

ドイツGMH-HD社と
技術提携契約を締結

マーケティング・
営業活動

インドのJSWスチール社と
出資契約、技術供与契約を締結

「宮崎ソーラーウェイ
都農第2発電所」工事を受注

自動車用熱延高強度鋼板
「NANOハイテン®」が先端技術
大賞「経済産業大臣賞」を受賞

JFE東日本野球部、
都市対抗野球で8強進出

「東京スカイツリー」向け高強度円形鋼管
8,300トンの納入を完了

「マリン ブロック」が
インドネシアでの
サンゴ礁再生実証試験に採用

西日本製鉄所（福山地区）
でCO2物理吸着
屋外実験設備稼動

Highlight 2010

日本初の鋼材運搬用電気推進船を就航

ベトナムのスパイラル鋼管
製造会社を買収

2010年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年2月 3月

輸送

スポーツ
支援

鉄鋼事業の概況と特徴
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TODAY 2011

当社は、太陽エネルギー発電・地熱発
電・地中熱空調・電気自動車用急速充
電器（右写真）などの開発・マーケティ
ングを積極的に進めています。また、
昨年市場に投入した、廃棄物から高効
率発電を行う標準プラント『ハイパー
Z』や船舶バラスト水処理装置『バラ
ストエース』なども高い評価を得て、
受注に結び付いています。

震災により社会インフラに膨大な課題が顕在化し
ました。沿岸線およびライフラインの安全性向上や
電力需給ギャップの解消
などの対応が急がれてい
ます。当社は、沿岸構造物、
ライフライン、省エネ、分
散発電などの豊富な技術
と商品をもとに、即効性
の高い提案を行います。

世界各国において、地球環境問題への取り組みが
本格化しつつあります。当社は、特に都市環境プラ
ントなどの分野で、アジア、中国、欧州のそれぞれ
の地域で実情に即したエンジニアリングを展開し、
事業拡大に取り組んでいます。海外事業本部のもと
世界14カ所の営業拠点で、大型プロジェクトの受
注をめざし、各国のマーケティングを進めています。

JFEエンジニアリングは、人々の生活と産業を支える都市インフラやエネ
ルギーに関して、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
最新技術を有しており、自然エネルギーの利用拡大への研究開発にも積極
的に取り組んでいます。
当社は、こうした技術をもとに諸外国のニーズに応え、事業のグローバル化
をめざしています。また、わが国が直面するインフラ再構築には、最優先で
対応していきます。

マーケティング・
営業

研究開発 設計 施工管理 事業運営運転・
メンテナンス

・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

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

・橋を創る
・ビルを創る
・港、堤防を創る

・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

新商品の創出と販売促進

海外ビジネスの本格展開 JFEエンジニアリングの海外営業拠点

社会インフラの再構築

資源循環型社会を創る エネルギー安定供給の
環境を創る

機械とシステムを創る国土インフラを創る

エネルギー本部

市場・顧客ごとに
ソリューションを提供

都市環境本部

リサイクル本部

鋼構造本部

産業機械本部

グリーンプロジェクト本部

海外事業本部

省エネ社会、資源循環型社会に必要な最先端の
エンジニアリングをグローバルに展開します。

代表取締役社長（CEO）岸本 純幸

エンジニアリング事業の概況と特徴
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岸本社長がマレーシア・ナジブ首相に、
ペットボトルを良質なペットフレークに
再資源化する工程を説明しました。

船舶バラスト水処理装置
「JFEバラストエース」が、国
産としては初めて就航船に
搭載されました。

リサイクル業界大手の同社との
シナジー効果により、国内最大
規模の事業展開をめざします。

太陽の熱を蒸気にして発電
する集光式タワー型発電の
実証に成功しました。

最高水準の技術を導入しつつ、標準
化による低価格を実現しました。

新設したD滑走路の桟
橋部と連絡誘導路で、約
10万トンの鋼製ジャケッ
トを製作しました。

●マレーシア・ナジブ首
相 ペットボトルリサイ
クル工場を視察

●エヌエス・ユシロ㈱を 
グループ傘下へ

●LED照明事業に参入、
JFEアドバンストライ
ト設立

●㈱タケエイと資本業
務提携

●米国オーマット社と地
熱バイナリー発電設
備で業務提携

●「JFEバラストエース」
初受注

●シンガポールに巨大
空中庭園スカイパー
ク竣工

●グリーンプロジェクト
推進本部発足

●羽田空港D滑走路供
用開始

●神奈川県EVバス開
発に超急速充電器で
参加

●CO2分離回収技術「ネ
オホワイト・ハイドレー
ト法」開発

●月島機械㈱と海外
都市環境分野で業務
提携

●都市環境プラントの新
モデル「ハイパーZシ
リーズ」発売

●練馬区で大型都市環
境プラント基幹改良
工事を受注

●川口市と東村山市で
大型都市環境プラント
基幹改良工事を受注

●エコプロダクツ2010
に出展

●インドのムンバイに現
地法人開設

●電気自動車用急速充
電器 「EV JAPAN」
に出展

●地中熱空調が川崎市
より「低CO2パイロッ
トブランド」に認定

●月島機械㈱と合同オ
フィスを設置

●最新技術を配備した
新独身寮建設決定

● 地中熱空調 環境
省よりETVマーク
を取得

●月島機械㈱とバイオ
マスエタノール製造
技術実証事業受託

●東南アジア営業統括
部をシンガポールに
設置

●太陽熱発電プラント事
業に参入

●食品残渣バイオガス
発電システム
中国で初受注

マーケティング・
営業活動

マーケティング・
営業活動

マレーシア・ナジブ首相　
ペットボトルリサイクル工場を視察

研究・
製品開発

「JFEバラストエース」
初受注

長大橋の建設で培った大ブロック架設技術を応用
し、地上200mの空中に巨大庭園を建設しました。

シンガポールに巨大空中庭園スカイパーク竣工

急速充電器「RAPIDAS」は、夜
間電力を利用できる蓄電池内蔵
型で、展示会では多くの注目を
集めました。 

電気自動車用急速充電器　
「EV JAPAN」に出展

研究・
製品開発

太陽熱発電プラント事業に
参入

2010年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年1月 2月 3月

㈱タケエイと資本業務提携マーケティング・
営業活動

製品

羽田D滑走路供用開始

研究・
製品開発

都市環境プラントの新モデル
「ハイパーZシリーズ」発売

製品

エンジニアリング事業の概況と特徴

Highlight 2010
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マーケ
ティング 研究開発 設計 ブロック

製作
進水・
艤装 試運転 命名・

引き渡し
アフター
サービス

コンピューターを使った
シミュレーション

ドックでの進水 引き渡し出航時の様子

海上試運転建造中の船ブロック製作風景

TODAY 2011

低風圧居住区

プロペラ効率改善

自然エネルギーの利用

省エネデバイス（付加物）

新型船型

Sea-Navi®

主機関燃費改善

排熱の回収

メイン
エンジン

当社はこれまで、LEADGE-Bow※、省エネデバイス
（SSD、Surfbulb）、海のカーナビと呼ばれる“Sea-
Navi®”、低風圧居住区形状、ハイブリッド発電システム
など、数々の低燃費技術を開発してきました。2010
年には、これら技術の改善や、自然エネルギーなどを
利用した船の開発、新技術の組み合わせなどを通じ
て超省エネ船を開発することをミッションとする「次
世代船開発部」を開設しました。次世代船の実現に
よって、2020年までに、現在運航されている既存船と
比較してCO2を50%削減することをめざしています。

従来、造船は、お客様のご要望に一隻ごとに応える
オーダーメード型の一品生産が中心でした。こうし
たなか、当社はこれまでの実績を基盤に、船の用途
や航路などのマーケティング活動に力を注ぎ、多く
のお客様に満足いただける仕様を開発。マラッカ
マックス型VLCC※、20万トン型バルクキャリア
（瀬戸内マックス）、30万トン型鉱石専用船（ユニ
マックス・オア）などの新船型を多数建造してきまし
た。これからも変化する市場ニーズを先取りしなが
ら、常に最新鋭の船づくりに努めていきます。
※マラッカマックス型VLCC：マレー半島とスマトラ島を隔てるマラッカ海峡
を通過できるタンカーで、最も積高が大きい

ユニバーサル造船は、国内最大級の建造設備を有しており、高い生産性と
技術開発力に裏付けられた高品質な船舶は、新興国などの経済成長に伴
い増大する世界の海上輸送を支えています。また、海上荷動き量の増大に
伴って船舶のCO2排出量が増加しないよう、低燃費で環境保全に配慮した
次世代型の省エネ船の開発に積極的に取り組んでいます。

※ LEADGE-Bow（レッジバウ）：船首形状を鋭角に尖らせて、波を左右に切り
分けることで、波による抵抗を軽減し、2～6%の燃費削減効果をもたらす

2011年1月竣工の鉱石専用船「HUGO N」

世界中のお客様の多種多様なご要望に応える船舶を建造し、
社会と産業の発展に貢献します。

船の建造プロセス

超省エネ船の開発

お客様のニーズを先取りした船づくり

代表取締役社長（CEO）三島 愼次郎

造船事業の概況と特徴
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TODAY 2011
国内で唯一、海上自衛隊向け掃海艇（海中の
機雷などを捜索・除去する）を建造しており、船
体材料が木造からFRP製（繊維強化プラス
チック）に切り替わり、一番艇が進水しました。

国際ルールで船舶の塗
装基準が厳格になるた
め、各事業所では塗装工
場の整備や新設に設備投
資を行っています。

グループ会社のユニバーサル特機㈱が製造した
除染装置が、陸上自衛隊による東日本大震災の
被災地救援、災害復旧に活用されました。

積荷港で排出され、生態系を
壊す恐れがあるバラスト水の
排出基準を定めた条約の発効
に備えて、既存船へのバラスト
水処理装置の搭載工事の増加
が見込まれています。

広いデッキと多種のタンクを持
つ、海洋リグや海洋構造物への物
資輸送に特化したプラットフォー
ム・サプライ・ベッセル（PSV）の連
続建造が始まりました。

海洋油田の掘削基地とな
るリグを曳航するアンカー
ハンドリング・タグ・サプライ・
ベッセル（AHTSV）。曳航
能力150トンの従来型を
180トンに増強しました。

公益社団法人日本船舶海洋
工学会が授賞するシップ・オ
ブ・ザ・イヤー2009に砕氷
艦「しらせ」が選ばれました。
25年ぶりの建造、歴代の砕
氷船の建造経験、最新技術
を取り入れた点が評価され
ました。

●次世代船開発部発足
2020年までにGHG
（温室効果ガス）50%
削減をめざす

●津事業所で新寮・新社
宅完成

●「しらせ」（舞鶴事業所
にて建造）シップ・オ
ブ・ザ・イヤー2009
決定

●みなと舞鶴ちゃったま
つり参加

● 京浜事業所で「しら
せ」社員・家族見学会

●調達部戦略共有化カ
ンファレンス開催

●2009年度業績表彰・
功労表彰

●全社システム報告会・
全社研究開発成果発
表会

●各事業所で納涼会開催 ●エコプロダクツ2010
に出展

●舞鶴事業所でPSV連
続建造開始

●京浜事業所で180ト
ン型AHTSV一番艇
が完工

●舶用ナノエマルジョン
燃料共同研究契約
発表

●次世代リーダー研修発
表会

●震災復興で除染装置
活躍

●有明事業所で
新塗装工場完成

●因島事業所で国内造
船所第一号となるバ
ラスト水処理装置設
置工事を完工

●京浜事業所でFRP製
掃海艇の一番艇が
進水

●ありあけ（有明）ファミ
リーフェスタ開催

●全社溶接技能交流会
開催

研究・
製品開発

「しらせ」
シップ・オブ・ザ・イヤー2009
受賞

FRP製掃海艇の一番艇が進水

新塗装工場が完成

震災復興で除染装置が活躍

バラスト水処理装置の搭載工事を
国内で初めて実施

PSV連続建造開始

2010年4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年1月 2月 3月

Highlight 2010
180トン型AHTSVが
完工

製品

製品

製品

製品

建造

建造

造船事業の概況と特徴
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研修風景

京浜地区に導入された「Super-SINTERTM」

高強度厚板を使用した原油タンカー

エコプロダクツ2010

株主工場見学会

技能伝承

ものづくり教室

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2010年度
までにエネルギー原単位を
37％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。

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。

「エコプロダクツ2010」をはじ
めとする環境をテーマとした展
示会に参加し、さまざまなス
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。

適時・適切な会社情報の提供を
重視して、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、工場見学会やIR説明会など、
事業活動への理解を深めていた
だいています。

多様な従業員が活力を持って働
ける職場環境をめざして、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。

事業拠点を展開する地域社会の発展に貢献
するために、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
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
発展をめざすとともに、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めざしています。

　　　　　　CSR報告書（2011年9月発行予定）

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

CSR活動│社会・環境側面

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。

WEB

地球環境地球環

企業行動指針

環境理念

環境方針

企業理念
ステークホルダー

社会の発展に
貢献するために

地球環境の
保全のために

お客様・お取引先様とともに 事業プロセスを通じて

製品・サービスを通じて

社会の皆様とともに

株主・投資家の皆様とともに

従業員とともに

地域社会の皆様とともに
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お客様・
お取引先

株主・
投資家

地域社会

従業員

お取お取取引先引先引

投資投資投資家家家

従業従業従業員

地域社会



取締役

JFEホールディングス取締役執行役員

社長  馬田 　一　  CEO
副社長 石川 良雄　  総務部、企画部、
  　　 　　　  財務・IR部、経理部の統括
専務  岡田 伸一　  企画部、財務・IR部の担当
常務  山村 　康　  総務部、経理部の担当

※ 芦田昭充および前田正史の両氏は社外取締役。

監査役

監査役（常勤） 山﨑 敏邦
監査役（常勤） 秋田 邦生
監査役 伊丹 敬之
監査役 杉山 清次

※ 伊丹敬之および杉山清次の両氏は社外監査役。

岸本芦田 前田

馬田 石川林田

代表取締役社長 馬田 　一
代表取締役 林田 英治
代表取締役 石川 良雄
取締役 岸本 純幸
取締役 芦田 昭充
取締役 前田 正史

名称（商号）

本社所在地

電話

［英文名称： ］

〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

03-3597-4321（代表）

設立年月日

資本金

URL

2002年9月27日

1,471億円

http://www.jfe-holdings.co.jp/

＊持分法適用会社

電炉・条鋼

運輸・倉庫、製鉄所内の保全・工事、ユーティリティ供給など

商社、その他鉄鋼関連

鋼材加工品、原材料などの製造・販売

●JFE条鋼(株) ●ダイワスチール(株) ●豊平製鋼(株) ●東北スチール(株)

●JFE物流(株)
●JFEシビル(株)

●JFEメカニカル(株)
●JFE電制(株)

●瀬戸内共同火力(株)*
●(株)JFEサンソセンター*

●JFEライフ(株)
●JFEシステムズ(株)
●JFEテクノリサーチ(株)

●JFEスチール・オーストラリア・
リソーシズ・プロプライタリー・
リミテッド

●日伯鉄鉱石（株）*
●JFE商事
ホールディングス(株)*

●ジェコス(株)*
●(株)エクサ*

●JFEケミカル(株)
●JFE建材(株)
●JFE鋼板(株)
●JFEコンテイナー(株)
●JFEミネラル(株)
●JFE鋼管(株)
●水島合金鉄(株)

●JFE継手(株)
●JFE鋼材(株)
●JFEマテリアル(株)
●JFE精密(株)
●リバースチール(株) 
●JFE電磁鋼板(株)

●フィリピン・シンター・
コーポレーション

●タイ･コーテッド・
スチール・シート・
カンパニー・リミテッド

●品川リフラクトリーズ(株)*
●日本鋳造(株)*
●日本鋳鉄管（株）*

●東国製鋼(株)*
●広州JFE鋼板有限公司* 
●タイ･コールド・ロールド・
スチール・シート・
パブリック・カンパニー・
リミテッド*

●カリフォルニア・スチール・
インダストリーズ・インク*

●JFE環境（株）
●JFE環境サービス（株）
●JFEテクノス（株）

●あすか創建（株）
●ジャパントンネル
システムズ（株）*

●（株）タケエイ*
●スチールプランテック（株）*

●エヌケーケーシームレス
鋼管（株）*

グループ会社

グループ会社

●ユニバーサル特機(株)　●(株)ユニバーサル・マリン・システムズ　●(株)有明エンジニアリング

グループ会社

鉄鋼事業　　売上高 27,474億円　従業員数 42,923名

エンジニアリング事業　　売上高 2,651億円　従業員数 7,334名

  本社（東京都千代田区）

本社（東京都千代田区）／横浜本社（横浜市）

造船事業　　売上高 2,108億円　従業員数 3,659名

本社（川崎市）

会社概要

事業会社・主要グループ会社

（2011年3月31日現在）

（2011年3月31日現在）

LSI事業　　売上高 241億円　従業員数 423名

本社（千葉市）

●カワサキ・マイクロエレクトロニクス・アメリカ・インク

グループ会社

※JFE都市開発は、2011年4月にJFEスチールが吸収合併いたしました。

　　　　　　　　　　取締役、監査役および執行役員
マネジメント体制

企業情報
データ編
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ROA

’10

31,955

’10

1,658

’10

586

13.7

3.3

’10

1,804

’10

54,400

132.4

39,082

※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あわせ持つハイブリッド債（平成20年3月発行 取得条項付無担

保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）発行価額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

財務情報 株主・投資家の皆様へ  URL http://www.jfe-holdings.co.jp/investor/index.html

売上高

減価償却費

経常利益

借入金・社債等残高／D/E レシオ

研究開発費

当期純利益

設備投資額

連結従業員数

ROS※3／ROA※4／ROE※5

経営成績（会計年度）

　売上高

　営業利益

　金利前経常利益※1

　経常利益

　当期純利益

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

　投資活動によるキャッシュ・フロー

　フリー・キャッシュ・フロー※2

　財務活動によるキャッシュ・フロー

財政状態（会計年度末）

　総資産

　有形固定資産

　純資産

　借入金・社債等残高

設備投資状況その他

　設備投資額

　減価償却費

　研究開発費

　粗鋼生産量（千トン）

　従業員数（人）

財務指標

　売上高経常利益率（ROS）※3

　総資産金利前経常利益率（ROA）※4

　自己資本利益率（ROE）※5

　自己資本比率

　D/E レシオ※6

　D/E レシオ※7

2006年度

3,260,447

503,938

528,918

513,520

299,683

417,645

△292,750

124,895

△113,304

3,872,142

1,816,514

1,539,621

1,180,532

193,596

176,794

38,149

32,828

53,610

15.8%

14.1%

21.3%

38.8%

78.6%

2007年度

3,539,802

510,518

520,996

502,974

261,845

438,257

△297,209

141,048

△125,473

4,170,080

1,843,483

1,541,680

1,281,936

223,644

220,459

39,483

34,273

56,688

14.2%

13.0%

17.5%

35.9%

85.7%

61.4%

2008年度

3,908,282

407,806

423,068

400,562

194,229

243,712

△350,136

△106,424

260,065

4,328,901

1,843,232

1,378,041

1,768,747

289,582

247,774

41,938

29,280

56,547

10.2%

10.0%

13.7%

30.9%

132.4%

98.9%

2009年度

1株当たり情報

　当期純利益

　純資産

　配当金

513.58

2,548.09

120

450.58

2,619.11

120

355.64

2,526.26

90

2,844,356

88,775

88,752

69,289

45,659

389,548

△236,725

152,822

△321,617

3,918,317

1,800,170

1,465,898

1,468,472

225,268

248,374

36,082

28,352

53,892

2.4%

2.2%

3.3%

36.3%

103.2%

75.5%

2010年度

3,195,560

182,810

182,268

165,805

58,608

302,603

△302,282

320

23,073

3,976,644

1,712,318

1,478,310

1,496,413

180,492

246,666

33,523

31,472

54,400

5.2%

4.6%

4.1%

36.2%

104.1%

76.5%

86.35

2,689.88

20

110.73

2,708.51

35

（百万円）

（円）

※6
※7

主要経営指標  JFEホールディングスおよび連結子会社
データ編
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のご案内

2011
TODAY〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

http://www.jfe-holdings.co.jp/

1 実証実験中の太陽エネルギー
　発電設備
2 株主工場見学会
3 西日本製鉄所高炉火入れ式（福山）
4 鉄鉱石専用の超大型輸送船
5 空中庭園「スカイパーク」
6 建設中の東京スカイツリー
7 多様な魚が群れをなす珊瑚礁
8 マニラでの打ち合わせ風景

行動規範

挑戦。 柔軟。 誠実。

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。

企業理念・行動規範
JFEグループの歩み

基幹産業の担い手として
技術を活かし
社会に貢献します

世界中のステークホルダーとともに
成長し続けるために

目次
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この度の東日本大震災によって、甚大な被害を受けられた被災者の皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。
被災地の皆様の安全と、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

東日本大震災の被災者の皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。

代表取締役社長
馬田　一

シンクタンク・ソフィアバンク 副代表
藤沢 久美氏
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