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高級鋼はより薄く、さらに強く。

ナノレベルの組織、薄さ、そして強さ。
日本のお家芸である高級鋼の高度な技術は、
資源の壁を越え、新たな可能性を創造する。
巨大な装置による匠の世界である。

High Technology
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鉄は、進化の現在進行形。

歴史に培われてきた日本の鉄鋼産業では、
最新技術が駆使されてきた。
激しく移り変わる時代のなかで、
鉄は最先端を走り続けている。

Evolution
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自然を、けっして疎かにしない。

美しい四季がいつまでも巡ってくるように。
地球環境と真摯に向き合いながら、

知恵の限りを尽くして
自然との共生をめざしていく。

With Earth



7
2008 JFE GROUP BUSINESS REPORT

8
2008 JFE GROUP BUSINESS REPORT

鉄は、眠らない。

24時間、365日。
高炉は一旦、火を入れれば、

寿命が訪れるまで、けっして休むことがない。
帳の向こうでは、いつも鉄がたぎっている。

For Society
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高い技術品質が、支えるもの。

往来する車、発着を繰り返す空港。
豊かな暮らしの基盤を支えているのは、
高度なエンジニアリング技術である。
その品質こそ、安心安全の要だ。

For Infrastructure
東京国際空港Ｄ滑走路建設外工事向けジャケット
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Ocean Network
世界運ぶ。いざ、海洋へ。

海は今も昔も交易ネットワークの舞台だ。
船は世界中で多彩な価値を運んでいる。
最新の技術で造られた一隻の船が、

今日も巨大なドックから海洋へと滑り出す。
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Human Life
人々の毎日に、向き合う。

住む、働く、集う。
暮らしを彩る快適で創造性に富んだ
都市環境を提供するために。

今も人々の毎日を、見つめ続けている。

14
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Human Power
産業の毎日に、送り届ける。

産業の頭脳、マイクロエレクトロニクス。
目には見えない複雑で微細な回路も、
つくり出しているのは人間の叡知だ。

最先端技術できめ細かな対応に、こだわる。
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Next Generation
すべては、子どもたちのために。

真剣な眼差し、屈託のない笑顔。
それは世界の財産である。

子どもたちの未来が、今より輝くために、
今、私たちにできること。
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【ＣＥＯメッセージ】

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

心から御礼申しあげます。

JFEグループは、発足以来、鉄鋼とエンジニアリン

グをコア事業とする世界有数の企業グループとし

て、持続的な成長と透明性の高い経営のための体

制づくりに邁進するとともに、グループ全体の収益基

盤の強化・拡大に努めております。

当社の経営を取り巻く環境は、急激に変化して

おります。

世界の鉄鋼需要は、中国・インドなどアジアを中

心とした国々で近年大きく伸びています。世界の粗

鋼生産量は、2001年に8億5,000万トンだったものが

2007年には13億4,000万トンと急増し、日本の2007年

度粗鋼生産量も1億2,151万トンと1973年度以来34

年ぶりに過去最高を記録しました。その反面、急激

な成長の負の側面として、原材料価格高騰問題が

顕在化しました。またアルセロール・ミタルの誕生や

タタによるコーラスの買収に代表されるような世界的

規模での鉄鋼業再編の動きからも引き続き目が離

せません。加えて、米国でのサブプライムローン問題

に端を発する世界的な信用収縮と景気減速の懸

念増大など、鉄鋼業を取り巻く環境は大きく変化し

ております。

鉄鋼と並ぶ当社のコア事業であるエンジニアリン

グ事業においては、公共事業削減が継続される一

方で、エネルギー、リサイクルの分野で新たなビジネ

ス機会が生まれるなど事業環境が大きく変化してお

り、事業の選択と集中を加速する大きな変革期を

迎えております。

こうした中で、すべてのステークホルダーの皆様と

ともに、長期的な信頼関係を築きながら企業として

持続的成長を図るためには、透明度の高い経営の

ためのコーポレートガバナンスやコンプライアンスの強

化、地球環境問題改善への貢献、働きがいのある

職場環境の提供など、企業としての社会的責任を

果たしてゆく必要があります。

当社は発足後、第１次中期経営計画（2003～

2005年度）において、統合効果を早期に実現する

ための諸施策を実行し、グローバル企業としてのス

タート地点に立つための経営基盤の確立に取り組

み、収益力の強化および財務体質の大幅な改善

を実施しました。

これに続く第２次中期経営計画（2006～2008年

度）では、世界的視野での飛躍に向けた地盤固め

の時期と位置付け、①安定的な高収益体質の確立、

②戦略的投資への柔軟かつ果敢な対応と研究開

発体制の強化、③CSRの推進とコーポレートガバナ

経営環境の変化
（急激な変化への対応）

ロ�ン�グ�タ�ー�ム�の経営�

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

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

服して、今後も持続的成長を図るための正念場の

一年になると認識しております。

JFEグループの中核をなす鉄鋼事業においては、

①国内生産基盤のさらなる増強、②海外生産体制

の強化、③海外アライアンス先との一層の関係強化

などを通じて、圧倒的な強みを持つ高級鋼の生

産・販売を増やし、収益の拡大と世界鉄鋼市場に

おけるプレゼンス拡大をめざしてまいります。

具体的には、国内での高級鋼10％増産（連結粗

鋼3,700万トン体制の確立）に着手します。加えて、

海外アライアンス先との一層の関係強化や、ブラジ

ルおよびタイをはじめとするアジア地域での高炉一

貫製鉄所の建設について事業採算性の検討を開

始いたします。今後、真のグローバルプレーヤーとし

て世界に飛躍するための新たな成長戦略を第３次

中期経営計画の中で検討してまいります。

当社は、3月17日に第三者割当による取得条項付

無担保転換社債型新株予約権付社債（いわゆるハ

イブリッド債）を3,000億円発行いたしました。これは、

前述の国内外での戦略投融資等に必要となる資

ンスの確立、④財務体質の改善、⑤積極的な株主

還元、を基本方針として取り組んでおります。

第2次中期経営計画では、年間5,000億円の経

常利益を安定的に獲得できる高収益体質の確立

に取り組んでおります。その結果、2006年度の連結

経常利益は5,135億円、2007年度は5,029億円とな

り、2005年度の5,173億円に続いて3期連続して経

常利益5,000億円の水準を達成することができまし

た。高付加価値商品の生産・販売の拡大を通じて

安定的な高収益体質の確立をめざす当社グループ

の戦略は、着実に実を結びつつあります。しかしな

新たな持続的成長戦略策定の年
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金を機動的に調達するために実施したものです。

エンジニアリング事業につきましては、引き続き

厳しい事業環境が続く中で、選択と集中および固

定費の削減による競争力強化を図る一方で、成長

が期待できる新エネルギー・省エネルギー・リサイ

クルなどの分野で、新技術を含めた積極的な対応

を図ってまいります。

当社は、3月31日にユニバーサル造船（株）の

84.9％の株式を取得し、傘下の連結子会社としまし

た。同社は4月16日に砕氷艦「しらせ」の命名・進水

式を挙行いたしましたが、大型タンカーや大型ばら

積船、ＬＰＧ／ＬＮＧ運搬船を主力商品とする、技術

造船事業の再編について

力の高い世界有数の造船会社です。

当社グループの中核である鉄鋼事業にとって、造

船事業は大きな鋼材需要部門であるばかりでなく、

最先端の素材・加工技術を協力して創造するなど、

商品・技術開発力向上の面からも非常に重要な産

業部門であり、健全で競争力のある造船事業の存

在は意義が大きいと考えております。連結子会社化

により、改めて造船事業を当社グループの中核事業

の一つと位置付けることにしました。

また4月8日に公表したとおり、当社と（株）ＩＨＩは、

その子会社であるユニバーサル造船（株）と（株）ア

イ・エイチ・アイマリンユナイテッドとの経営統合に向

けて、具体的な検討に入ることについて合意いた

しました。
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世界の造船業界は旺盛な海運需要により高水

準の受注・建造を続けておりますが、韓国・中国造

船企業の積極的な受注拡大や設備増強により、国

際競争のさらなる激化が予想されています。加えて、

為替および資材調達面での不透明感もあり、造船

業の先行きは決して楽観できない状況にあります。

このような状況下で、我が国造船業が今後も持

続的発展を図るためには、経営統合による最適生

産体制の再構築・設備投資・船種構成の見直し等

により、経営基盤を一層強化していく必要がある、と

の認識で両社の意見が一致し、経営統合に向けて

具体的検討に入ることになりました。

規模拡大による調達コスト削減や、連続建造、商

品開発力向上等を含めて統合後のあるべき姿につ

いて徹底的に議論・検討してまいります。

JFEグループでは、年間5,000億円程度の経常利

益を安定的に獲得できる高収益体質の確立をめざ

しております。これと並行して、株主をはじめとするす

べてのステークホルダーの皆様とともに、長期にわた

る信頼関係を築きながら企業として持続的に成長を

図るため、透明度の高い経営により企業価値・株主

共同の利益を長期的に維持・向上してまいります。

①コーポレートガバナンスの強化

第2次中期経営計画の基本方針の一つとして

コーポレートガバナンスの確立を掲げておりますが、

経営の透明性や公正性を徹底し、より一層の強化

を図る目的から、昨年より2名の社外取締役を選任

し、取締役の任期も1年としました。

内部統制の確立についても、従来から地道な取

り組みを進めてまいりましたが、｢グループCSR会

議｣の下に｢グループ内部統制委員会｣を設置し、グ

ループ全体の内部統制にかかわる基本方針や運

用状況の審議を行うなど、内部統制のさらなる強化

を図っております。

②株式の大規模な買付行為に関する対応

当社は2007年3月開催の取締役会において、｢当

社株式の大規模な買付行為に関する対応方針｣を

導入することを決議し、さらに、2007年6月の定時株

主総会において、その後2年間の継続について株

企業価値・株主共同利益の
維持・向上への取り組み

Environmental  Sustainability
環境

Economic  Growth
経済

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

本方針の導入は、当社株式にかかわる大規模な

買付行為の提案がなされた際、この提案内容が当

社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響に

ついて、当社株主の皆様が慎重に判断できるよう、

大規模買付者および当社取締役会の双方から必

要かつ十分な情報・意見・提案などの提供がなさ

れ、さらにそれらを検討するために必要かつ十分な

時間を確保することを目的としております。

③積極的な株主還元

当社は、株主への利益還元を最重要経営課題

の一つと考えております。第2次中期経営計画での

配当性向（連結ベース）の基本方針（25％程度）を踏

まえて、2007年度の配当を2006年度に引き続き120

円／株といたしました。また、積極的な株主還元の

観点から、2006年11月から2回にわたり合計約2,400

億円の自己株式を取得し、さらに2008年3月18日か

ら5月1日の間に約1,200億円の自己株を取得しまし

た。これらより、2007年度の配当性向は26.6％、総

還元性向は80.2％となりました。

JFEグループは、地球環境との共存や企業倫理

の徹底を掲げ、社会の期待に高い水準で応えるこ

とを目標に事業活動を推進してまいります。

環境問題に関しましては、「地球環境の向上を経

営の重要課題と位置付け、環境と調和した事業活

動を推進する」との環境理念のもと、すべての事業

活動における環境負荷の低減や省エネルギーに真

摯に取り組むことはもちろん、環境調和型の商品・

技術の開発・提供を進めてまいります。

また、コンプライアンスに関しましても、「グループコ

ンプライアンス委員会」の場で基本方針や事業会社

の施策を審議するほか、法令の周知徹底、企業倫

理ホットラインの認知度向上など、幅広い取り組み

を通じて、活動の徹底を図ってまいります。

私たちJFEグループは、多くのステークホルダーの皆

様との関わりの中で企業活動を展開してまいりまし

た。今後も、皆様のご協力を得ながら、企業としての

持続的成長を図り、企業価値を高めていく所存です。

私どもの今後の取り組みについて、忌憚のない

ご意見、ご助言を頂戴できれば幸甚に存じます。

2008年6月

JFEホールディングス株式会社

代表取締役社長（CEO）

環境・コンプライアンスについて



新興国を中心に伸び続ける
「高級鋼」需要
世界の鉄鋼需要は、BRICsなど新興国経済の発

展に伴い、今後も中長期的には安定的な成長が見

込まれています。一方で、原料サプライヤーの寡占化、

自動車など鋼材ユーザーのグローバル化、鉄鋼業の

再編・統合や積極的な設備拡張の動きなど、当社を

取り巻く環境は、ダイナミックな変化の時期にあるとい

えます。そのなかで、JFEスチールが企業価値を継続

的に上げていくためには、当社グループの技術優位

性を活かし、国内のみならず、海外マーケットにおけ

る高級鋼需要に対して確実に応えていくことがより重

要となってきています。

あくまでも
高付加価値サプライヤーとして
当社では、すでに高級鋼マーケットの成長に応じ

た生産規模の拡大を進めています。JFEスチールは

国内の生産体制として、2005年から08年において300

万トンの増加を実現し、第3次中期経営計画（09～11

年）中にさらに300万トンを増やし、連結ベースで粗鋼

3,700万トン体制の構築をめざしています。同時に、高

機能電磁鋼板・高張力鋼などエネルギー効率や軽

量化に寄与する商品の開発や拡販を通じて、顧客

ニーズや社会全体の省エネルギーに貢献することも

積極的に進め、質量ともに世界トップレベルの高付

加価値サプライヤーとしての地位を維持していきます。

【特集 1 】Special Feature

JFEスチールの成長戦略と海外事業展開

“グローバルエクセレンスをめざして”
第2次中期経営計画の総仕上げに取り組む2008年。

原料の高騰など厳しい経営環境のなかで、JFEグループは常にグローバルな視野で成長を捉え、

積極的な海外事業展開を図るとともに、

きめ細かな事業活動によって着実に成長を続けていきます。
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今後、より求められる
「質的成長」が戦略の要
今後、JFEグループがさらなる発展を続けるには、

「成長戦略の着実な実行」と「持続的成長を可能

とする事業体制の構築」が求められます。高付加

価値商品のグローバルな生産・販売体制強化と

同時に、JFEスチールの技術開発力を活かした、

商品開発、品質・サービスのさらなる向上、ＣＯ２削

減の推進などといった質的成長も、成長戦略の要

として位置づけています。そして経営環境の変化

に柔軟に対応できる事業体制を構築し、地球環

境課題に真摯に取り組むことで持続的成長を可

能にしていきます。

すべては「人」にあり
成長を支える業務再構築活動
こうした成長戦略を支えているのは、JFEグループ

一人ひとりの力です。生産量の拡大、商品開発、海

外事業の展開、提案力やサービス力向上などの質

的成長をマーケットの変化に合わせて推し進めてい

くには、強力なマンパワーが必要となります。これらの

命題に応えるため、各人のアウトプットを極限まで高

める必要があり、JFEスチールでは、業務の再構築活

動に取り組んでおり、「スピードアップ」と「効率化」を

改革の視点に日々の業務を抜本的に見直していま

す。一人ひとりが最大限の力を発揮できる体制をつ

くることで、成長戦略を着実に実行していきます。

【特集 1 】Special Feature

JFEスチールの成長戦略と海外事業展開
“グローバルエクセレンスをめざして”
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2008年1月／ドイツ
ティッセン・クルップ・スチール社と伸びを40％高めた
複合組織型高張力鋼板の共同開発に成功

2008年1月／アメリカ
ユナイテッド・ステイツ・スチール社（USスチール）と技術交流契約締結

2007年7月／中国
広州市南沙開発区での冷延プロジェクトに関する合弁契約書の締結

2006年12月／ドイツ
ティッセン・クルップ・スチール社との包括提携契約の延長

2006年9月／韓国
東国製鋼（株）との提携強化

2006年7月／中国
内蒙古オルドスEJMマンガン合金有限公司の
シリコマンガン工場開所式

積極的な海外事業展開により
グローバルエクセレンスをめざして
JFEスチールは、成長マーケットであるアジア・太

平洋圏を中心としたグローバルエクセレンスをめざし

て、海外での事業展開を積極的に推進していきま

す。これまでにも、中国・華南地区での自動車用鋼

板事業や、タイでの冷延事業、韓国東国製鋼との

高級厚板戦略提携など、アライアンス先との垂直分

業体制を通じてアジアにおける高級鋼の製造・販売

ネットワークを既に確立しています。また、独ティッセ

ン・クルップ・スチール社や米ＡＫスチール社との技

術提携により欧州や米国における自動車用高級鋼

板の供給を可能としています。これからも、これら

既存のアライアンス関係の強化を図るとともに、新規

のアライアンス関係を構築し、グローバルな生産・販

売体制を強化していきます。

海外での一貫製鉄事業のＦＳ実施
また、原料立地および需要地立地での一貫製鉄

所建設の検討を行っており、すでに原料立地ではブ

ラジル・セアラ州において本格的な事業化調査をス

タートさせ、タイなど東南アジアでも需要地立地の観

点から検討を行っています。JFEグループは、今後も

JFEスチールを中心に常にグローバルな視野で成長

を捉え、「世界最高の技術をもって社会に貢献する」

という企業理念を実現していきます。

【特集 1 】Special Feature

JFEスチールの成長戦略と海外事業展開
“グローバルエクセレンスをめざして”
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JFE Steel

台湾
Ton Yi Industrial

マレーシア
ベトナム
Perstima

タイ
TCR,TCS
TTP

ギリシャ
Corinth Pipeworks

ドイツ
Thyssen Krupp Steel
Georgsmarienhuette

中国
Guangzhou JFE Steel Sheet
Bohai NKK Drill Pipe
Fujian Sino-Japan Metal
Hainan Haiwoo Tinplate
Erdos Manganese Alloys

韓国
Dongkuk Steel Mill
Hyundai HYSCO
Dongbu Steel

カナダ
DJG

米国
CSI
AK Steel
U.S. Steel

コロンビア
Holasa

ブラジル
Minas da Serra Geral
Nova Era Silicon

南アフリカ
Cato Ridge Alloys (PTY)

フィリピン
Philippine Sinter

オーストラリア
JFE Western 4 (Yandi)

最近の提携関連トピックス
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社会の構築をめざして～」をテーマとするプレゼンテー

ションでは、京浜臨海部の過去と現在（環境負荷の

低減）、全国初のエコタウン認定を受けた川崎エコタ

ウンとJFEグループのリサイクルプラント（ペットボトル

リサイクル、家電リサイクル）、JFEの環境経営やJFE

がめざす環境調和型事業活動、中国におけるJFEグ

ループの事業展開などを中国語でご紹介しました。

また、ペットボトルリサイクル工場では、ペットボトル

の再生プロセスや再生品の展示コーナーを興味深く

ご視察され、熱心にご質問されました。

今回のJFE訪問は、30分という短い時間でしたが、

JFEグループのリサイクルへの取り組みについてご理

解いただける貴重な機会となりました。

【トピックス】Topics

胡錦濤中華人民共和国国家主席
JFEグループリサイクル工場をご視察

中国の胡錦濤国家主席が、2008年5月6日から10

日まで国賓として日本をご訪問された際にJFEを訪

れ、川崎エコタウンとJFEのリサイクル工場をご視察

されました。

5月9日11時20分、約700名のJFE社員の歓迎を

受けながら、胡錦濤国家主席、劉永清国家主席夫

人をはじめ多くの中国関係者がJFEグループのリサイ

クル工場をご視察されました。川崎市の阿部市長と、

JFEホールディングス數土社長、JFEエンジニアリング

岸本社長をはじめとする多くのJFE幹部が一行を出

迎え、プレゼンテーションを行うとともに、工場をご案

内いたしました。

「川崎エコタウンとJFEのリサイクル事業～循環型
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世界初のナノテク自動車部品用高強度熱延鋼板

「NANOハイテン」
自動車には多くの高級鋼板が使用されてきました

が、さらなる軽量化や安全性確保のために、今まで

以上に強い鋼板が求められるようになりました。JFE

は、伸びるフェライト組織を従来の10分の1の大きさ

のナノメートルサイズの微細炭化物で強化することに

成功。世界で初めてナノテクノロジーを駆使して製品

化された自動車部品用高強度鋼板が『NANO*

ハイテンTM』です。

熱延鋼板は素材に熱を加えて板状に圧延したも

のです。この圧延およびその後の冷却過程でできる

フェライトと微細炭化物をいかに組み合わせるかが

技術の鍵でした。熱で大きくならないような炭化物制

御技術を開発し、従来では困難であったフェライトと

微細炭化物の組み合わせを実現。強くてかつよく伸

びるという相反する特徴の両立を可能としました。

『NANOハイテンTM』は、平成19年度全国発明表

彰「21世紀発明奨励賞」を受賞するなど、各方面か

ら高い評価を受けています。そして、サスペンション

をはじめ車体部品や衝突安全装置部品などへの採

用が進んでいます。今後も適用範囲の拡大が期待

されています。

*：New Application of Nano Obstacles for Dislocation Movement
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【特集 2 】Special Feature

世界の持続的発展に貢献する
JFEのテクノロジー

JFEグループは高級鋼板はもちろん多種多様な製品を送り出しています。
「社会や暮らしの発展に役立てる」最先端技術の結晶です。

左／従来鋼の炭化物
右／NANOハイテンの
炭化物

NANOハイテンを用いて製造した
サスペンション部品



省資源化に寄与する新高耐食性ステンレス鋼

「ＪＦＥ443ＣＴ」
金属資源が高騰し、資源枯渇に対する危機感

が高まっています。ステンレス材料でもっとも一般的

なSUS304（オーステナイト系ステンレス）は耐食性に

優れているものの、ニッケルを8％含んでいるため、

ニッケル価格の影響を大きく受けることになります。

JFEでは希少金属であるニッケルやモリブデンを

まったく含まずに、SUS304と同等の耐食性を有す

るフェライト系ステンレス鋼板「JFE443CT」を世界で

初めて開発しました。これは、銅の添加と同時にク

ロム量を高めることで、著しい耐食性向上効果が得

られることを見出し､生み出されたものです。

「ＪＦＥ443ＣＴ」は、2006年日経優秀製品・サービ

ス賞「最優秀賞日経産業新聞賞」、2007年フジサン

ケイビジネスアイ先端技術大賞「産経新聞社賞」およ

び2008年市村産業賞「功績賞」を受賞しており、省

資源化に寄与する製品として社会から高い評価を

受けています。厨房用品・建築部品や産業機械な

どの各種用途で急速に採用が広がっていることか

ら、需要に応えるために生産を拡大し、社会に貢献

していきます。
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左／水槽タンク
右／家庭用調理器具

ジャーポット内部品



世界トップクラスの変換効率を誇る太陽電池用

「シリコンウエハ」
太陽光エネルギーを電気に変換する太陽電池

は、発電時にCO2を排出しないことから、地球温暖

化防止対策の切り札の一つとして注目されてきまし

た。JFEでは2001年より太陽電池用ウエハの生産

を開始し、2007年現在で世界の約5％に当たる年

間180メガワットの生産能力を有しています。

JFEの太陽電池用ウエハは、製鉄の鋳造技術で

培った技術力によって凝固組織の均一性を実現し

ており、一部で17％以上という多結晶シリコンウエ

ハでは世界トップクラスの変換効率を達成、維持し

ています。

また、太陽電池の急速な需要増加によって原料

である高純度シリコン（ポリシリコン）不足に対応す

るため、2005年からは製鉄技術を応用したソーラー

グレードシリコン（SOG-Si）の製造も開始しました。

SOG-Siはポリシリコンと同等の品質を確保しており、

現在、年間400トンの生産能力で太陽電池用ウエ

ハの原料の一部を担っています。

これからも製鉄技術を駆使し、地球温暖化防止

に貢献できる製品や原料を送り出していきます。
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【特集 2 】Special Feature

世界の持続的発展に貢献するJFEのテクノロジー

太陽電池用
多結晶
シリコンウエハ

シリコンインゴット

シリコンブロック



リチウムイオン2次電池を支える

「球晶黒鉛」
高度な情報通信や交通輸送などに多大なエネル

ギーを必要とする一方で、化石燃料の使用低減な

ど環境にやさしい技術が求められる現代にあって、

蓄電池・蓄電技術の開発が急務となっています。

JFEでは、リチウムイオン2次電池（LIB）などにおい

て優れた技術力を発揮しています。

LIBは1990年代に小型モバイル機器用として実

用化された電池で、当社の球晶黒鉛が高性能負極

材料として採用されています。LIBは今後、ハイブリッ

ド自動車や電気自動車分野などでの適用拡大が

期待されています。

JFEの球晶黒鉛は、製鉄工程のコークス炉で副生

されるコールタールピッチを独自の技術で熱処理し

てメソフェーズ小球体（球晶）を発生させ、これを抽

出、黒鉛化したものです。高結晶性、高充填性とい

った特徴がLIBの容量およびサイクル特性（充放電

回数）の向上に貢献しています。

また、球晶に高度な賦活化処理を行った高性能

活性炭は、新しい蓄電デバイスである電気二重層

キャパシタの電極材にも適用され、今後さらなる需

要が期待されています。
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球晶黒鉛

メソフェーズ小球体



海洋環境に配慮した最新システム

「船舶用バラスト水管理システム」
空荷の貨物船やタンカーは、船体の安定性を確

保して安全に航行するため、船底に海水（バラスト水）

を搭載しています。バラスト水は荷積港で排出され

ますが、その海域とは異なる海域の海洋生物が含

まれていることから、生態系への影響が指摘されて

います。国際海事機関（IMO）は、2004年にバラスト

水管理条約を採択しており、この条約が全面的に発

効すると、批准国を航行する外航船にはバラスト水

を適切に処理する装置の設置が義務付けられます。

JFEは、すでに海洋環境に配慮した「船舶用バラ

スト水管理システム」を開発しています。これは、高

性能フィルタによって船底に海水を注入する際に多

くの生物を元の棲息海域に戻し、濾過水中のプラ

ンクトンや大腸菌などの細菌類を薬剤とキャビテー

ション（流速を絞り、急激に開放することで気泡が発

生する現象）で処理する最新システムで、わずかに

残る残留薬剤も還元剤で中和し、無害化してから海

へ排出します。

これからも、JFEグループの造船技術、上下水処

理技術、機械技術を最大限に活用し、海洋環境の

保全に努めていきます。
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【特集 2 】Special Feature

世界の持続的発展に貢献するJFEのテクノロジー



産業分野におけるエネルギーソリューション

「バイオマスボイラ／
木質系バイオマスガス化設備」
地球温暖化防止対策として、またエネルギーの価

格高騰対策として、産業分野では動力用の燃料を

バイオマスやリサイクル燃料へ転換しようとするニー

ズが急増しています。JFＥでは早くから、バイオマス

やリサイクル燃料の利用拡大に向けた技術開発に

積極的に取り組んでいます。

バイオマスボイラは木屑、スラッジ、廃プラスチック

などの廃棄物系燃料に適応し、資源循環型社会の

ニーズに対応するシステムです。この夏には、紀州

製紙紀州工場様向けの設備が竣工し、動力の主

翼を担う施設として大きく期待されています。

また、木質系バイオマスガス化設備は、製材端材

や樹皮などの木質バイオマスを単に燃焼するので

はなく、ガス化して気体燃料を取り出すことで、効率

よく電気や熱に変換する環境調和型の先進システ

ムであり、現在大王製紙可児工場様向けの設備を

建設中です。

JFＥは、環境調和型エコエネルギーの供給に向け、

今後も幅広く貢献していきます。
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ＪＦＥグループのプロフィール

ＪＦＥスチール
粗鋼生産量世界第3位※の銑鋼一貫メーカー。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・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。※出典：Metal Bulletin

ＪＦＥエンジニアリング
パイプラインやLNG基地などを中心としたエネルギー関連分

野、ごみ処理施設、上下水道、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、産業用機械シ

ステムなどに関連する分野、物流流通に関連する分野で高

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技術研究所体制により、主にタンカー、バルクキャ

リアーなどの大型一般商船、護衛艦、掃海艇などの各種艦

艇、砕氷艦の建造、修繕を行っています。徹底したマーケティ

ング活動によって世界中の顧客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ます。

ＪＦＥ都市開発
JFEグループの遊休地で街づくりをする「大規模複合開発事

業」、高品質で個性豊かなマンションを供給する「マンション分

譲事業」、社外地再開発などに取り組む「不動産ソリューショ

ン事業」、不動産資産の開発・管理・運営を行う「資産活用

事業」の4つの事業で快適な都市環境を創造しています。

川崎マイクロエレクトロニクス
高機能・高付加価値のASIC（特定用途向け集積回路）に特

化し、設計・開発から、製造、テスト、出荷まで一貫して行う

LSIベンダーです。液晶パネル向け製品に強みを発揮し、世

界的にも高いシェアを誇っています。

ＪＦＥ技研
JFEグループのコア事業である鉄鋼事業とエンジニアリング

事業に共通する中核技術をさらに発展させるとともに、これら

要素技術の有機的結合により「コンセプト創造型」の新たな

技術を開発しています。

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。

JFEグループは、鉄鋼事業およびエンジニアリング事業をコアとした幅広い事業展開を図っております。

ＪＦＥホールディングス
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、リスクを管理し、対外説明責任を負うスリムなグループ本社です。

川崎マイクロ�
エレクトロニクス�

429億円�

ＪＦＥ都市開発�

255億円�

2007年度�
グループ�
総売上高�

3兆�5,398億円�

ＪＦＥスチール�

3兆�2,033億円�

ＪＦＥ�
エンジニアリング�

3,142億円�

詳細情報につきましては、当社ウェブサイトをご覧ください。
JFEホールディングス http://www.jfe-holdings.co.jp/
財務情報　http//:www.jfe-holdings.co.jp/investor/index.html
環境報告　http//:www.jfe-holdings.co.jp/environment/index.html
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マネジメント体制

執行役員
社長　　　　　　數土　文夫　　CEO
副社長　　　　　　　　　　　　財務・IR部、経理部の統括
専務執行役員　　林田　英治　　総務部の統括、企画部、経理部の担当
専務執行役員　　笹本　前雄　　総務部の担当
専務執行役員　　岡田　伸一　　財務・IR部の担当

取締役
代表取締役社長　　　數土　文夫
代表取締役　　　　　
代表取締役　　　　　林田　英治
取締役　　　　　　　馬田　一
取締役　　　　　　　岸本　純幸
取締役　　　　　　　丹羽　宇一郎
取締役　　　　　　　浅井　滋生
※取締役丹羽宇一郎および浅井滋生の両氏は社外取締役であります。

監査役
監査役（常勤） 宮崎　徹夫
監査役（常勤） 久保　國興
監査役　　　　　 西之原　敏州
監査役　　　　　 若杉　敬明
※監査役西之原敏州および若杉敬明の両氏は社外監査役であります。

ＪＦＥホールディングス
取締役、監査役および執行役員

數土 林田丹羽

馬田 岸本 浅井

JFEホールディングス取締役



マネジメント体制

経営体制および内部統制体制
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コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

は指示、情報の伝達を表す。�
は執行体制を表す。�

監査室� 執行役員�

グループ技術開発会議�

グループIT会議／�
開示検討委員会�

経営会議� CEO�
（社長）�

グループCSR会議�
議長：社長�

グループ環境委員会�

グループ内部統制委員会�

グループコンプライアンス委員会�

取締役会�
（取締役７名�

うち社外取締役２名）�

株主総会�

監査役・監査役会�
（監査役４名�

うち社外監査役２名）�
会計監査人�

JFEホールディングス�

JFEスチール・JFEエンジニアリング�

内部監査�

CEO�
（社長）�

執行役員�

経営会議�

取締役会� 監査役・�
監査役会� 会計監査人�

CSR・�
コンプライアンス�

体制�
経営体制�

グループ会社�グループ会社�

社長をリーダーとする�
CSR・�

コンプライアンス体制�

ユニバーサル造船�
JFE都市開発�
川崎マイクロエレクトロニクス�
JFE技研�

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。

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。

経営体制および内部統制体制の関係図
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①会社の機関

ＪＦＥグループ各社は監査役制度を採用しています。

ＪＦＥホールディングスの監査役は４名（うち社外監査役

２名）、取締役は7名（うち社外取締役2名）です。2007

年6月の株主総会から社外取締役2名が選任され、客

観性・透明性をより高めました。そして、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。

②重要事項の決定

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、ＪＦＥスチール、ＪＦＥエンジニアリ

ングでは、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。

③内部統制・リスク管理体制

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、ＪＦＥグルー

プコンプライアンス委員会規程、JFEグループ内部統制

委員会規程、開示検討委員会規程などの各種会議規

程、組織・業務規程、情報保存管理規程および企業対

象暴力対応規程を制定すること、ならびに企業倫理ホッ

トラインの設置などにより整備されています。

経営体制・内部統制体制

独占禁止法にかかわる事件についての報告

独占禁止法違反につきましては、公正取引委員会より、

JFEエンジニアリング株式会社が昨年12月、ガス導管工事に

関し課徴金の納付命令を受けました。また、同じく本年3月、

JFE継手株式会社がガス用フレキシブル管および同継手の

販売に関し、本年6月、JFEスチール株式会社が鋼管杭およ

び鋼矢板の販売に関し、排除措置命令および課徴金納付命

令を受けました。

JFEグループは、絶えずコンプライアンスの観点から事業・

営業活動を見直し、内部統制体制の一層の強化等必要な措

置を講じるとともに、環境、安全等への取り組みの強化を図

ることにより、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

に努めてまいる所存です。

JFEスチール東日本製鉄所（千葉地区）のUOE鋼管のAPI規格製品における
溶接補修後の再水圧試験の未実施について

JFEスチール東日本製鉄所(千葉地区)のUOE鋼管工場に

おきまして、API規格製品について規格に定められた溶接補修

後の再水圧試験が行われていなかったことが判明いたしました。

今回の件を真摯に受け止め、社内の品質保証体制を総点

検するとともに管理体制の見直しを図り、再発防止に万全を

尽くしてまいります。
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ECONOMIC
ASPECTS
さらなる企業価値向上をめざして
企業価値は、健全な企業体質をもとに、
安定的な収益を生み出しながら、
常に成長を続けていくことにあります。
JFEグループは、コスト競争の向上、
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。

経済的側面
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JFEグループの営業概況

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

てきました。

円、2007年度も5,029億円の経常利益を

計上し、2005年度の5,173億円に続いて

3期連続して経常利益5,000億円の水準を

達成しています。さらに企業価値の維持・

向上のため、第3次中期経営計画に向け

て大型成長投資を前倒しで検討・実施して

います。

第2次中期経営計画での配当性向（連

結ベース）25％程度とする基本方針を踏ま

え、当期の配当金は、期末配当金を１株当

たり60円とし、年間ではすでに実施した中

間配当金と合わせて1株当たり120円とし

ました。

また、積極的な株主還元の観点から、

2006年11月から2007年２月までの119,998

百万円、2007年７月から８月までの119,994

百万円、および2008年3月から5月までの

119,993百万円の3回にわたり、自己株式

を取得しています。

2007年度は、世界的視野での成長・飛

躍のための基礎固めの時期と位置付けた

第2次中期経営計画（2006～2008年度）

の中間年度として、安定的な高収益体質の

確立に取り組んだ結果、引き続き高い水準

の収益を確保することができました。

2007年度の連結業績は、売上高は3兆

5,398億円、営業利益は5,105億円、経常

利益は5,029億円とほぼ前期並みとなりま

した。また、環境事業にかかわる当社子会

社が建設、納入し、長期の運転・保守契約

を締結した一部特定の廃棄物処理施設に

おいて、契約条件、運営コストなどから、契

約期間を通じて将来損失の発生が見込ま

れることとなったなどにより、翌事業年度以

降の損失発生見込額513億円を特別損失

に計上しました。これを主因として、特別損

益は557億円の損失となり、当期純利益は

2,618億円となりました。

当社は株主への利益還元を最重要経営

課題の一つと考えており、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きます。

JFEグループは第2次中期経営計画の期

間において、高収益体質の確立に向けて

取り組んできた結果、2006年度は5,135億

2007年度の経営成績

32,604

5,039

5,135

15.8％

2,996

120円�

35,398

5,105

5,029

14.2％

2,618

120円�

売上高�

営業利益�

経常利益�

ROS�

当期純利益�

１株当たり年間配当金�

2006年度�2007年度�

経営成績（連結） （億円）
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JFEスチール

第2次中期経営計画においては、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、将来に向けての成長、すなわ

ち高付加価値商品の開発・拡販と、財務

体質改善の両立に向けた取り組みを行って

います。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

の強化に取り組んでいきます。
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代表取締役社長（CEO）

馬田　一 22,762

32,033

4,080

5,217

4,014

5,089

15.9％�

売上高�

営業利益�

経常利益�

ROS

スチール単独�

スチール連結�

スチール単独�

スチール連結�

スチール単独�

スチール連結�

スチール連結�

2007年度�

20,555

29,251

3,888

4,999

4,075

5,039

17.2％�

2006年度�

（年度）�'03

30,547

'04

31,281

'05

30,145

'06

32,828

'07

34,273
（千t）�

34,000

33,000

32,000

31,000

30,000

0

連結粗鋼生産量

経営成績 （億円）

JFEスチール

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

会社のURLは

粗鋼生産量

3,427
万トン

売上高

3兆2,033
億円

経常利益

5,089
億円
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2007年度は、国内の製造業向けを中心

とした旺盛な需要に加え、輸出向けにおけ

る高級鋼分野が堅調であったことから、粗

鋼生産量は3,427万トンと、前期に比べ増

加しました。

売上高は、高級鋼を中心とする販売数量

の増加および販売価格の上昇により3兆

2,033億円と、前期に比べ増収となりました。

経常利益は、原料価格の上昇および減価

償却制度の改正に伴う減価償却費の増加

があったものの、販売数量の拡大と価格上

昇に加え、継続的なコスト削減に努めた結

果、5,089億円となり、前期に比べ増益とな

りました。

2007年度の経営成績

'03 '04 '05 '06 '07 '08（目標）�

（目標）�

24
21

17
13

（％）�

30

（年度）�

30

20

10

0

29

オンリーワン・ナンバーワン商品の売上高比率 オンリーワン・
ナンバーワン商品の
売上高に占める比率

29％
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2007年度の国内需要は、自動車、造船、

建産機を中心とする製造業の高水準の生

産活動が続き、建築基準法改正による建

築着工遅延があったものの、全体ではおお

むね堅調に推移しました。

海外については、米国向けが、サブプラ

イムローン問題に伴い住宅市場を中心に減

速傾向にあるものの、世界的にはＢＲＩＣｓを

はじめとする新興国が好調な世界経済を牽

引し、日本からの鋼材輸出も自動車、エネ

ルギー分野などの高級鋼を中心に需要は

旺盛でした。

当社は、成長を実現するための基盤づく

りとして、福山・第4溶融亜鉛めっき設備や

京浜・連続式酸洗設備の稼動、知多・小径

シームレス鋼管の生産能力増強など、第2

次中期経営計画の目標である高付加価値

商品拡販のための設備対応がほぼ完了し

ました。海外事業では、中国・広州JFE鋼
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2007年度の活動と
2008年度の取り組み

知多小径シームレス鋼管設備福山第4溶融亜鉛めっき設備
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びが見込まれるアジアの高級鋼の需要に

確実に応えていくため、「市場の成長に応じ

た生産規模の拡大」をめざし、高付加価値

商品の需要増加に対応した供給能力の向

上を図るため、国内の生産をさらに10％程

度増加させる計画です。

また、国内外の生産分担を含めたグロー

バルな生産体制を検討し、早期に具現化

させていきます。さらに、原料や流通・加工

分野などを含めた垂直分業の一層の展開

や、顧客満足度向上につながる品質・デリ

バリー・商品開発・ソリューション力の強化

など、「質の成長」を図るための施策も進め

ていきます。

板で自動車用溶融亜鉛めっき鋼板の製造

を本格的に開始し、冷延プロジェクトにも着

工しました。国内グループ会社も事業基盤

の整備を進め、1,000億円以上の経常利益

を安定的に確保できる体制が整いました。

2008年度は、資源価格の高騰や米国

経済の減速懸念など取り巻く環境は不透

明な状況にありますが、第2次中期経営計

画の総仕上げの年として、高付加価値商品

サプライヤーとしての基盤を確実にするため

の取り組みを行っていきます。

当社はこれまで、統合効果の早期発現、

生産基盤整備、財務体質強化など「基盤

固め」に重点を置いてきました。今後は、伸

２００８年度設備投資計画 主要工事

東日本製鉄所（京浜地区）�

東日本製鉄所（京浜地区）�

西日本製鉄所�

西日本製鉄所（倉敷地区）�

西日本製鉄所（倉敷地区）�

西日本製鉄所（福山地区）�

西日本製鉄所（福山地区）�

知多製造所�

JFE条鋼（株）仙台�

高級鋼生産能力増強�

シャフト炉 建設�

鉄鋼ダストからの資源回収工事�

コークス乾式消火設備 建設�

１2号酸素プラント 建設�

製鋼能力増強工事�

コークス乾式消火設備 建設�

中径シームレス生産能力増強�

リフレッシュ工事�

160億円

100億円

140億円

95億円

85億円

500億円

80億円

150億円

120億円

投資額�

2008年09月～2010年04月

2007年06月～2008年08月

2007年11月～2009年03月

2007年07月～2009年02月

2008年07月～2009年10月

2008年05月～2010年04月

2008年10月～2010年05月

2007年07月～2008年07月

2006年09月～2008年09月

工期�事業所� 工事名�

※08年度工事中の案件には、次期中期経営計画（09～11年度）における粗鋼生産能力の増強工事分850億円を含みます。

グループ会社の
経常利益

1,000
億円
以上
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JFEエンジニアリング

第2次中期経営計画では、それぞれの事

業分野においてトップクラスの高収益をあげ

る基盤を確立することを基本方針としていま

す。事業分野の選択と集中を徹底して進め、

需要構造の変化に対応した事業体制の見

直し・整備を行うことで、収益基盤の再構

築を図るとともに、成長基盤の着実な構築

に向け、新エネルギー、省エネルギー、リサ

イクルの事業分野において、民間や海外

を中心とした業容の拡大を図っています。
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代表取締役社長（CEO）

岸本　純幸

事業ポートフォリオ�

製鉄ハード分野�O&M分野�

鋼構造分野� 水道管路分野�産業機械系分野�

複合分野�

環境リサイクル分野�

エネルギー分野�
ガス導管・パイプライン�
貯蔵基地、プロセスプラント�
都市エネルギープラント�

環境・水プラント分野�
ごみ焼却プラント�
BTGプラント�
水処理、バイオマス活用�

2,751

2,921�

△19

58

2,902

3,142

△171

△110

受注高�

売上高�

営業利益�

経常利益�

2006年度�2007年度�

JFEエンジニアリング

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

会社のURLは

経営成績（連結） （億円）

2007年度は、民需を中心に売上を拡大

し、売上高は3,142億円と前期に比べ増

収となったものの、損益については、資機

材や工事費の高騰に加え、一部民需向け

新規分野プロジェクトでの追加コストの発

生などにより前期に比べ悪化し、110億円

の経常損失となりました。

2007年度の経営成績

売上高

3,142
億円

経常利益

－110
億円

事業ポートフォリオ
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2007年度の活動と2008年度の取り組み
2007年度は、「収益基盤の抜本的な再

構築」をめざした第2次中期経営計画の第

2年度として、厳しい状況に直面するなか、

それぞれの事業に応じた運営体制の再構築

や、不採算分野からの撤退を柱とした選択

と集中など、さまざまな施策を実施しました。

環境事業においては、2006年に発足さ

せたJFE環境ソリューションズを中心に、環

境分野におけるトータルソリューションの提

供を行ってきました。また、中長期的な成

長戦略分野として掲げた環境およびエネ

ルギー分野においては、「バイオマス発電」

「バラスト水処理」「廃プラ燃料化」「VOC

（有害ガス除去）」などの事業拡大に向け

た取り組みを行ってきました。

産業機械系事業では、タービン・エンジ

ン分野での社外提携の強化、鋼構造事

業においては、日本最強の事業者としての

基盤整備に向け、川鉄橋梁鉄構との合併

を決定しました。

2008年度は、「事業の選択と集中」なら

びに固定費の削減を一層推進するととも

に、当面資機材の高騰が続くと予想され

るため、受注引き合い段階からのリスク管

理を強化し、早急に収益の回復を図ってい

きます。さらに、社会的ニーズに即し、環境

エネルギー分野でのエンジニアリング事業

ならびに環境リサイクル事業において、国

内外で業容の拡大に注力していきます。

写真提供／タイ王国運輸省
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ユニバーサル造船

2008年度より、JFE事業会社にユニバー

サル造船という新たな戦力が加わりました。

JFEスチールおよびJFEエンジニアリングと

のさらなるシナジーで、グループの飛躍をめ

ざしていきます。

●

ユニバーサル造船は、優れた技術力と独

創性により、国内外における強固な信頼を

築いてきました。コストや品質など、あらゆる

点で競争力を持つ5つの事業所に加え、国

内有数の試験水槽を保有する技術研究所

を拠点に、主にバラ積船や原油タンカー、

液化ガス運搬船、鉱石運搬船といった大

型一般商船はもちろん、護衛艦や輸送艦、

掃海艇などの各種艦艇、砕氷艦、高速巡

視艇などの建造を行っています。

そして業界屈指の商品企画力や開発力

と、国内最大級の建造設備を活かし、数多

くの新船型を送り出し、絶えず市場から注

目される存在となっています。

今後も多種多様のご要望にお応えし、

常に顧客満足に徹した船舶の開発・建造

を通じ、産業の発展に寄与するとともに、韓

国や中国勢を中心とした世界的な競争の

激化に備え、さらなる効率化、事業基盤の

強化を推進し、国際競争力の向上に注力

していきます。
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代表取締役社長

三島 愼次郎

砕氷艦「しらせ」命名・進水式



経済的側面

区分

営業所

工場等

名称

本社

ロンドン事務所

舞鶴事業所

京浜事業所

因島事業所

有明事業所

津事業所

技術研究所

所在地

神奈川県川崎市

英国ロンドン

京都府舞鶴市

神奈川県横浜市

広島県尾道市

熊本県玉名郡長洲町

三重県津市

三重県津市
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2008年度は、バラ積船10隻、原油タン

カー6隻、液化ガス運搬船1隻、鉱石運搬

船4隻、掃海艇1隻、高速巡視艇4隻、その

他5隻、合計31隻の引き渡しを予定してお

り、売上高では昨年度を上回る見通しです。

なかでも、世界の超大型鉱石運搬船ブ

ームの先鞭をつけた、JFEスチールとの共

同開発による第１船が有明事業所で完成

しました。

設備投資では、これまで以上の生産合

理化や環境対策を重点的に実施していき

ます。

研究開発投資では、実海域での性能向

上、CO2削減の環境対策など差別化につ

ながる技術開発に注力するとともに、当社

の強みであるロボット、メカトロ技術を活用

した一層の生産性向上を図ります。

システム開発投資では、設計システム、

生産管理システムなどの充実を推し進めて

いきます。

2008年度の計画
２００８年度
引き渡し予定

31隻

ユニバーサル造船

http://www.
u-zosen.co.jp/

会社のURLは
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JFE都市開発
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代表取締役社長

重見 憲明

JFE都市開発

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

会社のURLは

2007年度は、年度後半からの急速なマ

ンション市況の悪化により分譲マンション

事業で引渡戸数が減少いたしましたが、横

浜山の内開発では超高層免震マンション4

棟目（360戸、４棟計926戸）の完成、海側

の商業施設（温浴施設）オープンなど着実

に街づくりが進展しました。

また、不動産ソリューション事業において

も新規のマンション一棟卸事業案件の受

注など、事業基盤の拡大に努めてきました。

2008年度は、厳しい事業環境である分

譲マンションの事業性向上や一棟卸事業

のさらなる拡大、また、千葉県の蘇我地区

での商業施設の開業と開業後の円滑な

運営などに注力して取り組んでいきます。

2007年度の活動と
2008年度の取り組み

2007年度は、分譲マンションの引渡戸

数の減少などにより、売上高は255億円、

経常利益は14億円と、前期に比べ減収・

減益となりました。

2007年度の経営成績

第2次中期経営計画においては、グルー

プ保有不動産の価値増大を図るための開

発事業を引き続き推進していくとともに、中

堅デベロッパーとして市場での高い評価を

確立し、持続的な成長をめざしています。

売上高

255
億円

経常利益

14億円
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川崎マイクロエレクトロニクス
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代表取締役社長（CEO）

山内 由紀夫

2007年度は第2次中期経営計画の第2

年度として、お客様がそれぞれの製品の特

徴を最大限に実現できるソリューションを提

供するため、高度な設計・製造力、迅速で

きめ細かい技術サービス力をさらに高めて

きました。

2008年度は設計からウエハ製造・組立・

テストまで一貫して高い信頼性を保証する

体制をさらに強化し、液晶パネル・薄型テレ

ビ・事務機器、通信機器分野に引き続き

注力していきます。

2007年度の活動と
2008年度の取り組み

第2次中期経営計画においては、液晶パ

ネル分野など注力分野における有力顧客

との取引量拡大、通信機器分野など新た

な応用機器市場分野の開拓等を推し進め

ることにより、持続的な成長をめざしています。

2007年度は、売上高は429億円と、前

期に比べ微減となりましたが、コスト削減に

努めた結果、経常利益は11億円と前期に

比べ増益となりました。

2007年度の経営成績

宇都宮工場

川崎マイクロ
エレクトロニクス

http://www.
k-micro.com/

会社のURLは

売上高

429
億円

経常利益

11億円



グループ�
技術開発会議�

（議長：JFEホールディングス社長）�

スチール研究所�

JFE技研� 技術研究所�

生産施工�
技術センター�

JFEスチール�

鉄鋼分野�

共通基盤技術� 造船分野�

JFEエンジニアリング�

JFE技研� ユニバーサル造船�

エンジニアリング分野�

ECONOMIC ASPECTS

さらなる発展・成長に向けた研究開発

55 JFE GROUP BUSINESS REPORT 2008

JFEグループの研究開発体制

JFE技研
JFE技研は、「保有する〔要素技術〕の高

度化・水平展開・有機的結合により、JFE

グループに新たなコンセプトを提案・実践

する」という基本的な役割のもとに、当面

する課題のみならず将来を見据えた視点

からの開発にも注力し、JFEグループの企

業価値向上に貢献します。

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て、

各事業会社が創造性にあふれる研究開発

を展開するとともに、JFE技研を中心にグ

ループ各社が連携し、シナジー効果を発揮

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

行っています。2008年からは、ユニバーサ

ル造船の技術研究所が加わって鉄鋼・エ

ンジニアリングに造船と、専門領域がさら

に拡がりました。

2005年に、自動車分野のお客様との協

働の場として開設したカスタマーズ・ソリュ

ーション・ラボ、土木・建築分野のお客様

との協働の場として開設したTH iNK

SMARTのいずれにも、多くのお客様企業

の研究者にお越しいただき、新しい技術の

創生の場として活躍しています。

これからもJFEグループは、世界最高の

技術の一層の発展をめざし、研究開発に

まい進していきます。

研究員数

約700
名

特許出願件数

1,600
件／年以上

代表取締役社長

小原 隆史
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低騒音方向性電磁鋼板JGSを用いた
トランス鉄心

最先端技術で地球温暖化防止に貢献するJFEの電磁鋼板

高効率無方向性電磁鋼板JNEを用いた
モータ鉄心

高珪素鋼板JNEXを用いた
リアクトルの鉄心

低騒音方向性電磁鋼板JGSを用いた
トランス鉄心

高効率無方向性電磁鋼板JNEを用いた
モータ鉄心

高珪素鋼板JNEXを用いた
リアクトルの鉄心

低騒音方向性電磁鋼板JGSを用いた
トランス鉄心

高効率無方向性電磁鋼板JNEを用いた
モータ鉄心

高珪素鋼板JNEXを用いた
リアクトルの鉄心

低騒音方向性電磁鋼板JGSを用いた
トランス鉄心

高効率無方向性電磁鋼板JNEを用いた
モータ鉄心

高珪素鋼板JNEXを用いた
リアクトルの鉄心

JFEグループ技術の総力をあげて開発した高変形パイプライン

地震地帯や凍土地帯では、地盤が大

きく変形することがあります。このような地

域に敷設される高圧の天然ガスパイプラ

インには、地盤の大きな変形にも耐えられ

るラインパイプ（鋼管）が要求されます。

「HIPER」は、JFEのパイプライン設計

技術と材料開発技術を駆使して開発され

たラインパイプで、従来に比べ1.5～2.0

倍も大きい変形に耐えることを可能にし

ました。厳しい環境条件でもパイプライン

を安全に保つことができるため、国内外

プロジェクトでの採用が急増しています。

変圧器の鉄心に使われる方向性電磁

鋼板は「鉄の芸術品」とも呼ばれ、高度な

技術が求められます。JFEスチールは独自

の技術により、変圧器の鉄損や騒音を大

幅に低減できる最高性能の方向性電磁

鋼板「JGSD」などを開発、製造しています。

また、家電・自動車用モータや発電機など

に使われる無方向性電磁鋼板も高度な

材料技術の結晶です。JFEスチールでは、

最高級の低鉄損・高磁束密度材「JNE」

や高機能コートなど、多彩な商品群を開

発展開しています。

さらに、高珪素鋼（6.5Si）の薄板コイル化

を世界で初めて実現した「スーパーコア」は、

高周波特性と低騒音性に優れ、ハイブリッ

ド車のリアクトルなどに使用されています。

JFEグループでは、材料開発に加え、

使用機器の性能にまで踏み込んだ技術

研究を進め、提案型のビジネスを展開

しています。

外部技術表彰
受賞件数

50
件／過去３年

実物大実験による
曲げ変形性能の実証

高精度な解析技術を駆使した
座屈性能評価

実物大実験による
軸圧縮変形性能の実証
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SOCIAL
ASPECTS

社会的側面

社会とともに歩み続けるために
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グループ企業行動指針
・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。
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環境的側面

ENVIRONMENTAL
ASPECTS
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。
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役員メッセージ

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」の企業理念の

実現に向け、行動規範・企業行動指針・環

境理念・環境方針を掲げ、社会とともに発

展する企業経営をめざしています。2006年

度からの第2次中期経営計画においては、

「CSRの推進、コーポレートガバナンスの確

立」を基本方針の一つとし、コンプライアン

スの徹底、環境課題への積極的取り組

み、安全の確立などに取り組んでいます。

お客様・お取引先様からの信頼

お客様からの商品・技術への信頼をより

一層高めることをめざし、各種認証やマネジメ

ントシステムの整備に取り組んできました。お

客様と一体となった商品開発などの推進に

向けた専用の研究施設を2カ所開設し、お

客様ニーズの先取りに努めるとともに、日本

の製造業の競争力向上に貢献していきます。

株主・投資家の皆様から「見える」企業に

JFEグループは、株主・投資家の皆様へ

の適切な会社情報のご提供が重要と考え

ております。2007年度からは、四半期の決

算発表を開始するなど、WEBなどメディアを

通じて、会社情報の迅速・正確な提供に努

めています。また、2006年度から実施してお

ります株主工場見学会の継続など、コミュ
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社会と共に発展するJFEグループをめざして

ＪＦＥホールディングス株式会社
代表取締役専務執行役員

林田 英治
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ニケーションを充実させ、株主・投資家の皆

様から透明性の高い企業をめざしています。

利益還元につきましても、業績動向を勘案

したうえで、自己株取得を含め積極的な株

主還元を実施しています。

地域社会の皆様との共生

JFEグループは各地に大きな事業拠点

を持っており、地域の皆様のご理解によっ

て企業活動が成り立っているとともに、各

事業拠点が地域経済を支える重要な基盤

となっています。これらを強く認識し、大学

研究分野、教育分野、文化活動、福祉活

動、災害復旧活動などへの支援を今後と

も継続いたします。また、事業所開放イベ

ント、事業所関連施設の地域の皆様への

提供も継続いたします。

従業員と企業の持続的発展

事業活動において多様な従業員が活

力を持って働ける環境づくりが重要です。

女性の働きやすい職場環境の整備、障害

者雇用、人権問題の正しい理解認識と行

動、安全な職場環境など基本事項を整備

しながら、日本の製造業を支えてきた技能

の継承、小集団活動など、従業員一人ひ

とりの活力向上をケアする諸施策を継続

していきます。

温室効果ガス削減への取り組み

JFEは、温室効果ガスの多量排出者で

あることを充分認識し、徹底した省エネル

ギーの推進、新技術導入への積極的な投

資、地球温暖化係数の大きい化学物質の

転換を進め、温室効果ガスの排出量を減ら

し、日本経団連の自主行動計画の削減目

標を達成します。また、気候変動がもたらす

さまざまなリスクにも適切な対応を進めてい

きます。さらに、JFEグループが有する最先

端の技術の提供による世界の温室効果ガ

ス削減にも貢献していきます。

事業活動における環境負荷低減

事業活動においては、温室効果ガスの

ほかに、排水、排ガス、化学物質などの環

境負荷が発生します。JFEグループはこれら

を徹底的に低減し、地球環境の保全に努

めています。

環境技術による社会貢献

JFEグループは、環境調和型の商品・技

術を多数開発保有し、これらを提供してき

ました。気候変動問題に代表される地球

環境問題の解決には、革新的な技術開発

が不可欠です。JFEグループは、世界最高

水準の研究体制を駆使し、地球環境を守

るための一翼を担っていきます。
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CSR体制

JFEグループは、社会を構成する一員と

しての企業の責任を自覚し、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、その取り組みを一層

強化していきます。

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、反社会

的勢力など多岐にわたる範囲を対象として、

当社グループ全体のCSRへの取り組みを

監督・指導する体制としています。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（委員長：社

長）を設置し、取り組みを強化しています。

2008年4月からは、ユニバーサル造船を加

えた新体制を発足させました。

■JFEスチール

ＪＦＥスチールでは、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して位置付け

るとともに、①PDCA（Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｃｈｅｃｋ－

Ａｃｔｉｏｎ）サイクルの確立、②ＣＳＲ意識の浸

透を重点課題として取り組んでいます。

推進体制としては、社長を議長とする

「CSR会議」を設置し、CSRにかかわる課

題や方針の審議と施策の進捗確認を行っ

ています。2007年度は合計10回のCSR会

議を開催し、11の各委員会・部会ごとに議

論を行いました。

具体的な活動として、「CS（顧客満足）部

会」では、お客様インタビュー調査結果を踏
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CSR体制 2007年度のCSRの主な活動
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グループコンプライアンス委員会�

グループ環境委員会�
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② 方針の浸透状況の監督�

③ 課題や発生した問題への対処事例�
などの情報共有�

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�

CSR体制図
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環境マネジメント体制

まえ、社内の連携を強化し、より魅力ある

会社にするための活動を行いました。

「社会貢献部会」では、製鉄所を中心に

市民見学会の開催などによる工場見学者

の受け入れ拡大、ＪＦＥまつりの地方行政と

の共催、地域スポーツイベントへの支援な

どを継続して行っています。

「ルールの整備・周知部会」では、法令遵

守強化月間（毎年10月）の活動として、業務

に関する法令・ルールのポイント集の読み

合わせや社内規程の見直しを行い、社員

の法令遵守意識の醸成に努めました。

「内部監査部会」では、各事業所の環境

監査や安全衛生分野の業務遂行状況な

ど、CSRに関連するテーマの特別監査を実

施しました。

2008年度は、企業倫理に関するケース

メソッド研修の導入を通じてＣＳＲ意識のさ

らなる浸透拡大を図るとともに、情報の共

有化とコミュニケーションの充実にも引き続

き取り組んでいきます。

■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、これらを徹底す

ることでCSRを経営の根幹に据えた事業

活動を推進しています。特にコンプライアン

スについては、独占禁止法の遵守を最重

要課題と位置付け、コンプライアンス研修

やコンプライアンスガイドブックの配布などを

通じた社員の意識向上と、業務プロセスの

改善を図ることにより、再発防止に向けた

取り組みを強化しています。

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、環境目標の

進捗状況チェック、グループ全体の環境パ

フォーマンスなど、環境に関する諸問題の解

決に取り組んでいます。

さらに、JFEホールディングスと５事業会社

の環境担当者の間で「グループ環境連絡

会」を設置し、環境についてのグループ内の

取り組みの水平展開、レベルアップを図っ

ています。2008年からは、事業会社にユニ

バーサル造船を加えた新体制で、環境管理

のさらなる向上をめざしています。
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環境マネジメント体制の
構築・運用状況

環境マネジメント組織体制
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お客様・お取引先様とともに
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■JFEスチール

ＪＦＥスチールは、ISO9001をはじめ、新

ＪＩＳマーク・API・船級規格等の各種認証を

取得しています。品質マニュアルをベースに

標準化された体制下で、品質の向上、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た商品開発を

行うことで、グループ一丸となって、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

JFEエンジニアリングは、ISO９００１を取得

し、全社の品質マネジメントシステム（QMS）

のもとで、事業部門ごとにQMSを構築し、

商品特性に合わせた品質保証体制を確立

しています。

営業から設計・施工、アフターサービスに

至るまで、QMSを通じて、徹底した品質の

確保に取り組んでいます。また、建設工事

特有といえる、現場でのさまざまな施工条件

の中でも、安定した品質を確保するために、

あらゆる業務プロセスのマネジメントを強化

し、お客様に十分満足いただける商品・サ

ービスをご提供していきます。

JFEグループの品質保証体制

個別QMS組織�

事業部長�

品質委員会� QMS管理責任者�

全社品質委員会� 全社QMS管理責任者�

社長�

営業部長� 技術部長�

グループ会社�

JFEエンジニアリングのQMSの基本組織図

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

顧客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繋がって

います。
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JFEグループは、お客様満足度の向上を

めざして、お客様とのコミュニケーションを図

るとともに、商品開発や製造・販売の各部

門を通じてお客様からの評価を高め、お客

様にとって魅力ある会社にする活動を推進

しています。

JFEスチールは、外部会社による顧客イ

ンタビュー調査と分析を実施し、その対応を

開発・製造・販売各部門が連携して推進す

ることにより、お客様にとって魅力ある会社

にする活動を行っています。

JFE都市開発が実施しているアフターサ

ービス対応もお客様満足度向上をめざした

活動の一つで、「カスタマーセンター」が自社

の提供したマンションのアフターサービスの

窓口となって、きめ細かい迅速なお客様対

応を、売主自ら実施しています。

JFE都市開発は、個人情報保護をさらに

強化するため、顧客データを扱う執務室の

２ヵ所の出入口すべてに指静脈情報（静脈

血管のパターン）による認証システムのセ

キュリティドアを設置しています。入室履歴

も取得でき、一般的なテンキー認証に比べ

てセキュリティ面がより強化されています。

CS（お客様満足）向上

JFEグループ個人情報保護方針

指静脈情報による
認証システムの採用

　JFEホールディングス（株）およびJFEグループ各社（以
下「JFEグループ」といいます。）は、以下のとおり個人
情報の取扱に関する方針を定め、事業等の適正かつ
円滑な運営を図ってまいります。�

１．個人情報保護に関する基本方針�
（１）JFEグループは、高度情報通信社会の進展に伴い

個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、個
人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を
保護するよう努めます。�

（２）JFEグループは、「個人情報の保護に関する法律」、
これに関連する法令等を遵守することはもとより、法
の精神を踏まえた個人情報の保護に努めます。�

（３）JFEグループは、個人情報の管理に関する社内規
程を整備し、各種法令等とともに従業者への周知徹
底、教育啓発活動を行うことにより、個人情報の適
切な保護に努めます。また、本方針および社内規程
の継続的な見直し、改善に努めます。�

２．個人情報の取得、利用等に関する方針�
（１）利用目的の特定、適正な取得、利用等�

JFEグループは、個人情報の取扱にあたっては利用
目的をできる限り特定し、ご本人の事前の同意なしに、
利用目的を超えて個人情報を取得、利用しません。
また、偽り、その他不正の手段により個人情報を取
得しません。�

（２）適切な安全管理措置�
JFEグループは、取得した個人情報の正確性を維持
することに努めるとともに、個人情報への不正アクセ
ス、個人情報の漏洩、滅失、改ざんまたは毀損の防
止等のために、必要かつ適切な措置を講じます。また、
個人情報を取り扱う従業者および委託先に対し、当
該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適
切な監督を行います。�

（３）第三者への提供、共同利用�
JFEグループは、ご本人の事前の同意なしに、個人
情報を第三者に提供しません。また、個人情報を共
同利用する場合には、法令等に定める事項を事前に
ご本人に通知し、または公表します。�

（４）開示、訂正、利用停止、苦情処理等�
JFEグループは、ご本人から個人情報の開示、訂正、
追加、削除または利用停止を求められた場合には、
法令等にしたがい適切な措置を講じます。また、個人
情報の取扱への苦情には適切かつ迅速な処理に
努めます。�

３．問合せ窓口�
個人情報の取扱に関するお問合せは、当社については
総務部、JFEグループ各社については各社ホームページ
等で定められた部署にお願いいたします。�

指静脈情報による認証システム
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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、安定

的な高収益体質をもとに、グループとしての

財務体質の強化および中期的な業績向上

を見据えた積極的な事業展開に備える内

部留保との調和を図りつつ、業績動向を勘

案した配当を実施しています。

第2次中期経営計画（2006～08年度）

においては、3カ年の連結当期利益8,000

億円のうち2,000億円を配当に充て、連結

ベースの配当性向を25％程度にまで高め

ることを基本方針にしており、2年目である

2007年度も、2006年度に引き続き配当金

を1株当たり120円（配当性向26.6％）とさ

せていただきました。

また、2007年度中に1,412億円の自己

株式の取得を行い、配当と合わせた総還

元性向は80.2％となりました。

今後も積極的な株主還元を実施してい

く方針です。

JFEグループは、投資家への適時・適切

な会社情報の開示が健全な証券市場の

根幹を成すと認識し、常に投資者の視点に

立った迅速、正確かつ公平な会社情報の

開示を適切に行えるよう、社内体制の充実

を図っています。

株主還元の基本方針 情報開示に関する基本方針

配当性向（％）�１株当たり年間配当金（円）�

120

90

60

30

0

80

60

40

20

0

１株当たりの年間配当金と配当性向の推移�

'05 '06 '07

120

（年度）�

100

120

23.4 26.6

18.0

63.6
80.2

総還元性向（％）�

２００7年　６月 ２7日�

２００7年　７月 30日�

２００7年　7月 30日�

�

２００7年   8月 22日�

２００7年 １０月 25日�

２００8年　2月  4日�

２００8年　２月 28日�

�
２００8年　4月 24日�

定時株主総会�

第１四半期財務・業績の概況発表�

自己株式の取得発表�
（１,２００億円）�

自己株式の取得終了発表�
（約１,２００億円）�
�
中間決算発表�

第３四半期財務・業績の概況発表�

自己株式の取得発表�
（１,２００億円）�

決算発表�

IRカレンダー（2007年度）

ウェブサイト

配当性向

26.6％
総還元性向

80.2％
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JFEグループは、機関投資家の皆様とと

もに個人の投資家の皆様とのコミュニケ

ーションの深化に努めています。

機関投資家・証券アナリストの皆様に

対しては、個別取材への対応や国内外の

投資家訪問を行っています。アナリスト向

け決算説明会については、資料をウェブサ

イトにおいても公開するなど、フェア・ディス

クロージャーに努めています。

海外の皆様に対しては、主要なプレスリ

リースを日本語と同時に英語でもリリース

することを原則とするなど、国内と同様の情

報提供を行っています。

個人の投資家の皆様には、証券会社支

店などでの会社説明会の開催や、トップイン

タビューの動画配信、IRメールの発信サービ

スなど、積極的な情報発信に努めています。

株主の皆様には、中間決算時、本決算

時に報告書を送付するほか、2006年度か

らは工場見学会を開催するとともに、定時

株主総会で議決権を行使していただいた

株主の方々にクオカードをお送りしました。

また、株主の皆様からの日頃のご支援に

お応えするとともに、当社株式への投資魅

力を高め、中・長期的に保有していただけ

る株主の増加を図ることを目的として、株主

優待制度を設けています。（当社グループ

「JFEライフ株式会社」が生産・販売する清

浄野菜『エコ作』〈農薬を使わない水耕栽

培〉を贈呈。）

株主・投資家とのコミュニケーション

株主工場見学会への
参加人数

2,519名

トップインタビューの動画配信

株主工場見学会について

株主の皆様に当社へのご理解を一層深めて

いただけるよう、2006年度から、工場見学会な

らびに会社概況説明会を行っています。

2007年度は、JFEスチール東日本製鉄所（京

浜地区・千葉地区）、西日本製鉄所（福山地

区・倉敷地区）、JFEエンジニアリング津製作所、

ユニバーサル造船津事業所で合計25回実施

し、2,519名の株主の皆様に見学していただき

ました。（2年間の累計で5,000名を超える株主

の皆様にお越しいただきました。）

2008年度以降も継続して実施する予定です。 株主工場見学

「エコ作」は、農薬を一切使用せず、衛生管理が
徹底されたハウスで栽培されている、安心・安全な
清浄野菜です。日照時間や天候・季節に左右されないため、一年
中いつでも旬の美味しさが楽しめます。
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1990年に設立された「川鉄21世紀財団」

を2003年に発展的に継承した本財団は、

設立趣旨である「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」

ための事業（2008年度事業費:1.2億円）を

行っています。

■技術研究助成

大学の技術研究振興を目的に、1991年

度より継続して研究助成（公募による競争

的研究資金の交付）を行っています。助成

金は2007年度までの累計で343件、6.9億

円に達しており、大学から高い評価を得て

います。2007年度は、多くの応募の中から

鉄鋼技術研究16件、環境技術研究9件に

5,000万円（200万円/件）を助成しました。

研究成果の報告書を制作し、ホームページ

で公開しています。

■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、3年目の2007年度は57件の応募を受

け、7件に1,050万円（150万円/件）を助成

しました。

■鉄鋼に縁のある地域の教育活動支援

（財）海外子女教育振興財団が海外で

学ぶ小中学生を対象に行っている文芸作

品（作文・詩・短歌・俳句）コンクールに、

1991年度から「JFE21世紀財団賞」を設け

て協賛し、優秀作品文集「地球に学ぶ」を

2007年度1,162小学校、596中学校、116

の公共図書館に寄贈しました。

「財団法人JFE21世紀財団」による社会貢献活動

數土理事長の贈呈書授与

技術研究助成累計

343件

財団法人
JFE２１世紀財団

http://www.
jfe-21st-cf.or.jp/

詳しくは

自治体や市民団体が主催し、多くの市

民が参加する各種の文化活動・イベントに

協賛しています。2007年度協賛した活動・

イベントは右のとおりです。

2007年度

●「趙治勲杯囲碁大会」（千葉市）
●「千葉県少年少女囲碁大会」（千葉市、船橋市）
●「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ランチ＆ナイトコンサート」（川崎市）
●「ART KAWASAKI 2007」（川崎市）
●「ふれあい祭」（川崎市）
●「よこはま子ども国際平和プログラム」（横浜市）
●「はんだふれあい産業まつり」（半田市）
●「はんだ山車まつり」（半田市）
●「三重県高等学校ロボット競技大会」（津市）
●「倉敷音楽祭」（倉敷市）
●「将棋トークショー inチボリ」（倉敷市）
●「福山ばら祭」（福山市）
●「芸能大全～よさこいの世界～」（福山市）
●「せとうち堪能名舞台」（福山市）

地域の文化活動・イベントへの協賛

はんだ山車まつり
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JFEグループは、地域社会、国際社会に

貢献するために、災害支援や教育、地域、

福祉、文化・芸術などさまざまな分野を対象

とした寄付・支援活動を行っています。

このうち海外交流支援・文化支援として、

中国全土の大学生を対象とした日本語ス

ピーチコンテストである「全中国選抜 中国

日本語スピーチコンテスト」に2006年度に

引き続き協賛しました。2008年度の第3回

大会開催も決定しており、当社は引き続き

協賛していきます。

寄付・支援活動
JFEスチールの各製鉄所では、毎年、地

域の皆様のために、製鉄所を開放する各種

イベントを開催しています。

たとえば、西日本製鉄所では「JFE西日

本フェスタ inくらしき」、「同 in ふくやま」を開

催し、計33万人に参加していただきました。

また、地域のスポーツ振興・発展に寄与

していくことを目的に、製鉄所内の福利厚

生施設を開放するなどして、サッカー、野球、

バレーボールなどのスポーツ大会を主催して

います。

製鉄所の開放

全中国選抜 中国日本語スピーチコンテスト JFE西日本フェスタin ふくやま

近代製鉄発祥150周年記念事業

（社）日本鉄鋼連盟は、近代製鉄発祥150

周年目に当たる本年、年間を通じて「近代製鉄

発祥150周年記念事業」を幅広く展開してまい

ります。鉄の魅力をさまざまな形でお伝えしてい

く「広報大使」を、アーティストの石井竜也氏、サ

イエンスプロデューサーの米村でんじろう氏が務

めます。本事業を通じてより多くの皆様に、鉄の

こと、また、鉄を取り巻くさまざまなことに興味を

抱いていただき、「ものづくり」の大切さについて

考えていただければ幸いです。

（写真は2008年2月、本事業のイメージキャラクター「アイラ」を
JFEスチール馬田社長〈日本鉄鋼連盟会長=当時〉が作成者
の石井竜也氏とともにお披露目している瞬間。）
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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。たとえば、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グループは、社員が安心して働ける

よう、勤務制度や福利厚生制度の充実に

努めています。たとえば、出産・育児と仕事

の両立に向けて、育児休業期間の延長や

育児短時間勤務制度を導入しています。

また、2007年度には住宅制度を大幅に

改訂し、従業員のライフスタイルの多様化

にも積極的に対応しています。

障害者の雇用 安心して働ける職場づくり

社会の人々ならびに社員の人権を尊重

することは、企業の社会的責任であり、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

啓発研修の実施、②就職の機会均等の

保障と公正な人事管理の推進などに取り

組んでいます。

また、セクシュアル・ハラスメント防止に向

けては、就業規則に規定するほか、研修、

ポスター掲示、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。そのほか、

人権週間中における役員メッセージの配

信、人権標語募集、人権ホームページによ

る各種啓発情報発信なども行っています。

人権尊重

三重データクラフト

人権研修

障害者雇用率

■JFEスチール

2.05％
■JFE
エンジニアリング

1.96％
■川崎マイクロ
エレクトロニクス

1.86％
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JFEグループは、健全で建設的な労使関

係の構築に努めています。そのためJFEス

チールでは、労使の率直なコミュニケーショ

ンが重要と認識し、定期的に社長以下の

経営幹部と労働組合の代表者が時々の経

営課題や経営方針などについて意見交換

を行う場（労使経営審議会、年4回開催）を

設置し、積極的な労使対話を行っています。

労使関係の取り組み

JFEスチールは、新技術の開発や業務プ

ロセスの改革において顕著な成果をあげた

社員や組織に対して、その功績を讃える表

彰制度を設けています。

毎年、成果の内容に応じて技術表彰・

功績表彰・グループ表彰に分類して表彰を

行い、その中で特に優れた成果に対し、

『JFEスチール社長賞』を授与しています。ま

た、オンリーワン・ナンバーワン商品の拡大

に向けて顕著な成果をあげた商品開発に

は、『新商品開発賞』を授与しています。

JFEエンジニアリングにおいては、グル

ープ全体を対象に、事業活動・業務に関

し、大きな功績・成果をあげた組織・会社

に対して、毎年『社長顕功表彰』を授与し

ています。また、非常に高度な業務目標の

達成に対するチャレンジ表彰や、卓越した

生産技能に対するマイスター表彰など、事

業に大きく貢献した個人への表彰も行って

います。

社内表彰制度

JFEスチール社長賞表彰式 JFEエンジニアリング社長顕功表彰表彰式
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JFEスチールの各製鉄所では、今後10

年間に従業員の大幅な世代交替期を迎え

ます。これに対し、若手・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、計画的かつ継続的な対応を図って

います。

また、貴重な経験や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歳の定年退職以降も継続的に働け

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エンジニアリングは、グループ会社を

含むOB社員を対象とした社内人材バンク

制度「JFEヒューマンリソースバンク」を設置

しています。ベテラン社員が持つ技術、資

格、プロジェクト経験などを項目別に登録し、

技術者などの人員が不足したり、技術伝承

が必要な部門がOBと雇用契約を結ぶもの

で、技術継承施策の一つのモデルになると

考えています。

JFEスチールでは、全社で約1,500グルー

プが小集団活動「J1活動」を展開しており、

品質改善・業務改善など職場に関する重

要な課題に果敢に取り組み、多くの課題を

達成しています。また、国内外のグループ会

社も含めたJFEファミリー成果発表大会（全

社大会）を年2回開催しており、さらに優秀グ

ループを海外へ派遣するなど、活動の活性

化を図っています。

また、JFEエンジニアリングでは、グループ

会社を含め200を超えるサークルが「JE1K-

UP活動」を展開しています。「K」は「改善、

効率、経験、活力、変える」の意味で、職場

が一体となり重要課題に挑戦し、創意工夫

を重ねています。

技術・技能の伝承、
高齢者の再雇用制度

小集団活動による
活力ある職場づくり

J1活動

J1活動ファミリー大会

シニアエキスパート
制度適用者比率

66％
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※�　全産業と鉄鋼業、建設業の2007年度の数値は未発表（2008年6月現在）�

（年度）�
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従業員の安全と健康の確保は製造業

の基本要件であり、企業存続の基盤でも

あります。

JFEスチールは「安全はすべてに優先す

る」の基本理念のもと、安全対策の充実・

強化を図っています。労働災害の発生状況

を示す休業災害度数率はここ数年は悪化

傾向にありましたが、昨年はJFE発足後初

めて低減し、改善の兆しが見られました。今

後も設備・人・作業のすべてに関して改善

活動を継続します。

JFEエンジニアリングは、各製作所のほ

か、全国にわたる建設現場や操業拠点の

状況に応じて、柔軟かつきめ細やかな安全

管理を推進しています。個人の安全意識の

高揚と、グループ会社一体となった安全活

動で、労働災害の撲滅をめざします。

JFEスチールは、2007年10月、全社防災

訓練を実施しました。2回目となる全社訓練

は、休日に関東地区で震度6強の地震が

発生し、東日本製鉄所の千葉地区・京浜

地区および本社ビルが被害を受けたという

想定で行いました。

このため、全社対策本部をまず西日本製

鉄所に設置、その後社長が京浜地区に到

着し、全社対策本部を京浜地区に移して指

揮を執りました。訓練の初期には衛星電話

を使用し、全社員に導入されている安否確

認システムの訓練も実施しました。

今年は緊急地震速報システムの活用訓

練も含め、東西に製造拠点を有する利点を

フルに活かし、災害発生時でも事業を継続

するために必要な項目を検証し、防災体制

のさらなる強化を図ります。

労働安全衛生 防災への取り組み

消火訓練

JFEスチールの休業災害度数率の推移

JFEエンジニアリングの休業災害度数率の推移

全社対策本部
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鉄鋼業界の取り組み（鉄連自主行動計画）

2006年度実績でエネルギー消費量を

1990年度比5.2％削減しました。補完的

措置として京都メカニズムを鉄連全体で

4,400万トン購入契約済みです。

※鉄連自主行動計画
2008年度～2012年度の平均で、エネルギー消費
量を1990年度比10％削減（粗鋼1億トン前提）、追
加的取り組みとして、廃プラスチック集荷システムの
確立を前提に100万トン活用。

役員メッセージ

JFEスチール株式会社
専務執行役員

関田 貴司

JFEスチールの
地球温暖化対策への取り組み
―京都議定書の初年度を迎えて―

当社はこれまで日本鉄鋼連盟（鉄連）自

主行動計画遵守のためのさまざまな取り組

みを行ってまいりました。京都議定書第一

約束期間の初年度を迎え、さらなる技術開

発や設備投資により、エネルギー消費量

（CO2）削減に引き続き最大限の努力を傾

注します。補完的措置として京都メカニズ

ムも活用し、鉄連自主行動計画の完遂を

めざします。

また、自動車の燃費向上に資する高張

力鋼板などの高機能鋼材供給を通じて、

CO2削減に寄与します。さらに、国際的には、

鉄鋼生産プロセスにおける世界最高水準

の省エネルギー技術の移転による、地球

規模でのCO2削減にも貢献していきます。

日本鉄鋼業のエネルギー消費量推移�
（PJ）�

▼�5.2％�
▼�10％�

出典：（社）日本鉄鋼連盟�
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省エネルギーの
取り組みの推移

ＪＦＥスチールエネルギー原単位の推移

1973年～1989年 1990年～2006年 2007年～

省エネルギー設備導入
●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

さらなる省エネルギー推進
●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

省エネルギーによる
地球温暖化防止対策
●シャフト炉新設（'０８年８月稼働予定）
●ＣＤＱの増強（'０９年３月稼働予定）
●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

1970年代から、各種設備の導入や技

術開発により、CO2削減に取り組んできま

した。たとえば、各工程で発生する副生ガ

スを製鉄所で必要な燃料や発電に利用す

る、また、排ガス・排熱を徹底的に回収し

有効利用するなどの方法です。このような

努力により、1973年から現在までに、36％

のエネルギー原単位を削減し、世界でトッ

プクラスのエネルギー使用効率を達成して

います。

省エネルギーの取り組み

自動車・電機・造船などのお客様からの

高機能鋼材への需要増に対応して、生産

量が増加しています。2007年度は、1990

年度比30％の粗鋼生産増となりました。

2007年度の粗鋼生産実績

（年度）�

（万t）�

'90

2,355

'03

2,701

'04

2,765

'05

2,672 ＋�30％�

'06

2,904

'07

3,0523,000
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2,000

0

JFEスチールの粗鋼生産量推移

粗鋼生産量
１９９０年度比

30%増加

（年度）�

JFEスチール�（１９７３年＝１００とした指数）�
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原単位36％削減�
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2007年度は、1990年度比較で粗鋼生

産が30％増加しましたが、CO2排出量は

5.0％の増加に抑制しています。粗鋼を１ト

ン生産する時に排出されるCO2の量（CO2

原単位）は、世界トップレベルの設備・技

術により、19％の減少となっております。

※各年度のCO2排出量は、前年度(2007年度)経営レポートから、数値
が変わっておりますが、この変更理由及び本レポートと「地球温暖化対策
の推進に関する法律」で公表しているCO2排出量との相違については、
環境報告WEB版をご参照ください。
(http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/report.html)

2007年度は、1990年度比較で粗鋼生

産が30％増加しましたが、エネルギー消費

量は5.6％の増加に抑制しています。粗鋼

を１トン生産するのに必要なエネルギー消

費量（エネルギー原単位）は、技術開発や

設備投資によるさらなる省エネ努力によ

り、18.7％削減の大幅な効率化を達成し

ています。

2007年度のエネルギー消費量・
原単位実績

2007年度のCO2排出量・
原単位実績

（年度）�'90 '03

662

24.2

'04

641

'05

677

24.0

'08～�'12
（目標）�

▼�10％�
＋�5.6％�

原単位�
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削減�
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ＪＦEスチールのエネルギー消費量・原単位推移

ＪＦEスチールのエネルギー起源CO２排出量・原単位推移（試算）

CO2排出原単位
1990年度比

19.0％
削減

エネルギー原単位
1990年度比

18.7％
削減

CDQ
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これまでに操業効率改善、省エネルギ

ー投資など継続的に推進していますが、今

中期経営計画（2006年度～2008年度）に

おいても、CO2削減と省エネルギー目的で、

約1,000億円の投資を進めています。この

投資によるCO2削減効果は、年間で約420

万トンを見込んでいます。

今後は、さらなる操業・設備効率改善に

加えて、革新的製鉄法開発プロジェクトな

ど、将来に向けたCO2削減にもより一層取

り組んでいきます。

今後のCO2削減に向けた取り組み
鉄連自主行動計画達成の補完的措置

として、京都メカニズム活用（鉄連加盟会

社合計で、2008年～2012年の5年間で

4,400万トンを購入契約）も行っており、JFE

スチールもPSC※1において、CDM※2を実行

（07年5月に国連登録済み）し、焼結機の廃

熱回収設備を建設中です。

※1 PSC（Philippine Sinter Corporation)
製鉄原料の焼結鉱を製造する工場。

※2 CDM（Clean Development Mechanism)
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
用できるもの。

操業効率改善
・シャフト炉の導入：スクラップ50万トン／年溶解による
CO2発生量抑制（2008年8月稼動予定）
・高炉還元材比低減：都市ガス吹込、容器包装プラス
チック微粉化吹込（能力8000トン／年）など

設備高効率化（省エネ）
・CDQ：コークス炉における顕熱利用

倉敷CDQ：2009年3月稼動予定
福山CDQ：2010年5月稼動予定

・リジェネバーナー：熱効率のよいバーナー（16基増設）
・酸素プラント更新：最新鋭の高効率プラントへ

千葉14号：2007年9月稼動
倉敷12号：2009年9月稼動予定

将来に向けた研究開発
・革新的製鉄法開発プロジェクト

未利用廃熱有効利用技術
水素還元高炉反応制御技術など

・CO2分離・回収技術

技術対応による
CO2削減

約420万トン／年
CO2削減

京都メカニズムの検討
CDM（Clean Development Mechanism）活用
・PSC（Philippine Sinter Corp.）焼結排熱回収

2007年5月に国連登録済

➠

投資による
ＣO2削減効果
年間

約420
万トン削減

現在、シャフト炉を
建設中です
（全高＝50m）。

最新鋭の
リジェネバーナーです。

PSCでは
排熱回収設備を
建設中です。
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優れた技術力で軽量、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。たとえば、自動車

や船舶への高張力鋼板（ハイテン）の使用

により、自動車・船舶をより強く、より軽量

化できるため、安全性が高まるとともに、燃

費の向上が可能です。また、高機能電磁

鋼板使用により、電動機や変圧器の高効

率化を実現しています。

このような高機能鋼材の供給による

CO2排出抑制量は、2006年度断面で、鉄

連加盟会社合計で786万トンと試算されて

います。

製品によるCO2削減への貢献

高機能鋼材使用段階のCO２削減効果
（２００６年度断面での効果）

CO２削減量�

786万�
ｔ-CO２�

軽量、高効率、長寿命などの特性を持つ
高機能鋼材を製造しています。

高張力鋼板（ハイテン）は、自動車をより強く、
より軽くするためにさまざまな部分に使用されています。

ＣO2排出抑制量
鉄連加盟合計

786
万トン

高張力鋼板（ハイテン）による自動車の軽量化と燃費向上�

8.0
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4.0
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5.0
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（年度）�

軽量化率（％）�

基準：1997年ゼロ�

1）出所：日本エネルギー経済研究所�
2）出所：日本エネルギー経済研究所のデータからJFEスチールが推計�

2008年度大型乗用車ベース　�燃費改善率（％）�

~2006 2010 2015 2020

19%

燃費改善 3.3%

CO２�排出削減�
495万t �1）�

燃費改善 6.2%

CO２�排出削減�
753万t �2）� 17%

13%

9%

変圧器121

電車7

自動車495

船舶100

発電用ボイラー63
出典：（社）日本鉄鋼連盟
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鋼材輸送においても、環境負荷の小さ

い船舶や鉄道による輸送に切り替える

モーダルシフトを進めています。JFEスチー

ルのモーダルシフト化率は、94％に達して

います。

運輸部門の省エネルギー対策
2007年度の輸送に伴うCO2排出量は、

約45万トンです。粗鋼生産量の増加に伴

い、前年度比で約5％増加しましたが、引

き続き一層の船舶・車両の運用効率向上

に努めます。注）2006年度運輸部門CO2排出量：42.7万トン

鋼材の効率輸送を実現するRORO船 悪天候時でも荷役可能な全天候バース

2008年４月１０日、鴨下一郎環境大

臣が東日本製鉄所（千葉地区）を訪問

されました。見学センターの環境異常

抑止システムをご覧いただいた後、第

６高炉および第３熱間圧延工場をご視

察されました。

ご視察を終えた鴨下大臣は「日本の

基幹産業を支え、たいへんな技術を蓄

積されてきたことを実感しました。また、

地球温暖化対策にも努力されており、

CO2削減対策の苦労についても実感

することができました。温暖化防止に

向けて今後ともイノベーション、技術向

上を引き続きお願いしたいと思います」

とコメントされました。

鴨下環境大臣 東日本製鉄所・千葉地区をご視察

JFEスチールのモーダルシフト化率�

全産業トータルでの�
モーダルシフト化率�

輸送距離500km以上�
出典）国土交通省�

トラック�
39％�船舶+鉄道�

61％�

全体� 輸送距離�
500km以上�

トラック 

33％�
トラック 

6％�

船舶＋鉄道� 67％� 船舶＋鉄道� 94％�

モーダルシフト化率

94%
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世界最高水準の省エネルギー技術の活

用により、グローバルな地球温暖化対策と

して、次のような取り組みを行っています。

●日本と中国の間では、「日中鉄鋼業環境

保全・省エネルギー先進技術交流会」を実

施し、2007年12月にJFEスチールをはじめ

とする日本鉄鋼大手の専門家が、中国の3

カ所の製鉄所において環境保全・省エネ

診断を実施しました。

●7カ国間では、「APP」※1鉄鋼タスクフォ

ース（議長は日本）で、環境保全および省エ

ネルギーによるCO2削減を推進中です。

●「IISI」※2において、短期では現在の優れ

た操業技術および省エネルギー技術の世

界の鉄鋼業への適用、長期では革新的な

グローバルな温暖化対策への取り組み
鉄鋼生産技術開発によるCO2の削減を計

画しています。

JFEスチールは、他の日本大手鉄鋼会

社とともに、APPおよびIISIにおいて、

2013年以降（ポスト京都議定書）に、世界

規模でCO2を削減する有力な手段である

「セクター別アプローチ」の有効性を提案し

ています。

※1 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）は、2005年7月に、豪州、中国、インド、韓
国、米国の参加で立ち上げました（07年10月にカナダが参加して合計7
カ国となる）。気候変動、エネルギー安全保障などの問題に取り組むこと
を目的とし、鉄鋼を含む8分野を対象に、官民による部門別タスクフォー
スを設立し、部門毎に活動を実行中です。
※2 IISI：International Iron&Steel Institute（国際鉄鋼協会）は、日本、
米国、EU、ロシア、インド、ブラジル、韓国などの約180社の主要製鉄企
業から構成されています。2007年10月の理事会において、グローバルな
セクター別アプローチの採用を決定しました。

環境・エネルギー技術の提供による
国際貢献

中国・太原鋼鉄における
省エネルギー診断

韓国・釜山における
APP会議
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JFEグループの国際協力プロジェクトマップ

タイ�
・ タイ工業団地公社向け�
産業廃棄物熱回収モデル事業�

・ タイ国における鉄鋼圧延加熱炉への�
高性能工業炉導入調査　他５件�

マレーシア�
・ 製紙スラッジ焼却排熱有効利用�
省エネルギーモデル事業�

・ セメント排熱回収発電FS調査�
・ パーム空房を燃料とした�
バイオマス発電FS調査　他１件�

ブラジル�
・ アソミナス製鉄所�
低温排熱回収による�
省エネ対策調査　他１件�

ベトナム�
・ ベトナム�
鉄鋼公社省�
エネルギーFS調査�
他１件�
�
�
�

�

�

フィリピン�
・ 焼結炉排熱回収�
発電事業�

インドネシア�
・ 循環流動層（CFB）ボイラを用いた�
バイオマス（パーム空房）発電FS調査�

・ セメント排熱回収発電FS調査�
・ ディーゼル発電設備燃料転換FS調査　他１件�

中国�
・ 太原鋼鉄環境保全・省エネ診断�
・ 未利用コークス炉ガスからの�
DME製造�

・ 中国合金鉄電気炉の原料�
事前処理および排ガス�
利用による消費エネルギー�
低減モデル事業�

・ 首都鋼鉄公司、鞍山鋼鉄�
（集団）公司向け蓄熱�
バーナ導入FS調査�

・ 石灰焼成炉の�
省エネルギー対策調査�

・ 四川省天然ガス�
DMEプロジェクト調査�
他１４件�

バングラデシュ�
・ 温室効果ガス排出削減のための�
パイプラインのリハビリ、最適化のためのFS調査�
インド�
・ インド鉄鋼公社省エネ診断�
・ タタ製鉄所焼結クーラー排熱回収FS調査　他３件�

パキスタン�
・ パキスタン製鉄所省エネルギーFS調査�

ロシア�
・ サハリン向け既設石炭焚発電の天然ガス焚転換FS調査　他２件�

ウクライナ�
・ ガスパイプライン改修のための最適化調査　他２件�

ポーランド�
・ ポーランド国における加熱炉への高性能工業炉技術導入調査�

●APP加盟国

鉄鋼・セクター別アプローチ（注1）によるCO2削減可能性

海外におけるプロジェクト

世界最高水準の日本鉄鋼業省エネルギー技術を
世界の製鉄所へ展開

世界の製鉄所CO2排出量が約3億トン削減可能
（鉄連、地球環境産業技術研究機構の試算）

日本鉄鋼業のさらなる技術、
研究開発によるCO2削減

➠
➠

（注1）セクター別アプローチ 鉄鋼や電力などのセクター別に、効率指
標（例：粗鋼トン当たりのCO2原単位）を世界へ適用して、CO2削減を実
施する手法です。効率指標に基づくため中国・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削減手段です。

（日本＝100とした指数）�

技術移転による�
CO�2�削減可能量�

出典：（社）日本鉄鋼連盟�

130

120

110

100

90

一貫製鉄所のエネルギー原単位の国際比較�

日本� 韓国� EU 大規模�全国�
中国�

米国� ロシア�

100

105

110

120

110

120

125

JFEは、継続的な技術開発により培って

きた環境保全、省エネルギーおよびＣＯ2削

減技術を基盤に、途上国における経済と

環境の両立、温暖化対策などのために、

多くのプロジェクトを実施し、技術移転を通

じて国際貢献を行っています。
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省エネルギー技術の提供による地球温暖化防止

可能です。また電力の負荷平準化やピーク

カットにも貢献します。

本技術は、JFEエンジニアリングと

NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発

機構）の共同開発技術であり、2006年に

日本産業技術大賞「内閣総理大臣賞」、

2007年に「日経地球環境技術賞」を受賞

した我が国独自の省エネルギー技術です。

JFEエンジニアリングの
地球温暖化対策への取り組み

JFEエンジニアリングは、バイオマス利用技術、エネルギー技術、ＣＯ２固定化技術など、
ＣＯ２排出量を削減する最先端の技術を社会に提供し、地球温暖化防止に貢献しています。

カリフォルニアスチールインダストリーズ社殿（米カリフォルニア州） （株）クラレ 生産・技術開発センター殿（倉敷市）

川崎アゼリア（株）殿（川崎市）

自社ビルにおいて、水和物スラリ蓄熱空調システムの導入を中心
とした総合的な省エネルギー対策により、導入前の01～04年度
平均実績に対して、27％の省エネルギーを達成しました。このうち、
水和物スラリ空調システムの寄与率は40％程度となっています。

1次エネルギー使用実績（GJ/年）�

20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

0

冷房期間（4～11月）中のエネルギー使用実績�

（年度）�'01 '04平均�'05 '06 '07

25.4 27.2 27.1

省エネ�

■水和物スラリ蓄熱空調システム

水和物スラリ蓄熱空調システムは、大型

事務所ビルや商業施設の集中空調の省エ

ネルギーとCO２排出量を大幅に削減する画

期的な技術です。

水和物スラリは、従来の集中空調システ

ムで使われている水に対して2倍以上の冷

熱を蓄える能力を持つ流体です。気温が下

がる夜間に効率的に大量の冷熱を蓄え、

気温が上がる昼間にその冷熱を放出するこ

とで、より高い省エネルギー化とCO２排出

量および空調の運転コストの大幅な削減が省エネ達成状況
（自社ビル冷房期）

27％
（導入前との比較）
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■下水汚泥消化ガス発電

下水処理場の汚泥消化タンクで発生さ

せた消化ガスを、高効率エンジンで電気と

熱エネルギーに変換して利用します。

■バイオマスボイラー

循環流動層ボイラーを用いて、カーボンニュ

ートラルなバイオマスから効率よく発電や熱

供給を行うシステムです。木質バイオマス発

電所や製紙会社で採用され、CO２削減に

貢献しています。

事業所・建設現場における地球温暖化防止

オフィス部門においては、高効率な水和

物スラリ蓄熱空調システムの採用、昼休み

などの消灯、および未使用時パソコンの電

源オフなどの省エネ活動を推進してきまし

た。2007年度は、鶴見事業所においてソ

ーラー街路灯を設置しました。

生産部門においては、晴天時の工場照

明の節電、圧縮空気使用の効率化および

省エネパトロールに取り組みました。

生産部門とオフィス部門を合わせた2007

年度のCO２排出量は16.4千トンで、これは

1990年度のCO２排出量16.8千トンと比較

して、2.4％低い数値です。

2004年8月以降、現地工事におけるCO２

排出量の把握に努めています。加えて、2006

年度から、工事現場におけるアイドリングス

トップなどのCO２削減活動も、試行的に開

始しました。

JFEエンジニアリングでは、各生産拠点の機能、業務特性に合わせた環境マネジメントシス

テムを構築し、地球温暖化防止に取り組んでいます。

CO２�排出量（千t-CO２�）�

20

15

10

5

0

（年度）�'90

16.8

'03

13.9

'02

15.5

'04

14.0

'05

14.5

'06

15.3

'07

16.4

鶴見事業所に設置されたソーラー街路灯

CO2排出量推移

CO2排出量
1990年度比

2.4％
減少
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蛍光灯リサイクル
JFEは、横浜市と仙台市の２カ所に工場

を設置し、蛍光灯のリサイクルを推進して

います。

蛍光灯には、発光させるために微量の

水銀が含まれていますが、JFEの蛍光灯リ

サイクルは、この水銀を安全に回収し、さら

に、ガラスや金属性の口金部なども完全リ

サイクルを実現しています。

JFEでは、蛍光灯の搬入にも細心の注

意を払い、専用のカーゴボックスやダンボ

ール箱を用意しています。蛍光灯は、大き

さ・形状別に処理機にかけられます。処理

装置内は、負圧にして水銀蒸気・蛍光粉の

外部漏れを完全に防止したうえで、口金の

カット、蛍光粉の回収、ガラスの破砕、洗

浄、回収蛍光粉からの水銀の高純度分離

回収（99.9％水銀）を完全自動で行います。

JFEは、直管のみならず、丸管の自動処

理機を初めて開発実用化しました。ガラス

管や口金部分は、粉砕した後に素材毎に

自動分別され、ガラス原料、金属原料、プ

ラスチック原料にリサイクルされます。水銀

循環型社会を支えるリサイクル技術

蛍光灯処理量
（40W直管換算）

2,000
万本

ブロー前

ブロー後

エアブロー処理

直管口金部の自動切断 丸管口金部の自動切断
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さまざまな使用済み製品の資源化

を除去した蛍光粉は、覆土材などに加工し

て使用されます。水銀はドイツの専用工場

に運び、さらに精製され無機薬品などにリ

サイクルされます。

2006年に稼動した仙台の工場は、最新

鋭の設備を導入し、近年増加している液晶

バックライトなどの特殊な形状の蛍光灯に

も対応しています。

このほかにも、JFEはさまざまな廃棄物

のリサイクル事業に取り組んでいます。製

鉄所のインフラを高度活用した使用済みプ

ラスチックの高炉原料化をはじめ、使用済

み家電リサイクル、食品廃棄物リサイクル、

使用済みプラスチックからのＮＦ®ボード製

造など、さまざまな使用済み製品を資源化

して有効活用を図ることで、資源循環型社

会形成の一翼を担っています。

JFEグループのリサイクル事業の展開

廃家電4品目処理量

72万台

2008年度
容器包装プラスチック
（その他プラスチック）
落札量

8.4万トン

富山�
・ 使用済み触媒等からの希少金属回収施設�

倉敷（水島）�
・ サーモセレクト方式ガス化溶融施設�
・ 廃木材炭化リサイクル施設�

福山�
・ 使用済みプラスチック原料化施設�
・ RPF製造施設�
・ ごみ固形燃料ガス化発電施設�

�

広島�
・ プラスチック製容器�
包装ベール化施設�
※　三菱重工グループと共同事業�

仙台�
・ 仙台クリーン資源化施設�
（容リプラパレット製造、蛍光灯、木くず）�
・ プラスチック製容器包装ベール化施設�

横浜�
・ 蛍光灯リサイクル施設�
・ 横浜クリーン資源化施設�
（使用済みプラ類、木くず、金属くずなど）�
・ プラスチック製容器包装ベール化施設�

川崎（扇島）�
・ 使用済みプラスチック原料化施設�

川崎（水江）�
・ 使用済みプラスチック原料化施設�
・ NF¨ボード製造施設�
・ 塩化ビニルリサイクル施設�
・ PETボトルリサイクル施設�
・ 使用済み家電リサイクル施設�
・ 缶・PETベール化施設�

千葉�
・ サーモセレクト方式ガス化溶融施設�
・ 食品廃棄物リサイクル施設�

名古屋�
・ プラスチック製容器包装ベール化施設�
※　IHIグループと共同事業�

西日本製鉄所�

東日本製鉄所�

回収したガラス 回収した金属
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JFE都市開発の
環境負荷低減活動
JFE都市開発は分譲マンション事業に

おいて、省エネ建材等級区分が最上等級

の樹脂サッシを使用するなど、省エネルギー

仕様の採用推進により環境負荷の低減に

努めるとともに、住宅性能表示制度における

省エネルギー等級3以上の確保を標準仕様

としています。また、運営施設である

「THINK（テクノハブイノベーション川崎）」、

「オルトヨコハマ」では空気調和設備、照明

機器をはじめとする設備・機器の更新・改

修において、省エネルギー性能に優れた

設備機器の採用により、エネルギー消費

量の抑制に努めています。

川崎マイクロエレクトロニクスの
環境負荷低減活動
川崎マイクロエレクトロニクス 宇都宮工

場では、PFCガス排出量（CO2換算）の約

70％を占めるC2F6ガスの代替化を進め、

2007年度に実用化を開始しました。しかし、

代替ガスの供給が停止される事態に見舞

われ、C2F6ガスの2008年度中の全廃は困

難になりました。現在、2009年度前半の実

用化を目標に、新たな削減計画に着手して

います。また、エネルギー起源CO2について

は、ボイラー運転や冷却水使用の効率化

により省エネ率を2.3％と大幅に改善し、前

年度の排出量実績を下回ることができまし

た。廃棄物処理では汚泥の発生量を削減

し、化学物質管理ではさらに１種類の

PRTR物質を削減することができました。

事業会社の環境負荷低減活動

60

50

40

30

20

10

0

'95 （年度）

エネルギー起源CO２PFC等代替フロン３ガス　（千t-CO２）

'06'05'04

15.9

33.8

'07

14.0

22.5

15.6

44.4

15.2

37.2

11.6

14.0

内障子に樹脂サッシを採用した
二重サッシの例「グランシーナ八幡山」

CO２排出量推移

省エネルギー率

2.3％
達成
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環境会計と環境コミュニケーション

環境会計
２００７年度は、環境関連設備投資額が

148億円、費用は834億円で、全設備投資

に占める環境関連設備投資の割合は約

１０％です。なお、２００7年度の活動の結果、

省エネルギー効果は金額換算で19億円と

見積もっています。

環境保全コスト （億円）

環境投資

148
億円

環境費用

834
億円

主な内容�

合　計�

投資額�費用額�

�

�
自社の業務に�
かかわるもの�

�

�

お客様や一般社会の�
活動にかかわるもの�

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�

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�

1

43

11

93

─

─

─

148

25

155

187

381

16

64

6

834

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：２００7年４月～２００8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。ただし、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。

JFEエンジニアリング鶴見事業所は近隣

企業10社とともに、横浜市と協働緑化宣

言を交わし、環境エコアップを図ろうと「京

浜の森づくり」に取り組んでいます。

昨年9月には鶴見区区制80周年記念の

関連事業として、同社所有のJR鶴見線沿

いの緑道で植樹祭を催しました。当日は

約50人の地域の方 と々ともに、グループ会

社を含めた社員もボランティアとして参加

しました。

「京浜の森づくり」で植樹

横浜市環境創造局、鶴見区役所と共催で実施した植樹祭

JFEエンジニアリング 鶴見事業所総務部 設備・環境グループ
「京浜の森づくり」「トンボはドコまで飛ぶかフォーラム」などの
環境行動を通して、社外の多方面の方たちと楽しく交流して
います。この活動を社内・グループ企業内にも広げて、従業
員満足度アップにつなげたいと考えています。
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環境重点目標と実績

環境重点目標と実績�

2007年度 実績� 2008年度 環境重点目標� 「環境報告」掲載ページ�2007年度 環境重点目標�

地球温暖化対策の推進�
● 鉄連自主行動計画を踏まえつつ、�
地球温暖化対策を推進�
（エネルギー消費量を２００８～２０１２年の間、�
１９９０年比１０％削減＋廃プラ等の�
有効利用１.５％削減（追加的取り組み））�

副生物資源化の推進�
● ダスト、スラッジの資源化技術の開発および�
実機化の検討�

● スラッジの埋立量２０％削減�

環境リスク低減への取り組みの継続�
● 新規法規制の遵守�
● 自主的な環境保全活動の推進�

生産部門の省エネルギー活動を推進�

鶴見事業所１９９７年度比１１％減�
清水製作所１９９７年度比１７％減�
   津製作所    １９９７年度比１１％減�

�

鶴見は操業時間あたりの電力使用量�
清水・津は加工重量あたりの電力使用量�

● 鶴見・清水は目標達成、津は目標未達�

鶴見事業所１９９７年度比１1％減�
清水製作所１９９７年度比3７％減�
津製作所   １９９７年度比１7％増�

● 亜鉛含有ダストの脱亜鉛資源化設備を�
福山地区へ導入し、建設中�

● 倉敷地区での焼却炉と含油スラッジ資源化用�
焙焼炉に改造・設備改善実施�

● 含油スラッジの資源化整備5,000トン�
（スラッジの埋立量20％削減）�

現地工事での廃棄物削減を推進�
● 最終処分量率を２００７年度までの３年間で�
３５％以下に低減�

注：最終処分量率＝�
（発生量－（リサイクル量＋減容化量））／発生量�

● ２００７年度最終処分量率１９．０％で目標達成�
（発生量２，０２０トン）�

生産部門の省エネルギー活動を推進�

鶴見事業所１９９７年度比１2％減�
清水製作所１９９７年度比40％減�
津製作所   １９９７年度比１5％増�

�

※津製作所は、大電流溶接機使用割合増により、�
    ９７年度比からの増加を見込む�

副生物資源化の推進�
● ダスト、スラッジの資源化技術の開発および�
  実機化の推進�
廃棄物管理の向上�
● 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�

環境リスク低減への取り組みの継続�
● 新規法規制の遵守�
● 自主的な環境保全活動の推進�

現地工事での廃棄物削減を推進�
● リサイクル率を７３％以上�

省資源・環境配慮型のオフィス活動を推進�
● 事務用品のグリーン購入金額比率を�
２００４年度比６％向上�

省資源・環境配慮型のオフィス活動を推進�
● 事務用品のグリーン購入金額比率を�

鶴見事業所　75％以上�
清水製作所    90％以上�
津製作所　    93％以上�

● 鶴見・清水・津いずれも目標未達�

古紙配合率偽装問題により、グリーン購入扱いの�
コピー用紙が購入できなくなったため�

鶴見事業所　4.0％向上�
清水製作所  13.1％低下�
津製作所　   4.1％低下�

化学物質使用量削減�
● 届出物質の使用量削減�

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�

産業廃棄物削減�
● 排水処理起源脱水汚泥の１０％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�

地球温暖化防止対策の推進�
● 省エネ率１％以上の達成�
● C２F６の代替化を完了し、PFC※１排出量１９９５年度比�
１０％削減に向けた具体的削減を開始�

地球温暖化防止対策の推進�
● 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2.3％を達成�
● C２F６（PFCガス）代替化を完了し�
削減を開始するも、�
代替ガス供給中止により計画を延期�

● 唯一の届出対象物質�
　（ふっ化水素及びその水溶性塩）�
の使用量を更に削減�

● 脱水汚泥10％以上の削減を達成�

Ｊ
Ｆ
Ｅ
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チ
ー
ル�

Ｊ
Ｆ
Ｅ
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グ�
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ロ
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ク
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※１　PFC：パーフルオロカーボン� 「環境報告」はJFEホールディングスのWEBサイトからご覧ください。�
 http://www.jfe-holdings.co.jp/environment/index.html

● エネルギー原単位を１９９０年度比約１9％削減�
● CDM実施（PSC：2007年5月国連承認取得）�
● シャフト炉建設開始�
● CDQ増設決定�
● リジェネバーナー増設�
● 高効率酸素プラントへ更新�

地球温暖化対策の推進�
● 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）�

● 新規法規制の遵守�
排水処理設備の新設・増強�

● 自主的な環境保全活動の推進�
監視センサーの増強�
VOC低減の自主管理活動継続�
�

3-10

23,�
25-26

21-24

27

28

28

29

29

29
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JFEグループの社会・環境への取り組みについて

ジャーナリスト・環境カウンセラー

崎田　裕子氏
上智大学経済学部教授

上妻　義直氏

2050年までにCO2を大幅削減しないと気候変動はもう

後戻りできない、と言われる今、｢低炭素社会｣への大きな

舵とりが地球規模で求められています。このような変動の

時代をどう歩むか、「経営レポート2008」を読ませていただき

ました。

特に、グループ中核の鉄鋼事業が、アジアの発展によ

る需要増で粗鋼生産を急激に増やし、CO2総排出量も増

加する中、「CEOメッセージ」等で、将来に対する責任を強

く認識する企業姿勢を明確に打ち出しておられることを、大

変嬉しく思います。資源価格高騰などマイナス要因もあり

ますが、経済・社会・環境を見据えた“新たな持続的成長

戦略”を推進されることを願っています。

具体的数値として、JFEスチールでは粗鋼生産が1990

年比30％増に対し、CO2排出量は5.0％増。技術力で

CO2排出原単位を19％削減した成果と言えますが、今後

は先進的技術力を活かし、CDMの活用と合わせ、国内は

じめアジアや世界の温暖化対策に、貢献いただきたいと

期待します。

「循環型社会」構築に関しては、バイオマスを含む未利

用資源の有効活用による地域エネルギーの創出など、持

続可能な循環型地域づくりに向けた視点も広がっており、

地域連携による新しい事業展開の可能性など、地域貢献

と共に積極的に探っていただきたいと考えます。

なお、今後は「生物多様性」の重要性も一層増してきま

す。森林保全など広域的取り組みはもとより、事業所立地

地域の環境保全や自然再生など、足元からの取り組みを

一歩ずつ広げ、地域との信頼を一層強めていただきたい。

また、東日本製鉄所千葉地区の排水問題を契機に、グ

ループ企業全体でCSR態勢を整備され、コンプライアンス、

環境など委員会を設置し、各社をつなぐ環境マネジメント

体制を構築されたことは素晴らしいと考えます。今回、補修

後の再水圧試験未実施とのネガティブ情報もきちんと公

開いただきましたが、環境マネジメント体制整備で安心せず、

常に初心に戻って運用いただくことを期待しています。

グループ中核に製鉄会社を有することから、JFEの重

要なCSR課題が温暖化ガス対策であることは明白です。

2006年度における温暖化ガス排出量ランキングのトップ

企業としてJFEスチールの社名が報じられたのは記憶に

新しい出来事ですが、持続可能な社会にとっても鉄は不

可欠であり、製鉄業の業務特性として温暖化ガス排出量

が多いのはやむを得ないので、この産業の温暖化ガス対

策は削減効率による評価を余儀なくされています。

その点、JFEスチールの技術水準はきわめて高く、操

業効率の改善策やCDQ等の省エネ効率化技術によっ

て、粗鋼生産の原単位ベースによるCO2排出量は約

19％という世界でもトップレベルの削減率を実現してい

ます。セクター別アプローチが国際的に注目され始めた

現在では、この技術力が世界規模での社会貢献に結び

つく可能性は計り知れません。

また、環境配慮技術の面でも注目すべき成果が見られ

ます。たとえば、JFE443CT、太陽電池用ウエハ、船舶用

バラスト水管理システム、バイオマスボイラ、汚泥・生ゴミ

発電設備といった省エネ・省資源・環境浄化技術や、ゴ

キブリを寄せつけない防虫鋼板、六価クロムを含まない

家電用鋼板、JFEライフの野菜水耕システムなど、ユニー

クな環境関連技術が次 と々JFEから生まれています。

さらに、社会的取り組みでは、シニアエキスパート制度

が高率の再雇用を実現しており、高齢化社会への企業

貢献策として評価に値します。

しかし、一方で、ガス管談合や鉄鋼カルテル疑惑とい

った再三の法令違反問題によって、社会からの信頼が失

われているのも事実です。數土CEOが毎年のようにトッ

プメッセージでコンプライアンスの重要性を訴えておられ

ますが、組織全体がその意識を共有し、「業界の常識」か

ら「社会の常識」への脱却を図るのにはさらなる努力が必

要でしょう。今後とも組織的なコンプライアンス教育の強

化・拡充が望まれます。
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主要経営指標
JFEホールディングスおよび連結子会社

�
￥2,473,725

253,605

246,668

218,372

106,872

357,077

△135,068

222,009

△229,258

3,724,441

2,013,638

746,298

1,837,404

160,826

185,684

36,529

30,547

52,557

8.8％

6.5％

15.9％

20.0％

246.2％

￥185.84

1,289.54

30.00

�
￥2,803,699

467,237

482,451

460,684

160,057

462,535

△109,518

353,017

△369,873

3,656,389

1,846,109

968,614

1,446,785

157,235

179,770

37,192

31,281

52,503

16.4％

13.1％

18.7％

26.5％

149.4％

￥273.97

1,652.31

45.00

�
￥3,098,374

517,171

533,114

517,313

325,996

401,973

△116,224

285,749

△316,127

3,630,322

1,827,342

1,310,381

1,162,857

178,358

175,057

38,193

30,145

53,111

16.7％

14.6％

28.6％

36.1％

88.7％

￥555.02

2,236.32

100.00

�
￥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％

￥513.58

2,548.09

120.00

￥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％

￥450.58

2,619.11

120.00

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※３�

　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）※４�

　総資産金利前経常利益率（ROA）※５�

　自己資本利益率（ROE）※６�

　自己資本比率※７�

　D/E レシオ※８�

�

１株当たり情報�
　当期純利益�

　純資産�

　配当金�

※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：2008年3月期61.4％�

2007年度2006年度2005年度2004年度2003年度�

百万円�

円�

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

※9
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3,000

経常利益�

5,173
5,029

5,135

ROS／ROA／ROE売上高�

'05 '06 '07（年度）�

30,983

35,398

32,604

35,000

30,000

25,000

20,000

（億円）� ROS（％）�（億円）� ROA（％）�

当期純利益�

3,259

2,996

2,618

（億円）� ROE（％）�
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20
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0

16.7 15.8
14.2

14.6 14.1 13.0

28.6

21.3
17.5

3,500

3,000

2,500

2,000

設備投資額�

（億円）�

1,783

1,935

2,236

研究開発費�

（億円）�

381 381

394

60,000

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

連結従業員数�

（名）�

53,111 53,610

56,688

借入金・社債等残高／D/E レシオ�

（年度末）�

11,805

12,819

借入金・社債等残高（億円）�D/E レシオ（％）�

14,000
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1,750

1,500

1,250

200

150

100

50

88.7
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連結損益計算書
JFEホールディングスおよび連結子会社

3,260,447
2,449,824

810,623
306,685

503,938

62,536

52,954

9,582

513,520

5,981

10,861

508,640

191,293
15,537
2,127

299,683

8,432
26,563
27,540

15,398
37,555

─
─

5,981

4,997
─

1,158
─

1,223
─�
─

1,112
1,333
1,036

3,539,802
2,721,330

818,471
307,952

510,518

64,133

71,678

△7,544

502,974

6,873

62,646

447,201

176,934
5,116
3,305

261,845

9,335
25,752
29,046

18,022
53,655

2,310
4,562
─

─
2,200
1,032
3,782
─

4,248
51,382

─
─
─�

売上高�
売上原価�

売上総利益�
販売費及び一般管理費�

営業利益�

営業外収益�
　受取利息及び配当金�
　持分法による投資利益�
　その他の収益�

営業外費用�
　支払利息�
　その他の費用�

営業外損益�

経常利益�

特別利益�
　固定資産売却益�
　関係会社株式売却益�
　投資有価証券売却益�

特別損失�
　固定資産関係損�
　固定資産減損損失�
　投資有価証券評価損�
　関係会社整理損失�
　貸倒引当金繰入額�
　訴訟損失引当金繰入額�
　特定事業損失引当金繰入額�
　特別退職損失�
　課徴金等�
　融雪装置自主撤去費用�

税金等調整前当期純利益�

法人税、住民税及び事業税�
法人税等調整額�
少数株主利益�

当期純利益�

2006年度�

百万円�

自  ２００6年４月  １日�
至  ２００7年３月３１日�（� ）�

2007年度�
自  ２００7年４月  １日�
至  ２００8年３月３１日�（� ）�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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連結貸借対照表
JFEホールディングスおよび連結子会社

※　当期より、固定負債の「繰延税金負債」および「再評価に係る繰延税金負債」について�
　　区分表示しております。�

�

45,170
530,164
582,015

44,907
65,769
△1,108

1,266,919

464,983
770,239
508,868

45,848
26,574

1,816,514

69,437

618,307
12,763
98,972

△10,874

719,169

2,605,121

100

3,872,142

（資産の部）�
流動資産�
　現金及び預金�
　受取手形及び売掛金�
　棚卸資産�
　繰延税金資産�
　その他�
　貸倒引当金�

　流動資産合計�

固定資産�
　有形固定資産�
　　建物及び構築物�
　　機械装置及び運搬具�
　　土地�
　　建設仮勘定�
　　その他�

　　有形固定資産合計�

　無形固定資産�

　投資その他の資産�
　　投資有価証券�
　　繰延税金資産�
　　その他�
　　貸倒引当金�

　　投資その他の資産合計�

　固定資産合計�

繰延資産�

資産合計�

百万円�

2006年度�
（２００7年３月３１日現在）�

2007年度�
（２００8年３月３１日現在）�

47,366
577,278
721,440
51,536
105,955
△938

1,502,638

461,590
742,473
538,440
74,730
26,250

1,843,483

85,499

593,536
47,741
104,229
△9,309

736,197

2,665,181

2,261

4,170,080

�

435,220
188,081

62,937
130,000
74,917

352,617

1,243,774

230,000
17,612

551,902
10,968
14,492

152,303
40,954

─
70,511

1,088,746

2,332,520

142,334
652,820
713,381

△127,372

1,381,164

132,985
920

5,713
△19,689

119,929

38,527

1,539,621

3,872,142

（負債の部）�
流動負債�
　支払手形及び買掛金�
　短期借入金�
　コマーシャル・ペーパー�
　一年内償還社債�
　未払法人税等�
　その他�

　流動負債合計�

固定負債�
　社債�
　新株予約権付社債�
　長期借入金�
　繰延税金負債�
　再評価に係る繰延税金負債�
　退職給付引当金�
　特別修繕引当金�
　特定事業損失引当金�
　その他�

　固定負債合計�

負債合計��

（純資産の部）�
　資本金�
　資本剰余金�
　利益剰余金�
　自己株式�

株主資本�

　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�

少数株主持分�

純資産合計�

負債純資産合計�

百万円�

2006年度�
（２００7年３月３１日現在）�

2007年度�
（２００8年３月３１日現在）�

472,963
186,133
30,978
80,000
61,064
504,230

1,335,371

199,992
308,089
476,744
7,797
14,434
152,278
40,334
51,043
42,312

1,293,028

2,628,400

147,143
657,597
897,969

△270,927

1,431,782

72,491
△469
5,658

△12,949

64,731

45,167

1,541,680

4,170,080
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連結株主資本等変動計算書（2006年度）
JFEホールディングスおよび連結子会社

100,000

42,334

42,334

142,334

610,403

42,310

106

42,417

652,820

502,943

△58,555

△29,269

△897

299,683

132

△17

△113

△523

210,437

713,381

△4,260

△123,392

280

△123,112

△127,372

1,209,087

84,644

△58,555

△29,269

△897

299,683

△123,392

387

132

△17

△113

△523

─

172,076

1,381,164

２００６年３月３１日残高�

連結会計年度中の変動額�

　新株の発行�

　利益処分による剰余金の配当�

　剰余金の配当�

　利益処分による役員賞与�

　当期純利益�

　自己株式の取得�

　自己株式の処分�

　連結範囲変更による増加�

　連結範囲変更による減少�

　土地再評価差額金取崩による減少�

　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連結会計年度中の変動額（純額）�

連結会計年度中の変動額合計�

２００７年３月３１日残高�

株主資本�

利益剰余金� 自己株式� 株主資本合計�資本剰余金�資本金�

百万円�2006年度（自  ２００６年４月１日　至  ２００７年３月３１日）�

117,602

15,383

15,383

132,985

─

920

920

920

5,599

113

113

5,713

△21,907

2,217

2,217

△19,689

101,294

18,635

18,635

119,929

２００６年３月３１日残高�

連結会計年度中の変動額�

　新株の発行�

　利益処分による剰余金の配当�

　剰余金の配当�

　利益処分による役員賞与�

　当期純利益�

　自己株式の取得�

　自己株式の処分�

　連結範囲変更による増加�

　連結範囲変更による減少�

　土地再評価差額金取崩による減少�

　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連結会計年度中の変動額（純額）�

連結会計年度中の変動額合計�

２００７年３月３１日残高�

評価・換算差額等�

37,609

917

917

38,527

少数株主持分�

1,347,991

84,644

△58,555

△29,269

△897

299,683

△123,392

387

132

△17

△113

△523

19,552

191,629

1,539,621

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�

百万円�
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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

142,334

4,808

4,808

147,143

652,820

4,805

△29

4,776

657,597

713,381

△75,817

261,845

92

△990

63

△604

184,587

897,969

△127,372

△144,034

480

△143,554

△270,927

1,381,164

9,614

△75,817

261,845

△144,034

450

92

△990

63

△604

50,617

1,431,782

２００7年３月３１日残高�

連結会計年度中の変動額�

　新株の発行�

　利益処分による剰余金の配当�

　剰余金の配当�

　利益処分による役員賞与�

　当期純利益�

　自己株式の取得�

　自己株式の処分�

　連結範囲変更による増加�

　連結範囲変更による減少�

　土地再評価差額金取崩による減少�

　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連結会計年度中の変動額（純額）�

連結会計年度中の変動額合計�

２００8年３月３１日残高�

株主資本�

利益剰余金� 自己株式� 株主資本合計�資本剰余金�資本金�

百万円�2007年度（自  ２００7年４月１日　至  ２００8年３月３１日）�

132,985

△60,493

△60,493

72,491

920

△1,390

△1,390

△469

5,713

△54

△54

5,658

△19,689

6,739

6,739

△12,949

119,929

△55,198

△55,198

64,731

２００7年３月３１日残高�

連結会計年度中の変動額�

　新株の発行�

　利益処分による剰余金の配当�

　剰余金の配当�

　利益処分による役員賞与�

　当期純利益�

　自己株式の取得�

　自己株式の処分�

　連結範囲変更による増加�

　連結範囲変更による減少�

　土地再評価差額金取崩による減少�

　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連結会計年度中の変動額（純額）�

連結会計年度中の変動額合計�

２００8年３月３１日残高�

評価・換算差額等�

38,527

6,639

6,639

45,167

少数株主持分�

1,539,621

9,614

△75,817

261,845

△144,034

450

92

△990

63

△604

△48,558

2,059

1,541,680

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�

百万円�
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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

�
�

508,640
176,794
△6,286
△8,432
15,398

─
─

△5,981
4,997
─�

1,158
─

1,223
─
─

1,112
1,333
1,036

△7,762
△33,189
△33,254

616,788
16,533

△16,509
△182,790
△16,375

417,645

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�
　減価償却費�
　引当金の増減額�
　受取利息及び受取配当金�
　支払利息�
　固定資産売却益�
　関係会社株式売却益�
　投資有価証券売却益�
　固定資産関係損�
　固定資産減損損失�
　投資有価証券評価損�
　関係会社整理損失�
　貸倒引当金繰入額�
　訴訟損失引当金繰入額�
　特定事業損失引当金繰入額�
　特別退職損失�
　課徴金等�
　融雪装置自主撤去費用�
　営業債権債務の増減額�
　棚卸資産の増減額�
　その他�

　　小計�
　利息及び配当金の受取額�
　利息の支払額�
　法人税等の支払額�
　その他�

　営業活動による�
　キャッシュ・フロー�

447,201
220,459
△6,848
△9,335
18,022
△2,310
△4,562

─
─

2,200
1,032
3,782

─
4,248
51,382

─
─
─

△26,418
△64,833
△18,489

615,531
17,926

△17,802
△200,942
23,544

438,257

百万円�

2006年度�
自  ２００6年４月  １日�
至  ２００7年３月３１日�（� ）�

2007年度�
自  ２００7年４月  １日�
至  ２００8年３月３１日�（� ）�

�
�

△186,874
14,217

△130,852
7,446
3,313

△292,750

69,230

311,982
△212,167

19,898
△90,000
△123,392
△87,494
△1,361

△113,304

98

11,688

32,464

907

45,061

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�
　固定資産の売却による収入�
　投資有価証券の取得による支出�
　投資有価証券の売却による収入�
　その他�

　投資活動による�
　キャッシュ・フロー�

財務活動による�
キャッシュ・フロー�
　短期借入金・コマーシャル�
　ペーパーの純増減額�
　長期借入金の借入による収入�
　長期借入金の返済による支出�
　社債の発行による収入�
　社債の償還による支出�
　自己株式の取得による支出�
　親会社による配当金の支払額�
　その他�

　財務活動による�
　キャッシュ・フロー�

現金及び現金同等物に係る�
換算差額�

現金及び現金同等物の増減額�

現金及び現金同等物の期首残高�

連結範囲の変更による増減額�

現金及び現金同等物の�
期末残高�

△222,171
9,829

△83,751
2,166

△3,281

△297,209

△37,176

183,727
△253,580
349,788

△130,000
△144,034
△75,632
△18,564

△125,473

△8,001

7,573

45,061

△456

52,178

百万円�

2006年度�
自  ２００6年４月  １日�
至  ２００7年３月３１日�（� ）�

2007年度�
自  ２００7年４月  １日�
至  ２００8年３月３１日�（� ）�
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（2008年3月31日現在）

会社概要�
名称（商号） 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.］�
本社所在地 〒１００-６５２７ 東京都千代田区丸の内１-５-１�
 新丸の内ビルディング ２７階�
電話 ０３-３２１７-４０４９（代表）�
URL http://www.jfe-holdings.co.jp/

設立年月日 ２００２年９月２７日�
資本金 １,４71億円�
発行済株式総数 ６１4,438,399株�
株主数 336,499名�

投資家情報�
上場証券取引所 東京、大阪、名古屋（証券コード：５４１１）�
定時株主総会 毎年６月東京都区内にて開催�
株主名簿管理人 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�

同事務取扱所 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部�
 〒１３５-８７２２ 東京都江東区佐賀一丁目１７番７号�
 電話：０１２０-２８８-３２４（フリーダイヤル）�
 �

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）�
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）�
日本生命保険相互会社�
第一生命保険相互会社�
ステート ストリート バンク�
アンド トラスト カンパニー�
株式会社みずほコーポレート銀行�
東京海上日動火災保険株式会社�
株式会社損害保険ジャパン�
ステート ストリート バンク アンド�
トラスト カンパニー５０５１０３�
明治安田生命保険相互会社�

所有株式数�
（千株）�

出資比率�
（%）�

大株主�

株主名�

株価の推移�

4月�5月�6月�7月�8月�9月�10月�11月�12月�1月�2月�3月�4月�5月�

株価（高値・安値）（円）� TOPIX（終値）（ポイント）�

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

0

1,800

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

0

2007年� 2008年�

出来高の推移�

4月�5月�6月�7月�8月�9月�10月�11月�12月�1月�2月�3月�4月�5月�

出来高（東京証券取引所）（千株）�

2007年� 2008年�

160,000

120,000

80,000

40,000

0

所有者別株式分布状況�

個人・その他 

15.5％�

自己名義など� 7.0％� 

外国法人など�

26.9％�
金融機関�

38.7％�

その他法人� 11.0％� 証券会社� 0.9％�

政府および�
地方公共団体� 0.0％�46,041 

31,063 
22,139 
15,985 

14,406 

13,351 
9,975 
8,419 

8,402 

7,163 

8.1 
5.4 
3.9 
2.8 

2.5 

2.3 
1.7 
1.5 

1.5 

1.3 

※�　上記のほか、当社は自己株式43,051千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。なお、当社は2008年2月28日開催の取締役会決議に基づき、�
　　同年4月1日以降、自己株式18,960千株を取得いたしております。�
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19 CEOメッセージ
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31 トピックス：胡錦濤中華人民共和国国家主席
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44 JFEグループの営業概況

45 JFEスチール

49 JFEエンジニアリング

51 ユニバーサル造船

53 JFE都市開発

54 川崎マイクロエレクトロニクス

55 さらなる発展・成長に向けた研究開発

57 社会・環境的側面

59 役員メッセージ

61 CSR体制・環境マネジメント体制

63 お客様・お取引先様とともに

65 株主・投資家の皆様とともに

67 地域社会の皆様とともに

69 従業員とともに

73 JFEスチールの地球温暖化対策への取り組み

79 環境・エネルギー技術の提供による国際貢献

81 JFEエンジニアリングの地球温暖化対策への取り組み

83 循環型社会を支えるリサイクル技術

85 事業会社の環境負荷低減活動

86 環境会計と環境コミュニケーション

87 環境重点目標と実績

88 第三者コメント

89 主要経営指標

91 連結損益計算書

92 連結貸借対照表

93 連結株主資本等変動計算書（2006年度）

94 連結株主資本等変動計算書（2007年度）

95 連結キャッシュ・フロー計算書

96 株主インフォメーション

97 目次・編集方針

目次 編集方針

本経営レポートは、JFEグループが展開する諸

活動をステークホルダー（利害関係を有する方々）

の皆様にわかりやすく報告することを目的としてお

ります。また２００６年より、従来から発行していた「ア

ニュアルレポート」と「環境報告書」の内容を統合

いたしました。

「特集」では、「グローバルエクセレンスをめざし

て」をテーマに、JFEスチールの成長戦略と海外

事業展開についてご報告いたします。それ以降

の章では、「経済」「社会」「環境」という三つの側

面から、グループの主要な活動とパフォーマンス

データをご報告いたします。

本レポートの報告・集計対象組織

ＪＦＥホールディングス（株）、ＪＦＥスチール（株）、

ＪＦＥエンジニアリング（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２０６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、２００7年度

（２００7年４月１日から２００８年３月３１日まで）

※一部２００８年度の活動を含みます。

次回発行予定

２００9年６月予定

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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古紙のリサイクルに取り組むオフィス町内会
と、森林の再生に取り組む岩手県岩泉町との
連携により実現した「森の町内会―間伐に寄
与した紙―」を本文用紙に使用しています。�
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