
都市開発事業
（269億円）

LSI事業
%（246億円）

造船事業
%（2,867億円）

エンジニアリング事業
%（2,942億円）

鉄鋼事業
%（22,814億円）

グループ総売上高構成比

億円

主要工場

●東日本製鉄所（千葉市、川崎市）
●西日本製鉄所（倉敷市、福山市）
●知多製造所（半田市）

JFEグループは、「日本を代表する未来志向の企業グループ」として
高水準な技術の確立と市場競争力の強化に挑戦し続けています。

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行うスリムな
グループ本社としての業務を遂行し
ています。
また、5つの事業会社は、事業分野ご
との特性に応じた最適な業務執行体
制により事業を推進し、競争力の強
化と収益力の拡大を図っています。
持株会社と事業会社が各々その責務
を果たすことにより、株主をはじめす
べてのステークホルダーにとっての
企業価値最大化に努めています。

JFEホールディングス

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、スタートしました。私たちは、
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とし、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。

鉄鋼事業　売上高 22,814億円　従業員数 42,842名

造船事業　売上高 2,867億円　従業員数 2,787名

持株会社　従業員数 53名

エンジニアリング事業　売上高 2,942億円　従業員数 7,390名

JFEスチール　本社（東京都千代田区）

粗鋼生産量日本第2位の銑鋼一貫メーカーです。東
西2大製鉄所体制による高い国際競争力を持ち、世
界有数の技術と商品開発力を活かしたオンリーワ
ン・ナンバーワン商品および各種高付加価値商品を
製造・販売しています。

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

天然ガス関連施設やパイプラインなどを建設するエネ
ルギー分野と、廃棄物を資源・エネルギーとして有効利
用するための設備を提供する都市環境分野をコアとす
るエンジニアリング会社です。また、橋梁建設や建築鉄
骨製作などの鋼構造分野や自動倉庫などの産業機械分
野まで、幅広く事業を展開し、高度なエンジニアリング
力によって総合的なソリューションを提供しています。

JFEエンジニアリング

※ 消去または全社　△2％（△697億円）

兆 億円

グループ総売上高

本社（川崎市）
グループ会社 1社

本社（東京都千代田区）
横浜本社（横浜市）

JFEグループのプロフィール
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グループ会社　195社

グループ会社　33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

都市開発事業
売上高 269億円　従業員数 311名

JFE都市開発
本社（川崎市）
グループ会社 2社
マンション事業を中心
として、遊休地の再開
発により、グループで
保有する不動産の有効
活用と価値増大を図り
ます。

LSI事業
売上高 246億円　従業員数 509名

川崎マイクロ
エレクトロニクス
本社（千葉市）
グループ会社 2社
高機能なエレクトロニク
ス製品に欠かせない半導
体メーカーとして、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。

＊ 持分法適用会社

●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)*
●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*

社
（事業会社含む）

グループ会社数

万 名

従業員数

●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）*

●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）*

●日本鋳鉄管（株）*

主要工場

●鶴見製作所（横浜市）
●津製作所（津市）
●清水製作所（静岡市）

主要工場

●京浜事業所
（横浜市）
●津事業所（津市）
●舞鶴事業所
（舞鶴市）
●因島事業所
（尾道市）
●有明事業所
（熊本県玉名郡）
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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、経理部の統括
副社長 若林 公平　企画部、財務・IR部の統括
専務執行役員 岩波 秀樹　総務部、経理部の担当
専務執行役員 岡田 伸一　企画部、財務・IR部の担当

※ 浅井滋生および芦田昭充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 西之原 敏州
監査役 伊丹 敬之

※ 西之原敏州および伊丹敬之の両氏は社外監査役。

岸本 芦田浅井

馬田 石川林田

若林

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
代表取締役 若林 公平
取締役 岸本 純幸
取締役 浅井 滋生
取締役 芦田 昭充

マネジメント体制

JFEホールディングス取締役、
監査役および執行役員

JFEグループ経営レポート 

※2 事業会社の経営体制は、JFEスチールを
例としています。

※1 JFEホールディングス監査役が
各事業会社非常勤監査役を兼務。

　JFEホールディングスは、ガバナンスの強化を図る
ため、2007年6月から社外取締役2名を招聘し、経営
の公正性・客観性・透明性を高めました。また、経営に
対する責任を明確化するために取締役の任期を2年
から1年に短縮しました。経営にあたっては、社外取締
役2名を含む取締役7名から構成される取締役会が、
業務執行に対する適切な監督機能を発揮するととも
に経営効率の維持・向上に努めており、社外監査役2
名を含む監査役会が経営を監視し、その健全性強化
に努めています。
　なお、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、経営の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
を図るため、執行役員制を採用しています。

　グループを構成する各社の重要事項については、各
社の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な審議・決定を
行います。具体的には、各事業会社では、自社および
傘下グループ会社の重要事項について、またJFEホー
ルディングスでは、自社・事業会社およびグループ会
社の重要事項について、それぞれ経営会議などで審
議し、取締役会で決定しています。

　リスク管理体制を含むJFEグループの内部統制体
制は、「内部統制体制構築の基本方針」に従って、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の制定や、企業倫理ホットラ
インの設置などによって整備されています。

※経営体制および内部統制体制の詳細については、「JFEグループCSRレポート
2010 社会性報告」に掲載しています。

株主総会

社長をリーダーとするCSR・
コンプライアンス体制

会計監査人

CEO（社長）

経営会議

内部監査

CEO（社長）

会計監査人取締役会

執行役員

経営会議

執行役員監査室

グループCSR会議　議長：社長

グループコンプライアンス委員会

グループ環境委員会

グループ内部統制委員会

JFEホールディングス

取締役会
取締役7名

うち社外取締役2名

は指示、情報の伝達を表す。
は執行体制を表す。

経営体制および内部統制体制

監査役・監査役会
監査役４名

うち社外監査役２名

監査役

グループ会社（連結子会社193社、持分法適用会社41社）

事業会社※2（5社）

※1

経営体制

内部統制体制

重要事項の決定

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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