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JFEグループの企業活動内容とパフォーマンスデータにつ

きましては、Web上の『JFEホールディングス ホームペー

ジ』に網羅的、体系的に掲載しています。

●「株主・投資家の皆様へ」　経営情報（中期経営計画等）、
財務情報・IRツール（有価証券報告書、グループインベス
ターズ・ミーティング資料等）、株式・格付情報

●「ニュースリリース」　
●「CSR（社会・環境）」 CSRレポート社会性報告※
 CSRレポート環境報告
●「会社概要」　グループ理念、グループ事業概要、グループ会社
●「その他」

※ CSRレポート社会性報告は、ステークホルダーからの要請に応える
ため、新たに作成したものです。

経営レポートは、ステークホルダーの皆様に、上記の内容
をさらにわかりやすく報告することを目的として、特に重要
度の高いものを抽出・編集し、冊子化したものです。

●持株会社：JFE（ジェイ エフ イー）ホールディングス（株）
●傘下の5つの事業会社：JFEスチール（株）、JFEエンジニア
リング（株）、ユニバーサル造船（株）、JFE都市開発（株）、
川崎マイクロエレクトロニクス（株）

●各事業会社傘下のグループ会社：合計234社（連結子会
社193社、持分法適用会社41社）

※なお、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、各事業会社傘下のグループ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。

原則として、2009年度
（2009年4月1日から2010年3月31日まで）

本レポートには、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。

本レポートに記載した「経済的側面」や「社会的側面」「環境的側面」の活動については、下記のWebサイトおよび

冊子（PDF・電子ブック）でより詳細な情報を開示しています。

JFEグループのグループ理
念や、事業概要、コーポレー
ト・ガバナンスなどを掲載し
たWebサイト。

JFEグループの社会への取り組み
の考え方と2009年度の主な活動
実績および今後の目標をまとめた
報告書（PDF・電子ブック）。
2010年6月発行

JFEグループの環境への取り組み
の考え方と2009年度の主な活動
実績および今後の目標をまとめた
報告書（PDF・電子ブック）。
2010年6月発行

JFEグループの経営情報や、
財務情報、株式・格付情報
などを掲載したWebサイト。

会社概要Webサイト

社会性報告CSRレポート

株主・投資家の皆様へWebサイト

環境報告CSRレポート

編集方針

関連情報

将来見通しに関する注意事項

経営レポートの報告・集計対象組織

対象期間

JFEグループ経営レポート 

グラビア「JFE TODAY」

CEOメッセージ

特集
 「低炭素社会実現の鍵となる
オンリーワン・ナンバーワン戦略」

JFEグループのプロフィール

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

経営体制および内部統制体制

経済的側面
JFEグループの業績概況
JFEスチール
JFEエンジニアリング

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

社会的側面
CSRマネジメント

リスクマネジメント／
コンプライアンス

お客様・お取引先様とともに

株主・投資家の皆様とともに

地域社会の皆様とともに

従業員とともに

環境的側面
環境マネジメント体制

環境重点目標と実績
JFEスチールの
地球温暖化対策への取り組み
JFEエンジニアリングの
環境負荷低減活動

ユニバーサル造船の
環境負荷低減活動
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行動規範

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。

挑戦。 柔軟。 誠実。

企業理念

JFEグループ経営レポート 



24時間365日稼動する製鉄所のシンボル──高炉。最適な操業体制で
国内外の高級鋼需要に応えるとともに、先進的なプロセスや制御技術を
駆使して、CO2の排出を抑えるなど環境負荷の低減にも配慮しています。

最適な高炉操業体制で世界の高級鋼需要に対応
J F E  T O D A Y  1
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シンガポールの地上200ｍの中空で3つのホテル棟をつなぐ巨大空中庭園
スカイパークの建設プロジェクトに参画。超高層ビル鉄骨工事と橋梁建設で
培った世界屈指の技術力を活かして、国内外の都市整備に貢献しています。

世界屈指の鋼構造技術で新たなランドマークを創出
J F E  T O D A Y  2
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氷厚4mを超える南極海域で物資輸送に威力を発揮する砕氷艦「しらせ」
を建造。摩擦を減らして省エネを実現する散水装置や海洋汚染防止策な
ど、環境にも配慮した造船技術で極限の地域での観測活動を支えます。

南極観測活動を支える造船技術で学術研究に貢献
J F E  T O D A Y  3
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高品質コークスの製造・供給に不可欠な原料炭の安定調達に向けて、
豪州Qコール社から2012年操業開始予定のバイヤウェン炭鉱の権益
20%を取得。今後も原料権益の確保を積極的に検討・推進していきます。
（※ この写真はイメージです）

高品質原料炭の安定調達へ向け資源権益を取得
J F E  T O D A Y  4
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ステークホルダーの皆様との対話を通じて相互理解を促進。その一環
として株主様を対象に2006年度から継続しているグループ各事業所の
見学会・説明会は、年間1,800名を超える方々のご参加を得ています。

株主様をはじめステークホルダーとの対話を実践
J F E  T O D A Y  5

JFEグループ経営レポ－ト 201011 JFEグループ経営レポート 2010 12
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JFEホールディングス株式会社
代表取締役社長（CEO）

馬田　一

CEOメッセージ
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　JFEグループの発足以来、皆様には、平素より
温かいご支援・ご理解を賜り、心から御礼申し
上げます。
　このたび、4月1日付けで代表取締役社長に就
任いたしました。JFEグループは、2002年の創
設以来、『常に世界最高の技術をもって社会に
貢献します』という企業理念を掲げ、企業として
の持続的な成長を図り、株主の皆様をはじめす
べてのステークホルダーにとっての企業価値の
向上に努めてまいりました。
　私たちは、経営の原則である「公正・公平・透
明」を貫き、『挑戦。柔軟。誠実。』を行動規範とし
て、皆様のご期待に添うべく、これからも挑戦し
続けてまいります。

　当社は、2009年4月に中長期的な経営方針を
発表いたしました。2008年来の経済環境の悪
化と経営環境の急激な変化のなかにあっても、
将来の飛躍を図るための中長期的な経営方針
に変更はなく、今後とも事業環境を見極めなが
ら、成長戦略に挑戦してまいります。

すべてのステークホルダーの皆様へ

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

　JFEグループは、株主・お客様・従業員・地域社
会ほかすべてのステークホルダーの皆様ととも
に、長期的な信頼関係を築きながら、持続的成
長を図っていきたいと考えております。
　社会との信頼関係の基本である、コーポレート・
ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、地球環
境問題への取り組み、安全の確立について、グルー
プをあげて真摯な努力を継続してまいる所存です。
　皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろ
しくお願い申し上げます。

中長期的な成長戦略は変わらない

マーケットの変化をふまえた
経営課題への取り組み

2010年6月

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

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

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

　将来の成長に向けた取り組みも各事業会社で着
実に進めております。

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

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

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

Q1.

10年先を見据えた革新的な技術開発

将来の成長と飛躍に向けた取り組み

事業の再編・再構築の推進

JFEスチール（単独）粗鋼生産量

3,500
（万t）

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

3,000

2,500

2,000

’05
（年度）

’06 ’07 ’08 ’09 ’10 
（見通し）

’11 
（能力）

2,672

2,904 3,052

3,300

3,700

は生産能力※

2,655
2,583

3,000

2,655
2,583

3,000

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

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

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

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

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

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

Q2.

コストダウンの推進および鋼材価格への
タイムリーな反映

技術開発による低品位原料の使用拡大

資源権益確保による自社保有比率※の向上

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

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

韓国
● 東国製鋼
● 東部製鉄 
● 現代HYSCO
● 現代製鐡

JFEスチール

ベトナム
● Perstima
● SUNSCO

米国
● AK Steel
● CSI
● US Steel

コロンビア
● HOLASA

カナダ
● DJG

インド
● JSW Steel

タイ
● TCR
● TCS
● TTP

マレーシア
● Perstima
● Mycron Steel

台湾
● 統一実業

ギリシャ
● Corinth Pipeworks

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

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

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

垂直分業型アライアンスの拡大

さらなる海外事業の展開

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

Q3.

JFEスチールの鋼材販売における主要なアライアンス先

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

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

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

　当社は株主還元を経営の最重要課題の一つと考え
ており、配当性向25％程度を基本として配当を実施し
ていく方針です。しかしながら、将来の飛躍のための積
極的な投資も視野に入れる必要があることから、健全
な財務体質の維持・改善を優先して考えてまいります。

　私たちJFEグループは、多くのステークホルダーの皆様
とのかかわりのなかで企業活動を展開してまいりました。
今後も、皆様のご協力を賜りながら企業価値を高
め、ステークホルダーの皆様とともに持続的な成長
を図ってまいります。
　私どもの今後の取り組みについて、忌憚のないご
意見、ご助言をいただければ幸いです。

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

2009年度はともに最高益を更新

厳しい経営環境のなかでも飛躍をめざして

D/Eレシオ50%をめざし、財務体質を改善

株主還元は最重要経営課題の一つ

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

Q4.

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

Q5.

加え、韓国・中国の造船メーカーとの受注競争も厳しく
なっております。ユニバーサル造船は2年半程度の十分
な受注残高を確保しており、建造量は高水準で推移する
見込みですが、CO2削減など省エネ効果の高い、環境負
荷低減型の次世代船舶の開発に取り組んでまいります。
　加えて、より強い造船事業となるべく、他社との提
携や経営統合も継続して検討してまいります。



点火機器
ラジエータ冷却ファン
各種ポンプ
電動エアコン

可変ショックアブソーバー
電磁ブレーキ

駆動モーター・発電機

モーターの鉄心
（無方向性電磁鋼板の

積層品）

電動パワー
ステアリング

環境保全のため、NOxやCO2など環境負荷物質
の削減と石油エネルギーの有効活用が求められる
なかで、ハイブリッドカーや電気自動車の普及が進
んでいます。JFEスチールはこうした時代のニーズを
いち早く捉え、自動車の電動化に対応する電磁鋼板
の研究開発を進めてきました。
特に、電気自動車の動力源となる駆動モーターの
素材については、これまでにエアコンや冷蔵庫の省
エネルギー化で培った技術の粋を集めるとともに、
お客様との対話を重ねることで最適な素材を開発し
てきました。

小型高出力であると同時に高い効率と信頼性が
求められる駆動モーターには、バッテリーの電力を
効率よく利用できる薄手（厚さ0.20～0.35mm）の
高級電磁鋼板が必要とされます。この電磁鋼板を品
質のバラツキが少なく、効率的に製造するために、
JFEは他社に先駆けて専用設備（連続式冷間圧延
機）を導入しており、高級電磁鋼板の製造技術は世
界最高水準にあります。

さらに、当社ではハイブリッドカーや電気自動車
の燃費向上、高出力、小型軽量化に一段と貢献する
「高効率無方向性電磁鋼板」を開発しました。
この「高効率無方向性電磁鋼板」は国内外で注目さ
れ、世界の多くの自動車メーカーに採用されています。
今後も鋼板性能の一層の向上に努め、グローバル

な事業展開を図りながら、お客様の要望に応える電
磁鋼板を提供していきます。

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。」と
いう企業理念を実践していくために、地球規模での課題である温室効果
ガス削減に向けて、オンリーワン・ナンバーワン技術を活かした商品・サー
ビスを次 と々開発。低炭素社会の実現に貢献することをめざしています。

オンリーワン・ナンバーワン技術・商品により
温室効果ガスの排出量削減に貢献しています。

さらなる小型化、高効率化に向けて
鋼板性能を向上

ハイブリッドカーや電気自動車の
普及を見据えて

電磁鋼板の製造技術は世界最高水準

モーター用素材として、燃費向上、高出力、
小型軽量化に貢献する「高効率無方向性電磁鋼板」

ハイブリッドカー・電気自動車を通じてJFEスチール

「低炭素社会実現の鍵となるオンリーワン・ナンバーワン戦略」

万トン
（2008年度 日本鉄鋼連盟加盟会社合計値）

お客様の
CO2排出量抑制

特集

車載部品への電磁鋼板適用事例
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590MPa 1,470MPa

◎◎MPa 現状

外板 内板 エネルギー吸収部位 補強部位

2015年（予想）◎◎MPa

590MPa 1,470MPa

590MPa 980MPa

270MPa 390MPa

590MPa 980MPa

340MPa 440MPa

590MPa 1,470MPa

590MPa 980MPa

440MPa 980MPa

980MPa
バンパー

1,470MPa

340MPa
フード

440MPa

980MPa 1,470MPa
ドアインパクトビーム

340MPa 440MPa
ドア

社会は今、自動車に対して、CO2排出量低減・燃費
向上のための軽量化と衝突安全性向上の両立を求
めています。そのため、車体の強度、安全性を担う構
造骨格部品を構成する薄鋼板には、より薄く、より強
度の高い鋼板（ハイテン）が必要とされます。
構造骨格部品はプレス加工を必要とするため、鋼
板の強度を高めると、プレス成形性が低下するとい
う課題がありました。そこでJFEスチールでは、薄さ、
強度に加えて良好な成形性を備えたハイテンの開発
を推進し、自動車業界に対する社会的要請に応える
ハイテンを商品化してきました。

高強度なハイテンを量産化するために、当社では
冷延鋼板の製造工程である連続焼鈍炉に独自開発
した世界最高の冷却速度（約1,000℃/秒)を誇る水
焼入れ方式（Ｗater-Quench：WQプロセス）を導入
しています。このWQプロセスにより極めて高強度、
高品質のハイテンを商品化しており、構造骨格部品
だけでなく、バンパー、ドアインパクトビームなどの
衝突安全部品からシートフレーム部品まで、さまざ
まな自動車部品の軽量化に貢献しています。

1997年から2006年にかけて、自動車の構造骨
格部品においては、30%以上の強度アップとなる
ハイテン化が進みました。これにより、2006年には
1997年に比較して9％の軽量化が達成され、国内で
のCO2排出量が495万トン削減されました。今後、さ
らに高強度なハイテン（1997年に対し2倍以上の強
度アップ）の適用範囲が拡大されれば、2015年には
2006年比で9％の軽量化とさらなるCO2排出削減
効果を期待することができます。

このような自動車用鋼板のハイテン化の基本技術
は、構造骨格部品以外のドア、フードなどの外板パネ
ル部品、サスペンション・アームなどのシャシー部品
などの用途にも展開され、より広く自動車の軽量化
に貢献します。
当社では、さらなるハイテンの高強度化と成形性
の向上のため、材料開発に注力するとともに、自動車
部品へのハイテンの適用を促進する成形および接合
などの利用技術を開発していきます。

1997年比で、
495万トンのCO2排出量削減を達成

軽量化による燃費向上と
衝突安全性の両立に向けて

構造骨格部品として、軽量化による燃費向上に貢献する
「自動車用ハイテン」

自動車の軽量化を通じてJFEスチール

独自の量産製造プロセスで、
成形性の安定したハイテンを実現

さらなる高強度化に向けた材料の開発と
利用技術の開発に取り組む

ハイテン使用部位と高強度化

JFEグループ 経営レポート 



火力発電のエネルギー効率向上およびCO2排出
量削減のために、天然ガス複合発電を採用する企業
が増えています。
通常の石炭火力発電のエネルギー効率は44%程
度であるのに対し、天然ガス火力発電は53%程度と
高効率です。また、天然ガスの使用によって1kWhあ
たりのCO2排出量は45%以上削減されます。
この天然ガス複合発電において、熱
回収ボイラーに数多く採用されている
のが、JFEスチールの9%Cr（クロム）
鋼管です。

当社は、ボイラーの大型化や発電効率向上などの
需要に的確に応えるために、20mを超える長尺の鋼
管製造に特化したスーパーホット技術を開発しまし
た。この製造技術を駆使して、高寸法精度かつ施工
性の良い長尺の耐熱鋼管「改良型9%Cr鋼管」を提供
しており、天然ガス複合発電の発電効率向上と建設
コスト削減に貢献しています。

原子力発電の中核をなす原子炉は、不測の事態
に際しても安全性が守られるように、圧力容器や格
納容器に使用される厚鋼板には極めて堅固で高品
質な厚鋼板が要求されます。
JFEスチール

は、この圧力容
器用および格納
容器用の厚鋼
板を製造、納入
する国内トップ
メーカーです。

圧力容器に使用される厚鋼板は、板厚10cm超の
“極厚材”で、かつ1cm2あたり6トンの重さにも耐え
られる“高強度“であることが求められます。同時に、
均一で鋼板内部に欠陥のないことも必須条件となり
ます。これらのニーズに応えるため、当社はオンリー
ワン技術である「連続鋳造＋鍛造＋厚板圧延プロセ
ス」を適用し、従来製品より大幅に品質を向上させた
鋼板を開発しました。今後は海外の原子力発電所建
設への展開も視野に、さらに厚く、大きな厚鋼板を製
造する技術開発を推進し、原子炉の安全性、信頼性
の向上に貢献していきます。

長尺ボイラー管

高寸法精度と施工性向上を実現する
製造技術を確立

火力発電所の天然ガス採用に伴う
耐熱鋼管需要に応えるために

発電効率改善に貢献する「熱回収ボイラー用鋼管」
天然ガス火力発電を通じてJFEスチール

“極厚”と“高強度”を兼ね備えた厚鋼板を
実現する生産プロセスを確立

CO2排出量が少なく、より安全性、
信頼性が高い原子力発電のために

容器用鋼材として、安全、安心に貢献する
「原子力発電用厚鋼板」

原子力発電を通じてJFEスチール

「低炭素社会実現の鍵となるオンリーワン・ナンバーワン戦略」特集

6,000トンプレス鍛造
工場（倉敷地区）
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北太平洋航路
（西航・冬季）

大圏航路

最少燃費航路

海気象予報センタ-

海気象予報データ

船上システム 陸上管理センター（IDC）

モニタリングレポート

保守・管理レポート

最適航路探索

モニタリング

保守・管理

海気象予報データ

海上輸送におけるCO2削減という課題を解決す
るために、風という自然エネルギーを活用する──。
この着想のもと、1980年代に10隻あまりの帆走商
船を世に出した実績をベースに、最新技術を導入し
た次世代帆走商船の開発研究を進めています。

現在開発中の帆走船は、帆力を推進力の補助とす
るタイプですが、帆が港湾内での操船性や荷役作業
に支障を来たすことがないよう、帆のコンパクト化と
収納性向上を課題として取り組んでいます。

同船は、運航支援システム「Sea-Navi®」と組み合
わせて風を有効利用できる航路を選択することによ
り、省エネルギー効果として従来比20％規模のCO2
削減率をめざしています。

今後、実機に搭載する帆のスケールモデルを製作
して確認試験を行い、さらに実船を用いた搭載試験
を経て実用化をめざしていく計画です。この技術を
極めていくことにより、将来的に、CO2排出がないゼ
ロエミッション船の実現をめざします。

船舶の省エネルギー化は、従来はハード（船体や
機関など）の改良が主流でしたが、ユニバーサル造
船ではソフト（運航）による改善にも注目し、運航最
適化によって省エネルギー化を図る運航支援システ
ム「Sea-Navi®」を開発しています。現在、国内の船会
社2社の協力のもとで実証試験を実施中です。

「Sea-Navi®」は、造船会社が所有する高度なシ
ミュレーション技術をベースとしており、探索された
推奨航路の省エネ効果と安全性は高い信頼性を有
しています。また、船上のノートPCで航海士自身が
航路探索ができる利便性も特長です。

気象・海象が穏やかな夏季と荒れた冬季などで効
果に差はありますが、北太平洋航路の船舶の場合、
同システムの利用により年平均で５%程度の燃料削
減効果（CO2削減効果）が試算されています。

自然エネルギーである“風”の
有効利用に着目

CO2排出量を削減する船舶のエコシップ化
エコシップを通じてユニバーサル造船

自然エネルギーを利用した
次世代帆走商船の研究

帆のコンパクト化と収納性向上に挑戦

運航支援システムと組み合わせて、
CO2排出量の大幅削減が可能に

実用化への試験を経て、
ゼロエミッション船の実現をめざす

運航最適化による
船舶の省エネルギー化をめざして

運航の最適化によって
燃料消費量を削減する「Sea-Navi®」

造船会社ならではの
高度なシミュレーション技術をもとに設計

年平均5%程度の燃料削減効果を試算

JFEグループ 経営レポート 



CO2排出量の低減に向け、世界的に石油から天然
ガスへの燃料転換が進んでいます。国内でも政府の
定めたCO2排出量25%削減方針を受け、LNG（液化
天然ガス）を貯蔵・供給するための基地やパイプライ
ンの新たな建設が見込まれています。
JFEエンジニアリングは、ガス田に立地するガス処

理プラントをはじめ、LNG基地※、パイプラインなど、
天然ガス供給にかかわるすべての分野で最先端の
商品・サービスを提供しています。

LNG輸入量の増大に対応して、国内ではLNG基
地の建設が進み、2010年3月現在、全国で28カ所の
LNG基地が稼動しています。 
また、新たに建設・計画中の基地建設プロジェクト

も数多くあり、LNG基地の建設および増強工事は今
後､さらに増加していくことが予想されます。
当社は、1984年に東扇島火力発電所（川崎市）の
LNG基地を建設して以来、国内16カ所のLNG基地

建設に深くかかわってきました。その実績と高い技術
力は現在建設中のプロジェクトにも活かされており、
予備調査から環境アセスメント、設計、調達、現地工
事および試運転までの総合エンジニアリング業務を
遂行しています。

LNGの受け入れ増加に伴い、その供給インフラと
なるパイプライン網の整備も急がれています。当社
は、天然ガスを長距離・大量・安全に輸送する高圧ガ
スパイプライン建設のパイオニアであり、都市ガス・
産業用・火力発電所用を含め国内パイプラインの6
割強に及ぶ建設実績を有しています。今後も、この分
野のリーディングカンパニーとして、天然ガスの普
及拡大を最先端技術で支えていきます。

CO2排出量の低減に向けたソリューションの一つ
として、当社では工場や港湾施設などを対象に、天
然ガスへの燃料転換に応えるコージェネレーション
システムを提供しています。天然ガスによってエンジ
ンを駆動させる同システムは、発電効率の良さに加
えて廃熱も利用でき、火力発電に比べ2倍となるエネ
ルギー効率80%を実現します。

エネルギー効率80％を誇る
コージェネレーションシステム

天然ガスのトータルサプライチェーンをつくる

CO2排出量を削減する
天然ガス転換をトータルにサポート

天然ガス転換を通じてJFEエンジニアリング

LNG基地

※ LNG（液化天然ガス）を受け入れ、貯蔵するとともに、都市ガス、発電用の燃
料、および産業用の各種燃料・原料として供給を行う施設。

国内LNG基地建設の需要に応えて

天然ガス海底パイプライン

整備が進む天然ガスパイプライン網

「低炭素社会実現の鍵となるオンリーワン・ナンバーワン戦略」特集

JFEグループ 経営レポート 

松川地熱発電所
（東北水力地熱）

葛根田地熱発電所
（東北電力）

八丈島地熱発電所
（東京電力）

上の岱地熱発電所（東北電力）

大岳発電所
（九州電力）

滝上発電所（九州電力）

山川発電所
（九州電力）

森発電所（北海道電力）

鬼首地熱発電所
（電源開発）

当社の施工実績（9カ所）地熱発電所（18カ所）

焼却炉のトップメーカーとして培った経験と技術
を結集し、処理トン数別に最適設計を実現した最新
型プラント「ハイパーZストーカ炉」を開発しました。
これは、高温空気燃焼技術と廃ガス再循環技術を世
界で初めてごみ焼却炉に適用したオンリーワン商品
で、少ない燃焼
空気量でも燃焼
を安定化させる
ことにより、ごみ
焼却に伴う発電
の効率を17%向
上させています。

廃棄物の埋立処分に対する規制が段階的に強化さ
れている欧州では、廃棄物発電への注目が高まってい
ます。JFEエンジニアリングは、高炉技術の応用により、
ごみを溶融して発電するガス化溶融プラントを自社開
発し、環境先進地域である欧州で営業活動を展開して
います。現在は、イ
タリア・ローマ最
大規模の廃棄物処
理事業を営むSCA
グループから受注
したプラント建設
を進めています。

わが国は世界第三位の地熱資源を保有しているに
もかかわらず、利用率はわずか3%にも及びません。一
方で、環境負荷が低く、長期安定的に得られる国産エ
ネルギーである地熱への期待は高まっています。JFE
エンジニアリングは、1966年に稼動したわが国初の
商用地熱発電所で配管システムの設計・施工を担当
して以来、国内18カ所の地熱発電所の半数で施工に
かかわり、地熱蒸気生産設備の技術革新をリードして
きました。また、その豊富な経験と技術をもとに地中
熱を利用した空調システムの開発も進めています。

2009年度より、公共・民間の産業用施設を対象
に、太陽光発電エンジニアリング事業に進出しまし
た。当社が得意とする水処理プラントや都市ごみ焼
却施設、工場や大規模商業施設などに向け、計画・設
計から施工まで一貫して太陽光発電システムの構築
をサポートしています。

地熱発電所の実績

最先端技術を結集したハイパーZストーカ炉

エネルギープラントに変わるごみ処理プラント
廃棄物エネルギーの利用を通じてJFEエンジニアリング

欧州で注目されるガス化溶融プラント

ハイパーZストーカ炉 イタリアのガス化溶融プラント

「地熱発電所」から「地中熱の利用」まで

大地や太陽からエネルギーを生み出す地熱・太陽光発電
再生可能エネルギーを通じてJFEエンジニアリング

得意分野を活かした太陽光発電事業

地熱発電所

JFEグループ 経営レポート 



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

JFEグループ経営レポート 

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）

JFEグループ経営レポート 



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

JFEグループ経営レポート 



経済的側面

さらなる企業価値向上をめざして
JFEグループは、コスト競争力の向上、品質優位性の確立、新商品・新技術の開発、
従業員の生産性向上や技術伝承など、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。

JFEグループ経営レポート 

　2008年来の世界規模での急激な景気後退
局面では、グループをあげて緊急コスト削減な
どに迅速かつ徹底的に取り組みました。また
JFEスチールにおいて高炉2基を休止するなど、
需要に見合った生産・販売を徹底しました。他
方、経済回復基調にあるアジア新興国では、そ
の需要をいち早く取り込み、高級鋼の輸出を
増やすことに注力しました。その結果、当期の
損益につきましては、依然として厳しい経営環
境が続くなかではありますが、グループ全体と
して経常黒字を確保することができました。
　2009年度の連結業績は、売上高は2兆
8,443億円、営業利益は887億円、経常利益は
692億円と前期に比べ減収・減益となりまし
た。また、特別損益は16億円の利益となり、連
結での税金等調整前当期純利益は709億円、
連結当期純利益は456億円となりました。
　当社グループ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
配当を実施していく方針としています。
　具体的には配当性向（連結ベース）を25％程

　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。

度とすることを基本として検討することとして
いますが、2009年度以降については、引き続き
株主還元を最重要経営課題の一つと位置付け
つつも、世界経済の先行きに不透明感が増し
ていること、また、将来の飛躍のための積極的
な投資も視野に入れる必要があることから、当
面の方針としては、当社グループの健全な財務
体質の維持・改善を優先して考えていきます。
　上記の基本方針をふまえ、当期の配当につ
きましては、期末配当を1株当たり20円（年間
20円）としました。

　当社グループを取り巻く事業環境は、国内需
要の回復が期待できないなかで、原材料価格
が高騰するなど、引き続き厳しい環境が続くと
予想しています。今後、拡大が予想されるアジア
での需要をいかに取り込んでいくかがJFEグ
ループ成長の鍵になると考えており、事業環境
を見極めながら、成長戦略に果敢に挑戦してい
きます。
　拡大する海外マーケットを確実にタイムリー
に捉えるために、販売力の強化、既存アライアン
スの深化、新規提携先の開拓、その他将来の成
長と飛躍に必要となる投融資などさまざまな施
策を検討し、それらに機動的に対応できるよう
に、財務体質のさらなる改善に努めていきます。
　また、世界最高の技術をもって社会に貢献す
るという企業理念に立ち、お客様や社会のニー
ズを先取りした新商品の開発を加速させ、各
事業部門ともオンリーワン・ナンバーワン技術・
商品の開発に引き続き取り組んでいきます。

経営成績（連結）
2008年度

売上高
営業利益
経常利益
ROS
当期純利益
1株当たり配当金

39,082
4,078
4,005
10.2％
1,942
90円

2009年度
28,443
887
692
2.4％
456
20円

（億円）

2009年度の経営成績

事業環境・対処すべき課題

経済的側面

JFEグループの業績概況

兆 億円

売上高

億円

経常利益

JFEグループ経営レポート 



代表取締役社長（CEO）

林田 英治

厚板工場（倉敷地区）

　2009年度は、年度後半以降の鉄鋼需要が
回復基調にあったものの、前半における国内
外の需要減少が影響し、当期の連結粗鋼生産
量は2,835万トンと、前期に比べ減少しました。
　連結売上高は、販売数量の減少および販売
価格の下落により、2兆2,814億円と、前期に比
べ減収となりました。
　連結経常利益は、原料価格の下落および懸
命な収益改善に努めたものの、販売数量の減
少および販売価格の下落が大きく影響し、323
億円となり、前期に比べ減益となりました。

経営成績（連結）
2008年度

売上高

営業利益

経常利益

ROS

34,233

4,250

4,125

12.0％

2009年度

22,814

468

323

1.4％

（億円）

2009年度の経営成績

経済的側面

JFEスチール

兆 億円

売上高

億円

経常利益

JFEグループ経営レポート 

（見通し）（見通し）
（年度）

（百万t）

　また、鉄鉱石、原料炭などの鉄鋼原料につい
ては、少数の供給者による寡占化が進展してお
り、需給のタイト化を背景に、原料価格の高ど
まりや、契約期間の短期化による頻繁な価格
変動などが懸念されます。
　こうしたなかで、世界の鉄鋼メーカーは、将
来の需要増加を視野に入れ、生産能力の増強
を進めています。アジアを中心に工場新設が相
次いでおり、グローバルな競争はますます激化
しています。

　世界の鉄鋼需要は、2008年秋の金融危機
により、一時的に減少しましたが、2009年後半
からは各国の経済対策効果もあり急速に回復
しています。2010年の需要は、過去最高であっ
た2007年を超える見込みであり、今後もアジ
アの新興国を中心に大幅な需要の伸びが予想
されます。
　一方、日本国内の需要は、足元では、政策効
果により回復傾向にありますが、少子・高齢化
の進展、公共投資の大幅削減などにより中長
期的には大幅な増加を期待できない状況です。

出典：WSA（世界鉄鋼協会）世界鋼材見掛消費の推移

事業環境

万トン

連結粗鋼生産量

JFEグループ経営レポート 



（年度）

（%）

オンリーワン・ナンバーワン商品の売上高比率

　製造業の基盤となる製造力に関しては、東日
本製鉄所、西日本製鉄所の2大製鉄所体制に
よる規模の優位性と各地区のベスト技術を他
地区へと移転する活動などにより高いコスト
競争力を保っています。当社グループは、お客
様の高度な要求に対応し、世界最高水準の品
質・性能を持った商品を製造する高い製造力
を有しています。 

　当社は、先端技術を持ったお客様との強固
なネットワークを構築しており、共同開発によ
る新しい需要の創生や緻密なサプライチェー
ンを展開しています。
　お客様との共同開発による新しい需要の創
生への取り組みとして、共同研究できる試験・研
究施設を業界で初めて開設しました。
　この施設の活用などにより、お客様が抱える
技術課題の解決やニーズを先取りした先進技
術開発を推進しています。
　こうした活動の成果として、2009年度のオ
ンリーワン・ナンバーワン商品の売上高に対す
る比率は30％に達しており、今後も継続的な
向上をめざします。
　また、当社は、アジアにおいて他社に先駆け
て、中間製品を輸出し、現地で最終製品をつく
る「垂直分業」という強固な仕組みを構築して
きました。これにより、世界の成長を牽引する
アジアにおいて堅固な基盤を確立しています。
今後も、増大する世界の高級鋼需要に対して、
地域・需要分野に応じた最適なビジネスモデ
ルを構築し、需要の獲得をめざしていきます。

カスタマーズ・ソリューション・ラボ（Customers’ Solution Laboratory：
CSL）
2005年8月、千葉地区に開設した自動車分野のお客様向けEVI（Early 
Vendor Involvement）活動拠点です。

TCR社（タイ国）
当社が輸出する熱延鋼板を使用し、冷延鋼板を製造しています。

JFEスチールの優位性

経済的側面

JFEスチール

オンリーワン・
ナンバーワン商品の
売上高比率

JFEグループ経営レポート 

新エネルギー関連など、今後成長が期待でき
る分野の需要を的確に捉え、いち早く付加価
値のある商品を投入することなどにより、成長
を図っていきます。
　さらに、需給の変動に一層柔軟に対応でき
る生産体制の構築など、収益改善策の全社展
開を推進し、コスト競争力を確保します。
　原料供給の寡占化に対しては、競争力ある
原料の安定調達に向けて資源権益取得や低品
位原料の使用拡大を推進します。
　海外事業では、広州JFE鋼板における能力増
強工事やインドJSWスチール社との戦略提携
の具体化などに取り組んでいきます。
　こうした施策への取り組みによって、いち早
く高収益体質への回帰を図るとともに、将来の
飛躍をめざします。

　2010年度の当社を取り巻く事業環境は、国
内外の景気刺激策や新興国を中心とする景気
回復を背景に最悪期は脱しつつあります。しか
しながら、鉄鋼需要の拡大による原料需給の
逼迫を背景に、サプライヤーからは大幅な価
格値上げや契約期間の短期化を要請されてい
ます。こうしたなかで、当社は、さらなるコストダ
ウンを推進していきますが、当社の自助努力だ
けでは吸収できないコストアップ分について、販
売価格値上げや鋼材価格の適用期間見直しを
お客様にご理解いただけるよう努めています。
　また、中長期的に増大する高級鋼への需要
に応えるために、国内での年間単独粗鋼生産
3,300万トン体制（連結ベース3,700万トン）構
築に向けて福山第3高炉改修工事など準備を
進めます。加えて、アジアを中心とした地域や

熱延工場（京浜地区）

2010年度の取り組み

JFEグループ経営レポート 



代表取締役社長（CEO）

岸本 純幸

サイクルツリー（機械式立体駐輪場） 写真提供：東京新聞

　エンジニアリング事業は、依然として厳しい
経営環境が続いています。このなかで当社は、
2009年度を「連結経常利益100億円を計上し
うる基盤を築く年」と位置づけ、事業の選択と
集中を進めるとともに、経営の効率化を図るさ
まざまな施策を断行してきました。
　この結果、連結売上高は2,942億円となり、
前期に比べて減収となりましたが、連結経常利
益は、グループ会社の再編・統合による固定費
の削減、プロジェクトの原価低減などが寄与し
て増益となり、当社発足以来の最高益である
133億円を計上しました。

　2008年後半から始まった世界規模での景気
後退以降、一部の国では回復が見られるものの、
わが国では、民間設備投資に好転が見られず、公
共投資も削減されるとともに見直しが進められ
ています。このため、当社を取り巻く環境は、
2010年度も引き続き厳しいと予想しています。
　一方、世界各国は地球環境問題に対応する
ため具体策を確実に実行しつつあり、環境・エ
ネルギー分野を中心に、新しい地域で需要が
生まれるとともに、この問題を解決する新たな
商品の提供が求められています。当社は、こう
したニーズの増大に応え、積極的に事業を展
開し成長をめざします。

経営成績（連結）
2008年度

受注高

売上高

営業利益

経常利益

3,283

3,382

46

99

2009年度

2,792

2,942

133

133

（億円）

2009年度の経営成績

事業環境

経済的側面

JFEエンジニアリング

億円

売上高

億円

経常利益

JFEグループ経営レポート 

横浜本社屋上に設置された太陽追尾式発電設備 シールド掘進機

　当社は、エンジニアリング事業のコアを、環
境・エネルギー分野と定め、長年にわたり技術
および商品の蓄積を図ってきました。とりわけ、
低炭素社会実現の現実的手段であるエネル
ギーの天然ガスへの転換や廃棄物エネルギー
の利用に関しては、国内トップクラスの実績を
有しています。また、地熱やバイオマスなどの未
活用エネルギーを利用する技術・商品開発に
も積極的に取り組んでいます。
　さらに、当社は鋼構造部門および産業機械
部門を持ち、幅広い技術をグループ内で保有し
ています。これにより、設備の計画・設計から製
作・施工に至るまで、高度なエンジニアリング
力を結集して、総合的なソリューションを提供
することが可能です。

　世界各国における地球環境問題に対する取
り組みの本格化を飛躍の好機と捉え、環境・エ
ネルギー分野を中心に、積極的な事業展開を
図っていきます。
　具体的には、商品ごとにマーケティング・営
業戦略を再構築し、営業力を強化するととも
に、世界各国の環境政策や先進技術の動向を
捉え、新たな商品の創出ならびに市場投入に
取り組んでいきます。また、海外ビジネスの規
模を早期に倍増することを目標とし、今後需要
が見込まれる中国、東南アジア、インドおよび
欧州などで拠点の整備を図っていきます。さら
に、アライアンスについても、あらゆる可能性を
検討し、事業分野ごとに収益の最大化を追求
していきます。

JFEエンジニアリングの優位性 2010年度の取り組み

JFEグループ経営レポート 



代表取締役社長（CEO）

三島 愼次郎

ダクト付き可変ピッチプロペラとフラップ舵

　新造船32隻を引き渡し、連結売上高は、工事
進行基準適用範囲拡大の影響もあり、2,867億
円と前期に比べ58％の増加となりました。
　損益は、全社をあげて収益改善対策を展開
した結果、250億円の連結経常利益となり、前
期に比べ好転しました。
　なお、のれんの償却を含んだ当社造船事業
の連結経常利益は、215億円となりました。

　2008年秋のリーマンショック以来、2009年
度の新造商船マーケットは、完全に冷え込ん
だ状況でしたが、ここに来て若干復調の兆しが
見えてきています。中長期的には、アジア諸国
を中心とした経済成長により海上荷動きが一
段と活発になり、船舶の建造需要が増加する
ものと期待されます。
　しかしながら韓国、中国を中心とした船舶の
供給能力が需要を上回っている点に変わりは
なく、船価水準は厳しい状況が続くものと予想
され、加えて資機材価格の今後の動向にも注
意が必要な状況です。

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

経営成績（連結）
2008年度

受注高

売上高

営業利益

経常利益

1,019

1,814

△152

△149

2009年度

594

2,867

210

215

（億円）

2009年度の経営成績

事業環境

経済的側面

ユニバーサル造船

2,867億円
売上高

215億円
経常利益

JFEグループ経営レポート 201037

名村造船 %（17隻）

今治造船

%（40隻）
三井造船 %（11隻）

IHIMU %（9隻）

川崎造船 %（4隻）

佐世保重工業 %（2隻） 三菱重工業 %（1隻）

ユニバーサル造船
%（38隻）

国内シェア

隻

建造ドック（有明事業所）

20万重量トン型バルクキャリア

　これまでも燃費性能に優れた商船を数多く生
み出し、開発の先進性、品質面の優秀さとあわ
せ、お客様から高い評価を受けており、特に
VLCC（20万重量トン以上の大型石油タンカー）、
ケープサイズバルクキャリア（大型ばら積み貨
物船）の建造では世界有数の造船所です。
　また、2009年5月に引き渡しを終えた砕氷
艦「しらせ」の受注は、当社が長年築いた氷海
技術が認められた証であり、「ふじ」および初代
「しらせ」と3代の南極観測船を建造した実績
は、当社の技術がナンバーワンであることを示
しています。
　さらに京浜事業所で建造中の掃海艇も国内
で当社だけが建造技術を持つオンリーワン商

　中国、韓国との熾烈な競争のなか、収益力と
受注力の向上を柱とした経営を進めていきま
す。具体的には、手持ち工事の徹底したコスト
ダウンを行うとともに、世界的に要求の強まっ
ている環境配慮型の省エネ船開発を加速し、
他社に先駆けてお客様に提供できる体制を整
備します。これにより、主力商品である大型タ
ンカー、バルクキャリアの分野で世界最強の地
位を確立し、安定的な収益確保をめざします。
あわせて、他社との経営統合も継続して検討し
ていきます。

品で、船体素材のFRP化といった新たな取り
組みを行っています。

VLCCと15万重量トン超バルクキャリアをあわせた
国内シェア 2007～2009年合計（引渡隻数ベース）

ユニバーサル造船の優位性

2010年度の取り組み

JFEグループ経営レポート 



代表取締役社長

重見 憲明

代表取締役社長
（CEO）

山内 由紀夫

　「マンション事業を中心とした遊休地の再開
発により、グループで保有する不動産の有効活
用と価値増大を図る」という当初の事業目的を、
ほぼ達成しました。今後は既存の保有不動産の
資産活用を中心に、グループ全体で効率的な事
業体制のあり方を検討していきます。

　分譲マンションの引き渡し戸数増加などに
より、連結売上高は269億円と前期に比べ増収
となりました。しかし、マンション市況が引き続
き低迷していることから、連結経常損失は前期
に比べ改善したものの、18億円となりました。

　2009年度に宇都宮工場での生産終了をは
じめとする抜本的な構造改革を実施したこと
で、一定の収益があげられる企業体質となりま
した。今後は、当社の技術優位性を活かし、収
益基盤を安定させるとともに持続的成長を可
能にする事業の方向性を検討していきます。

　引き続き厳しい事業環境のもと、連結売上
高は246億円と前期に比べ減収となりました
が、事業構造改革の推進による固定費の削減
に努めた結果、連結経常損失は9億円と、前期
に比べ改善しました。

2010年度の取り組み2009年度の経営成績

2010年度の取り組み2009年度の経営成績

経済的側面

JFE都市開発

川崎マイクロエレクトロニクス

JFEグループ経営レポート 

社会的側面

社会とともに
企業は、コンプライアンスや製品品質、情報開示、地域社会貢献、
労働安全など、多様なステークホルダーに対して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。

CSRマネジメント
CSR体制
2009年度のCSRの主な活動
CSR監査

リスクマネジメント
リスクマネジメント体制
反社会的勢力の排除
情報セキュリティ体制

コンプライアンス
コンプライアンスについて
コンプライアンス意識向上への取り組み
独占禁止法にかかわるご報告

お客様・お取引先様とともに
品質保証体制
CS（お客様満足）向上

株主・投資家の皆様とともに
株主還元の基本方針
情報開示に関する基本方針
株主・投資家とのコミュニケーション

地域社会の皆様とともに
「JFE21世紀財団」による社会貢献活動
外部団体への支援
大規模災害被災地への支援
青少年育成支援
製造拠点の開放

従業員とともに
人材の活用
働きやすい職場環境の整備
活力ある職場づくり

社内表彰・社外からの評価
社内表彰制度
社外からの表彰

下記の取り組みについて、本冊子とWebサイトに掲載しています。

CSRレポート 社会性報告

JFEグループ CSRレポート社会性報告
（PDF・電子ブック）では、社会的側面に
ついて、より詳細な情報を掲載しています。
URL http://www.jfe-holdings.co.jp/

society/report.html
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JFEグループＣＳＲ会議 ＪＦＥスチールＣＳＲ会議

ＪＦＥエンジニアリング ＣＳＲ体制

ユニバーサル造船 ＣＳＲ体制

ＪＦＥ都市開発 ＣＳＲ会議

川崎マイクロエレクトロニクス ＣＳＲ体制

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

議長： JFEホールディングス社長
メンバー： 副社長、執行役員、
 常勤監査役、
 事業会社社長   その他

テーマ

コンプライアンス、環境、内部統制、
人事労働、安全・防災、社会貢献など

❶グループとしての方針審議
（重要案件に対する指示・指導含む）
❷方針の浸透状況の監督
❸課題や発生した問題への対処事例
などの情報共有、水平展開

事
業
会
社
傘
下　

グ
ル
ー
プ
会
社

地球環境委員会 内部監査部会

CSR意識浸透部会 人事労働部会

社会貢献部会 グループ会社部会

安全・防災部会 コンプライアンス委員会

ルールの整備・周知部会

リスクマネジメント委員会 CS（顧客満足）部会

　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、より良い社会の構築
に向けて企業の社会的責任（CSR）を果たして
いくことを経営の根幹に据え、取り組みを強化
しています。その一環として、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、1回/約3カ月に開催）を設置し、コ
ンプライアンス、環境、人事労働、安全・防災、
社会貢献、反社会的勢力への対応など多岐に
わたる範囲を対象として、JFEグループのCSR
への取り組みを監督・指導しています。また、グ
ループを横断する「グループコンプライアンス
委員会」や「グループ環境委員会」「グループ内
部統制委員会」などを設置してそれぞれの取り
組みを討議するとともに「JFEグループCSR会
議」でこれらの内容を報告・共有化しています。

　JFEグループは、CSRに関する重点項目が適
切に実行されていることを確認するために、内
部監査部門による業務監査に環境管理、独占
禁止法遵守、経費管理、海外事務所管理、税法
遵守、安全などCSRに関するテーマを盛り込
み、各テーマについて順番に監査しています。
　監査で問題点や指摘などがあれば、JFEホール
ディングスと事業会社の監査部門が連携するこ
とで、グループ内でその情報を共有し、グループ
各社のCSR活動に反映させるよう努めています。

JFEスチールの環境監査
　JFEスチールでは、「環境管理が事業活動上
の重点課題である」との認識から、独自に内部
監査部門が環境管理体制や水質、大気、騒音、
産業廃棄物などの法規制遵守状況について、
傘下グループ会社を含め定期的に監査してい
ます。2009年度までに累計221事業所でこの
監査を実施しました。

CSR体制図

CSR体制 CSR監査

社会的側面

CSRマネジメント

JFEグループ経営レポート 

　JFEグループは、事業を取り巻くあらゆるリ
スクの予防と、万一、緊急事態が起こった際に
も事業を継続していけるよう、リスクマネジメン
トに取り組んでいます。
　例えばJFEスチールでは、2006年度から「リ
スクマネジメント委員会」を設置し、全社活動
として各部門での重要リスクの洗い出しとリ
スク評価、対応策の検討を行い、その実行状
況を管理しています。

　JFEグループでは、CSRの基礎をなす「コン
プライアンス（法令遵守）」を経営の最重要課
題の一つとして位置付け、コンプライアンスの
精神を全従業員が十分に理解し実践していく
ための諸施策を実施しています。

「企業倫理ホットライン」の運用
　JFEグループは、コンプライアンスにかかわ
る重要情報が現場から経営トップに迅速かつ
正確に伝わるよう「企業倫理ホットライン」を
設置しています。ホットラインの運用にあたっ
ては、通報・相談者の保護に関する規程・ルー
ルを定めています。

コンプライアンスガイドブックの活用
　JFEグループは、コンプライアンスにかかわる
取り組み強化の一環として、「コンプライアンス
ガイドブック」を作成し、役員・社員に配付・周知
しています。2006年6月に初版を発行して以降、
2007年と2009年に追補版を発行しました。
　このガイドブックは、法令や社内ルールを守

　

独占禁止法にかかわるご報告
　JFEエンジニアリングは、1998年に立ち入
りのあったごみ焼却施設工事に関し、2006
年に公正取引委員会が下した審決の取り消
しを求める訴訟を提起していましたが、
2009年10月最高裁判所が同社の上告を棄
却したため、公取委の排除措置命令に従っ
ています。
　また、JFEスチール、JFEエンジニアリングは、
過去に独占禁止法に違反したことを反省し、
独禁法違反根絶に向け徹底した再発防止策
を継続しています。また、それぞれのグループ
会社も独禁法違反防止策を実施しています。

両社の主な取り組み
●経営トップによる決意表明
●独禁法の知識習得と独禁法違反が会社や
個人に与える影響の大きさを理解させるた
めの具体的事例に基づいた独禁法研修

●就業規則を改定し懲戒事由に独禁法違反
を明示

●同業他社との接触に関するルールの厳格化

り、社会常識に則って行動するための具体的な
基準を、100以上のケーススタディ形式で平易
に解説したものです。

コンプライアンス研修の実施
　JFEグループは、コンプライアンスの徹底を
図るため、独占禁止法、インサイダー取引防止、
安全保障貿易管理、建設業法などのテーマ別
にコンプライアンス研修を実施しています。

「ルール周知活動」の実施
　JFEスチールは、毎年10月を「法令遵守強化
月間」として、各職場で守るべきルールとは何
かを考え、そのルールを知り、目的・意味を理
解する「ルール周知活動」を実施しています。

リスクマネジメント体制

コンプライアンスについて

コンプライアンス意識向上への取り組み

社会的側面

リスクマネジメント/コンプライアンス

約 万 冊

コンプライアンス
ガイドブック
配布冊数
（2009追補版）

件

企業倫理ホットライン
利用件数2009年度
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エコプロダクツ2009

研修風景

JFEスチール
　JFEスチールは、ISO9001をはじめ、JIS、船
級協会規格などの各種認証を取得しています。
また、業界で策定したガイドラインに基づき、
ルール遵守の徹底、試験検査の信頼性向上な
どに取り組んでいます。さらに、品質マニュアル
を用いて標準化した品質管理体制のもと、品
質の向上や品質マネジメントシステムの強化
を進めています。グループ各社も品質保証体制
の強化と品質の向上に努めています。

JFEエンジニアリング
　JFEエンジニアリングは、全社の品質マネジ
メントシステムを構築し、営業から設計、調達、
施工、アフターサービスに至るまで一貫した品
質保証体制を確立しています。
　また、各事業部門では、全社共通の品質保証
体制のもと、商品特性に応じた品質マニュアル
も個別に定め、ISO9001の認証も取得。お客
様の品質に対する要求にきめ細かく対応して
います。
　
ユニバーサル造船
　ユニバーサル造船は、新造船を建造する各事
業所でISO9001をはじめ船級協会規格、国内
規格・規則類などの各種認証を取得しています。
　これら規格に準拠したグループ各社の品質
保証体制のもと、営業から設計、建造、アフ
ターサービスに至るまで、お客様にご満足いた
だける品質の確保に努めています。

　JFE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積極的
に図るとともに、商品開発や製造・販売の各部
門では、お客様固有の課題を解決する魅力あ
る会社となるよう努めています。

CS向上をめざす各社の取り組み例
●お客様と一体となって製品開発できる
試験・研究施設の設置

●お客様戦略の策定
●お客様対応に優れた営業担当者の育成
●新業務システムの稼動
●アンケートによるお客様満足度調査
●製品、施工品質へのお客様評価の反映
●商品開発、アフターサービス体制強化
●「カスタマーセンター」による
きめ細かで迅速な対応

●個人情報保護強化
●適正な輸出業務の遂行
●エコプロダクツ2009への出展

JFEスチール

JFEエンジニアリング

JFE都市開発

その他の
JFEグループ各社

品質保証体制 CS（お客様満足）向上

お客様・お取引先様とともに
社会的側面

JFEグループ経営レポート 

（円／株）

（年度）

（%）

一株当たり
配当

配当性向

Webサイト 冊子「株主の皆様へ」

　JFEグループは、株主の皆様への利益還元を
最重要課題の一つと位置付け、2006年度から
2008年度までの第2次中期経営計画期間の3
年間においては、連結ベースの配当性向25％
を達成しました。また、同期間中の自己株式の
取得は総額4,000億円を超え、総還元性向は
80％となりました。
　今後も、グループ全体として持続性のある企
業体質の確立を図りつつ、積極的に配当を実
施していく方針です。具体的には、連結ベース
の配当性向を25％程度とすることを基本に検
討していきます。この基本をふまえながら、世
界経済の先行きに不透明感が増していること
を考慮するとともに、将来の飛躍のための積極
的な投資に備え、当面は、JFEグループの健全
な財務体質の維持・改善を優先する方針です。

　JFEグループは、健全な証券市場の担い手とし
て、投資家の皆様への適時・適切な会社情報の開
示に努めています。また、常に投資家の視点に立っ
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。

　
株主とのコミュニケーション
　JFEホールディングスは、株主総会を株主の
皆様との対話の場と捉え、多くの方に出席いた
だくために招集通知の早期発送を行うととも
に、株主総会開催日についても集中日を回避し
ています。また、出席できない方のために、通常
の議決権行使書に加え、インターネットを通じ
た議決権行使が可能な環境を整えています。

投資家とのコミュニケーション
　JFEグループは、機関投資家・証券アナリス
トの皆様の個別取材に対応するほか、国内外
の投資家訪問を行っています。機関投資家向
け決算説明会においては、資料をWebサイト
でも公開するなど、フェア・ディスクロージャー
に努めています。

情報発信の充実
　JFEホールディングスでは、株主や投資家の
皆様にグループへの理解をより一層深めてい
ただけるよう、自社のWebサイトのコンテンツ
の充実に取り組んでおり、多くの方からアクセ
スをいただいています。また、株主の皆様全員
に年2回発送している「株主の皆様へ」では、
トップメッセージや業績、JFEグループのトピッ
クスなどを分かりやすく紹介しています。

株主還元について

株主還元の基本方針

情報開示に関する基本方針

株主・投資家とのコミュニケーション

社会的側面

株主・投資家の皆様とともに

約 回

2009年度の
機関投資家・証券
アナリストの
個別取材対応

回

約 名

2009年度
個人投資家への
証券会社支店など
での会社説明会

（平均）

2007年度～
2009年度の
配当性向

2009年度株主総会
出席数

名

約 名

株主工場見学会
来場者累計

JFEグループ経営レポート 2010



　「財団法人JFE21世紀財団」は、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、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一層進め

る」事業を
行っていま
す。2010年
度の事業費
は7,800万
円です。

地域の文化活動・イベントへの協賛
　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。2009年度に協賛した活動・イベントは
以下の通りです。

ふれあい祭り（京浜地区）

津 秋まつり

国連WFP協会への支援
　国連WFP協会は、飢餓と貧困の撲滅を使命
として活動する国連機関、WFP国連世界食糧
計画を支援する認定NPO法人で、WFPの活
動を支える募金活動をはじめ、広報活動や企
業・団体との連携を推進するなど、日本での
WFP支援の輪を拡げる活動を行っています。
世界経済の変動や、途上国で続く食糧価格の
高騰で飢餓で苦しむ人々の数が急増している
なか、JFEグループは、協会の活動の趣旨に賛
同して支援しています。

日本語スピーチコンテストへの支援
　中国教育国際交流協会と日本華人教授会
議、日本経済新聞社は、2006年から、「言葉・コ
ミュニケーション」を通じて日中関係を維持発
展させることを目的として、中国の学生を対象
にした「全中国日本語スピーチコンテスト」を
開催しています。コンテストは、中国初の全国レ
ベルの大会で、中国国内8地区での予選を経て
東京で本選が行われています。JFEホールディ
ングスは、国際交流および社会貢献の観点か
らこの活動を支援しています。

癌研究会への支援
　（財）癌研究会は、1908年の設立以来「がん克
服」を理念に掲げ、研究・診療、人材育成に努め、
わが国のがん研究・診療を牽引しています。JFE

全中国日本語スピーチコンテスト

　JFEグループは、大規模な災害に対し、復旧
資金を援助しています。
●中国四川大地震に対する支援
日本経団連経由で日本赤十字社に2,000万
円を寄付

●岩手宮城内陸地震に対する支援
中央共同募金会に対し300万円を寄付

●ハイチ地震に対する支援
NPO法人ジャパンプラットフォームに対し
100万円を寄付

JFEスチール

JFEエンジニアリング・ユニバーサル造船

ユニバーサル造船

東日本製鉄所
千葉地区
東日本製鉄所
京浜地区
西日本製鉄所
倉敷地区
西日本製鉄所
福山地区
知多製造所

2009.10.25

2009.11.8

2009.11.3

2009.5.10

2009.11.14

JFE2009ちばまつり

第5回ふれあい祭り

JFE西日本フェスタ
inくらしき
JFE西日本フェスタ
inふくやま
はんだふれあい産業まつり

JFEエンジニアリング
津製作所・ユニバーサ
ル造船津事業所の共催

2009.10.17津 秋まつり

有明事業所2009.10.3ありあけファミリーフェスタ

外部団体への支援

大規模災害被災地への支援

　
　JFEグループでは、毎年、地域の皆様のため
に、各製造拠点を開放してショーや工場見学
などの各種イベントを実施しています。　
　また、地域のスポーツ振興・発展に寄与する
ことを目的に、福利厚生施設を公開するなどし
て、サッカー、野球、バレーボール、バスケット
ボールなどのスポーツ大会を主催しています。

製造拠点の開放

インターンシップの実施
　JFEスチールは、大学院生や大学・高専の学
生に製鉄所・研究所での仕事を体験する場を
提供する「インターンシップ（工場実習）」を実
施しました。全国各地から約70名の学生が集
い、約2週間の職場実習で製鉄所・研究所の
「仕事」を体験しました。学校および学生の皆
様から貴重な就業体験・社会勉強の場として
高い評価を得ています。　
　また、JFEエンジニアリングでも総合研究所
を主体に約10名、ユニバーサル造船でも有明
事業所と津事業所でそれぞれ約20名の学生
を受け入れました。

ものづくり教室の開催
　JFEスチールは、2003年度から知多地区に
おいて、子どもたちにものづくりの面白さや楽
しさを伝えるために、OBが講師となって鋳物の
アクセサリーづくりや工場見学を行っています。

青少年育成支援

2009年度の活動リスト

●「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）
●「国際音楽の日コンサート」「千葉市民音楽祭」
（千葉市）
●市民による「第九」特別演奏会（千葉市）
●「MUZAランチ＆ナイトコンサート」（川崎市）
●「ART KAWASAKI 2009」（川崎市）
●「ふれあい祭り」（川崎市）
●「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」
（横浜市）
●「はんだふれあい産業まつり」（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）
●「倉敷市将棋大会」（倉敷市）
●「福山ばら祭」（福山市）
●「芸能大全～まつりの世界」（福山市）

ホールディングスは、同会の活動趣旨に賛同し、
支援しています。

贈呈式

「JFE21世紀財団」による社会貢献活動

社会的側面

地域社会の皆様とともに

件

億 万円

技術研究助成累計

件

万円

アジア歴史研究
助成累計

万 名

2009年度各社
イベント来場者数
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　「財団法人JFE21世紀財団」は、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、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一層進め

る」事業を
行っていま
す。2010年
度の事業費
は7,800万
円です。

地域の文化活動・イベントへの協賛
　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。2009年度に協賛した活動・イベントは
以下の通りです。

ふれあい祭り（京浜地区）

津 秋まつり

国連WFP協会への支援
　国連WFP協会は、飢餓と貧困の撲滅を使命
として活動する国連機関、WFP国連世界食糧
計画を支援する認定NPO法人で、WFPの活
動を支える募金活動をはじめ、広報活動や企
業・団体との連携を推進するなど、日本での
WFP支援の輪を拡げる活動を行っています。
世界経済の変動や、途上国で続く食糧価格の
高騰で飢餓で苦しむ人々の数が急増している
なか、JFEグループは、協会の活動の趣旨に賛
同して支援しています。

日本語スピーチコンテストへの支援
　中国教育国際交流協会と日本華人教授会
議、日本経済新聞社は、2006年から、「言葉・コ
ミュニケーション」を通じて日中関係を維持発
展させることを目的として、中国の学生を対象
にした「全中国日本語スピーチコンテスト」を
開催しています。コンテストは、中国初の全国レ
ベルの大会で、中国国内8地区での予選を経て
東京で本選が行われています。JFEホールディ
ングスは、国際交流および社会貢献の観点か
らこの活動を支援しています。

癌研究会への支援
　（財）癌研究会は、1908年の設立以来「がん克
服」を理念に掲げ、研究・診療、人材育成に努め、
わが国のがん研究・診療を牽引しています。JFE

全中国日本語スピーチコンテスト

　JFEグループは、大規模な災害に対し、復旧
資金を援助しています。
●中国四川大地震に対する支援
日本経団連経由で日本赤十字社に2,000万
円を寄付

●岩手宮城内陸地震に対する支援
中央共同募金会に対し300万円を寄付

●ハイチ地震に対する支援
NPO法人ジャパンプラットフォームに対し
100万円を寄付

JFEスチール

JFEエンジニアリング・ユニバーサル造船

ユニバーサル造船

東日本製鉄所
千葉地区
東日本製鉄所
京浜地区
西日本製鉄所
倉敷地区
西日本製鉄所
福山地区
知多製造所

2009.10.25

2009.11.8

2009.11.3

2009.5.10

2009.11.14

JFE2009ちばまつり

第5回ふれあい祭り

JFE西日本フェスタ
inくらしき
JFE西日本フェスタ
inふくやま
はんだふれあい産業まつり

JFEエンジニアリング
津製作所・ユニバーサ
ル造船津事業所の共催

2009.10.17津 秋まつり

有明事業所2009.10.3ありあけファミリーフェスタ

外部団体への支援

大規模災害被災地への支援

　
　JFEグループでは、毎年、地域の皆様のため
に、各製造拠点を開放してショーや工場見学
などの各種イベントを実施しています。　
　また、地域のスポーツ振興・発展に寄与する
ことを目的に、福利厚生施設を公開するなどし
て、サッカー、野球、バレーボール、バスケット
ボールなどのスポーツ大会を主催しています。

製造拠点の開放

インターンシップの実施
　JFEスチールは、大学院生や大学・高専の学
生に製鉄所・研究所での仕事を体験する場を
提供する「インターンシップ（工場実習）」を実
施しました。全国各地から約70名の学生が集
い、約2週間の職場実習で製鉄所・研究所の
「仕事」を体験しました。学校および学生の皆
様から貴重な就業体験・社会勉強の場として
高い評価を得ています。　
　また、JFEエンジニアリングでも総合研究所
を主体に約10名、ユニバーサル造船でも有明
事業所と津事業所でそれぞれ約20名の学生
を受け入れました。

ものづくり教室の開催
　JFEスチールは、2003年度から知多地区に
おいて、子どもたちにものづくりの面白さや楽
しさを伝えるために、OBが講師となって鋳物の
アクセサリーづくりや工場見学を行っています。

青少年育成支援

2009年度の活動リスト

●「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）
●「国際音楽の日コンサート」「千葉市民音楽祭」
（千葉市）
●市民による「第九」特別演奏会（千葉市）
●「MUZAランチ＆ナイトコンサート」（川崎市）
●「ART KAWASAKI 2009」（川崎市）
●「ふれあい祭り」（川崎市）
●「よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト」
（横浜市）
●「はんだふれあい産業まつり」（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）
●「倉敷市将棋大会」（倉敷市）
●「福山ばら祭」（福山市）
●「芸能大全～まつりの世界」（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）

ホールディングスは、同会の活動趣旨に賛同し、
支援しています。

贈呈式

「JFE21世紀財団」による社会貢献活動

社会的側面

地域社会の皆様とともに

件

億 万円

技術研究助成累計

件

億 万円

アジア歴史研究
助成累計

万 名

2009年度各社
イベント来場者数
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（年）

総合工事業

全産業

JFEスチール

JFEエンジニアリング

ユニバーサル造船
鉄鋼業

造船業

1．育児休業期間の延長
育児休業は子どもが1歳6カ月になるまで取
得可能。保育所などへの入所が困難な場合
は1歳6カ月を超えた直後の3月末まで取得
可能

2．育児短時間勤務制度
子どもが小学校3年生を修了するまで、1日2時
間、勤務時間を短縮

3．WLBS（ワークライフバランスサポート）休暇
子どもが小学校を卒業するまで年5日、子ども
が複数の場合は年10日の取得が可能、など

人権の尊重
　JFEグループは、一人ひとりの人権を尊重する
ことは、企業の社会的責任であるとともに、経営
課題の一つであると考え、グループ一丸となっ
て人権意識を高めていくよう取り組んでいます。
　具体的には、①人権啓発担当者の設置、②
社内における各種人権啓発研修の実施、③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。

技術・技能の伝承、定年退職者の再雇用制度
　JFEスチールの各製鉄所では、ベテラン社員
が培ってきた貴重なノウハウをより長く活かし
てほしいと考え、60歳の定年退職後も継続的
に働くことができる「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。
2010年4月時点での再雇用者数は、JFEス
チール全体で約770名となっています。
　JFEエンジニアリンググループでは、JFEス
チールと同様の再雇用制度を活用し、ベテラン
社員が持つ技術、資格、プロジェクト経験など
の伝承に力を入れています。また、「キャリア開
発室」を設けて、定年退職および再雇用後に退
職を迎える社員の継続的なキャリア開発支援
にも取り組んでいます。
　ユニバーサル造船では、技術・技能の伝承を
迅速に実施していくために、60歳を超えたベテ
ラン社員が日常的に若手社員を指導するととも
に、技能指導の専門部署を設置。若手一人ひと
りに担当指導員を任命して育成を図っています。

人材の育成
　JFEスチールでは、各分野に精通したプロ
フェッショナルな人材を育成するために、職場で
のOJTをベースとした育成体系を整え、OFF-JT
プログラムや留学制度を充実させています。

労働安全衛生
　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」
という基本理念のもと、「地区・職場の課題克
服のための活動推進」「心と体の健康づくり」
「グループ会社安全衛生活動の強化」などを
テーマに安全対策の充実・強化を図っています。
　JFEエンジニアリングは、全国約2,000の建設
現場や運転操業拠点において、グループ一体で
「リスクアセスメントによる安全先取り」「心と
体の健康づくり」などの活動を推進し、災害の
撲滅と安全衛生レベルの向上を図っています。
　ユニバーサル造船は、「安全はすべてに優先
する」という基本理念のもと、「全員で取り組む
実効性のあるOSHMS（労働安全衛生マネジメ

ントシステム）活動の積極的な実践」「『安全衛
生に強い現場』をめざした活動の展開」「快適
職場づくり、心と身体の健康づくりの推進」を
推進項目として、安全衛生対策の充実、改善、
強化を図っています。

健康管理
　JFEグループでは、すべての従業員が心身の
健康を維持しながら能力を発揮できるよう健
康管理に取り組んでいます。

JFEグループの取り組み
①職業病予防対策の徹底（環境改善、適正作
業、健診による早期発見・対応）

②健康診断の着実な実施
③有所見者の改善指導
④関連病院とそのネットワークを利用した治
療と症状のフォロー

⑤メンタルヘルスケア
（相談窓口の設置、管理者教育、不調者のケ
アなど）

防災への取り組み
　JFEグループの各社は、定期的な防災訓練を
実施しています。JFEスチールでは、災害時に
事業を継続していくために必要な項目の検証
や課題の洗い出しを推進し、防災体制のさら
なる強化をめざしています。

人権啓発研修（JFEスチール）

技能伝承（ユニバーサル造船）

　JFEエンジニアリングでは、研修などに加え、
適材適所の人材起用を強化し、個々の潜在能
力を顕在化させることを目的として、社内公募
制度を取り入れています。

女性の活躍を促進
　JFEグループでは、男女雇用機会均等法の趣
旨をふまえた平等な人事賃金制度を設けてい
るのはもちろん、女性がより活躍できる職場環
境づくりを重要課題と位置付け、女性社員の
採用を増やすとともに、女性が働きやすい勤務
制度の充実を図っています。

仕事と生活の両立
　JFEグループでは、社員にとって魅力ある企
業になることをめざして、働きやすい勤務制度
づくりに努めています。

障がい者の雇用
　JFEグループは、さまざまな障がいを持つ
方々がそれぞれの能力を十分に発揮していけ
るよう、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」を設立
しています。各社では障がい者の方々を積極的
に雇用するとともに、働きやすい職場環境の整
備に努めています。

JFEスチールの主な次世代支援関連の勤務制度

JFEスチール、JFEエンジニアリング、ユニバーサル造船
の休業災害度数率の推移

人材の活用 働きやすい職場環境の整備

社会的側面

従業員とともに

名

JFEスチール
2009年度
人権研修受講者数

■ユニバーサル
　造船

■JFE
　エンジニアリング

■JFEスチール

2009年
休業災害度数率

■川崎マイクロ
　エレクトロニクス

■ユニバーサル
　造船

■JFEスチール

障がい者雇用率
（2010年6月現在）
※法定雇用率1.8％

■JFE
　エンジニアリング
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（年）

総合工事業

全産業

JFEスチール

JFEエンジニアリング

ユニバーサル造船
鉄鋼業

造船業

1．育児休業期間の延長
育児休業は子どもが1歳6カ月になるまで取
得可能。保育所などへの入所が困難な場合
は1歳6カ月を超えた直後の3月末まで取得
可能

2．育児短時間勤務制度
子どもが小学校3年生になるまで、1日2時
間、勤務時間を短縮

3．WLBS（ワークライフバランスサポート）休暇
子どもが小学校を卒業するまで年5日、子ども
が複数の場合は年10日の取得が可能、など

人権の尊重
　JFEグループは、一人ひとりの人権を尊重する
ことは、企業の社会的責任であるとともに、経営
課題の一つであると考え、グループ一丸となっ
て人権意識を高めていくよう取り組んでいます。
　具体的には、①人権啓発担当者の設置、②
社内における各種人権啓発研修の実施、③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。

技術・技能の伝承、定年退職者の再雇用制度
　JFEスチールの各製鉄所では、ベテラン社員
が培ってきた貴重なノウハウをより長く活かし
てほしいと考え、60歳の定年退職後も継続的
に働くことができる「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。
2010年4月時点での再雇用者数は、JFEス
チール全体で約770名となっています。
　JFEエンジニアリンググループでは、JFEス
チールと同様の再雇用制度を活用し、ベテラン
社員が持つ技術、資格、プロジェクト経験など
の伝承に力を入れています。また、「キャリア開
発室」を設けて、定年退職および再雇用後に退
職を迎える社員の継続的なキャリア開発支援
にも取り組んでいます。
　ユニバーサル造船では、技術・技能の伝承を
迅速に実施していくために、60歳を超えたベテ
ラン社員が日常的に若手社員を指導するととも
に、技能指導の専門部署を設置。若手一人ひと
りに担当指導員を任命して育成を図っています。

人材の育成
　JFEスチールでは、各分野に精通したプロ
フェッショナルな人材を育成するために、職場で
のOJTをベースとした育成体系を整え、OFF-JT
プログラムや留学制度を充実させています。

労働安全衛生
　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」
という基本理念のもと、「地区・職場の課題克
服のための活動推進」「心と体の健康づくり」
「グループ会社安全衛生活動の強化」などを
テーマに安全対策の充実・強化を図っています。
　JFEエンジニアリングは、全国約2,000の建設
現場や運転操業拠点において、グループ一体で
「リスクアセスメントによる安全先取り」「心と
体の健康づくり」などの活動を推進し、災害の
撲滅と安全衛生レベルの向上を図っています。
　ユニバーサル造船は、「安全はすべてに優先
する」という基本理念のもと、「全員で取り組む
実効性のあるOSHMS（労働安全衛生マネジメ

ントシステム）活動の積極的な実践」「『安全衛
生に強い現場』をめざした活動の展開」「快適
職場づくり、心と身体の健康づくりの推進」を
推進項目として、安全衛生対策の充実、改善、
強化を図っています。

健康管理
　JFEグループでは、すべての従業員が心身の
健康を維持しながら能力を発揮できるよう健
康管理に取り組んでいます。

JFEグループの取り組み
①職業病予防対策の徹底（環境改善、適正作
業、健診による早期発見・対応）

②健康診断の着実な実施
③有所見者の改善指導
④関連病院とそのネットワークを利用した治
療と症状のフォロー

⑤メンタルヘルスケア
（相談窓口の設置、管理者教育、不調者のケ
アなど）

防災への取り組み
　JFEグループの各社は、定期的な防災訓練を
実施しています。JFEスチールでは、災害時に
事業を継続していくために必要な項目の検証
や課題の洗い出しを推進し、防災体制のさら
なる強化をめざしています。

人権啓発研修（JFEスチール）

技能伝承（ユニバーサル造船）

　JFEエンジニアリングでは、研修などに加え、
適材適所の人材起用を強化し、個々の潜在能
力を顕在化させることを目的として、社内公募
制度を取り入れています。

女性の活躍を促進
　JFEグループでは、男女雇用機会均等法の趣
旨をふまえた平等な人事賃金制度を設けてい
るのはもちろん、女性がより活躍できる職場環
境づくりを重要課題と位置付け、女性社員の
採用を増やすとともに、女性が働きやすい勤務
制度の充実を図っています。

仕事と生活の両立
　JFEグループでは、社員にとって魅力ある企
業になることをめざして、働きやすい勤務制度
づくりに努めています。

障がい者の雇用
　JFEグループは、さまざまな障がいを持つ
方々がそれぞれの能力を十分に発揮していけ
るよう、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」を設立
しています。各社では障がい者の方々を積極的
に雇用するとともに、働きやすい職場環境の整
備に努めています。

JFEスチールの主な次世代支援関連の勤務制度

JFEスチール、JFEエンジニアリング、ユニバーサル造船
の休業災害度数率の推移

人材の活用 働きやすい職場環境の整備

社会的側面

従業員とともに

名

JFEスチール
2009年度
人権研修受講者数

■ユニバーサル
　造船

■JFE
　エンジニアリング

■JFEスチール

2009年
休業災害度数率

■川崎マイクロ
　エレクトロニクス

■ユニバーサル
　造船

■JFEスチール

障がい者雇用率
（2010年6月現在）
※法定雇用率1.8％

■JFE
　エンジニアリング

JFEグループ経営レポート JFEグループ経営レポート 
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環境的側面

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

環境理念

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。

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。

CSRレポート 環境報告

JFEグループ CSRレポート環境報告
（PDF・電子ブック）では、環境的側面に
ついて、より詳細な情報を掲載しています。
URL http://www.jfe-holdings.co.jp/

environment/report.html

JFEグループ経営レポート 201049

グループ環境委員会

関連会社環境委員会

関連会社環境委員会

ユニバーサル造船環境会議

ＪＦＥ都市開発環境委員会

川崎マイクロエレクトロニクス環境委員会

グループ環境連絡会 グループ会社環境連絡会

ＪＦＥエンジニアリング環境委員会

ＪＦＥスチール地球環境委員会

構成メンバー：ＪＦＥホールディングス
 および各事業会社環境担当者

構成メンバー：各事業会社環境担当者
 および各グループ会社環境担当者

　JFEグループは、「グループCSR会議」のも
と、JFEホールディングスの社長を議長とする
「グループ環境委員会」を設置するとともに、事
業会社・関連会社にも「環境委員会」を設置し、

環境目標の設定、達成状況のチェック、グルー
プ全体の環境パフォーマンス向上など、環境に
関する諸問題の解決に取り組んでいます。

　2009年度は、環境関連設備投資額が306億
円、費用は904億円で、全設備投資に占める環
境関連設備投資の割合は約18％です。なお、

2009年度の活動の結果、省エネルギー効果は
金額換算で8億円と見積もっています。

環境マネジメント組織体制

省エネルギー投資累計額
主な内容 投資額 費用額

自社の業務に
関わるもの

お客様や一般社会の
活動に関わるもの

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

2
136
119
44
─
5
─
306

24
236
182
380
15
61
6

904

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

合　計

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 ： 2009年4月～2010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」や「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、老朽更新などほかに主目的がある場合は含めていません。

（億円）

環境マネジメント体制の構築・運用状況

環境会計

環境的側面

環境マネジメント体制

JFEグループ経営レポート 



会社名 2009年度 環境重点目標 2009年度 実績

JFEスチール

JFE
エンジニア
リング

ユニバーサル
造船

JFE都市開発

地球温暖化対策の推進
●鉄連自主行動計画をふまえ、温室効果ガス削減対策を実行
（エネルギー消費量を2008年度～2012年度平均で1990
年度比10％削減）

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

副生物資源化の推進
●スラッジ資源化技術の開発と実機化推進

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

生産部門の省エネルギー活動を推進
●鶴見製作所1997年度比13％減（操業時間あたりの電力使用量）
●津製作所　1997年度比　5％増（加工重量あたりの電力使用量）
●清水製作所1997年度比24％減（加工重量あたりの電力使用量）
※津製作所は、大電流溶接機使用割合増により、1997年度比で増加を見込む

現地工事での廃棄物削減を推進
●リサイクル率74％以上

地球温暖化防止対策の推進
●2010年度に電力使用量を原単位（鋼材加工重量あたり）
で1990年度比10％削減（新造船事業所を対象）

●エネルギー消費量を原単位で前年度比1％削減（全社を対象）

廃棄物排出量の削減
●製造段階における廃棄物リサイクル率を2010年度に
85％以上に高める（全社を対象）

VOC排出抑制への対応
●700ppmCの排出基準を満足する
（排風能力10万m3/時以上の塗装設備を対象）

PRTR法指定化学物質のフォロー
●指定化学物質（特に、キシレン、エチルベンゼン、トルエン）
の大気への排出量および事業所外への移動量をフォロー
（5事業所を対象）

マンション事業における省エネルギー活動の推進
●設計・建設住宅性能評価書の取得
構造躯体の劣化軽減対策：等級3
省エネルギー対策：等級3
ホルムアルデヒド発散対策：等級3

●省エネルギー建材、設備の採用

運営事業における地球温暖化防止対策の推進
●省エネルギー設備・機器への更新改修

●エネルギー消費量　1990年度比約12％削減
エネルギー原単位　約20％削減

●倉敷CDQ：2009年3月稼動開始
●高効率酸素設備の新設（倉敷）
●高炉熱風炉の省エネタイプへの更新改修
（福山／倉敷）

●排水処理設備の新設（千葉窒素規制強化対応）
●VOC排出量削減の自主管理活動（継続）

●ダスト資源化設備稼動（福山）

●電子マニフェスト導入90％超

●鶴見製作所1997年度比5％減
●津製作所　1997年度比9％増
●清水製作所1997年度比23％減
●CO2排出量（3所計）16,344t-CO2

●リサイクル率86.2％

●1990年度比22％削減
●5事業所合計で前年度比7.6％削減
●CO2排出量は全社合計で67,084t-CO2
前年度排出量比7.6％削減

●廃棄物リサイクル率は全社合計で84.7％で、
前年度比で若干悪化

●有明、津事業所とも、700ppmCの排出基準を
満足

●3主要物質合計の排出量、移動量は前年度と
同程度

●分譲マンションで全件取得
●潜熱回収型給湯器、ペアガラスを採用

川崎マイクロ
エレクトロ
ニクス

宇都宮工場の閉鎖に伴い活動テーマを大幅に見直し、
以下のテーマを実施する

●排水処理起源脱水汚泥のリサイクル率100％の達成
●PRTR物質の削減
また、EU-REACH規制に対応し
LSI製品の化学物質管理システムのレベルアップを図る

宇都宮工場の閉鎖により、脱水汚泥の排出は
なくなり、PRTR物質の使用を終了

運営事業における廃棄物の削減
●事業系廃棄物の資源化率向上
THiNK　資源化率56.5％
オルトヨコハマ　資源化率50％

●THiNK　変電室等の更新を実施

●THiNK　資源化率77.7％
（2008年度比16.9％向上）
●オルトヨコハマ　資源化率48.2％
（2008年度比0.3％減）

環境的側面

環境重点目標と実績

JFEグループ経営レポート 

2010年度 環境重点目標 掲載ページ

地球温暖化対策の推進
●鉄連自主行動計画をふまえ、温室効果ガス削減対策を実行
（エネルギー消費量を2008年度～2012年度平均で1990年度比10％削減）

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

副生物資源化の推進
●スラッジ資源化技術の開発と実機化推進

廃棄物管理の向上
●電子マニフェスト化率の向上
●全社廃棄物集計システムの整備

生産部門の省エネルギー活動を推進
●鶴見製作所1997年度比　5％減
●津製作所　1997年度比　4％増
●清水製作所1997年度比20％減
※津製作所は、大電流溶接機の使用割合増により、1997年度比で増加を見込む

現地工事での廃棄物削減を推進
●リサイクル率80％以上

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

廃棄物排出量の削減
●製造段階における廃棄物リサイクル率を2010年度に85％以上に高める（全社を対象）

VOC排出抑制への対応
●700ppmCの排出基準を満足する（排風能力10万m3/時以上の塗装設備を対象）

PRTR法指定化学物質のフォロー
●指定化学物質（特に、キシレン、エチルベンゼン、トルエン）の大気への排出量および事業所外への移動量
をフォロー（5事業所を対象）

マンション事業における省エネルギー活動の推進
●設計・建設住宅性能評価書の取得
構造躯体の劣化軽減対策：等級3
省エネルギー対策：等級3
ホルムアルデヒド発散対策：等級3

●省エネルギー建材、設備の採用

運営事業における地球温暖化防止対策の推進
●省エネルギー設備・機器への更新改修

BR53-58
ER3-10

ER19-20

BR60
ER21
ER39-40

ER17-18
ER21

BR59
ER23-24

BR59
ER24

BR59
ER25

BR59
ER26

ER26

ER26

ER27

本社オフィスビルで引き続き環境保全活動を行い、以下のテーマを実施する
●ビル運用における地球温暖化防止
●紙資源節減
●廃棄物（建設副産物）削減 ER27

運営事業における廃棄物の削減
●事業系廃棄物の資源化率向上
THiNK　資源化率81.6％
オルトヨコハマ　資源化率49％

※ 「掲載ページ」欄のBRが付いたものは「JFEグループ経営レポート2010」、ERが付いたものはJFEグループCSRレポート「環境報告2010」の該当ページ
を示します。 「JFEグループ CSRレポート 環境報告2010」は当社Webサイトよりダウンロードして、ご覧いただけます。
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　JFEスチールは、継続的に地球温暖化対策
に取り組んでいます。
　2009年度は、京都議定書・第一約束期間※1

の2年目にあたるとともに、12月に気候変動枠
組条約第15回締約国会議（COP15）がコペン
ハーゲンで開催されました。国内では、地球温
暖化対策基本法案が2010年度に入り、国会で
審議されるなど、重要な動きもありました。当社
は、これらの社会からの要請に対応しつつ、「常
に世界最高の技術をもって社会に貢献します」
とのグループ企業理念に基づいて、低炭素社会
の実現に向けて真摯に取り組んでまいります。
　具体的な取り組みは次の通りです。
●日本鉄鋼連盟の自主行動計画※2の確実な遵守
●省エネルギー・CO2削減のための最新プロセ
スの最大限導入

●社会のCO2削減に貢献する高機能鋼材のさ
らなる開発・普及

●将来を見据えた「フェロコークス」などの革新
的な技術開発

JFEスチール株式会社
常務執行役員

西崎 宏

役員メッセージ

JFEスチールの地球温暖化対策への取り組み
──低炭素社会の実現に向けて──

環境的側面

JFEグループ経営レポート報告 

巻上機

バケット

CDQ

ドラム

タービン

発電機

循環ブロアコークス炉

貯水池

（PJ※3）

（目標）
（年度）

出典：（社）日本鉄鋼連盟

ボイラー

CDQの操業と外観

※1 京都議定書・第一約束期間
2008年度から2012年度までの間に、先進国の温室効果ガス排出
量を1990年比5％削減することをめざしている。

※2 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（粗鋼生産1億トンを前提）することが目標。追加的取
り組みとして、集荷システムの確立を前提に廃プラスチック100万
トンをリサイクルすることもめざしている。

※3 PJ
ペタジュール（1015ジュール）。1PJは原油換算で2.58万kℓ。

　第2次中期経営計画期間中（2006年度から
2008年度）は、日本鉄鋼連盟の自主行動計画
の達成に向けて約1,000億円のCO2排出量削
減・省エネルギー投資を実施し、着実な成果を
挙げました。2009年度も継続して投資を行っ
ています。主な稼動設備は次の通りです。
●CDQの新設
（2009年3月稼動、西日本製鉄所・倉敷地区）
●高効率酸素設備の新設
（西日本製鉄所・倉敷地区）
●高炉熱風炉の省エネタイプへの更新改修
（西日本製鉄所・福山/倉敷地区）
　また、本社・事業所で省エネパトロールを
実施するなど、省エネ活動を継続して進めて
います。

　2008年度実績でエネルギー消費量を1990年度比11.5％削減しました。計画達成のための補完的措置と
して京都メカニズムを活用し、日本鉄鋼連盟全体で5,600万トンのCO2排出枠を購入契約済みです。このうち
4,000万トンは国連に登録済みです。

CDQの仕組み

日本鉄鋼連盟「自主行動計画」の進捗

自主行動計画の達成に向けた取り組み

JFEグループ経営レポート 



●加熱炉燃料低減
●大型排熱回収設備
高炉炉頂圧発電、
焼結排熱回収など

●工程連続化
連続鋳造設備、
連続焼鈍設備など

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

取
り
組
み
の
推
移

省エネルギー設備導入

●廃プラスチック高炉吹込
●リジェネバーナー導入
●エンドレス圧延
●都市ガス高炉吹込技術
●高効率酸素プラント

さらなる
省エネルギー推進

●シャフト炉新設（20０８年８月稼動）
●ＣＤＱの増強（20０９年３月稼動）
●リジェネバーナー導入拡大
●高効率酸素プラント導入拡大
●転炉ガス顕熱回収
●Super-SINTERTM新設
●高炉熱風炉の更新改修

省エネルギーによる
地球温暖化防止対策

（1973年＝
100とした指数）

（年度）

JFEスチール 原単位 
削減

　2009年度は、減産状況下にもかかわらずさら
なるCO2削減を進め、1973年度から2009年度
までにエネルギー原単位で37％削減し、世界最
高水準のエネルギー使用効率を達成しています。

　JFEスチールは、下記の「エネルギー原単位
の推移」のグラフに示したように、長年の間、省
エネルギーやCO2削減に取り組んできました。
その主なものは、製銑・製鋼工程で発生する副
生ガスの回収、CDQ※1やTRT※2などを利用し
た排熱・排圧エネルギーの回収などです。

※1 CDQ（Coke Dry Quenching）
コークス乾式消火設備。

※2 TRT（Blast Furnace Top Pressure Recovery Turbine Generation）
高炉炉頂圧発電設備。

JFEスチールのエネルギー原単位の推移

省エネルギーへの貢献で複数の受賞

　JFEスチールは、省エネルギーに関する継続的
な取り組みのなかで、さまざまな賞を受賞し、社
会への貢献が認められています。2009年度に受
賞が決まった技術は、次の通りです。

JFEスチールの「Super-SINTERTM」が低CO2川崎パイロットブランドに選定

　JFEスチールの「Super-SINTERTM」などJFE
グループの3件の技術が川崎市の「2009年度低
CO2川崎パイロットブランド」に選定されました。
低CO2川崎パイロットブランドは、川崎市が
2009年度に制定し、同市内で研究開発・製造さ
れた技術・製品のなかから、特にCO2排出削減に
寄与するものを選定し表彰する制度です。
「Super-SINTERTM」は焼結機へ水素系気体燃
料を吹き込む技術で、JFEスチールが世界で初め

第42回 市村産業賞貢献賞：
「高耐震性高強度鋼の開発」
第56回 大河内記念生産賞：
「ナノ表面制御による自動車用高機能鋼板の開発」

て実用化に成功しました。東日本製鉄所（京浜地
区）は2009年1月からこの技術を導入して運転
しています。

川崎国際環境技術展での表彰

省エネルギー・CO2削減への取り組み

JFEスチールの地球温暖化対策への取り組み
環境的側面

％削減

エネルギー原単位
1973年度比
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（年度）

（万t／年）

（年度）

（GJ/t-s）

（目標）

（PJ）

エネルギー
原単位

エネルギー消費量

（t-CO2/t-s）

（年度）
（目標）

（百万t）

CO2原単位

CO2排出量

　2009年度上期の粗鋼生産は、2008年度か
らの景気後退の影響を受けて大幅な減産とな
りましたが、下期は輸出マーケットが好調だっ
たことなどから回復し、通年では2008年度と
ほぼ同じレベルとなりました。なお、2009年度
の粗鋼生産実績は、1990年度比較で10％増
加しています。

　2009年度は、1990年度比較で粗鋼生産量
が10％増加しましたが、エネルギー消費量は
12％減少し、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）も20％
減と大幅に減りました。
　また、2009年度と粗鋼生産量がほぼ同じレ
ベルの2005年度と比較しても、エネルギー消
費量は約8％減少しています。

　2009年度は、1990年度比較で粗鋼生産量
が10％増加しましたが、CO2排出量は13％減少
し、粗鋼を1トン生産する時に排出するCO2の
量（CO2原単位）も21％減と大幅に減りました。
　また、2009年度と粗鋼生産量がほぼ同じレ
ベルの2005年度と比較しても、CO2排出量は
約9％減少しています。

JFEスチールの粗鋼生産量の推移

JFEスチールのエネルギー消費量・原単位推移（試算）

JFEスチールのCO2排出量・原単位推移（試算）

2009年度の粗鋼生産実績

2009年度のエネルギー消費量・原単位実績

2009年度のCO2排出量・原単位実績

エネルギー原単位
1990年度比

CO2排出原単位
1990年度比

削減

削減
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　日本エネルギー経済研究所の2008年度の
試算では、日本鉄鋼連盟加盟各社がこれらの
高機能鋼材を797万トン供給したことで、お客
様の製品使用段階におけるCO2排出抑制量
は、1,487万トン（国内851万トン、国外636万
トン）にのぼります。

　JFEスチールは、お客様と連携しながら、低
炭素社会と経済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。

船舶

電車

変圧器

自動車

発電用ボイラー国内
CO２削減量

万ｔ-CO２

輸出
CO２削減量

万ｔ-CO２

船舶変圧器

自動車 発電用ボイラー

出典：（社）日本鉄鋼連盟

高機能鋼材の使用段階でのCO2削減効果（2008年度）

製品によるCO2削減への貢献

JFEスチールの地球温暖化対策への取り組み
環境的側面

万トン

2008年度
CO2排出抑制量
鉄連加盟合計
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｢ECOARCTM｣によるスクラップ予熱

高温排ガスによる
スクラップ予熱 バッグによる

連続装入

O2、C

電極

JFEグループの海外技術展開
●焼結炉クーラー排熱回収設備
インドにおけるNEDO省エネモデル事業として受託し、
2009年度より工事を実施しています。

●環境対応型高効率アーク炉｢ECOARCTM｣※3
｢ECOARCTM｣技術の有効性が海外に認められ韓国へ
の導入が決まりました。また、タイでは技術導入に向け
た調査を行いました。

　
　JFEスチールは、世界最高水準の省エネルギー
技術を活用してAPP※1、worldsteel※2での活動
や中国との技術交流など、地球温暖化対策へ
のグローバルな取り組みを行っています。ま
た、JFEグループとして海外への技術展開を積
極的に実施し、国際社会に貢献しています。

中国との環境技術交流
　日本鉄鋼連盟と中国鋼鉄工業協会は、2005
年から毎年「日中鉄鋼業環境保全・省エネ先進
技術交流会」を開催しています。2010年4月
27、28の両日には、5回目の交流会を中国の遼
寧省・鞍山市で開催し、環境保全技術を中心に
活発な討論を行いました。

※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）。2005年7月に日本、豪州、中国、インド、韓国、米国、カ
ナダ（2007年5月参加）が気候変動、エネルギー安全保障などの問題に取り組むために設立した国際的な組織。

※2 worldsteel
世界鉄鋼協会。日本、米国、EU、ロシアなど55カ国・地域にある約180社の主要製鉄企業・鉄鋼団体で構成される。

※3 ECOARCTM
スチールプランテック（株）の商標。電気炉からの排ガスの熱を利用してスクラップを予熱することにより、従来の電気炉に比べて電力原単位を
大幅に削減できる。

東日本製鉄所（京浜地区）に「フェロコークス」製造パイロットプラントを建設

　JFEスチールはCO2の発生量を大幅に削減す
る革新的塊成物「フェロコークス」の製造プロセ
ス技術開発の一環として、パイロットプラントを
建設※することを決定しました。フェロコークス
は、高炉内で起こっている鉄鉱石還元反応の効
率自体を改善する革新的な高炉原料であり、還
元材比の大幅な低減が期待でき、CO2の排出削
減、省エネに寄与します。このプラントは新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成
を受けて当社を含む高炉4社が推進する「資源
対応力強化のための革新的製銑プロセス技術開
発」プロジェクトとして建設するもので、技術の
開発と早期実用化技術の確立をめざします。

環境・エネルギー技術の活用によるグローバルな温暖化対策への取り組み

JFEグループ経営レポート 

※プラントは東日本製鉄所（京浜地区）に建設し、工期は2009年
12月から約2年を予定しています。

現在の製銑プロセス

本プロジェクト

CO2排出抑制
省エネ

鉄鉱石

石炭

高品位

堅型連続乾留

革新的製銑プロセス（革新的塊成物利用構想）

成形

革新的
塊成物製造プロセス

装入物1

装入物2

装入物3

高炉
低品位原料の
利用拡大

革新的
塊成物

焼結機 焼結鉱

コークス炉 コークス

鉄鉱石

石炭

低品位



（年度）

（MWh/kh）（GWh）

電力使用量

労働時間
当たり
電力使用量

（年度）

（％）（千t）

廃棄物
排出量

リサイクル率

鶴見製作所に設置された太陽光発電設備

　JFEエンジニアリングは、オフィス部門での
省エネ活動、鶴見製作所の50kW太陽光発電
設備や6kW太陽追尾型発電設備の設置、生産
部門での電力使用量や、切断・溶接ガス使用量
などの削減に取り組んでいます。2009年度の
CO2排出量は16.3千トンとなりました。

　ユニバーサル造船は、昼休みの消灯や溶接機
器の待機電力の低減、高効率機器への更新、冷
暖房の温度設定の変更などの省電力に取り組
んでいます。生産部門とオフィス部門をあわせ
た2009年度の全社の電力使用量は、138GWh
で、前年度に比べ11GWh減少しました。また、
労働時間あたりの電力使用量（MWh/1,000時
間）も、前年度に比べやや減少しました。

　ユニバーサル造船の生産部門では、ごみ分
別箱の増設や現場パトロールなどによって、分
別の徹底や再利用、再資源化を推進し、ごみの
発生、排出抑制に取り組んでいます。また、オ
フィス部門では、廃紙の再利用やごみの分別
を徹底することで、オフィスごみの減量化・再
資源化に努めています。

　JFEエンジニアリングのオフィス部門では、
分別ルールの明確化を図るとともにリサイクル
パトロールなどを実施し、オフィスごみのリサ
イクルに努めています。工事現場や製作所で
は、分別の徹底やリサイクル方法の見直しなど
により、産業廃棄物の削減とリサイクルの推進
に取り組んでいます。

JFEエンジニアリングのCO2排出量推移

ユニバーサル造船の電力使用量の推移

廃棄物排出量の推移

（千t-CO2）

（年度）

地球温暖化防止

地球温暖化防止 廃棄物の発生・排出抑制

リサイクルの推進

環境的側面

JFEエンジニアリングの環境負荷低減活動

ユニバーサル造船の環境負荷低減活動

JFEグループ経営レポート 

マリンブロック®上のサンゴと魚群

マリンブロック®上に繁茂する大型海藻カジメと魚群

インドネシアのサンゴ再生試験の様子（東京海洋大学岡本准教授提供）

マリンブロック®上に群生するサンゴ

　JFEスチールは、鉄鋼を製造する過程で生成
された鉄鋼副産物（鉄鋼スラグ）を活用し、海
の環境保全に貢献しています。

　JFEスチールは、白化現象など、さまざまな
要因で世界的に衰退しているサンゴ礁の再生
技術開発に取り組んでいます。JFEスチールが
開発した「マリンブロック®」は、サンゴの主成
分と同じ炭酸カルシウムからなり、表面の微細
な凹凸がサンゴの着生を容易にします。
　宮古島で、マリンブロック®と、同じく鉄鋼ス
ラグから製造した着床具を利用することで、サ
ンゴが幼生から成長し産卵するまでの「サンゴ
再生サイクル」が完成することを実証しました。

　海藻の群落である藻場は、海洋生物の生息場
所や産卵場となるとともに、CO2を吸収して酸
素を供給するという大きな役割を担っています。
　JFEスチールは、この藻場の役割に注目し、
「マリンブロック®」の海藻着生機能を活かした
藻場造成事業を提案しています。

鉄鋼副産物で海の環境を再生

マリンブロック®を利用した
サンゴ礁再生

豊かな海のために藻場の造成を提案

海洋環境への取り組み

JFEグループ経営レポート 



蛍光灯から回収した金属蛍光灯から回収したガラス

蛍光灯内部に空気を送り込み（エアブロー）、蛍光粉を回収

　JFEグループは、さまざまな廃棄物のリサイ
クルに取り組んでいます。
　蛍光灯・使用済みプラスチックのほか、使用
済み家電のリサイクルや食品廃棄物リサイクル
などにも取り組むなど、資源循環型社会の一
翼を担っています。

　JFEは、一般家庭から分別回収された“プラ
スチック製容器包装（その他プラスチック）”を
リサイクル製品「RECOボード（NFボード®、
KGパネル」に再商品化しています。
　建設工事現場でコンクリート型枠として利
用されている「NFボード®」は、ベニヤ合板製
に比べ耐久性が高く使用可能回数が多いた
め、CO2排出量を約45％削減することができ、
また、木材伐採を減らすことにより、熱帯雨林
の保護に寄与しています。 
　薄物軽量ボード「KGパネル」は、現在、選挙
用ポスター掲示板などに利用されており、その
他の用途も開発中です。

　JFEは、横浜市、仙台市および福山市の3カ
所にリサイクル工場を設置し、蛍光灯のリサイ
クルを推進しています。蛍光灯には、微量の水
銀が含まれていますが、JFEの蛍光灯リサイク
ルでは水銀を安全に回収するとともに、ガラス
や金属製の口金部なども完全リサイクルして
います。
　口金と粉砕されたガラスなどは自動分別さ
れ、ガラス、金属、プラスチックの原料にリサイ
クルされます。水銀を除去した蛍光粉は、覆土
材などに加工され、水銀はドイツの専用工場に
運び、精製した上で無機薬品などにリサイクル
されます。

RECOボード

NFボード®
12×600×1,800mm

NFボード®製
組立椅子

KGパネル　
5.5×900×1,800mm

さまざまな使用済み製品のリサイクル

蛍光灯リサイクル RECOボード（NFボード®、KGパネル）

環境的側面

循環型社会を支えるリサイクル技術

万本

2009年度
蛍光灯処理量
（40W直管換算）

万台

2009年度
廃家電など
処理量

万トン

2010年度
容器包装プラスチック
（その他プラスチック）
落札量
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1. 気候変動と事業戦略
　今年度の報告書では、JFEグループの気候変動対応
に、かなり考え方の変化が見られるようになりました。
これまでも環境配慮型のオンリーワン・ナンバーワン
技術・製品が紹介されてきましたが、先進諸国を中心
とした気候変動規制の強化とそこから産み出される
新たな市場を見据えて、この問題にビジネス機会の視
点が明確に加えられるようになってきたからです。気
候変動をリスク要因とする姿勢から事業戦略の基本
課題として組み込む方向への転換が鮮明になったよ
うに思います。まさに、CSRと本業の一体化です。
　たとえば、JFEエンジニアリングは、2010年度の経
済的取り組みに関して、「世界各国における地球環境
問題に対する取り組みの本格化を飛躍の好機と捉
え、環境・エネルギー分野を中心に、積極的な事業展
開を図っていきます」と明言しており、JFEスチールで
は、NEDOの助成を受けて高炉4社が共同で推進する
省エネ・省資源性能にすぐれた「フェロコークス」の技
術や、EUの自動車排CO2規制に対応する電気自動車
関連の製品について、ビジネスとの関連で積極的な情
報開示を行っています。
　さらに、近年、企業責任の範囲に含められるように
なってきた温室効果ガスのスコープ3排出量に関して
も、製品使用時の顧客サイドにおけるCO2排出量の削
減効果に焦点をあてて、定量的な情報提供が行われ
ています。
　生産段階における省エネ・CO2削減も継続的に進

上智大学経済学部教授

上妻 義直氏

展しているようです。JFEスチールでは、エネルギー消
費量が90年比で12％減少し、原単位ベースでは20％
の減少になりました。これに呼応して、CO2排出量も
90年比で13％減少し、原単位ベースの減少率は21％
に達しています。こうした世界でもトップクラスのエネ
ルギー効率を誇る生産技術によって、事業戦略とCSR
マネジメントの連動性がさらに高まるように、今後の
推移を注目したいと思います。

2. 社会性報告の開始
　今年度最大の変化は社会性報告のウェブ開示で
す。これまで環境報告しかなかった詳細版に社会性報
告が加わり、名実ともにアニュアルレポート型CSR報
告書になりました。
　しかし、環境報告と比較して社会性報告には改善の
余地が多く残されています。その一つは情報の拡充で
す。国際企業として地域別・性別労働力分布や離職率
は必要な情報ですし、重要性の高い社会情報の洗い
出しと定量的開示は社会性報告の発展に不可欠で
す。また、経営レポートが主たる報告書である点を考
えれば、開示が普及している障がい者雇用率や育児・
介護休暇取得状況の経年比較は経営レポートへの開
示も望まれます。

3. 独占禁止法の遵守
　これまで毎年のように独禁法違反事例について報
告が行われており、2006年度は6項目、2007年度は8
項目、そして今年度は「就業規則の懲戒事由に独禁法
違反を付加」を含む4項目の再発防止策が記載されま
した。このことは問題の根深さと対応に苦慮するJFE
グループの苦悩を示唆しているように思います。独禁
法違反は法令違反に寛容な組織風土が温床となって
発生することが多く、一掃するには組織の末端まで徹
底的に意識変革する根気強さが必要です。今後とも
気を抜かずに、地道な防止活動の継続が望まれます。

JFEグループの社会・環境への取り組みについて
第三者コメント

JFEグループ経営レポート 



※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格付評価上資本性を併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 

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

　D/E レシオ※9

2005年度

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%

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

1株当たり情報

　当期純利益

　純資産

　配当金

555.02

2,236.32

100

513.58

2,548.09

120

450.58

2,619.11

120

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

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%

355.64

2,526.26

90

86.35

2,689.88

20

（百万円）

（円）

経営ハイライト

主要経営指標
JFEホールディングスおよび連結子会社

JFEグループ経営レポート 

（億円）

（年度）

（億円）

（年度）

（億円）

（年度）

（億円） （%）

（年度）

（億円）

（年度）

（億円）

（年度）

（億円）

（年度）

（人）

（年度末）

D/E
レシオ

（%）

（年度）

ROS

ROE

ROA

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／ROA／ROE ※8
※9

JFEグループ経営レポート 



2009年度2008年度

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

　受取配当金

　受取賃貸料

　たな卸資産関係益

　持分法による投資利益

　その他

　営業外収益合計

営業外費用

　支払利息

　為替差損

　固定資産除売却損

　その他

　営業外費用合計

経常利益

特別利益

　固定資産売却益

　投資有価証券売却益

　関係会社株式売却益

　特別利益合計

特別損失

　減損損失

　投資有価証券評価損

　特別退職金

　LSI事業構造改革費用

　本社等移転集約関連損失

　特別損失合計

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

法人税等合計

少数株主利益

当期純利益

2,844,356

2,505,746

338,610

249,835

88,775

619

6,699

7,009

4,269

6,442

15,030

40,069

19,463

6,930

12,665

20,496

59,555

69,289

3,563

4,996

 －

8,559

3,242

 －

3,652

－

－

6,895

70,952

17,015

4,404

21,419

3,873

45,659

3,908,282

3,199,268

709,013

301,207

407,806

1,233

9,003

7,024

13,023

22,867

8,737

61,889

22,506

－

19,540

27,086

69,133

400,562

－

13,788

3,256

17,044

21,265

55,268

－

6,568

3,465

86,568

331,038

131,212

5,396

136,609

199

194,229

（百万円）

自　2008年4月 1日
至　2009年3月31日（ ） 自　2009年4月 1日

至　2010年3月31日（ ）

財務セクション

連結損益計算書
JFEホールディングスおよび連結子会社

JFEグループ経営レポート 

2009年度2008年度

（資産の部）

流動資産

　現金及び預金

　受取手形及び売掛金

　商品及び製品

　仕掛品

　原材料及び貯蔵品

　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（純額）

　　機械装置及び運搬具（純額）

　　土地

　　建設仮勘定

　　その他（純額）

　　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

　社債発行費

　繰延資産合計

資産合計

31,334

497,500

233,485

64,695

326,276

61,065

117,429

 △894

1,330,893

435,137

703,299

528,056

100,848

32,828

1,800,170

69,830

565,053

50,034

106,873

△5,964

715,996

2,585,997

1,426

1,426

3,918,317

217,990

535,199

238,798

182,996

406,539

52,301

128,171

△876

1,761,121

446,922

748,746

531,601

76,280

39,681

1,843,232

79,786

448,014

93,214

107,274

△5,576

642,927

2,565,946

1,834

1,834

4,328,901

（百万円）

（2009年3月31日現在）（2010年3月31日現在）
2009年度2008年度

（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

　1年内償還予定の社債

　1年内償還予定の新株予約権付社債

　未払法人税等

　工事損失引当金

　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）

株主資本

　資本金

　資本剰余金

　利益剰余金

　自己株式

　株主資本合計

評価・換算差額等

　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

少数株主持分

純資産合計

負債純資産合計

344,336

133,802

13,997

70,000

 －

 －

 －

368,870

931,006

269,996

300,000

680,677

8,155

12,397

135,086

34,134

39,519

41,444

1,521,411

2,452,418

147,143

657,258

1,039,399

 △426,602

1,417,198

33,392

 △52

12,004

 △40,292

5,051

43,648

1,465,898

3,918,317

352,315

188,918

175,935

40,000

8,049

48,043

26,401

451,295

1,290,961

259,994

300,000

795,849

7,703

14,366

144,586

41,778

44,711

50,908

1,659,899

2,950,860

147,143

657,387

1,005,066

△426,649

1,382,947

△12,575

△1,221

14,755

△48,010

△47,052

42,145

1,378,041

4,328,901

（百万円）

（2009年3月31日現在）（2010年3月31日現在）

財務セクション

連結貸借対照表
JFEホールディングスおよび連結子会社

JFEグループ経営レポート 



前期末残高

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減

当期変動額

　剰余金の配当

　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

　土地再評価差額金の取崩

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

当期末残高

147,143

-

147,143

657,597

△209

△209

657,387

897,969

△10,507

△67,422

194,229

△153

△9,049

117,604

1,005,066

△270,927

△156,483

761

△155,722

△426,649

資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本

自己株式 株主資本合計

1,431,782

△10,507

△67,422

194,229

△156,483

398

-

△9,049

△38,327

1,382,947

（百万円）

前期末残高

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減

当期変動額

　剰余金の配当

　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

　土地再評価差額金の取崩

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

当期末残高

72,491

△85,067

△85,067

△12,575

その他有価証券
評価差額金

△469

△751

△751

△1,221

繰延ヘッジ
損益

5,658

9,096

9,096

14,755

土地再評価
差額金

△12,949

△35,060

△35,060

△48,010

為替換算
調整勘定

64,731

△111,783

△111,783

△47,052

45,167

△3,021

△3,021

42,145

評価・換算
差額等合計

評価・換算差額等
少数株
主持分 純資産合計

1,541,680

△10,507

△67,422

194,229

△156,483

398

-

△9,049

△114,804

△153,132

1,378,041

（百万円）

財務セクション

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

2008年度（自　2008年4月1日　至　2009年3月31日）

JFEグループ経営レポート 

前期末残高

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減

当期変動額

　剰余金の配当

　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

　土地再評価差額金の取崩

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

当期末残高

147,143

－

147,143

657,387

△128

△128

657,258

1,005,066

△15,876

45,659

1,798

2,750

34,332

1,039,399

△426,649

△323

370

46

△426,602

資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本

自己株式 株主資本合計

1,382,947

－

△15,876

45,659

△323

241

1,798

2,750

34,250

1,417,198

（百万円）

前期末残高

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減

当期変動額

　剰余金の配当

　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

　土地再評価差額金の取崩

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計

当期末残高

△12,575

45,968

45,968

33,392

その他有価証券
評価差額金

△1,221

1,168

1,168

△52

繰延ヘッジ
損益

14,755

△2,750

△2,750

12,004

土地再評価
差額金

△48,010

7,718

7,718

△40,292

為替換算
調整勘定

△47,052

52,104

52,104

5,051

42,145

1,502

1,502

43,648

評価・換算
差額等合計

評価・換算差額等
少数株
主持分 純資産合計

1,378,041

－

△15,876

45,659

△323

241

1,798

2,750

53,606

87,857

1,465,898

（百万円）

2009年度（自　2009年4月1日　至　2010年3月31日）

財務セクション

連結株主資本等変動計算書（2009年度）
JFEホールディングスおよび連結子会社

JFEグループ経営レポート 



2009年度2008年度

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（△は減少）

　受取利息及び受取配当金

　支払利息

　売上債権の増減額（△は増加）

　たな卸資産の増減額（△は増加）

　仕入債務の増減額（△は減少）

　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

　営業活動による
　キャッシュ・フロー

70,952

248,374

 △48,903

 △7,318

19,463

△13,739

200,622

6,974

21,444

497,870

11,305

 △20,567

△99,059

389,548

331,038

247,774

△9,014

△10,236

22,506

34,863

△110,769

△134,847

45,064

416,378

20,726

△21,550

△171,842

243,712

（百万円）

自　2008年4月 1日
至　2009年3月31日（ ） 自　2009年4月 1日

至　2010年3月31日（ ）
2009年度2008年度

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

　短期借入金の純増減額（△は減少）

　コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

　長期借入れによる収入

　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（△は減少）

現金及び現金同等物の期首残高

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

現金及び現金同等物の
期末残高

△233,441

8,628

△52,452

7,561

32,978

△236,725

2,350

△161,938

11,367

△180,948

80,000

△48,040

△287

△16,183

△7,937

 △321,617

△5,436

△174,231

206,605

△32

32,342

△291,667 

4,490

△77,521 

19,856

△5,295

△350,136 

△1,770

144,957

500,907

△174,103 

100,000

△80,000 

△154,350 

△67,379 

△8,194 

260,065

653

154,296

52,178

131

206,605

（百万円）

自　2008年4月 1日
至　2009年3月31日（ ） 自　2009年4月 1日

至　2010年3月31日（ ）

財務セクション

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

JFEグループ経営レポート 

金融機関

外国法人など

個人・その他

その他国内法人

証券会社

自己名義

政府および地方公共団体

※上記のほか、当社は自己株式 85,298千株を保有いたしており、出資比率の算定においては
自己株式を除いております。

（円） （ポイント） 出来高（東京証券取引所）　（千株）

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
年 年

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
年 年

TOPIX（終値）

株価（高値・安値）

名称（商号）

本社所在地
電話
URL

JFE（ジェイ エフ イー）ホールディングス株式会社
［英文名称：JFE Holdings, Inc.］
〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
03-3597-4321（代表）
http://www.jfe-holdings.co.jp/

設立年月日
資本金
発行済株式総数
株主数

2002年9月27日
1,471億円
614,438,399株
321,094名

上場証券取引所
定時株主総会
株主名簿管理人
および特別口座管理機関

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

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

大株主 所有者別分布状況

（2010年3月31日現在）

株主名 所有株式数
（千株）

出資比率
（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
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
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
明治安田生命保険相互会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口9）
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ 
ロンドン エス エル オムニバス アカウント

38,286 
28,784 
22,639 
15,985 
14,351 
9,975 
8,419 
7,163 

7,157

6,541

7.2 
5.4 
4.3 
3.0 
2.7 
1.9 
1.6 
1.4 

1.4

1.2

株価の推移 出来高の推移

会社概要

投資家情報

株主インフォメーション

JFEグループ経営レポート 



〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

03-3597-4381（IR室ダイヤルイン）
03-3597-3817（総務室ダイヤルイン）
03-3597-3734（企画部ダイヤルイン）

03-3597-3842（広報室ダイヤルイン）

I R 関 係
株式関係
環境関係

お問い合わせ先



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


