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事業紹介

研究開発

拠点

事業者名 ： 昭和電工株式会社
本社所在地 ： 〒105-8518 東京都港区芝大門1-13-9
連結子会社数 ： 42社
連結従業員数 ： 10,234人
連結業績 ： 売上高  8,481億円
　　　　　営業利益  260億円
　　　　　当期純利益 91億円

昭和電工グループ概要（2013年12月期）

国内主要グループ会社については、下記をご参照ください。 2
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本社 名古屋支店 大阪支店

1 2事業開発センター
　先端技術開発研究所
　分析物性センター
　安全性試験センター

プロセス・ソリューションセンター
事業開発センター
　応用化学品研究所

喜多方事業所
東長原事業所
小山事業所
小山事業所（那須）

伊勢崎事業所
秩父事業所
川崎事業所
横浜事業所
千葉事業所

大町事業所
塩尻事業所

龍野事業所
堺事業所
彦根事業所

徳山事業所

大分コンビナート

福岡支店 5
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川崎オフィス

国内拠点

2 1

America

Europe
China,
Taiwan,
Korea

SE.Asia

東アジア
上海昭和化学品
上海昭和高分子
上海昭和電子化学材料
昭和電工科学儀器（上海）
上海肖瓦高分子商貿
浙江衢州巨化昭和電子化学材料
連雲港昭菱磨料
四川昭鋼炭素
昭和電工(大連)

昭和電工鋁業（南通）
贛州昭日稀土新材料
包頭昭和稀土高科新材料
昭和電工管理（上海）
昭和特殊気体
台湾昭和化学品製造
昭和電工HDトレース
台湾昭和電工電子
韓国昭和化学品

海外拠点
欧州
F2ケミカルズ
ショウティック・ヨーロッパ
昭和電工ヨーロッパ

石油化学
● 石油化学事業部（オレフィン部、有機化学品部）
石油化学セグメントでは、エチレン・プロピレンなどの石油化学基礎製品、その誘導品であるアセチル系・
アリルアルコール系誘導品などの有機化学製品を提供しています。

化学品
● 産業ガス事業部  ● 基礎化学品事業部（アンモニア・誘導品部、ソーダ・誘導品部）
● 情報電子化学品事業部  ● 機能性化学品事業部（機能性高分子部、特殊化学品部）
化学品セグメントでは、産業用ガス、工業薬品、高機能化学品、エラストマー製品から半導体産業向けの
高純度ガス・薬品、樹脂複合製品まで広範囲にわたる製品を提供しています。

無機
● セラミックス事業部  ● カーボン事業部
無機セグメントでは、アルミナや研磨材、研削材、耐火材等のセラミックス製品、電気製鋼炉用の黒鉛
電極、高機能カーボン製品を提供しています。

アルミニウム
● アルミ圧延品事業部  ● アルミ機能部材事業部  ● アルミ缶事業部
アルミニウムセグメントでは、圧延品・押出品・鍛造品などのアルミニウム材料、熱交換器・飲料用アルミニ
ウム缶などの高付加価値加工品を提供しています。

エレクトロニクス
● 電子機能材事業部  ● HD(ハードディスク)事業部
エレクトロニクスセグメントでは、高機能記録メディアであるハードディスク、超高輝度・高出力LED等の化合物
半導体材料、高性能モーター用のレアアース磁石合金を提供しています。

先端電池材料部
先端電池材料部では、負極材・導電添加剤等のリチウムイオン二次電池材料とセパレーターなどの燃料電
池カーボン部材を提供するとともに、技術革新が進む先端電池材料分野における新製品開発に取り組んで
います。

当社グループは、連結中期経営計画「ペガサス」に基づき、エネルギー・環境と情報・電子の2つの事業ドメインに研究開発資源を重点的に投入し、無機と有機の融
合戦略とマーケティングを重視した研究開発を推進しています。
研究組織としては、各事業部が主体となり既存事業の強化を行うとともに、特定分野の技術者を事業開発センターに集約して、既存事業の応用分野から次世代
テーマまでを含め所管する研究所（応用化学品研究所、先端技術開発研究所）、共通支援センター（分析物性センター、安全性試験センター）および事業化プロ
ジェクトを設置しています。

主な研究テーマ
石油化学 ： ディスプレイ用フィルム
化学品 ： 多官能チオール、各種中間体、化粧品原料
エレクトロニクス ： 次世代ハードディスク
アルミニウム ： 離床センサー
先端電池材料 ： リチウムイオン電池用素材・部材、燃料電池電極用触媒
その他 ： プリンテッドエレクトロニクス、パワー半導体SiCエピタキシャルウェハー、植物工場向けの各種部材

北米
昭和電工カーボン
ショウワ・アルミナム・コーポレーション・オブ・アメリカ
昭和電工アメリカ

東南アジア
ショウワ・スペシャルティガス・シンガポール
ショウティック・シンガポール
昭和電工HDシンガポール
昭和電工シンガポール
ショウワ・エステリンド・インドネシア
インドネシア・ケミカル・アルミナ

エターナル・ショウワ・ハイポリマー
昭和電工レアアースベトナム
ハナキャン
ショウワ・アルミナム・マニュファクチャリング・フィリピンズ
昭和電工HDマレーシア
ショウティック・マレーシア
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PhaseⅡ

■   2013年の昭和電工グループの業績

　2013年の国内経済は、安倍政権による金融緩和や積極

的な財政出動などの経済対策により株価上昇や円高の是正

等が進展したことを受け、個人消費が持ち直すとともに、企

業収益の改善もみられ、緩やかに回復しました。

　このような中、2013年の当社グループの業績は、売上高

に関しては主に石油化学セグメントにおける増収により

8,480億71百万円と前期比14.6％の増収となりましたが、

営業利益は石油化学、アルミニウム、化学品の各セグメント

で増加したものの、エレクトロニクス、無機の両セグメントで

は減少し259億53百万円と前期比7.7％の減益となりまし

た。経常利益は為替差益の計上等により234億88百万円と

前期比0.2％の増益となり、当期純利益は90億65百万円と

前期比3.2％の減益となりました。期末配当につきましては、

前期と同額の1株につき3円とさせていただきました。

■   PEGASUS PhaseⅡをスタート

　2014年から中期経営計画「PEGASUS」の後半計画とな

るPhaseⅡ（2014～2015年）をスタートいたしました。

PEGASUSでは「エネルギー・環境」と「情報・電子」という2領

域を事業ドメインとして設定し、これらの領域に向けて当社

グループ独自の特徴ある製品を開発・提供することにより、

「豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献する」ことを

目標に掲げ事業を推進しております。前半のPhaseⅠ期間中

（2011～2013年）における事業収益は、記録的な円高やエ

ネルギーコストの上昇、また先進国経済の停滞や新興国の

成長鈍化など厳しい経営環境下において、当初目標を大幅

に下回る結果となってしまいました。

　PhaseⅡにおいては、新たに、2015年に売上高9,500億

円、営業利益500億円、当期純利益250億円、そしてROA

（総資産営業利益率）5.0％という計数計画を策定し、事業活

動を進めてまいります。

　ハードディスクと黒鉛電極を当社グループの主力事業と

して引き続き強化を図るとともに、個性派製品であり国際競

争力を持つアルミニウム缶、高純度アルミ箔、半導体用高純

度ガス、機能性化学品の4事業を今回新たに成長事業と位

置付け、当社グループの成長とグローバル展開を図ってま

いります。

■   社会貢献企業の実現に向けて

　当社グループは、1995年に「レスポンシブルケアに関す

る行動指針」を策定し、2005年には「レスポンシブルケア世

界憲章」に署名しております。レスポンシブルケアとは「化学

物質を扱う企業が化学製品の開発から製造、使用、廃棄に至

るすべての過程において、自主的に環境・安全・健康を確保

し、社会からの信頼性向上とコミュニケーションを行う活動」

のことであり、世界の化学企業がこの活動に取り組んでいま

す。当社グループにおきましても、事業活動の中核としてレ

スポンシブルケアの強化を進めています。

　また、2005年には社内にCSR会議を設置し、グループ経

営理念の実現に向けて「コーポレートガバナンス体制やコン

プライアンス体制の強化」、「お客様満足度の向上」、「わかり

やすく透明性の高い情報開示体制の整備」、「働きやすい職

場環境の構築」等の施策を順次進めており、今後ともステー

クホルダーから高いご信頼をいただける企業グループであ

り続けます。

　当社グループはお客様の期待に応える製品・サービスを

提供するとともに、国際社会のサスティナビリティに貢献す

る事業活動を進め、すべてのステークホルダーの皆様から

信頼される企業であり続けたいと思います。本レポートは当

社グループの活動全般をできるだけわかりやすく記載した

ものです。ぜひご一読いただき、忌憚のないご意見を賜りま

したら幸いです。

PhaseⅡの事業ポートフォリオ

昭和電工株式会社
代表取締役社長

・パワー半導体
  SiC

新規（育成）

成長

基盤（安定）

基盤（成長）

・無機系各種機能材 ・LED ・ショウティック® ・レアアース

・基礎化学品・産業ガス ・LBP用シリンダー ・石油化学

・半導体高純度ガス ・高純度アルミ箔 ・ハードディスク

・黒鉛電極・機能性化学品 ・アルミニウム缶
・燃料電池触媒

・LIB電池材料

トップメッセージ

PhaseⅡにおいては当初ポートフォリオを見直し、「基盤（安定）」、「基盤（成長）」、「成長」、「新規（育成）」の4分野に改編しました。
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2013～2014年 トピックス

2010年後半に策定した2011年から5か年間の

中期経営計画「ペガサス」の当初目標との比較で

は、2013年の売上高は目標の1兆円に対して8,481億円、

営業利益は目標の800億円に対して260億円にとどまり

ました。マクロ経済の急激な変化に加え、特に黒鉛電極事

業、レアアース事業に関して需給や原料価格などの環境変

化が大きく影響し、目標未達の原因となりました。

一方、ハードディスク（HD）は需要動向に的確に対応した

2014年より中期経営計画ペガサスの後半であるPhaseⅡがスタートしました。

昭和電工グループの事業が社会とどのように関わり、どのように貢献するのか。

市川社長にインタビューしました。

2013年および中期経営計画ペガサスの振り返りをお願いします。

PEGASUS PhaseⅡ始動。PEGASUS PhaseⅡ始動。
豊かさと持続性が調和する
社会の創造への貢献を目指して

Special edition 1 市川社長インタビュー

生産と在庫管理を実施することで一定の収益を確保でき

る事業体質に、また、黒鉛電極事業についても新興市場で

の汎用製品への事業拡大を狙い、昨年中国の現地黒鉛電

極メーカーを買収するなどの事業構造改革を進めました。

その他、アルミ事業の構造改革、開発テーマの絞り込みな

ど、体質強化策を着実に積み重ねてきており、グループ全

体の事業強化が進んでいます。

現代社会は地球環境やエネルギー問題、人口増加

に伴う水や食料、そして介護、医療の問題など、さ

まざまな課題に直面しています。当社グループはソリュー

ションプロバイダーとして、数多くの製品・技術・サービス

を国際社会に提供することを通じて経営理念である「社会

貢献企業」の実現を目指しています。

当社は、有機、無機、金属という幅広い分野における技

術基盤を保有し、これらを融合させた革新的な製品をこれ

まで社会に提供してまいりました。現在は、石油化学、化学

品、エレクトロニクス、無機、アルミニウムといった分野で

事業活動を行っており、多様な製品が暮らしのさまざまな

シーンで活躍し生活を支えています。

また、現代社会が直面する課題の解決に貢献し、世の中に

必要とされる製品を創出し続けることを使命として、研究開

発を推進しています。パワー半導体SiCエピタキシャルウェ

ハーやリチウムイオンバッテリー材料など当社が優位性を持

つ開発テーマを事業化することにより、ペガサスで掲げた「豊

かさと持続性が調和する社会の創造」に貢献していきます。

中国の黒鉛電極
の一貫製造会社
である四川炭素
を四川昭鋼炭素
として子会社化
しました。

Q

A

A

A

ペガサス後半計画であるPhaseⅡにおいては、PhaseⅠ

（2011～2013年）期間におきた経済構造や環境の大

きな変化を織り込み、事業ポートフォリオを改変しました。

HDと黒鉛電極の両事業はPhaseⅡにおいても主力事業とし

て位置づけ、これに加えて、アルミニウム缶、高純度アルミ箔、

半導体高純度ガス、機能性化学品の4事業を新たに「成長」事業

として強化を図ります。これらの事業は、当社グループならでは

の強みを持つ個性的な事業であることと、高成長が続くアジア

を中心に市場拡大が見込めること、という共通点があります。

 中期経営計画ペガサスPhaseⅡがスタートしました。
計数目標

売上高

営業利益

当期純利益

ROA※（%）

8,481

260

91

2.7

2013
実績

2014
計画

2015
計画

8,800

320

140

3.2

9,500

500

250

5.0

（単位：億円）

※ROA：総資産営業利益率

Q

     アルミ缶
2014年5月、ベトナムのアルミ製缶メーカーを
買収、当社グループの生産技術や品質管理を
適用し、成長市場での競争力の強化を図ります。
（ハナキャンJSC）

     高純度アルミ箔
2013年10月、中国 南通に高純度アルミ箔の
最終工程を行う拠点を立ち上げ量産を開始し
ました。
（昭和電工 業（南通）有限公司）

     半導体高純度ガス
2014年1月、中国における高純度アンモニア
製造拠点の年産能力を1,000tから2,000tに
引き上げました。
（浙江衢州巨化昭和電子化学材料有限公司）

使用済みプラスチックのリサイクル原料を
用いています。

環境調和型アンモニアECOANN® 大電流での特性がよく、充放電を繰り返
しても特性の低下が抑えられます。

社会の課題を解決するためにどのような貢献ができると考えていますか？Q

現在主流の4インチサイズの高品質化
と同時に今後主流となる6インチサイズ
の量産化を確立しました。

人造黒鉛負極材「SCMG®」

パワー半導体SiC
エピタキシャルウェハー

研究開発品

電子機器、家電製品、自動車などをは
じめ、新エネルギー分野にも使われ
ています。

アルミ電解コンデンサー用
高純度アルミ箔

高度情報化社会の基盤
を支えます。

ハードディスク

省資源、省エネルギー
に貢献します。

黒鉛電極
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資材調達

購買・SCM部での
CSR調達の取り組み

R＆D

高純度アルミ箔の
開発を通じて省エネ
課題に貢献

製造・販売

伊勢崎事務所での
環境への取り組み

お客様使用時

お客様の製造現場で活躍する
当社の排ガス除害装置

リサイクル・
廃棄時

アルミ缶リサイクル
を事業として実践

昭和電工グループの主なCSR活動を、資材調達からリサイクル・廃棄に至るまでのす

べてのプロセス（バリューチェーン）で整理しました。バリューチェーン全体において、

CSRを実践することによって、当社グループおよび社会の持続的発展に貢献します。今

年、当社グループが中期経営計画ペガサスの後半の計画において「成長4事業」と位置

付けた事業を例に、その実践の様子をご紹介します。

バリューチェーン全体
を対象としたCSR活動

Special edition 2

昭和電工では、CSR調達に取り組んでい
ます。
当社のCSR調達は「昭和電工グループ
CSR調達ガイドライン」をパートナーの皆様
と共有し、その遵守を求めることで、お互い
の企業価値を向上させることを目指すもの
です。当社はその遵守状況の確認のため、自
己診断、CSR訪問、フォローアップの３つの活
動を行っています。

昨年、日本国内において、当活動を昭和電
工単体からグループ会社にも拡大し、グ
ループ会社のパートナーの皆様にもCSR調
達に取り組んでもらうことを開始しました。
また、CSR調達ガイドラインの英語版と中国
語版を作成、ホームページ上に公開しました。
しかし、自己診断についてはまだ日本語にし
か対応していません。今後は海外のパート
ナーへの展開を課題としています。

世界的なエネルギー需要の高まりにより、石油などの資源
の枯渇が懸念されています。昭和電工グループでは、社会
的課題に配慮した資材調達を行っています。

資材
調達

お客様
使用時

昭和電工（株）本社 購買・SCM部の取り組み
購買・SCM部 越智 伸一

アルミ電解コンデンサーは、テレビやエ
アコン、自動車や太陽光発電のパワーモ
ジュールなど、身の回りの多くの電化製品
に搭載され、省エネに貢献しています。昭
和電工グループの高純度アルミ箔は加工
された後、アルミ電解コンデンサーの主
要材料である電解箔として用いられてい
ます。
アルミ電解コンデンサーは、高純度アル

ミ箔を加工して得られる陽極箔と電解紙、
陰極箔を重ね合わせた積層構造を有して
います。比較的安価で大きな電気容量が
得られることが特徴です。当社では、独自
の精製技術であるコージュナル（CJ）法を
活かし、溶解鋳造から箔までの一貫した製
造プロセスで、電解エッチングに適した品
質の高純度アルミ箔をお客様に提供する
ため、製品開発に取り組んでいます。

昭和電工グループでは、最終製品がどのように社会的課
題の解決に貢献するのかを意識しながら、素材や部品の
開発に取り組んでいます。

自己診断票　

排ガス処理装置

アルミ電解コンデンサー

PFC除害装置HB3000

経産大臣賞受賞

昭和電工グループでは、お客様での使用時においても、社会的
課題の解決に取り組んでいます。ここではお客様の製造工程で
地球温暖化ガスの排出削減に貢献している製品をご紹介します。

R＆D

昭和電工堺アルミ（株）開発部の取り組み
堺事業所 生産・技術統括部 開発部　
（左から）中川 信太郎、杉本 公徳、西森 秀樹

伊勢崎事業所では、建築資材や車両・情
報機器分野といった幅広い産業や用途で
使用されるプラスチック材料の開発およ
び生産を行っています。環境規制や化学物
質規制が強まる中、より環境に配慮した生
産が求められており、当事業所でも汚染物
質の排出量削減、ゼロエミッションなどを
達成してきました。

伊勢崎事業所では今までの常識やルー
ルを見直し、「家族に自慢できる」事業所を
全員でつくることを目標に、さまざまな環
境負荷低減活動に取り組んでいます。ま
た、当事業所では、工場見学会の開催や事
業所周辺の清掃活動に参加するなど、地
域に開かれた事業所を目指して活動して
います。

昭和電工グループでは、生産時においても、廃棄物や環境負荷
の削減、省資源、省エネルギー等の社会的課題に配慮するとと
もに、地域内に開かれた事業所を目指して生産を行っています。

製造

昭和電工（株）伊勢崎事業所の取り組み
伊勢崎事業所 環境安全グループ 平林 和幸

アルミ缶のリサイクルは、日本で広く浸透
しているリサイクル活動です。回収された使
用済のアルミ缶は、新しいアルミ缶の材料と
して使われるのはもちろん、自動車部品や製
鋼用脱酸材等に再利用されています。
アルミ缶をリサイクルすることは、新しく

ボーキサイトからアルミ地金を作るのに比
べ９７％のエネルギーを節約することができ

ます。節約されたエネルギーは、日本全国の
家庭が14日間で使う電力量とほぼ同じです
（2013年アルミ缶リサイクル協会調べ）。
昨年、昭和電工グループは40年以上にわ

たるアルミ缶リサイクル活動に対して、3R推
進協議会より経済産業大臣賞を受賞しまし
た。この受賞を励みに、昭和電工グループを
あげてさらにこの活動を推進していきます。

昭和電工グループでは、リデュース・リユース・リサイクル
という社会的課題を意識して、私たちの製品がその役割を
終えた後に、分別や回収のしやすい設計やそれらの再利用
可能となることを配慮した製品づくりを行っています。

廃棄時

（株）昭和アルミニウム缶リサイクリングセンターの取り組み
企画推進部 大山 雅之

半導体や液晶パネルの製造のドライ
エッチング工程においてはPFCガス類が
使用されますが、これらは温室効果ガスで
あるため、使用後の排ガスの処理が必要と
なります。
当社はこれらの排ガスを処理する除害
装置を製造しています。
PFCガス類の地球温暖化係数は、CO2と

比較すると数千～数万倍もあります。当社
の除害装置は、日本国内だけでなく海外で
も活躍していますので、これらの稼働によ
りCO2換算で年間約940万トンの排ガス
が削減されていることになります。
環境問題は地球規模の課題です。今後、
海外展開により力を入れていきます。

昭和電工（株）情報電子化学品事業部の取り組み
情報電子化学品事業部 ファイン装置グループ
（左から）早坂 裕二、鳥巣 純一

詳しくはWebでご覧ください。
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昭和電工グループでは『自分を活かす』『人を活かす』を

キーワードに、ダイバーシティマネジメントに取り組んでい

ます。2013年から、以下の取り組みを実施しています。

❶ ダイバーシティを経営戦略の1つに掲げる

❷ ダイバーシティ推進体制の構築

❸ 女性管理職数（比率）目標値設定　

❹ 厚生労働省主催「平成26年度 精神障害者等雇用
　 促進モデル事業」に参画決定

多様な方が『自分を活かす』ことができる職場づくりを目

指し、障がいをお持ちの方の採用、継続的な活躍の推進に

取り組んでいます。

CSR活動ハイライト

労働慣行1 人権、企業倫理・コンプライアンス2

ダイバーシティ戦略の推進

昭和電工グループでは、製品・サービスの提供で社会に

貢献するとともに、当社グループ特有の資源（技術・人材・設

備）を活用した社会貢献を各地で行い、地域の発展に資す

ることを目指しています。

地域の小中学校への出前授業、工場見学やインターン

シップの受け入れ、地域の皆様と協働での環境保全活動、

アルミ缶リサイクル活動などの活動を積極的に行い、皆様

とのコミュニケーションを図っています。

性別にかかわらず活躍できる企業を目指し、2008年

から2012年の5年間、女性活躍推進の取り組みを行い

ました。

①女性の積極採用・配置 ②キャリア設計･能力開発支援 

③多様性を尊重したマネジメント、企業文化の形成 ④多様

な働き方を実現する環境整備の4つの柱を設け、様々な

施策を実施した結果、女性社員数の増加（国内単体

9.6％（2007年同期比＋3.4％）・国内連結10.3％（同＋

0.6％（2013年末））女性管理職数の増加（国内単体15

名（2007年末時点：7名）に繋がりました。

社内メール便集配作業
をするインターン生（右）

■ 障がい者雇用率の推移

2.5

2.0

1.5

0

●昭和電工 △法定雇用率（％）

（年/月）2008/6 2009/6 2010/6 2011/6 2012/6 2013/6

2.0％

2.34％

障がい者
雇用率 2.34 2013年

6月現在%

2007年末
時点

2013年末

9.6 （国内単体）%女性の比率

女性管理職数

7名

40名（5％）

2013年末
時点 15名に増加▶

▶

10.3 （国内連結）%▶

※女性管理職数
　（比率）目標値を
　定めました。

2020年末

障がい者雇用について

女性の採用・育成について

私たちの行動規範と実践の手引き

昭和電工グループは経営理念で掲げた社会貢献企業の

実現に向け、人権尊重、社会正義と企業倫理の遵守を基本

姿勢としています。

経営理念を具体化す

るうえで、従業員が考え

行動するための指針とし

て「私たちの行動規範と

実践の手引き」を定め、

実行しています。

（ ）

当社グループの行動指針である。「私たちの行動規範」

には、社内外における様々な差別の禁止、サプライチェー

ンにおける人権などあらゆる人権尊重に関する方針を明

記しており、この方針に基づき、各事業所や関係会社で社

員の人権意識向上のための啓発活動や、職場でのハラス

メント対応、女性や外国籍従業員の活躍支援、障がい者雇

用の促進、CSR調達の推進などに取り組んでいます。

人権に関する取り組み

地域社会／社会貢献3

人権尊重やコンプライアンス意識の向上を目指して、さ

まざまな取り組みを行っています。

人権、企業倫理・
コンプライアンスに関する教育

人権研修
2014年1月、京浜地区事業場お
よびグループ会社を対象にした
人権問題講演会開催し、300名の
社員が参加しました。

法務・知財研修週間
2013年11月18日～21日、法
務・知財研修週間として法務、知
財、コンプライアンスなどに関す
る講座を実施しました。（11月18
日開催 独禁法基礎教育の様子）

ハラスメント相談窓口担
当者研修
2013年10月と11月にハラスメ
ント相談窓口担当者研修を開催
し、40名の担当者が参加しました。

出前実験授業
2013年11月29日、影森小学校3年生を対象に、
LEDと磁石を使用した出前実験授業を行いました。
（秩父事業所）

工場見学
2013年12月17日、SEI's Open Houseを実施し、近隣の
SMAN 1 Pulo Ampel高校の全校生徒と先生方に工場を
ご覧いただきました。（ショウワ・エステリンド・インドネシア）

環境保全活動
2013年6月22日、歩きながら美化活動を行う
「クリーン塩尻」大作戦に多くの従業員が参加し
ました。（塩尻事業所）

2013年以降も継続して取り組んでいます。

本社地区では就労支援施設、特別支援学校などからインター

ンシップの受け入れを行っており、2013年10月～12月の間に

8名のインターン生に就労体験をしていただきました。今後も

引き続き本活動を実施していきます。

厚生労働省主催
「平成26年度 精神障害者等雇用促進
モデル事業」に参画することが決まりました

Topics

業務最終日、職場のメンバーと一緒に
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製品

大気排出

水域排出

昭和電工単体 国内グループ会社

OUTPUTINPUT

エネルギー
（原油換算）
昭和電工単体

原材料

内部有効利用

内部減量化

温室効果ガス（kt-CO2）
SOx　（ｔ）
NOx　（ｔ）
ばいじん　（ｔ）
日化協PRTR対象物質（ｔ）
日化協有害大気汚染物質（ｔ）※1

（ ）内は前年比

昭和電工グループ

95万kℓ
（+6万kℓ）

国内グループ会社※2
45万kℓ

昭和電工単体
5,825万m3

（-321万m3）
国内グループ会社
347万m3

（-19万m3）

水

2,178（+135）
398（-55）

1,267（+301）
166（-8）

198（-33）
17（-4）

467（+14）
4（+1）
27（-4）
7（+3）

175※4（+114）
10（+3）

昭和電工単体 国内グループ会社
COD（ｔ）
窒素（ｔ）
全りん（ｔ）
日化協PRTR対象物質（ｔ）
排水量（kt）

380（+15）
458（+39）

10（-3）
25（-80）

28,667（-3,615）

5（0）
1（0）
0（0）

1（+1）
4,089（+1,005）

昭和電工単体 国内グループ会社
外部排出量（ｔ）
外部有効利用（ｔ）
外部減量化（ｔ）
廃棄物最終埋立処分量（ｔ）※3

22,912（-3,148）
10,927（-182）

10,898（-2,203）
1,087（-763）

8,668（+227）
7,825（+78）
570（+112）
273（+38）

昭和電工単体 国内グループ会社
日化協PRTR対象物質（ｔ） 0（0） 0（0）

昭和電工単体
5,542ｔ
（+1,283ｔ）

国内グループ会社
0ｔ

昭和電工単体
52,767ｔ
（+2,285ｔ）

国内グループ会社
7,434ｔ
（-25ｔ）

産業廃棄物排出

土壌排出

（年度）20112010 2012 2013

100

75

50

（％）

100%
87%

81%

23%削減

77%

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

（％）

（年）04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

■ 2010年度比 昭和電工エレクトロニクス（株）年間電気使用量

■ 従業員休業災害度数率推移

　昭和電工グループでは、環境保全を経営の重要な課題としてとらえ、気候変動（地球温暖化）への取り組みや、

化学物質・廃棄物などの排出量削減にグループ全体で積極的に取り組んでいます。

CSR活動ハイライト

レスポンシブル・ケア活動4

環境

労働安全衛生 保安防災 化学物質管理

昭和電工エレクトロニクス（株）では継続した省エネ対

策を実施しています。2013年は設備改善によるクリー

ンルーム空調動力の削減、圧縮空気・純水などユーティ

リティの運転効率化、照明のＬＥＤ化等を実施し、2013

年度年間電気使用量は2010年の約77％となりました。

昭和電工エレクトロニクス（株） 省エネの取り組み

創る安全活動により設備・作業のリス

クアセスメントが進み、2013年までは

活動の成果が安全成績に現れつつあり

ましたが、2014年3月に昭和電工堺ア

ルミ(株）にて重篤災害を発生させてし

まいました。この災害についても徹底

的な原因解析を行い、現在当社グルー

プ全事業場にて再発防止対策を行って

います。

化学大手にて大規模な設備事故が

頻発していることから、当社グループ

でも「創る安全」活動で運用中の「設備

事故予防チェックリスト」に、日本化学

工業協会の保安事故防止ガイドライン

等の内容を織り込んだ改訂版を作成し、

水平展開を開始しました。

そのほか、HRM（特別危険物質）審査

の確実な実行、本質安全設計ガイドラ

インの試用も実施しています。

当社が国内外で取り扱うすべての化

学物質の情報を一元管理・共有化する

ことを目的に、「化学物質総合管理シ

ステム」を導入しました。これにより、事

業にかかわる国内外の化学物質関連

法規制に確実に対応することが可能に

なります。

2013年はさらにシステムの改良を

行い、海外向けSDSの作成システムな

らびにGPS/JIPS安全性要約書作成シ

ステムの整備を進めました。

廃プラスチック 処理・処理品（固形燃料としてボイラーや
焼却炉の燃料に使用される）

汚泥の減量化と有効利用により2008年にゼロエ

ミッション（産業廃棄物埋立処分量／発生量が1％以

下）を達成後、リサイクルの難しかった塩ビ廃プラなど

のリサイクルも実現し、2011年には「産業廃棄物埋立

ゼロ」を達成しました。この成果が認められ、日化協第

8回レスポンシブル・ケア賞RC優秀賞を受賞しました。

龍野事業所「西はりま消防組合」との
合同消防訓練（2013年6月）

※1 日化協有害大気汚染物質排出量は、日化協PRTR対象物質に含まれる。
※2 昭和電工グループ会社の範囲：連結対象関係会社のうち、以下の国内製造業11社の合計。昭和電工ガ

スプロダクツ、昭和電工セラミックス富山工場、昭和アルミニウム缶、昭和電工パッケージング、昭和
電工建材、新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、東北金属化学、昭和電工HD山形、名古屋研磨材
工業。ただし、温室効果ガス排出量は、昭和電工エレクトロニクス、鶴崎共同動力を含み、温対法特定
排出者として報告義務のない新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、名古屋研磨材工業を除く。

※3 廃棄物埋立処分量は、その年の生産活動に由来した廃棄物のみ対象とした。
※4 国内グループ会社について、PRTR法対象物質から日化協PRTR対象物質に範囲を拡大した。

■ 2013年 昭和電工グループ 事業活動に伴う主な資源の利用と環境への負荷

　昭和電工グループは事故・災害の撲滅を図るため、独自に作成した「創る安全チェックリスト」を活用した

「創る安全」活動を2008年より推進しています。

安全

レスポンシブル・ケアとは
化学製品の開発から廃棄までの過程で環境・安全・健康を確保する活動全般のこと。
昭和電工は、（一社）日本化学工業協会（日化協）レスポンシブル・ケア委員会に加盟しています。

Topics 1 昭和電工セラミックス（株）富山工場 産業廃棄物埋立処分量「ゼロ」達成Topics 2

※5 グループ会社範囲（2013年12月現在）：（下線の関係会社事業場は、2011年度より災害統計範囲に追加。）：鶴崎共同動力、昭和電工セラミックス（富山）、塩尻昭和、昭和電工パッケージング
（彦根、伊勢原）、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エレクトロニクス、昭和電工建材、ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイクリングセンター、ハイパック、昭和電工ガスプ
ロダクツ、クリーンエス昭和、日本ポリテック、カナヱ化学工業、昭和電工研装、東北金属化学、名古屋研磨材（名古屋、塩尻）、東京アルミ線材（～2013年3月）、昭和電工HD山形、芙蓉パーライト

全産業 化学工業 昭和電工
昭和電工グループ※5
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財務・非財務ハイライト

営業利益・売上高営業利益率売上高 事業別売上高構成比率 当期純利益

09 10 11 12 13
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2,496
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0

3,000
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09 10 11 12 13
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（人）
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（百万円）

0

10,000

30,000

20,000

09 10 11 12 13

38,666

58,035

38,794
42,503

44,370

（百万円）

0

15,000

30,000

45,000

60,000

09 10 11 12 13

924,484 933,162
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0

5,000
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△37,981
09 10 11 12 13

678,204

797,189
854,158

739,811

848,071

（百万円）

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

総資産 設備投資額 研究開発費

温室効果ガス排出量 産業廃棄物最終埋立処分量 従業員休業災害度数率 従業員数

2009 2010 2011 2012 2013

会計年度

会計年度末

1株当たり情報（円）
1株当たり当期純利益
1株当たり期末配当金

財務関連データ
（単位：百万円）

注記 ： 12月決算のため、会計年度は各年1月から12月、会計年度末は各年12月末のデータ

昭和電工株式会社および連結子会社

売上高
営業利益
売上高営業利益率（単位:％）
経常利益
当期純利益
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
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己資本比率（単位:％）
研究開発費
設備投資額
減価償却費

総資産
自己資本利益率（ROE）（単位：％）
純資産
有利子負債
D/Eレシオ（単位:倍）

933,162

3.6

314,966

342,262

1.09

6.26

3

739,811

28,108

3.8

23,448

9,368

53,310

△40,209

13,101

△20,150

29.2

20,633

42,503

46,232

985,771

3.2

345,811

353,686

1.02

6.06

3

848,071

25,953

3.1

23,488

9,065

63,565

△46,738

16,827

△6,805

30.6

20,435

44,370

39,779

△29.44

3

678,204

△4,983

△0.7

△22,325

△37,981

19,846

△26,595

△6,749

28,402

25.5

20,743

38,666

54,178

958,303

△15.7

286,722

373,911

1.30

8.49

3

797,189

38,723

4.9

30,471

12,706

66,293

△49,074

17,219

△34,494

26.1

20,670

58,035

50,678

924,484

5.2

284,965

351,034

1.23

11.35

3

854,158

47,357

5.5

40,018

16,980

69,437

△38,672

30,765

△17,295

26.8

21,597

38,794

49,413

941,303

6.9

295,745

347,308

1.17

2009 2010 2011 2012 2013

非財務関連データ

2,496

2,085

2,645

1,360

2,829

2,752

2,732

2,591

2,660

2,144

9,890

0.14

10,234

0.22

11,564

0.29

11,597

0.14

11,542

0.13

0970 71 10 11 12 13

（%）

0.0

2.5

5.0

7.5

10.0
海外 国内全産業 化学工業 昭和電工

昭和電工グループ※3

環境パフォーマンスデータ
温室効果ガス排出量（kt-CO2)※1 （昭和電工グループ）※2

産業廃棄物最終埋立処分量（t)※1 （昭和電工グループ）※2

社会性データ
従業員数（人）（連結）
従業員休業災害度数率（昭和電工グループ）※3

※1 各年、4月から3月までの年度での集計
※2 昭和電工グループの範囲はP11を参照
※3 昭和電工グループの範囲はP12を参照

POINT.1
2013年は、生産量の増加と購入電力
のCO2排出係数悪化の影響を受け、
エネルギー起源CO2排出量が増加
し、温室効果ガス全体として前年に
比べ149kt増加して2,645ktとなり
ました。

POINT.3
2008年から推進中の「創る安全」活
動により、設備・作業のリスクアセス
メントを進め、リスク低減対策を実施
してきましたが、2013年の昭和電工
グループ従業員休業度数率は0.22
（前年より0.08増）となりました。

POINT.2
無機性・有機性汚泥の有効利用など
の取り組みや、前年の特殊要因に
よる増加の反動減により、2013年
は前年に比べ725t減少し、1,360t
となりました。

235235

5,9055,9055,905

4,3294,329

212212201201

6,4496,449
6,1016,101 6,0316,031

5,8025,802

5,1155,115
5,4965,496

5,5115,511

4,0884,088

1,1201,120

958,303958,303 941,303941,303

21,59721,597

昭和電工
国内グループ会社

POINT.4
海外拠点の事業拡大により2013
年の海外従業員比率は42％となり
ました。

09 10 11 12 13
△4,983

38,723

△0.7

4.9

5.5

3.8
3.1

47,357

28,108
25,953

（百万円） 営業利益 （%）

0

15,000

30,000

45,000

60,000

0

2

4

6

8
売上高営業利益率

計

848,071
百万円

石油化学

32.3 %
その他

19.9 %

エレクトロニクス
15.4 %

化学品

14.8 %
無機

7.4 %

アルミニウム

10.2 %

273273273
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お問い合わせ先
昭和電工株式会社 広報室
Tel : 03-5470-3235　
ホームページ:http://www.sdk.co.jp/　メールアドレス: sdk_prir@showadenko.com

当社が採用されているインデックス

印刷での配慮 ユニバーサルデザインへの配慮

2014年1月現在

昭和電工グループと社内外のステークホルダーにとって重要度（マテリアリティ）が高いと考えられるCSRへの取り組みに
ついて、「昭和電工らしさ」や「わかりやすさ」に配慮して制作しています。

編集方針

昭和電工グループのCSRへの取り組みをステークホルダーの皆様にご理解いただくことを目的に、皆様からのご意見・ご要
望も踏まえ、できる限り読みやすくわかりやすい情報開示となるよう工夫しています。お読みいただく目的によって選んでいた
だけるよう、以下の媒体を通じてご報告を行っています。

CSR情報の報告媒体について

昭和電工CSRレポート2014 
ダイジェスト[本冊子]
中期経営計画ペガサス Pha s eⅡと
CSRの関連やバリューチェーンにおける
従業員の取り組み、期中の主なトピック
スを中心に掲載しています。Web（フル
レポート）[HTML版]のダイジェストとし
てご覧いただけます。

CSRレポート2014 
Web（フルレポート）[HTML版]
昭和電工グループのCSRへの取り組み
についてWebサイトで開示しています。
各種ガイドラインを参考に網羅性を
重視するとともに、期中の活動につい
て速報性を高めた情報発信を行って
います。

CSRレポート2014 
Web（フルレポート）[PDF版]
Web（フルレポート）［HTML版］で網羅
的に開示している情報を、年次の報告書
としてPDF版で発行しています。印刷時
のレイアウトなど閲覧性に配慮しており、
また章ごとの印刷も可能です。


	SHOWA_CSR2014_h01
	SHOWA_CSR2014_P01-02
	SHOWA_CSR2014_P03-04
	SHOWA_CSR2014_P05-06
	SHOWA_CSR2014_P07-08
	SHOWA_CSR2014_P09-12
	SHOWA_CSR2014_P09-10_0722

	SHOWA_CSR2014_P13-14
	SHOWA_CSR2014_h04



