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本冊子

CONTENTS編集方針
本冊子は、昭和電工グループの環境・社会への取り組みについて、非財務情報の年次報告書として編
集しました。財務状況の詳細は、決算短信、有価証券報告書をご参照ください。

開示項目に関しては、ステークホルダー* の皆様からのご意見・ご要望を整理し、その中で昭和電工
グループが重要課題として取り組んでいる項目について、その活動方針と2014年の実績、具体的事例
を中心に報告しました。

ウェブサイトには最新の情報、事業所ごとの環境・社会報告書も掲載していますので、昭和電工グループ
のCSR 活動をより詳細にご覧いただくことができます。

レポートの報告対象範囲
報告対象期間
2014年 1月～ 12月に2015年の情報を付け加えています。

報告対象組織
本文中の記述において、「昭和電工」あるいは「当社」は昭和電工単体を、「昭和電工グループ」あるいは
「当社グループ」は主に昭和電工および国内連結子会社を対象としています。

発行
2015年 7月（次回発行は2016年 7月を予定）

作成部署
昭和電工株式会社　広報室

CSR 情報の報告媒体について
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。

昭和電工レポート2015
当社グループの概要と2014年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もご覧いただけます。

昭和電工CSRレポート2015　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。

昭和電工CSRレポート2015　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。
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* ステークホルダー … 企業の事業活動によって影響を受けるか、企業の事業活動に影響を及ぼすか、いずれ
かの個人または集団。株主・投資家、従業員、顧客・消費者、取引業者・納入業者、行政機関、行政官庁、
非政府組織（NGO）などがあります。
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昭和電工グループは、社会貢献企業の実現に向け、2005年の
CSR会議設置をはじめとする経営体制を構築して以降、CSR（企業の
社会的責任）をすべての活動の根幹においた事業活動を行っています。

「社会的に有用かつ安全で、お客様の期待に応える製品・サービス
を提供し、企業価値を高める」、「国際社会の一員としての責任を果た
し、その健全で持続的な発展に貢献する」ことが、当社グループが果
たすべき大きな社会的責任であるとの認識に立ち、全社員がグルー
プ行動規範に基づき、誠実に行動しています。

中期経営計画「PEGASUS PhaseⅡ」の完遂
当社グループは、現在推進中の中期経営計画「PEGASUS」の後

半二年間の計画である「PEGASUS PhaseⅡ」を2014年より始動し
ました。「グローバル市場で特徴ある存在感を持つ化学企業」の確立
に向け、引き続きハードディスク、黒鉛電極を両翼とする成長戦略を
推進するとともに、アルミ缶、高純度アルミ箔、半導体高純度ガス、
機能性化学品を「成長」事業と位置付け、伸長するアジア市場での
展開加速等、さらなる事業強化を進めています。

2014年の連結業績につきまして、売上高は、石油化学セグメント
はエチレン生産設備の4年に1度の大型定期修理の影響により減収と
なりましたが、他の5セグメントは主に数量増により増収となり8,765
億80百万円（前期比3.4%増）となりました。営業利益は、化学品、
エレクトロニクス、無機の3セグメントは増益となった一方、石油化学
セグメントは定期修理の影響に加え期末ナフサ価格の急落の影響を
受け大幅に減益となり、アルミニウムセグメントは地金高により減益と
なり、その他セグメントも小幅減益となったため、総じて209億15
百万円（同19.4%減）となりました。当期純利益は、固定資産除売却
損、投資有価証券評価損の増加等により35億00百万円（同61.4%
減）となりました。

世界経済は市場構造の変化の潮流のなかにあります。汎用品事業
における新興国企業との国際競争の激化、事業を取り巻く環境の激
しい変化のなかにおいても、変化の兆し、お客様のニーズを素早く捉
え、当社グループの業績向上、中期経営計画の達成につなげていき
ます。

環境へ配慮した事業活動
当社グループは、石油や鉱物資源などを原料に、社会の持続的な発

展に貢献するさまざまな製品を生み出し、お客様へご提供しています。
これらの事業活動において地球環境への負荷を低減することは重要
な使命であると捉えています。そのため、1995年には環境・安全・
健康に関する経営方針である「レスポンシブル・ケアに関する行動指
針」を策定、また2005年に「レスポンシブル・ケア世界憲章（RC憲
章）」に、2014年には改訂版RC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
です。世界の化学企業がこの活動に取り組んでいますが、当社グループ
においても、レスポンシブル・ケアを事業活動の中核に据え、安全の
確保に万全を期すとともに、省資源、省エネルギーの推進と産業廃棄
物および化学物質排出量の削減に努め、地球環境の保全に積極的に
取り組み、事業活動を推進します。

施策の重要性（マテリアリティ）
当社グループは、国内外に多くの事業・拠点を有しています。世

界規模で事業活動を進めていく上では、環境へ配慮した活動ととも
に、お客様の期待、社会のニーズに応える製品・サービスを提供し、
地域の皆様からの信頼をいただくことも重要です。同時に、グルー
プ内においては、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、ダイバーシティの推進、グループ全社員が働きやすい職
場環境の構築等が求められています。

ステークホルダーの皆様にとってより重要性の高い項目とは何かを
常に意識しつつ、今後も積極的に施策に取り組みます。

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る
ことを目指します。

本レポートはCSRをはじめとする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。

社会貢献企業を目指して
TOP MESSAGE

昭和電工株式会社
代表取締役社長
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昭和電工グループ概要 (2014年12月期）

A

B

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 >
http://www.sdk.co.jp/about/network/group.html

喜多方事業所
東長原事業所
小山事業所
小山事業所(那須)

大町事業所
塩尻事業所

伊勢崎事業所
秩父事業所
千葉事業所
川崎事業所
横浜事業所

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

1

5

A

2
3

4

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

B

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

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

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
昭和高分子シンガポール
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

本社1 2 名古屋支店 3 大阪支店 4 福岡支店 5 川崎オフィス

Europe

Korea

China
Taiwan

SE.Asia

America

海外拠点国内拠点

拠点

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

A

石油化学 化学品 無機

セグメント

事 業 者 名
本 社 所 在 地
連結子会社数
連結従業員数
連 結 業 績

昭和電工株式会社
〒105-8518　東京都港区芝大門1-13-9
45 社
10,577名
売 上 高  8,766億円
営 業 利 益     209億円
当期純利益      35億円

昭和電工グループ概要
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アルミニウム エレクトロニクス 先端電池材料部　他

A

B
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本社1 2 名古屋支店 3 大阪支店 4 福岡支店 5 川崎オフィス

Europe

Korea

China
Taiwan

SE.Asia

America

海外拠点国内拠点

拠点

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

A
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エチレン
さまざまな石油化学製品の原料となる
エチレンを、ナフサ以外の原料も使用
（原料多様化）して製造し、資源の有効
活用や高いコスト競争力に貢献してい
ます。

酢酸ノルマルプロピル（NPAC）
特殊グラビア印刷用インキの溶剤とし
て使われるNPACは、現在主流のトルエ
ン等に代わる環境にやさしい溶剤とし
て需要が伸びています。

耐熱透明フィルム
高い透明性と耐熱性を両立した当社の
耐熱透明フィルム「ＳＨＯＲＡＹＡＬ®」は、
ガラスの代替材料として、タッチパネル
や液晶等ディスプレイ分野へ展開して
います。

アリルアルコール
メガネレンズなどに使用されるアリルエステ
ルの原料や、エピクロルヒドリン、界面活性
剤、香料等の原料として幅広く使用されて
います。

大分　酢酸エチルプラント
食品パッケージなどの印刷インクや
塗料の溶剤として広く使用されている酢酸エチルを、
独自技術により製造しています。

石油化学事業部(オレフィン部、有機化学品部）石油化学
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。

ビオノーレ®

生分解性樹脂「ビオノーレ®」は、使用後
に微生物により水と二酸化炭素に分解
される環境にやさしい樹脂です。植物
由来原料への転換によりさらに優しい
樹脂を目指しています。

不飽和ポリエステル樹脂
軽く、強く、腐食しない特性を持つ不飽
和ポリエステル「リゴラック®」は、自動車
部品・家電製品・海洋開発まで多彩な
分野に使用されています。

炭酸ガス・ドライアイス
昭和電工ガスプロダクツ(株)では、炭
酸飲料向けを中心とした炭酸ガス、保
冷用ドライアイスを供給し、食糧資源の
安定供給と安全性の確保に貢献してい
ます。

電子材料用高純度ガス
半導体や液晶パネル、LED、太陽電池な
どをつくる過程で使用される、水素、アン
モニア、塩素、フッ素系などの数十種類
の高純度ガスを生産しています。

化学品
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電子材料用高純度ガス・薬品、強化プラスチック用樹脂、生分解性樹脂など
広範囲にわたる製品を提供しています。

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）

KPR（川崎プラスチックケミカルリサイクルプラント）
使用済みプラスチックを原料にアンモニアを製造しています。
アンモニアは火力発電所で脱硝用などに使用され、
排出ガスのクリーン化に貢献しています。
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エチレン
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アンモニアは火力発電所で脱硝用などに使用され、
排出ガスのクリーン化に貢献しています。
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CBN（立方晶窒化ホウ素）
ＣＢＮはダイヤモンドに次ぐ硬度をもっ
ていることから、自動車などの部品を切
削するための工具に使用されています。

アルミナ
セラミックスをはじめ、プラスチックの
フィラー(充填材）、耐火物、研磨用途な
ど、幅広い産業で使用されています。

コンデンサ用セラミックス
高純度酸化チタン「スーパータイタニア®」
は、身近な電子・電気機器に使用される
セラミックコンデンサの主要原料です。

光触媒
従来の屋外型だけでなく、室内でもそ
の効果を発揮する光触媒を開発。特
に、抗菌・抗ウィルス機能に優れている
ことから、今後の需要拡大が期待され
ています。

黒鉛電極
電気製鋼炉で鉄のスクラップを溶解するための部材で、
鉄のリサイクルに役立っています。
当社の黒鉛電極は優れた品質で、
世界各国のお客様から高い評価をいただいています。

冷却器
オイルクーラーやヒートシンクなどの産
業機器向けの熱交換器から、ハイブリッ
ドカー向けのパワー半導体用冷却器な
どを提供しています。

アルミニウム鋳造棒・鍛造品
自動車のコンプレッサー部品やエンジ
ンピストンに使用される、微細な合金組
織を持つアルミニウム鋳造棒とその鍛
造品「SHOTIC®」を生産しています。

レーザービームプリンター用
アルミニウムシリンダー
レーザービームプリンターの感光ドラム
に使用される表面品質の優れたアルミ
管です。カラー印刷の進展によって需
要が伸長しています。

セラミックス事業部、カーボン事業部無機
アルミナや研磨材、研削材、耐火材などのセラミックス製品、光触媒、
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
圧延品・押出品・鍛造品などのアルミニウム材料、コンデンサー用高純度アルミ箔、レーザービームプリンター用アルミシリンダー、
ハイブリッドカーなどに使用されるパワー半導体用冷却器、
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。

高純度アルミ箔
純度、製造プロセスなどに
きめ細かな制御が求められる
電解コンデンサー用の高純度アルミ箔は、
IT機器や家電、自動車に欠かせない電子部品の主要材料です。

アルミ缶
昭和アルミニウム缶(株)は、国内で初め
てアルミ缶を製造しました。軽量でリサ
イクル性に優れたアルミ缶は、国内だけ
でなく海外でも事業を展開中です。
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レーザービームプリンターの感光ドラム
に使用される表面品質の優れたアルミ
管です。カラー印刷の進展によって需
要が伸長しています。

セラミックス事業部、カーボン事業部無機
アルミナや研磨材、研削材、耐火材などのセラミックス製品、光触媒、
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
圧延品・押出品・鍛造品などのアルミニウム材料、コンデンサー用高純度アルミ箔、レーザービームプリンター用アルミシリンダー、
ハイブリッドカーなどに使用されるパワー半導体用冷却器、
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。

高純度アルミ箔
純度、製造プロセスなどに
きめ細かな制御が求められる
電解コンデンサー用の高純度アルミ箔は、
IT機器や家電、自動車に欠かせない電子部品の主要材料です。
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でなく海外でも事業を展開中です。
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LED
映像などの表示から照明などの用途向
けのＬＥＤだけでなく、植物育成に最適
な660nmの波長を持つ独自の赤色
ＬＥＤ素子も製造しています。

レアアース
ハイブリッドカーの駆動モーターや省エ
ネ家電などで需要が拡大しているレア
アース磁石合金。私たちは調達の多様
化や生産増強だけでなく、レアアースの
含有量を低下させた次世代磁石用合金
の開発も強化しています。

SｉＣエピタキシャルウェハー
パワー半導体材料であるＳｉＣエピタキ
シャルウェハーは、省エネルギー化が期
待できる次世代のパワー半導体に使用
される材料です。すでにデータセンター
のサーバー電源や鉄道車両向けデバイ
スへの使用が進んでいます。

エスペイサー®

エスペイサー®は、導電性高分子が主成分のチャージアップ防止膜形成材料です。
その塗膜は高い電子伝導性を示し、電子線リソグラフィーなどの荷電粒子線照
射プロセスにおいて、チャージアップによって生じる問題の解決に貢献します。

燃料電池部材
黒鉛化技術、成形加工技術、および表
面処理技術を駆使して開発した固体高
分子形燃料電池(PEFC)用のカーボン
樹脂モールドセパレーターや、白金代替
触媒などの開発を行っています。

新型電池
昭和電工パッケージング(株)では、ラミ
ネート型リチウムイオン電池の包材であ
るアルミラミネートフィルムに導電性を
持たせ、リチウムイオン電池の小型軽量
化に貢献する技術を開発しました。

HD（ハードディスク）
当社グループは世界最大のハードディスク外販メーカーとして、
最先端技術を駆使し、次々と大容量化を実現するとともに、
お客様からのご要望にスムーズに対応できるよう、
最適な生産・供給体制を構築しています。

肥料
昭光通商(株)グループの昭光通商アグ
リ(株)では、品質の良い農産物を生産
するための肥料開発や施肥指導、効率
的な生産を支える各種農業資材を揃
え、国内農業事業の拡大に寄与してい
ます。

黒曜岩パーライト
芙蓉パーライト(株)の黒曜岩パーライト（黒
曜岩を焼成加工させた天然資材）は、快適
な住環境に応える建築用軽量骨材（比重
0.1）です。屋上・造園緑化の土壌改良材
や、工業排水・油流出事故などに対応する
環境関連資材として活躍しています。

モレキュラーシーブ
ユニオン昭和(株)のモレキュラーシーブ
（合成ゼオライト）は、カークーラーなどの
冷媒乾燥や工場のプロセス中の水分・不
純物・有害物質の除去、環境問題（VOC
の除去や福島原発の汚染水処理）などの
解決に使われています。

防音型耐火二層管
昭和電工建材(株)が製造・販売する「ショ
ウワ遮音FDP」は、高度な遮音性と省ス
ペース性・耐火性・省施工性を兼ね備え
た高付加価値型の排水立管で、多くのマ
ンションやホテル、病院などで採用されて
います。

拡大するリチウムイオン電池市場において、
長寿命の負極材「ＳＣＭＧ®」、
高いシェアを誇るアルミラミネートフィルム「SPALF®」、
安定高品質でオンリーワン製品の正負極添加剤「ＶＧＣＦ®」
などを展開しています。

電子機能材事業部、HD事業部エレクトロニクス
超高輝度・高出力LEDなど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、
パソコンをはじめ、DVDレコーダーやゲーム機などのコンシューマーエレクトロニクス分野、
データセンター向けのサーバー用途など、高容量記録メディアとして使用されるハードディスクを提供しています。

先端電池材料部
負極材・アルミラミネートフィルム・導電添加剤などのリチウムイオン電池用材料と
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、
技術革新が進む電池分野における材料開発に取り組んでいます。

関連事業
各種化学品、軽金属、建築・土木資材の
製造販売などの事業を行っています。

リチウムイオン電池用材料
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グループ沿革

グループの歩み

★1931 国産法による硫安を製造
（昭和肥料(株)）

★1934 国産アルミニウムを工業化
（日本沃度(株)）

★1908 総房水産(株)設立
◆1921 髙田アルミニューム

器具製作所設立
★1926 日本沃度(株)設立
★1928 昭和肥料(株)設立
●1937 理研琥珀工業(株)設立
★1939 昭和電工(株)設立
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「不撓不屈」の精神で
事業を軌道に

昭和電工グループの礎を築く

戦後復興と高度成長の
波に乗って

事業を深化・発展

オイルショックを
乗り越えて

省エネルギー型製品への転換

有機・無機と
アルミの技術融合で
高付加価値事業へ
本格的に進出

有機・無機とアルミの技術の融合で
“進化する個性派化学の「具体化。」”に

取り組む。

★1945 硫安肥料生産再開

●1951 合成樹脂エマルジョンを国産化

●1953 不飽和ポリエステル樹脂を
国産化

●1965 ビニルエステル樹脂を国産化

◆1969 昭和アルミニウム缶(株)、
日本ではじめてアルミ缶を
生産

◆1981 高純度アルミニウム精製
「コージュナル法」開発

◆1986 アルミニウムシリンダーの
製造販売開始

★1988 ハードディスク事業へ進出

◆1981 一部工場でのアルミ缶
回収活動を開始

★1969 大分石油化学コンビナート
営業運転開始

◆1990 全社的なアルミ缶
リサイクル活動を開始

★1995 「レスポンシブル・ケアに
関する行動指針」を策定

★1997 RCレポート発行

★1998 企業行動規範制定

★1986  米国で黒鉛電極事業を買収、
昭和電工カーボン社設立

★2003 川崎事業所にて使用済み
プラスチックのアンモニア
原料化事業を開始

★2005 世界初の垂直磁気記録方式
ハードディスクの量産開始

★2009 パワー半導体用冷却器の
生産開始

★◆2001 昭和アルミニウム(株)との合
併を契機に、昭和電工(株)の
事業所・グループ会社にもア
ルミ缶リサイクル活動を拡大

★   2005 CSRレポート発行

★   2005 「レスポンシブル・ケア
世界憲章（RC世界憲章）」に
署名

★◆2001 昭和アルミニウム(株)を合併

★   2009 先端電池材料部を新設

★●2010 昭和高分子(株)を合併

★2011 「パワー半導体用冷却器
の開発」で第43回市村産
業賞貢献賞を受賞

★2013 植物育成用LED照明が
「2012年日経優秀製品・
サービス賞優秀賞 日経産
業新聞賞」を受賞

◯ パワー半導体SiCエピタキシャルウェハー
◯ 植物工場ユニット
◯ リチウムイオン電池用材料（パッケージ材、負極材）
◯ 燃料電池触媒
◯ ナノカーボンフルライン化(カーボンナノチューブ、フラーレン)
◯ プリンテッドエレクトロニクス

★2012 「私たちの行動規範と
実践の手引き」制定

★2013 長年のアルミ缶リサイクル
活動に対し、平成25度リ
デュース・リユース・リサイ
クル推進功労者等表彰「経
済産業大臣賞」を受賞

★2014 改訂RC世界憲章に署名

★2014 厚生労働省主催イクメン
企業アワード2014「特別
奨励賞」を受賞

★ 昭和電工(株)
◆ 昭和アルミニウム(株)
● 昭和高分子(株)

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、有機・無機とアルミの技術融合戦略とマー
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、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。

研究開発

当社グループはさまざまな社会的要請に対し、
私たちの持つ有機・無機とアルミの技術融合により、
他社に無いユニークな製品、ソリューションを提供し

“進化する個性派化学の「具体化。」”に
取り組んでいます。

進
化
す
る

 

個
性
派
化
学

主な研究テーマ

7/1に解像度を眼伸ばししました。

昭和電工グループは、わが国の重要な資源である豊富な水力を利用する電気化学工業の将来性に注目することから出発しました。
電気化学に端を発した当社グループの技術は、無機化学・有機化学・金属材料へと発展を遂げ、現在は、情報通信産業、
自動車産業に用いられる素材・部品や、生活に必要なさまざまな製品に受け継がれています。
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中期経営計画進捗紹介

成長4事業については海外を中心に事業拡充策を具体化し
てきました。

中でも、半導体高純度ガスは、日本、中国、台湾、韓国、
シンガポールに製造・物流拠点を有していますが、お客様に
対するサプライチェーンの機能が向上しました。

他の成長事業についても、アルミニウム缶事業のベトナム・

成長４事業に関する進捗状況

ハナキャン社買収、高純度アルミ箔の中国・南通市での工
場新設、本格稼働などの成果をあげました。機能性化学品事業
は、中国・上海とタイの2か所に海外拠点を有していますが、上
海の拠点についてはフル生産の状況が続いており、2015年
2月に、中国第2拠点として珠海市での新設を決定しました。

2014年の連結業績につきまして、売上高は、石油化学セ
グメントはエチレン生産設備の4年に1度の大型定期修理の
影響により減収となりましたが、他の5セグメントは主に数
量増により増収となり8,765億80百万円（前期比3.4%増）
となりました。営業利益は、化学品、エレクトロニクス、無
機の3セグメントは増益となった一方、石油化学セグメント

2014 年の連結業績

は定期修理の影響に加え期末ナフサ価格の急落の影響を受け
大幅に減益、アルミニウムセグメントは地金高により減益、
その他セグメントも小幅減益となったため、総じて209億
15百万円（同19.4%減）となりました。当期純利益は、固定
資産除売却損、投資有価証券評価損の増加等により35億00
百万円（同61.4%減）となりました。

HD事業は、エレクトロニクスセグメントにおける中心的
な事業として、安定的に高い営業利益を創出できる事業とし
て運営することができました。2014年については設備投資
など大きな案件はありませんでしたが、お客様との共同開
発の取り組みやHD基板とメディアに関して組織的な融合な
ど、一層の事業強化策を進めてきました。

黒鉛電極事業は、2011年以降、市況の世界的な低迷に

基盤（成長）の進捗状況

苦しんできましたが、需要低迷は2013年第3四半期で底を
打ち、2014年からは米国を中心に市況が上向いてきました。
米国・昭和電工カーボンで進めてきた能力増強工事は2014
年10月に完工しました。環境対策工事の追加などで増強工
事の完工は1年遅れましたが、結果として米国市場の回復と
タイミングをあわせることになりました。今後は需給動向を
見極めながら増強部分の稼働率を順次高めていく計画です。

　

▶ PhaseⅡ の事業ポートフォリオ

「PEGASUS」 PhaseⅡ 進捗報告
中期経営計画「PEGASUS( ペガサス）」Phase Ⅱの初年度である 2014 年の成果と 2015 年の施策についてご紹介します。
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あるべきコスト競争力を獲得するためには、どういうコスト
構造であるべきか、という視点に立ち、コストダウンを実行し
ます。

また、高純度アルミ箔の中国・南通や、2014年11月に竣
工したショウティック事業のマレーシア拠点などの新規事業
は、計画通りに売上高・利益を伸ばし、投資回収を早め事業
強化に貢献させます。

利益・キャッシュフローの達成に向けて

既存事業でも、競争力強化のためのさらなる原料転換、稼働率
向上、生産性向上あるいは製品構成の再構築に取り組みます。

2011年からの4年間は当社にとってはいわば向かい風の
環境にありましたがこの間、経営基盤の整備を相当進めてき
ました。高い目標を設定し、その達成に向けて懸命に努力す
る、「前向き、上向き、外向き」の発想で、利益・キッシュフ
ローの創出を図ります。

◆ 基盤 ( 安定）事業
石油化学と化学品の両セグメントの増益効果で基盤（安定）
の収益全体を押し上げる予定です。

◆ 新規(育成）事業
2014年に自動車業界がパワー半導体SiCの採用に積極
的な姿勢を見せるなど、市場が本格的に立ち上がり始め
ました。当事業には経営資源を重点的に投入し、早期に
軌道に乗せていきます。

◆ 基盤(成長）事業
ペガサスの両翼事業について、次の施策に取り組みます。

HD（ハードディスク）
・メディア高容量化技術の進展加速
・当社グループ内生産拠点の最適化

黒鉛電極
・昭和電工カーボン：下期以降に順次増強設備を稼働
・四川昭鋼炭素：将来の需要回復期に向けた体制を整備
・国内拠点：現状の稼働率を前提としたコスト構造の強化

ポートフォリオ別 2015 年の施策について

◆ 成長事業
4つの成長事業は、次のような施策を実行する予定です。

アルミニウム缶
ベトナム市場への本格的な拡販

半導体用高純度ガス
海外拠点の事業強化、サプライチェーン網の整備

機能性化学品
海外拠点での供給能力の増強、新たな市場の開拓と創出

高純度アルミ箔
生産性の改善、中国の現地顧客への拡販

項目 2014年実績 2015年計画*

売上高 （億円） 8,766 9,000

営業利益 （億円） 209 400

当期純利益 （億円） 35 150

▶ PhaseⅡ 計数目標

* 2015年2月発表
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CSR活動ハイライト

環境

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。

温室効果ガス削減と省エネルギーの取り組み

当社グループは、地球温暖化防止や自然保護の観点から、
生産プロセスの見直しや最適化、設備改造などの省エネル
ギー施策を推進しています。

2014年の温室効果ガス排出量は、二酸化炭素換算で
2,678kt-CO2(前年比24kt-CO2減）、そのうちエネルギー
起源CO2排出量は2,540ktｰCO2(前年比で1kt-CO2減）と
なりました。

また、当社は4事業所に水力発電所を保有し、クリーンエ
ネルギーとして活用しています。当社は電気使用量の21%
を水力発電でまかなっており、購入電気を利用した場合と比
較すると、年間約150ktのCO2を排出抑制しています。

2010 2011 2012 2013 2014（年度）

（kt-CO₂）

2005
基準値

排出量
■ CO₂(非エネルギー起源)
■ その他5ガス

■ CO₂(エネルギー起源)

2,678
2,509

2,7022,6952,728

3,621

▶ 温室効果ガス排出量の推移 
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産業廃棄物削減の取り組み

当社グループは、産業廃棄物処分量を削減するため、次の
ような取り組みを通じて、廃棄物発生量の抑制、再使用およ
び有効利用などを進めています。

◯ 廃酸・廃アルカリの再資源化 
◯ 廃油・廃プラスチックの燃料化（熱回収） 
◯ 無機性汚泥の有効利用（セメントなど） 

2014年度の産業廃棄物最終埋立処分量は単体912t 、
グループ会社246tの合計1,158tとなり、前年よりも202t削
減してグループ目標（1,600t以下）を達成しました。2015年
度はグループ目標を1,000t以下に設定し、グループとしてゼ
ロエミッションの達成に取り組みます。また、中間処理、最終
処分の委託先を査察し、当社からの廃棄物が適正に処理、処分
されていることを確認しています。

ボーキサイト残さの海洋投入処分は、2015年3月をもっ
て終了しました。

▶ 産業廃棄物埋立処分量の推移

■ 単体 ■ 国内グループ会社（t）
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235

1,087

273

912

246

化学物質排出量削減の取り組み

当社は、一般社団法人日本化学工業協会（以下、日化協）の
会員企業として1996年より化学物質の排出・移動量の調査
を自主的に実施しています。2014年度は、PRTR法対象物質
を含む433物質について調査を行い、132物質（うち法対象物
質は98物質）の結果を日化協へ報告しています。対象物質の
総排出量は前年度比横ばいでした。

今後も、PRTR法対象物質および年間排出量の多い物質について
は事業所ごとに削減計画を立て、重点的に排出量の削減に取り組
んでいきます。また、事業所周辺地域への影響を把握・評価する
とともに、地域住民の皆様や行政とのリスクコミュニケーション
を図りながら、相互理解のもとに排出量の削減を進めます。
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有害大気汚染物質の排出量削減

当社グループは、日化協の有害大気汚染12物質*1第2期
自主削減計画終了後、大気排出量の比較的多い物質について
前年比10%削減を目標に排出量削減に取り組んでいます。

今後も、代替物質への転換、回収・リサイクル率の向上な
どを一層推し進め、着実な削減に努めます。

大気環境負荷の低減

当社グループは、SOx、NOxおよびばいじんなどを削減す
るため、次のような対策を継続して実施しています。

◯ 燃料転換
◯ 燃焼法の改善（低NOxバーナーなど）
◯ 脱硫、脱硝装置の適切な運転管理
◯ 排熱回収による燃料の削減
◯ 監視体制の強化
今後も、大気環境負荷の低減に向けた取り組みを進めます。

水質環境負荷の低減

当社グループはCOD(化学的酸素要求量）、全窒素、全り
んなどの水質環境負荷低減のため、次のような対策を継続し
て実施しています。

◯ 製造プロセスの改善
◯ 排水処理設備の改善と適切な運転管理
◯ 水の循環利用の促進
◯ 監視体制の強化
今後も、水質環境負荷の低減に向けた取り組みを進めます。

新潟水俣病について

新潟水俣病に関しては、2015年、公式確認から50年が
経過しました。阿賀野川汚染により、被害者および周辺地域
の方々には多大なるご迷惑をおかけしました。当社は、この
問題の解決を図るべく、国や地方自治体とも連携をとりなが
ら、公害健康被害の補償等に関する法律をはじめとする法令
等に則り、今後も誠意をもって対応してまいります。

生物多様性の取り組み

持続可能な地球環境を将来にわたって維持していくため
には、生物多様性を確保し生態系の保全を図る必要があり
ます。当社は、2013年に「生物多様性民間参画パートナー
シップ*2」の行動指針の趣旨に賛同し、同パートナーシップ
に参加しました。当社グループは、この行動指針を踏まえ、
事業活動が生物多様性に与える影響を評価し、生物多様性に
配慮した活動に努めます。

*1　有害大気汚染12物質…化学業界が自主管理をする目的で選定し太有害大気汚染物質で、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロ
メタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,3-ブタジエン、ベンゼン、ホルムアルデヒド、エチレンオキサイドをさします。

*2　生物多様性民間参画パートナーシップ…「生物多様性民間参画パートナーシップ行動指針」の趣旨に賛同し、行動指針（1項目以上）に沿った活動を行う意思のある事業者、及びそのような事業者
の取り組みを支援する意思のある経済団体、NGO、研究者、地方自治体、政府等から構成される「マルチステークホルダー」のイニシアティブです。

表彰状有明の庭
摘み取られた茶葉は製茶工場で製茶し、
食堂での提供や関係者への贈答品として
使用しています。

日本緑化センター会長賞を受賞

昭和アルミニウム缶(株)大牟田工場は一般財団法人 日本緑化セン
ターより「平成26年度 一般財団法人 日本緑化センター 会長賞」を受賞
しました。
大牟田工場では、計画的に周辺との調和を図った緑地の管理に努めて

います。「中でも“有明の庭”と名付けられた、松や茶畑で有明海の海岸線
や海苔ひびを表現した茶畑の庭では、毎年従業員により茶摘みが行わ
れ、季節の風物詩となっています（同工場事務グループ）」。
このような工場緑化への積極的な取り組みにより、工場内外の環境向
上に顕著な功績があると認められ、このたびの受賞となりました。
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CSR活動ハイライト

安全

昭和電工グループでは、2008年より「創る安全」活動を
推進しています。

この活動は、リスクアセスメントに基づく危険源の特定と
改善により、災害の未然防止を図るもので、具体的には過去
の災害事例を参考にしています。リスクアセスメントとは、
職場の危険有害性を特定し、それによって生じる恐れのある
リスクを評価し、評価に応じた対策によってリスクを低減す
るプロセスのことです。

労働安全衛生

2014年の「創る安全」活動では、同年3月に発生した昭和
電工堺アルミ（株）での重篤災害について徹底した原因解析を
行い、グループ全事業場にて再発防止対策を実施しました。
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▶ 従業員休業災害度数率推移
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昭和電工(株)秩父事業所と
昭和アルミニウム缶(株)彦根工場
第38回日化協安全表彰優秀賞を受賞

秩父事業所と昭和アルミニウム缶(株)彦根工場は2014年5月、
一般社団法人日本化学工業協会安全表彰を受賞しました。本賞は、
化学業界が自主的に保安・安全衛生を進める一環として、優れた活
動を実施し模範となる事業場を表彰する賞で、現地調査や有識者に
よる安全表彰会議での審議の結果、選定されます。
秩父事業所は徹底したリスクアセスメントに基づく本質安全化に

加え、保護具の有用性を実感するための疑似体験教育や、安全啓発
のための月一回のビラ配りなど、工夫を凝らした安全教育を活発に
実施し、無災害記録を伸ばしています。
昭和アルミニウム缶(株)彦根工場は「設備・作業の本質安全化」と

「不安全行動の撲滅」を軸とした安全活動を実直に取り組み、無災害記録
を伸ばしています。また、工場長、製造部長による従業員全員との個人
面談を年一回実施し、安全意識の確認や意見交換を行っています。

2014年 5月、日化協より表彰を受けた、秩父事業所、昭和アルミニウム缶 (株 ) 彦根工場、
昭和電工セラミックス (株 ) 富山工場（レスポンシブル・ケア賞受賞）の皆さん

▶ 2014 〜 2015 年 昭和電工グループ RC 関連表彰受賞一覧
表彰名 受賞事業場・個人 受賞年月

RC 日本化学工業協会 第8回レスポンシブル・ケア賞 昭和電工セラミックス(株)富山工場「ゼロエミッションの取り組み」 2014年  5月

保安防災

平成26年度消防庁長官表彰 優良危険物関係事業所 昭和電工(株)龍野事業所 2014年  6月
平成26年度消防庁長官表彰 優良危険物関係事業所 ユニオン昭和(株)四日市工場 2014年  6月
平成27年度全国危険物安全協会理事長表彰　優良危険物関係事業所 昭和電工(株)先端技術開発研究所 2015年  6月
平成27年度全国危険物安全協会理事長表彰　優良危険物関係事業所 昭和アルミニウム缶（株）小山工場 2015年  6月

労働安全衛生

第38回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和電工(株)秩父事業所 2014年  5月
第38回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和アルミニウム缶（株）彦根工場 2014年  5月
平成25年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞 昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場 2014年  5月
平成25年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞 昭和アルミニウム缶（株）小山工場 2014年  5月
平成25年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞 昭和アルミニウム缶（株）彦根工場 2014年  5月
厚生労働省無災害記録証（第一種）　 昭和電工(株)小山事業所 2014年11月
平成26年度安全優良職長 厚生労働大臣顕彰 昭和電工(株)大分コンビナート製造部　エチレン課　久東栄一さん 2015年  1月
平成26年度安全優良職長 厚生労働大臣顕彰 昭和電工(株)大町事業所 製造部　電極課　市川正夫さん 2015年  1月
第39回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和電工(株)龍野事業所 2015年  5月
第39回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和電工(株)喜多方事業所 2015年  5月
平成26年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞 昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場 2015年  5月    
平成26年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞 昭和アルミニウム缶（株）小山工場 2015年  5月
平成26年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞 昭和アルミニウム缶（株）彦根工場 2015年  5月

*昭和電工グループ … （下線のグループ会社事業場は、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（〜 2014年9月）、名古屋研磨材工業（名古屋、塩尻）（〜 2014年9月）、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
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設備安全

当社グループでは、2014年は人的被害のない5件の設備
事故が発生しました（過去5年平均の事故件数 約5件／年）。
化学業界では2011年から重大事故が発生していることなど
もあり、当社グループにおいても「創る安全」活動を原点に
回帰すべく、経営会議でも安全関係を集中的に議論する「安
全会議」を行うなど活動を強化しています。この数年間に他
社で発生した事故は、自己反応性や爆発性が強いなど危険性
の高い物質を使用する設備で潜在リスクの抽出と対策が不足
して生じた事故です。当社グループではこれらを防止するた
めに、HRM（特別危険物質）審査の確実な実行、設備事故予防
チェックリストの活用、本質安全設計ガイドラインの有効活
用、産業保安に関する行動計画（石油化学工業協会）への対応
などの活動を行っています。

設備の異常事態発生を想定した
対応訓練を実施

(昭和電工セラミックス(株)塩尻工場）

2014年5月20日、昭和電工セラミックス(株)塩尻工場にて、電炉
の異常事態を想定した対応訓練を実施しました。
塩尻地区で想定される最も重篤な設備事故は電炉の水蒸気爆発

です。毎年この事故が発生した際の対応訓練を行い、非常時の初動
や建物からの退避、近接する職場で働く従業員の避難経路や集合場
所を確認しています。あわせて、サイレン・警報が聞こえるか、パトライ
トが正常に稼働するかについても点検をしています。
訓練を終えて出てきた反省点は修正や改善を行い、異常事態に的
確に行動ができるよう整備を進めています。

地震への対応

当社グループでは、今後発生が予想される地震動規模の予測
および設備・建屋の地震危険度評価と耐震化検討を2010年
に開始し、2012年までにグループ会社も含めてすべての
事業所の地震危険度評価を実施しました。設備・建屋の耐震
対策に関しても、地震危険度に応じた優先度を定め、順次実
施しています。2013年以降も継続して、地震リスク評価の
改定と耐震対策を実施しており、首都直下地震に対する国お
よび各自治体の動向を注視して、迅速な対応を行います。

重要度の高い高圧ガス設備、危険物施設、耐震改修促進法
にかかわる設備、水力発電用ダムなどの既設設備を現行の最
新耐震基準に適合させるべく、2014年から耐震診断、補強
を行っています。

地震を想定した防災訓練の実施
（徳山事業所）

2014年12月19日、徳山事業所にて、地震による漏洩からの火災
発生と津波を想定した防災訓練を行いました。
地震発生後に現場確認をした製造課員が漏洩と火災を発見、非常

ベルを鳴らし、全放送で「火災発生」のアナウンスをすることから訓練
は始まり、現場には現場本部を設置、状況確認および消火隊や環境・
救護班等の各組織への指示や状況連絡を実施しました。
また事務所には非常対策本部および総務隊を設置し、現場本部か
らの情報をもとにマスコミや関係機関の対応を模擬を交えながら実
施しました。
鎮火、漏洩停止後には津波避難指示に従った避難訓練も実施しま

した。
今回の訓練の成果を活かし、万が一の場合に備え各自がより適切

な対応ができるように努めていきます。
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CSR活動ハイライト

化学品安全・品質保証

品質保証

昭和電工では、お客様に製品を提供するために、法規制の
遵守に加えて、社内で「品質保証･品質管理規程」（以下「規
程」）を制定しています。
「規程」は、お客様が安心して当社製品をお使いいただける

「製品安全」という考え方をベースとし、製品の設計・開発、
製造、上市・販売、販売後の情報管理などを通じ、製品安全
活動を組織的、体系的に実施するための基本ルールです。

製品安全を確保する活動では、開発のスタート、お客様へ
のサンプル提供や新製品の販売などのタイミングで、製品自
体の安全性の確認だけではなく、お客様がどのように使用さ
れるか、製品がどのように廃棄されるかなど、製品に関係す
るさまざまな項目を考慮して危険性を抽出し、それらを低減
させます。この内容を社内スタッフが審査することで活動の
有効性を担保しています。特に、人体への摂取・接触の可能
性がある製品に関しては厳しい審査を行います。
「規程」は毎年見直し、世の中の状況変化に対応させ、製品

安全の有効性を高めています。

レベルアップ活動

当社グループでは、それぞれの製品や組織に合った独自の
体制で品質保証・品質管理のレベルアップを図っています。

グループ全体では、本社品質保証室による事業部・事業所・
グループ会社の監査、製品安全や品質管理に関する各種集合
セミナー、e-ラーニングによる自主学習を実施しています。

集合セミナーでは、品質管理体制・改善活動・「規程」の解
説・製品安全などのセミナーを開催しました。さらに、本社品
質保証室員が事業場へ出向き、事業場に即した内容で品質保証・
品質管理のレベルアップ
を目指す出前セミナーも
開催しました。

化学品安全

昭和電工グループは、ICCA（国際化学工業協会協議会）での
化学物質総合管理に積極的に取り組んでいます。

サプライチェーンを考慮しリスク評価・管理を強化する
JIPS*¹（Japan Initiative of Product Stewardship）に参加
し、製造・販売および使用・消費の段階での情報収集や安全
性評価など、化学製品のProduct Stewardship強化を進めて
います。

また当社は、化学物質管理の基盤インフラとなる「化学物質
総合管理システム」を導入して、国内外で取り扱うすべての化
学物質の情報を一元管理し、全社で情報を共有しています。

化学物質総合管理システムの導入

当社は、WSSD(持続可能な開発に関する世界首脳会議)の
「2020年までに化学物質の生産と使用が人の健康と環境に与える
悪影響を最小化する」という目標に向け、化学物質管理の基盤イン
フラとなる、「化学物質総合管理システム」を導入しました。この「化
学物質総合管理システム」の導入により、国内外で取り扱うすべて
の化学物質の情報を一元管理し、全社で情報を共有します。これによ
り、改正化学物質審査規制法（化審法）および化学物質把握管理促
進法（PRTR法）の各種届出や、EU・REACH*2、CLP*3規則、
BIOCIDE規則*4、US・HCS*5,TSCA*6改正等、各国法規制へ確実に
対応することが可能となりました。

▶化学物質総合管理システム概念図

*1　JIPS … 日化協で進めている、サプライチェーンを考慮したリスク評価・リスク管理を
強化する、化学物質管理の新たな自主活動のこと。

*2 　REACH…Registration, Evaluation, Authorization And Restriction Of 
Chemicals規則化学品の登録・評価・認可および制限に関するEUの法則

*3 CLP…Classifi cation, Labelling and Packaging　分類・表示および包装

*4 BIOCIDE規則…殺生物規則
*5 HCS･･･Hazard Communication Standard 危険物有害性周知基準
*6  TSCA…Toxic Substances Control Act　有害物質規制法

SHOWA DENKO Report 201520



環境 安全 労働慣行 地域社会・社会貢献CSR調達化学品安全・品質保証

CSR調達

購買に関する基本方針

当社は、CSR調達を推進するため基本方針を定め、取引先
(パートナー)を選定しています。

１）品質、価格、納期、経営の信頼性、安全性、サービス、
技術力および環境や社会への配慮を総合的に勘案した上
で、経済合理性に基づき最適なお取引先（パートナー）を
選定します。

２）お取引先の選定にあたり、国内外、過去の取引実績や企業グ
ループ関係などにこだわることなく、誠実に対応し公平かつ
公正な参入機会をつくり広く門戸を開放します。

３）法令および社内規定を遵守した購買活動を行います。

CSR 調達の推進

当社は、原材料調達から製造・販売に至るサプライチェーン
全体で、社会・環境に配慮した事業活動を行うことが重要と考
え、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の
対話を通して共有し、信頼関係をさらに強固なものとするととも
に、ガイドライン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。

2014年は、CSR調達開始から6年目、3年1サイクルの2
サイクル目の最終年でした。2サイクル目では、活動の深化と対
象の拡大を目標に掲げ活動を進めました。

また、当社だけではなく国内グループへもCSR調達活動を広
げ、グループ会社4社の同意を得て、パートナーの皆様への「自
己診断」を実施しました。今後はさらに「CSR訪問」の実施、
他のグループ会社への拡大を目指していきます。

今後ともパートナーの皆様のご賛同とご協力をいただきなが
ら、CSR調達活動に注力していきます。

環境・社会に関する要請への取り組み

部材の調達から使用、廃棄に至るすべてのサイクルを通じ
「地球にやさしく」を基本に、可能な限り環境に与える影響が
少ない製品を選択し、調達する取り組みが、情報機器・電気
電子製品・自動車関連のお客様を中心として世界全体で急速
な広がりをみせています。当社グループは、お客様からの環
境負荷物質の削減、欧州規制などによる有害化学物質の不使
用・不含有保証のご要求に対し、適切かつ誠実に対応してい
ます。

サプライチェーンにおける人権

サプライチェーン全体で人権に配慮した事業活動を進める
ため、CSR調達においてお取引先にも基本的人権の尊重、差
別の禁止、適正労働条件の確保、労働者の権利保護を求め、
協働で遵守していく取り組みを進めています。
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CSR活動ハイライト

労働慣行

ダイバーシティ

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、ダイバーシティ推進戦略に取り組んでいます。

当社グループでは2008年に「社員の多様性（ダイバーシ
ティ）を尊重した経営」を重要な経営戦略の一つとして、そ
の実現と具体化に取り組んできました。

第一フェーズの2008〜2012年は、社員の多様性を『認
知』する期間として、特に女性社員に焦点をあてた活躍推進
に取り組みました。その他、社員の多様化を推進する期間と
して「外国籍」、「障がいをお持ちの方」などの積極採用にも
注力しました。

第二フェーズの2013〜2015年は、当社グループで取り
組むダイバーシティ推進の『理解』の期間、第三フェーズは
社員一人ひとりがトライ&エラーをくり返しチャレンジする

『実践』の期間としています。そして2020年代には当社グ
ループ全体が、『人を活かす』『自分を活かす』企業になって
いることを目指しています。

当社グループでは、『自分を活かす』『人を活かす』取り組みを行った
グループ・社員に対して、市川グループＣＥＯ自らが直接表彰をする
ダイバーシティＣＥＯ表彰を開始しました。
『自分を活かす』『人を活かす』取り組みとは、「多様性を活かし合い、
組織・個人の創造力を高める」「新しい価値を生み出す、しなやかで活性
化した組織をつくる」ことです。マネジメントやコミュニケーション、働き
方、自分を変える取り組みを行うことで、企業価値を向上させたグルー
プ、個人を表彰します。
第一回目は２０１４年１０月２８日（グループ総合会議内）に開催され、
千葉事業所・HD事業部および横浜事業所が優秀賞を受賞しました。

第一回ダイバーシティＣＥＯ表彰が
開催されました。

女性従業員・外国籍従業員の活躍支援

多くの女性従業員から直接意見を聴きながら両立支援制度
の充実を図るとともに、研修会などを通じたキャリア形成支
援および女性管理職・リーダー育成のための意見交換会など
を実施しています。

また、外国籍従業員の定着と活躍支援を目的として、外国
籍社員交流会などの取り組みも進めています。

障がい者雇用

障がいをお持ちの方の雇用拡大を引き続き進めます。ま
た、知的・精神障がい者についても雇用機会の実現と職域の
さらなる拡大に加え、インターンシップ受け入れによる就労
支援などを進めています。

（ 年 / 月 ）

1.5

2.0

2.5

0

（%）

2010/6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6

● 法定雇用率
● 昭和電工

2.48

2.0

▶ 障がい者雇用率の推移（昭和電工単体）

精神障害者等
雇用促進モデル事業に参画

昭和電工は、２０１４年６月～２０１５年３月まで厚生労働省主催『平
成26年度精神障害者等雇用促進モデル事業』に参画しました。
また、総務・人事部内に「モデル職場」をつくりました。昭和電工グ
ループにおける障がいをお持ちの社員が、『自分を活かす』ことのでき
る会社になるために、そして、障がいをお持ちの社員を『人を活か
す』ことのできる会社になるために、さまざまな仕組みづくりを
行っています。

SHOWA DENKO Report 201522



環境 安全 化学品安全・品質保証 CSR調達 地域社会・社会貢献労働慣行

人権尊重の方針

当社グループは、経営理念で掲げた社会貢献企業の実現
に向け、「社会正義と企業倫理の遵守」を基本姿勢とし、人
権尊重をその根幹に位置づけて取り組んでいます。従業員
が正しい人権意識を身につけ、お互いを尊重し合える風土を
築くことが、企業の活性化とお客様や地域社会からの信頼に
つながり、会社の発展に資すると考えます。私たちは、社内
外で人権を尊重した行動に努め、一切の差別的行為やハラ
スメントおよび児童労働・強制労働等を行わず、取引先の課
題にも改善を働きかけるなどして、人権尊重に積極的に取り
組みます。

京浜地区人権研修を開催しました
2015年1月、京浜地区人権問題講演会を開催し、約300名の社
員が参加しました。これは、京浜地区事業場およびグループ会社を対
象に毎年開催しているもので、今年で21回目となります。例年、外部
講師を招いてさまざまな視点から人権の尊重について考える機会を
提供しており、本年は元オリンピック選手で熊本市議会議員（当時）
の松野明美先生から「人生は一番じゃなくていい～生まれてきてくれ
てありがとう～」と題してご講演いただきました。参加者からは「お互
いの良さや違いをともに認め、学びあい、理解しあえるように努め
ていきたい」などの感想が寄せられました。

ハラスメント対応

「昭和電工グループはハラスメントを許しません」と題した
リーフレットを全社員に配布し、基本姿勢を周知徹底するとと
もに、管理監督者層への教育や相
談窓口担当者のスキルアップ支援
などに取り組んでいます。

仕事と生活の両立への支援

当社は、社員のライフステージに応じた両立支援制度を設け、
男性・女性にかかわらず制度活用を促すさまざまな施策を
展開しています。

子育てサポート企業としての認定を
受けています

当社は、2008年に厚生労働省東京労働
局より「次世代育成支援対策推進法」に基
づく「基準適合一般事業主」として、次世代
認定マーク「くるみん」を取得しました。また
2013年にも、引き続き認定を受けました。

くるみんマーク

イクメン企業アワードにて
「特別奨励賞」を受賞

当社は、厚生労働省主催｢イクメン企業アワード2014｣において、
「特別奨励賞」を受賞しました。
｢イクメン企業アワード｣は、育児を積極的に行う男性＝イクメンを
応援する厚生労働省の｢イクメンプロジェクト｣の一環で、働きながら
安心して子どもを産み育てることができる労働環境の整備を促進す
るため、男性の育児参加を積極的に促進しつつ、業務改善を図る企
業を表彰する制度で、本年度が2回目の表彰となります。
このたびの受賞は、ダイバーシティマネジメントへ経営トップから
取り組み、ダイバーシティ推進に関し社内組織を立ち上げ、働き方の
変革に取り組んでいること、上司を経由して育児休業取得対象者へ
の育児休業取得を促していること、男性社員の育児休業取得の実績
などが特に評価されたものです。
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地域社会・社会貢献

昭和電工グループでは、製品・サービスの提供により社
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。

教育関連

当社グループは、「化学」への理解と関心を深めていただ
くことを目的に、事業場が立地する地域の小中学校への出前
授業、大学生を含めた学校関係の工場見学やインターンシッ
プの受け入れなど、教育活動に関する取り組みを積極的に
行っています。

出前授業
2014年8月7日、先端技術開発研究所(土気)は、地元の

大稚台自治会館にて、主に小学生を対象にした理科実験教室
を行いました。

今回の実験は、紙おむつに使用される吸水性ポリマーや洗
濯のりといった身の回りで使われているポリマーを用いて、
その性質を体験し、どうしてそうなるのかを知ってもらうこ
とをテーマとしました。

インターンシップ受け入れ
2014年11月18日〜20日、昭和電工ガスプロダクツ(株)

四日市工場は、三重県立四日市中央工業高校より2名の学生
をインターンシップとして受け入れました。

インターン生は、液化炭酸ガス・ドライアイスの製造現場、
高純度炭酸ガスの充てん現場などでの作業を体験しました。

事業所周辺の環境整備

当社グループでは事業所周辺の環境に配慮し、地域住民の
皆様や地元自治体と協働で美化活動を行っています。

2014年5月26日、龍野事業所は、周辺の一斉清掃を実施
しました。毎年、田植え前の時期に、事業所内だけでなく事業
所周辺の用水路の掃除と草刈り清掃を実施しており、基本的
に事業所の全社員が参加しています。

芸術・文化・スポーツ振興

当社グループでは芸術・文化・スポーツ振興に関して支
援を行っています。

2014年5月25日、千葉県市原市で毎年恒例の八幡臨海祭
りが開催され、千葉事業所、昭和電工エレクトロニクス(株)
が参加、子ども向けゲームコーナーを出店しました。
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地域との交流

事業所の活動について紹介するサイト情報誌の発行や、近
隣住民の方々に対応した工場見学の開催など、地域社会と
のコミュニケーションを図っています。

2014年11月24日、彦根事業所は、近隣自治会工場見学
会を開催しました。当日は近隣の二つの自治体連合から
計 12 名の参加をいただき、彦根地区におけるCSR活動状況
の説明と、昭和電工パッケージング(株)彦根工場の工場見学
および場内排水処理施設の見学を行いました。

地域発展・福祉

当社グループは、イベントや都市計画、街づくり活動へ
の参加・協力、中小企業に対する技術指導・支援、雇用や
商品・資材の地元調達などにより地域経済発展への貢献に
努めています。また、福祉関連などの活動を通じて地域社会
への貢献を図っています。

2014年8月5日、福島県会津若松市役所と喜多方市役所
の協力のもと「福島・会津マルシェ」を本社1Fロビーにて
開催しました。

アルミ缶リサイクル
当社グループでは、グループおよび協力企業の社員によるアルミ缶

リサイクル活動を行っており、本活動で得た売却益は、地域ごとにさま
ざまな施設や団体に寄付しています。いくつかの活動をご紹介します。

○ 昭和電工(株) 小山事業所
2014年7月3日、小山事業所はアルミ缶リサイクル活動で得たチャリ
ティーコースの収益金を、小山市社会福祉協議会の「どんぐり基金」に
寄付しました。

◯ ユニオン昭和(株) 四日市工場
四日市工場のアルミ缶リサイクル活動は、社会福祉法人あいプロ

ジェクトに多大なご協力をいただいています。
あいプロジェクトでは、アルミ缶を地域の自治会やお店などに回収に
行き、集めてきた缶を手動の圧縮機でつぶし、つぶした缶をユニオン昭
和に持ってきます。この作業は利用者の方にとって、単純作業で覚えや
すく、視覚的な結果がでて達成感があることから、年々回収量が増えて
きています。このアルミ缶の売却益は、あいプロジェクトの運営の一助
になっています。
ユニオン昭和では昨年、これまでの協力に感謝し、感謝状を贈呈しま

した。また、安全時間150万時間・20年間無事故無災害を達成した際
には記念品としてあいプロジェクトのお菓子を購入しました。
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財務ハイライト

財務データ

売上高、事業別売上高構成比率、営業利益・売上高営業利益率、当期純利益、
(追加候補)総資産、研究開発費、設備投資額、自己資本比率、
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20,915

38,723

47,357

28,109
25,953
3.1

3.8

5.5
4.9

26.1 26.8
29.2 30.6

会計年度 2010 2011 2012 2013 2014

売上高 797,189 854,158 739,811 848,071 876,580

営業利益 38,723 47,357 28,108 25,953 20,915

売上高営業利益率（単位 :%） 4.9 5.5 3.8 3.1 2.4

経常利益 30,471 40,018 23,448 23,488 22,102

当期純利益 12,706 16,980 9,368 9,065 3,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,293 69,437 53,310 63,565 65,996

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 49,074 △ 38,672 △ 40,209 △ 46,738 △ 47,225

フリー・キャッシュ・フロー 17,219 30,765 13,101 16,827 18,771

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 34,494 △ 17,295 △ 20,150 △ 6,805 △ 25,024

自己資本比率（単位 :%） 26.1 26.8 29.2 30.6 29.7

研究開発費 20,670 21,597 20,633 20,435 20,362

設備投資額 58,035 38,794 42,503 44,370 47,318

減価償却費 50,678 49,413 46,232 39,779 40,673

会計年度末 2010 2011 2012 2013 2014

総資産 924,484 941,303 933,162 985,771 1,011,083

自己資本利益率（ROE）（単位 :%） 5.2 6.9 3.6 3.2 1.2

純資産 284,965 295,745 314,966 345,811 320,504

有利子負債 351,034 347,308 342,262 353,686 383,124

D/E レシオ（単位 : 倍） 1.23 1.17 1.09 1.02 1.20

1 株当たり情報（円） 2010 2011 2012 2013 2014

1 株当たり当期純利益 8.49 11.35 6.26 6.06 2.38

1 株当たり期末配当金 3 3 3 3 3

▶ 財務関連データ （昭和電工株式会社および連結子会社） （単位:百万円）
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売上高、事業別売上高構成比率、営業利益・売上高営業利益率、当期純利益、
(追加候補)総資産、研究開発費、設備投資額、自己資本比率、

848,071
876,580

739,811

854,158
797,189

2010 2011 2012 2013 2014

▶ 売上高 ▶ 事業別売上構成比率

20,670
21,597 20,63320,633 20,435

▶ 研究開発費

58,035

38,794
42,503

44,370

▶ 設備投資額

29.7

47,318

▶ 自己資本比率

20,362

924,484
941,303

933,162
985,771

1,011,083

▶ 総資産
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▶ 営業利益・売上高営業利益率

■ 営業利益
● 売上高営業利益率

15.1%

10.7%
アルミニウム

化学品

30.6%21.2%
その他 石油化学

15.1%
エレクトロニクス7.3%

無機

2010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

（年） （年）

（年）2010 2011 2012 2013 2014 （年）（年）

（年）（年）

2014年
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12,706

16,980

9,368 9,065

3,500

▶ 当期純利益

20,915

38,723

47,357

28,109
25,953
3.1

3.8

5.5
4.9

26.1 26.8
29.2 30.6
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ホームページ : http://www.sdk.co.jp/　メールアドレス : sdk_prir@showadenko.com
Tel : 03-5470-3235　
昭和電工株式会社 広報室
お問い合わせ先

ユニバーサルデザインへの配慮印刷での配慮

当社が採用されているインデックス
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