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企業理念

報告媒体について

昭和電工レポート2017　（統合報告書）　〔PDF版〕
ウェブサイト（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。

昭和電工レポート2017　ウェブサイト（フルレポート）
〔HTML版〕
昭和電工グループの取り組みについてウェブサイトで開示して
います。期中の活動について速報性を高めた情報発信も行って
います。

昭和電工グループは経営理念のもと、豊かさと持続性の調和した社会の創造に貢献する「社会貢献企業」の実現を目指して
います。

この方針をステークホルダーの皆様にしっかりと「約束」させていただく宣言としてスローガンを制定しました。
また、経営理念を実現していくために、さらには国際社会と当社グループの持続的発展のために、私たちが何をしていくべ

きかを「私たちの行動規範」として定めました。
企業価値の持続的な向上により社会から信頼・評価されるためには、株主様をはじめ、お客様、取引先、地域関係者、社員

などのステークホルダーの皆様と適切な関係を維持・発展させていくことが重要であり、これを「グループ経営理念」として
明確にし、その実現に向けた経営を推進しています。

想像するだけでは、何もはじまらない。
カタチになってこそ、世界は大きく変わる。
だから、私たち昭和電工の真ん中には常に、
具体化への強い意志があります。
それはひとりひとりが、最後までやりきる、ということ。
人類が想い描いた夢を、化学のチカラで、
ひとつひとつカタチへ。
そのために私たちは、新しい発想と
深い技術力を持つ個性派企業として、
すばやく大胆に行動し、
静かな集団から、燃える集団へ変わります。
そして、世界中の先進企業たちと、ともに考え、
ともに働き、最良のパートナーとなることで、
ひとつでも多く、人々の豊かな暮らしへの願いを、
具体化していきます。

昭和電工グループ経営理念

私たちは、社会的に有用かつ安全で

お客様の期待に応える製品・サービスの提供により

企業価値を高め、株主にご満足いただくと共に、

国際社会の一員としての責任を果たし、

その健全な発展に貢献します。
私たちの行動規範

実践の手引き

グループ
経営理念

グループスローガン
「具体化。」

グループスローガン「具体化。」

夢や、願いや、思いつきに
ハッピーエンドを。

昭和電工レポート2017
ダイジェスト
当社グループの概要と2016年の主な
トピックスを中心に掲載しています。

本冊子
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レポートの報告対象範囲
報告対象期間
2016年1月〜12月に2017年の情報を一部加えています。本文中
に「年」と記載された項目は2016年1月〜12月の、「年度」と記載さ
れた項目は2016年4月〜2017年3月の範囲を対象としています。

報告対象組織
本文中の記述において、「昭和電工（株）」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。
環境パフォーマンスデータは昭和電工単体の数値です。当該データ
にグループ各社を含む場合は、対象範囲を各データに記載していま
す。社会性パフォーマンスデータは昭和電工単体の情報および数値
です。「労働慣行」および「コミュニティへの参画」については、国内
外連結子会社の情報を加えています。

発行
201７年7月 （次回発行は2018年7月を予定）

参考としたガイドライン
ISO26000：2010
GRI「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン 第4版」
環境省　環境報告ガイドライン（2012年）
国際統合報告評議会（IIRC）「国際統合報告フレームワーク」

作成部署・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

編集方針
昭和電工グループは本年より、CSRレポートとアニュアルレポート
の再編を行い、昭和電工レポート（統合報告書）として発行すること
となりました。当レポートでは、当社グループの財務情報および環
境や社会への配慮、ガバナンスや中長期的な経営戦略までを含む非
財務情報をご紹介しています。

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、その中で当社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2016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活動をより詳細にご覧いた
だくことができます。

CONTENTS

04　社会とつながる昭和電工

06　トップメッセージ

08　昭和電工グループ概要

10　グループのあゆみ

12　事業紹介

18　昭和電工グループのビジネスモデル

20　中期経営計画 「Project 2020＋」

22　昭和電工グループの研究開発

24　コーポレート・ガバナンス

26　CSRマネジメント

28　CSR活動ハイライト

30　財務ハイライト

31　会社概要
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社会とつながるSHOWA DENKO
私たち昭和電工グループの製品は、皆さまの暮らしを支え、生活を便利に豊かにするさまざまな製品
の素材や部材として使われています。見えるところでも、見えないところでも、昭和電工グループは
社会とのつながりを意識しながら事業を進めています。

社会とつながる昭和電工
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� 薄型テレビ
・ディスプレイバックライト用 

LEDチップ
・液晶ガラス用研磨材
・アルミ製放熱板
・酸化チタン（コンデンサ用材料）
・高純度アルミ箔（コンデンサ用材料）

� 救急箱（中に、パップ剤）
・パップ剤
・ポリアクリル酸ソーダ（基剤原料）

� 照明
・LEDチップ

� 化粧品
・ビタミンC誘導体
・ビタミンE誘導体（化粧品原料）

� 衣料品
・アンモニア（合繊原料）

� 水道水
・次亜塩素酸ソーダ 
（殺菌剤）

� 排水管
・耐食コーティング

� 窓
・合成ゼオライト

� ヨーグルト・ゼリー容器
・アルミキャップシープ
・ポリプロピレン容器

� アルミ缶
・アルミニウム缶体、蓋

� 炭酸飲料
・炭酸ガス

� 美容院
・カーリング剤

� 住宅壁
・外壁用パネル

� 農業用資材
・パーライト（緑化素材）

� 肥料
・アンモニア 
（化学肥料原料）

・有機肥料

� ヘルメット
・ビニルエステル樹脂

� バイク
・アルミ鍛造品

� 植物工場
・LED（植物育成用照明）
・炭酸ガス
・アルミ押出栽培棚

� 電気製鋼炉
・黒鉛電極

� 半導体工場
・半導体製造用高純度ガス
・半導体製造用溶剤
・半導体製造用研磨材

� タンク
・防食コーティング

� 病院
・レアアース磁石合金（MRI）
・手術用手袋（クロロプレンゴム）

� エアコン
・パワー半導体用SiC
・レアアース磁石合金 
（コンプレッサー）

・モレキュラーシーブ 
（脱臭フィルター）

� 菓子袋
・酢酸ノルマルプロピル 
（グラビア印刷インキ）

� デジタルカメラ
・半導体用研磨材
・酸化チタン 
（コンデンサ用材料）

・高純度アルミ箔 
（コンデンサ用材料）
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社会とつながるSHOWA DENKO
私たち昭和電工グループの製品は、皆さまの暮らしを支え、生活を便利に豊かにするさまざまな製品
の素材や部材として使われています。見えるところでも、見えないところでも、昭和電工グループは
社会とのつながりを意識しながら事業を進めています。
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� ビル（屋上庭園、壁剤）
・パーライト（緑化資材）
・外壁用パネル

� パソコン
・ディスプレイバックライト用
  LEDチップ
・半導体製造用高純度ガス
・半導体製造用溶剤
・半導体製造用研磨材
・レジスト（保護膜）インク
・アルミナ（放熱材）
・酢酸エチル（接着剤原料）
・レアアース磁石合金 
（ハードディスクドライブ）

・ハードディスクメディア

� プリンター
・レーザービームプリンター用
  アルミニウムシリンダー（感光部材）

� 携帯電話
・カーボンナノチューブ 
（リチウムイオン電池用部材）

・アルミラミネートフィルム
・レアアース磁石合金 
（振動モーター）

・酸化チタン 
（コンデンサ用材料）

� 接着剤
・エマルジョン
・酢酸エチル

� データセンター
・ハードディスクメディア

� 電動アシスト付き自転車
・レアアース磁石合金（モーター）

� 街灯
・アルミポール

� リニアモーターカー
・パワー半導体用SiC
・レアアース磁石合金

� 風力発電所
・レアアース磁石合金（発電機）
・人造黒鉛負極材
・カーボンナノチューブ
・アルミラミネートフィルム 
（リチウムイオン蓄電池）

� 火力発電所
・アンモニア（窒素酸化物還元剤）

� 太陽光発電所
・パワー半導体用SiC
・半導体製造用高純度ガス

� 自動車
・パワー半導体用SiC
・アルミニウム鍛造品
・パワー半導体冷却器
・人造黒鉛負極材
・カーボンナノチューブ
・アルミラミネートフィルム
  （リチウムイオン電池用部材）
・レアアース磁石合金（モーター）
・超高輝度LED（各種ランプ）
・モレキュラーシーブ 
（カーエアコン冷媒乾燥剤）

・不飽和ポリエステル樹脂 
（ランプリフレクター、モーター封止材）
・合成樹脂エマルジョン 
（接着剤原料）

・ポリプロピレン（バンパーなど）

� 信号機
・高輝度LED（信号ランプ）
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トップメッセージ

環境の変化

近年、為替水準や原油・アルミ地金価格など、
当社グループが事業を行っていく上で重要な前提
条件は、世界各国の政治・経済動向により大きく
変化します。この数年でその変化の幅はより大き
く、私たちを取り巻く事業環境は不透明感を増し
ています。このような環境だからこそ、短期的な
状況の急変にも動ずることなく、中長期的な視点
に立ち、事業をマネジメントしていきます。

事業競争力の強化と研究開発

昭和電工は2016年から中期経営計画「Project 
2020＋」をスタートさせました。個性派事業を
拡大し収益力を向上させるとともに、収益変化率
の小さな事業構造にすべく、様々な取り組みを
行ってきました。

2016年 は 黒 鉛 電 極 事 業 に お い てSGL GE 

Holding GmbHの黒鉛電極事業買収を発表しま
した。また石油化学ではポリプロピレン事業会社
のサンアロマー（株）の連結子会社化を実施する
とともに、ハードディスクでは生産能力の適正化
を進めることで、事業の競争力を強化することが
できました。

2017年以降も、お客様にとって魅力的な製品
やサービス、グローバルにおいて一定規模の競争
市場でトップシェアを確保できる競争優位性のあ
る事業のラインナップを増やす戦略をより明確に
打ち出していきます。特に電子材料向け高純度ガ
ス事業は、市場の伸長が期待されることから注力
してまいります。

研究開発については、今後当社グループの成
長をけん引できるか否か、大きな役割を果たし
ます。リチウムイオン電池材料やパワー半導体
用SiCはこの2〜3年で大きな成果を挙げました。
今後事業として結実させるべく、注力します。ま
た、これらに続く事業の芽を大きく成長させるた

目指す未来の
実現に向け、
絶えず新たな価値を
プラスする
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めにも、当社グループ内に存在する技術や社内
ユーザーも有効活用し、新製品・新事業の創出に
つなげていきます。

2018年の目標積分値達成に向けて

2016年の業績は、石油化学が堅調な需給を背
景に大幅に増益となるなど、営業利益は2015年
比25.5％増益となる420億円を計上、当期純利
益も特別損失の減少もあり123億円と大幅な増
益を実現しました。

なお2016年決算発表に際し、子会社における
取引の精査に時間を要したため発表が遅延し臨時
株主総会にてご承認をいただく状況となりまし
た。株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご
迷惑とご心配をお掛けいたしましたことを深くお
詫び申しあげます。
「Project 2020＋」においては、2018年ま

での3年間の利益の積分値としての営業利益累計
1,430億円を達成することが最も重要であると考
えています。2016年、2017年の2年間の営業
利益累積予想値1,021億円(2017年7月24日発
表)は、為替の円高要因をコストダウンの積み増
し等でカバーし総じて順調と言えます。2018年
の目標達成に向け、2017年中には積極的な投資
を進めてまいります。

事業活動とCSR・ガバナンス

中長期的な視点という意味では、CSR（企業の
社会的責任）も非常に重要です。グループ全社員
が「私たちは社会的に有用かつ安全で、お客様の
期待に応える製品・サービスの提供により企業価
値を高め、株主にご満足いただくと共に、国際社
会の一員としての責任を果たし、その健全な発展
に貢献します」の経営理念の下、「私たちの行動
規範」に基づき誠実に行動し、事業活動に貢献し
ていくことを目指しています。

CSRと事業活動は密接不可分な関係にありま
す。またCSRは当社グループの経営の根幹を成
すものです。環境に配慮した事業活動を行うこと
はもちろんのこと、お客様や社会からのニーズに

応える製品・技術・サービスを提供することが、
皆様からのご信頼につながるものと考えます。

同時に、コーポレート・ガバナンスやコンプラ
イアンス、ダイバーシティ経営の推進など、グ
ループ内の体制構築も重要です。

特徴を強みに

昭和電工には長年築き上げていた財産ともいえ
る特徴が2つあります。1つは「真面目で、堅実
で、技術が好き」という企業文化、もう1つは有
機から無機、アルミに至る幅広い技術・製品を有
するという事業基盤です。これらの特徴が弱みに
なるのではなく、いかに強みにするかが私たちの
課題です。

現状に満足しているようでは、競争に勝ち残る
ことはできません。現状よりも「少しでも改善し
よう」「少しずつ変えていこう」という思いの積み
重ねが、理想に近づく道ではないかと私は考えて
います。

もちろん、理想の姿にたどり着くにはさまざま
な困難が待ち構えています。たどり着ける道筋も
決して1つではありません。「当社グループの成
長」という目指す姿に向けて、成長のストーリー
をいくつも考えておく必要があります。そして、
市場や環境の変化などにあわせて、チャンスを逃
すことなく、すばやく行動する。

2025年に当社グループが目指す姿は、社会や
人々の願いや夢を化学の力で1つでも多く実現
し、豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献
する「社会貢献企業」です。そして、社員一人ひ
とりの弛まぬ努力によって、当社グループはさら
に成長していけると信じています。

私たちが目指す未来の実現に向け、私たち一人
ひとりは絶えず新たな価値をプラスし続けていき
ます。

今後とも当社グループの活動にご注目ください。

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

融合製品開発研究所B

 本社








 名古屋支店

 大阪支店

 福岡支店

 川崎オフィス

先端技術開発研究所A

 喜多方事業所

 東長原事業所

 伊勢崎事業所

 小山事業所

 小山事業所（那須）

 秩父事業所

 川崎事業所

 横浜事業所

 大町事業所

 塩尻事業所

 彦根事業所

 堺事業所

 龍野事業所

 徳山事業所

 千葉事業所

B

国内主要グループ会社については
P17に記載しています　　

1 A

欧州
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
上海肖瓦高分子商貿
浙江衢州巨化昭和
　電子化学材料
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
昭和電工新材料（珠海）
昭和特殊気体
台湾昭和化学品製造
昭和電工HDトレース
韓国昭和化学品

東南アジア
ショウワ・スペシャルティーガス・
　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

Europe

East 
Asia

Southeast Asia

America

国内拠点 海外拠点

拠点






















 大分コンビナート



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
（2016年12月期）

昭和電工株式会社
〒105-8518　東京都港区芝大門1-13-9
48 社（2016年12月末）
10,146名（2016年12月末）
売上高 6,712億円
営業利益 421億円
親会社株主に帰属する当期純利益　123億円

■ 売上高

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1000,000
（百万円）
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融合製品開発研究所B

 本社








 名古屋支店

 大阪支店

 福岡支店

 川崎オフィス

先端技術開発研究所A

 喜多方事業所

 東長原事業所

 伊勢崎事業所

 小山事業所

 小山事業所（那須）

 秩父事業所

 川崎事業所

 横浜事業所

 大町事業所

 塩尻事業所

 彦根事業所

 堺事業所

 龍野事業所

 徳山事業所

 千葉事業所

B

国内主要グループ会社については
P17に記載しています　　

1 A

欧州
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
上海肖瓦高分子商貿
浙江衢州巨化昭和
　電子化学材料
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
昭和電工新材料（珠海）
昭和特殊気体
台湾昭和化学品製造
昭和電工HDトレース
韓国昭和化学品

東南アジア
ショウワ・スペシャルティーガス・
　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

Europe

East 
Asia

Southeast Asia

America

国内拠点 海外拠点

拠点






















 大分コンビナート



■ 従業員休業災害度数率

（2017年3月末現在の主な連結子会社）
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■ 温室効果ガス排出量
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5,932

10,561

4,688　

5,873
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6,075
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グループのあゆみ

★ 昭和電工（株）　◆ 昭和アルミニウム（株）　● 昭和高分子（株）

★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

◆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

★◆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
昭和電工HD山形（株）を設立

★●2010
昭和高分子（株）を合併

★2012
「私たちの行動規範」「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年度リデュース・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」
において特別奨励賞を受賞

★2016
「プラチナくるみん」取得

★2016
SGL GEの黒鉛電極事業買収を決定

★2017
先端電池材料事業部を新設

★1988
ハードディスク事業へ進出

◆1986
アルミニウムシリンダーの製造販売開始

★1969
大分石油化学コンビナート営業運転開始

★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））

★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

★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

★1908
総房水産（株）設立

★1926
日本沃度（株）設立

●1937
理研琥珀工業（株）設立

◆1921
髙田アルミニューム
器具製作所設立

★1928
昭和肥料（株）設立

★1939
昭和電工（株）設立

◆1981
一部工場でのアルミ缶回収活動を開始

技術・製品 会社の出来事

1908
「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

1945
戦後復興と高度成長の

波に乗って
事業を深化・発展

1986
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

2001
有機・無機化学と

アルミ加工の技術融合
高付加価値事業へ
本格的に進出

2011
無機と有機の

技術の融合を推進
進化する

個性派化学の
「具体化。」

CSR

昭和電工グループのあゆみ

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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製品 技術 購入品または中間品

電
気
分
解

カーバイド

フェロアロイ

黒鉛

セラミックス

石灰窒素

黒鉛電極

研削材 耐火材 超高圧 微粉技術

VGCF® （カーボンナノファイバー）

磁石合金

リチウムイオン電池負極材

半導体研磨剤超硬質材料

レアアースメタル

水電解

チタン

酢酸類

BMC

LED

水素

肥料

塩素

食塩電解

アルミナ ガリウム

高圧技術

エピタキシャル成長

石油化学

スパッタ

化学蒸着

熱交換器アルミ缶

アミノ酸

ケミカルアルミナ

水酸化アルミニウム

半導体向け特殊ガス

コンデンサー用アルミ箔

アルミニウムシリンダー

ショウティック®

アリルエステル類

アルミ高分子固体コンデンサ 生分解性プラスチック

ハードディスクメディア
苛性ソーダ

ビタミン誘導体

フェノール樹脂

医療用ガス

アンモニア

ポリオレフィン

酸化チタン

電
気
炉

電
気
分
解

電
気
化
学

Shodex®

高分子

触媒

有機合成

アクリロニトリル 農薬 農薬中間体

溶解鋳造溶融塩電解 アルミニウム

鋳鍛造

圧延

押出

昭和電工グループの技術の系譜
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石油化学 石油化学事業部（オレフィン部、有機化学品部）

エチレン、プロピレンなどの石油化学基礎製品、アセチル系・アリルアルコール系
誘導品、合成樹脂などの有機化学製品を提供しています。

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。

エチレン

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、モバイル機

器等のディスプレイ製品分野
へ展開しています。

耐熱透明フィルム

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。

酢酸ノルマルプロ
ピル（NPAC）

サンアロマー（株）で製造・販
売しているクオリア®は、透明

性・耐衝撃性・剛性のバラン
スの良い新しいポリプロピレ

ンです。特に食品包装分野・
自動車分野向けで、お客様

のニーズに応えています。

クオリア®

石油化学

26%

2016年 2015年 差異 増減率
（%）

売上高 1,858 2,313 △455 △19.7

営業利益 207 105 101 96.2

石油化学セグメント （単位：億円）

事業紹介

地域にお住いの皆様と対話集会を開催

2016年2月、昭和電工（株）大分コンビナートでは、大分臨海工業地帯に立地する10社と（一社）日本化学工業
協会と共同で、地域にお住いの皆様との対話集会（大分地区レスポンシブル・ケア地域対話）を開催しました。

この集会は、2年に1度開いており、今年で10回目となります。約200名の方々にご参加いただき、工場見学
や講演を交え、企業から工場の安全対策や環境への取り組みを説明するとともに意見交換を行いました。地域の
皆様からは、地震・津波対策や環境問題について数多くの質問・意見・要望が寄せられました。地域の皆様の思
いをしっかりと受け止めて、事業活動を続けていきます。
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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、ア
ンモニア、塩素、フッ素系

などの20種類の高純度
ガスを生産しています。

当社はビタミン類（アスコルビン
酸PM、アプレシエ®、TPNa®）、

スリミング剤（Hi-カルニチン）、
ヘアケア製品（DL－システイン

類、スピエラ®）などの化粧品原
料の製造および販売を行ってい

ます。

化粧品原料

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。

不飽和ポリエステル
樹脂

電子材料用
高純度ガス

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

を提供し、食糧資源の安
定供給と安全性の確保

に貢献しています。

化学品

19%

2016年 2015年 差異 増減率
（%）

売上高 1,345 1,423 △78 △5.5

営業利益 138 107 31 29.1

化学品セグメント （単位：億円）

炭酸ガス・
ドライアイス

化学品 産業ガス事業部、基礎化学品事業部（化成品部、有機製品部）、
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）

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、分析機器、化粧品原料など広範囲にわたる製品を提供しています。

熱硬化性成形材料事業 中国における供給体制強化

熱硬化性成形材料（Bulk Molding Compound　以下、BMC）事業の中国第二拠点である昭和電工新材料（珠
海）有限公司は、2017年1月より量産・販売を開始しました。BMCは、不飽和ポリエステル樹脂を主成分に、
ガラス繊維などを混練した熱硬化性成形樹脂のことです。自動車向けランプリフレクターやエンジンカバー、プ
ロジェクター向け精密成形品部材などの用途で使用されます。また今後、エアコン・洗濯機等の家電向け電源ハ
ウジング・モーター封止材料や電気自動車、ハイブリッド車向けのモーター封止材としての用途拡大が見込まれ
ています。



14 SHOWA DENKO REPORT 2017

エレクトロニクス 電子機能材事業部、HD事業部、先端電池材料事業部

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
をはじめとする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。また、リチウムイオン電池材
料の提供をはじめ、燃料電池などの研究開発を進めています。

さまざまな用途で使用さ
れる光センサー光源用赤

外LED素子の幅広いライ
ンアップに加え、植物育成

に最適な高出力赤色ＬＥ
Ｄ素子を製造しています。

LED

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。

HD

レアアース磁石合金は、ハイ
ブリッドカーの駆動モーター

や省エネ家電などで使用さ
れています。現在、高価な重

希土類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。

リチウムイオン電池市場
において、長寿命の負極

材「SCMG®」、安 定 高 品
質の正 負 極 用 導 電 助 剤

「VGCF®」、アルミラミネー
トフィルム「SPALF®」など

を展開しています。

エレクトロニクス

14%

レアアース

リチウムイオン
電池材料

＊2017年よりリチウムイオン電池材料事業を「その他セグメン
ト」から「エレクトロ二クスセグメント」に移管しています。上
記数値にリチウムイオン電池材料事業は含まれていません。

2016年 2015年 差異 増減率
（%）

売上高 1,033 1,315 △282 △21.4

営業利益 139 175 △36 △20.4

エレクトロニクスセグメント （単位：億円）

事業紹介

リチウムイオン電池（LIB）材料の生産能力を増強

昭和電工（株）は、中期経営計画「Project 2020＋」においてLIB材料を優位確立事業と位置付け、事業・技術
開発の両面から競争優位性のあるビジネスモデルの確立を目指しています。LIB材料市場は、スマートフォンなど
の小型用途向けに加え、車載用をはじめとした大型用途向けの需要により急速に拡大しています。

当社では、2016年1月に正極用カーボンコート箔SDX®の中国における委託生産を開始、６月にはカーボン負
極材「SCMG®」、8月には正負極用導電助剤「VGCF®」の生産能力増強を決定しました。
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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。

黒鉛電極

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。

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。

CBN（立方晶窒化
ホウ素）

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

デンサーの主要原料です。

アルミナ

コンデンサー用
セラミックス

2016年 2015年 差異 増減率
（%）

売上高 509 635 △126 △19.9

営業利益 △58 △12 △45 ー

無機セグメント （単位：億円）

無機

7%

無機 セラミックス事業部、カーボン事業部

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、電気製鋼炉用の黒鉛電極を提供しています。

SGL GE黒鉛電極事業買収を決定

2016年10月、昭和電工（株）は、SGL Carbon グループ（ドイツ）の黒鉛電極事業会社であるSGL GE社の全株
式を取得することで合意し、2017年年央の取得実行を目指しています。

SGL GE社の有する欧州、米国、東南アジアの製造拠点を加えることで世界市場全域をカバーし、お客様にとっ
て魅力度の高い製品・サービスを提供することで、黒鉛電極事業のさらなる競争力強化を図り、黒鉛電極のリー
ディングサプライヤーとしての地位を確立します。
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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。

高純度アルミ箔

カーエアコンのコンプレッ
サー部材や、自動車の軽量

化に貢献する微細な合金
組織を持つアルミニウム連

続鋳造棒「SHOTIC®」と、
それを用いた鍛造品を生産

しています。

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。

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。2016年に
はベトナムのハナキャン社にてス

リーク缶＊の生産も開始しました。

アルミニウム缶

アルミニウム

14%

アルミニウム
鋳造棒・鍛造品

2016年 2015年 差異 増減率
（%）

売上高 986 1,008 △22 △2.2

営業利益 44 26 19 72.3

アルミニウムセグメント （単位：億円）

冷却器

＊スリーク缶
通常缶より胴径が小さく背の高い細径缶。デザイン性の高さから世界中で採用
が進んでいます。

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

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。

事業紹介

介護ベッド用離床センサー「SHOCARES™」の販売開始

2016年10月、昭和電工（株）は、介護ベッド用離床センサー「SHOCARES™」（ショウケアス）の販売を開始しました。
同離床センサーは、軽くて剛性が高いアルミニウムの特性を生かした製品で、加重によるセンサーの変形を電気信号

に変換し重量を測定します。臥床（寝た状態）・離床に加え、人の動きによるわずかな重量変化を基に、当社独自のアル
ゴリズムにより利用者の動作を検知します。利用者の動作から離床を予知し、看護・介護者に通知し、転倒・転落のリ
スクを軽減します。今回の「SHOCARES™」は、ベッドの脚部4カ所の下に敷く床置きタイプであり、既存のベッドに
簡単に設置することができます。
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当製品は、省エネルギー化
が期待される次世代のパ

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。

昭和電工アルミ販売（株）で製
造・販売している「E-POLE」

は、太陽光発電の機能を持ち、
昼間に貯めたエネルギーで夜

間点灯することができます。
曇天が続いても3〜4日間照

らすことができます。

E-POLE

▪石油化学セグメント
　サンアロマー（株）
　鶴崎共同動力（株）

▪化学品セグメント
　昭和電工ガスプロダクツ（株）
　日本ポリテック（株）

▪エレクトロニクスセグメント
　昭和電工HD山形（株）
　昭和電工パッケージング（株）

▪無機セグメント
　昭和電工セラミックス（株）
　昭和ファインセラミックス（株）
　昭和電工研装（株）

▪アルミニウムセグメント
　昭和アルミニウム缶（株）

▪その他セグメント
　昭光通商（株）
　昭和電工建材（株）

（2017年3月末現在）

その他

20%

2016年 2015年 差異 増減率
（%）

売上高 1,424 1,472 △49 △3.3

営業利益 18 13 　　4 33.6

その他セグメント （単位：億円）

開発テーマ・関連事業
将来の事業化を目指すテーマおよび各種化学品、軽金属、建築・土木資材の製造販売などの
事業が含まれます。

国内主要グループ会社

SiCエピタキ
シャルウェハー

＊上記数値にはリチウムイオン電池材料事業が含まれています。

ノンスティック・コーティングメーカー GMMグループを買収

2016年11月、昭和電工（株）は、ノンスティック・コーティング剤（調理器具や家電製品、工業製品に塗布
される、焦げ付き、汚れ防止を目的とした材料）を製造・販売するGMMグループ（中国・香港）の全株式を取得
しました。この株式取得により、当社グループの事業バリューチェーンの川下展開を図り、事業の基盤となる技
術の幅を拡げることで、当社グループにおける個性派事業の確立につなげていきます。



昭和電工グループのビジネスモデル

社会の変化・課題 投下する資本 昭和電工グループの事業活動
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◦世界経済の多極化

◦人口構造の変化

◦都市化の進行

◦技術の飛躍的進展

◦原燃料の環境変化

◦気候変動・資源枯渇

CSR重要課題
14のマテリアリティ

連結総資産

9,327億円
（2016年12月末）

研究開発費用（計画）

600億円
（2016〜18年合計）

連結従業員数

10,146人
（2016年12月末）

グローバルに
展開する生産拠点

取引先（パートナー）
との協働

財務資本

製造資本

知的資本

人的資本

社会・
関係資本

自然資本

その他

アルミニウム エレクトロニクス

化学品

石油化学

無機

収益基盤の強靱化
個性派事業の拡大

研究開発戦略

中期経営計画
Project 2020+

P.20

6つの事業
P.12

私たち昭和電工グループは、多様な技術・製品の開発、
生産技術などに関するさまざまな資本を投入し、6つの事
業群を通じて、高い付加価値の製品・技術・サービスを提
供することで、社会や人々の願いや夢を化学の力で一つで
も多く実現し、豊かさと持続性の調和する社会の創造に貢
献する「社会貢献企業」の実現に取り組んでいます。

当社グループはお客様にとって魅力度の高い製品・

サービスをラインアップし、グローバルあるいは一定規
模の競争市場でトップシェアを獲得できる競争優位性を
獲得していく戦略を進めます。特に、当社グループの強
みを活かせる「インフラケミカルズ」「エネルギー」「移動・
輸送」「生活環境」「情報電子」の5つの市場領域をターゲッ
トとし、すべてのステークホルダーにご満足いただける
会社を目指します。

豊かさと持続性の調和した社会の創造に貢献する
 「社会貢献企業」の実現を目指して

エネルギー（原油換算）

119万kl
（2016年 グループ）
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社会課題の解決

社会貢献企業の実現

豊かさと持続性の
調和した

社会の創造に貢献

 
中長期的に昭和電工グループが目指す姿

個性派事業拡大・収益力向上で収益変化率の小さい事業構造へ

◦環境負荷軽減 ◦資源リサイクル
◦資源効率改善
◦電気エネルギー効率使用

◦エネルギー多様化

◦安全・安心
◦環境負荷低減

◦耐久性向上
◦燃費向上

◦安全・安心 ◦農業の工業化
◦高度情報集積・発信

エネルギー
インフラケミカルズ

生活環境

移動・輸送

情報電子

5つの市場領域でめざす創出価値

 

◦重大環境事故ゼロ
◦ゼロエミッションの継続

◦アルミ缶リサイクル活動参加率100%

◦9,300億円

◦700億円

◦7.5%

◦9%以上

◦1.0倍以下

◦30%（目安）

◦6%以上

◦重大設備事故ゼロ

◦品質クレーム2015年比1/2以下（2020年目標）

◦休業災害度数率 0.1以下
◦女性管理職数•比率　
　2020年末目標 40名（5%） *昭和電工単体

◦障がい者雇用率 2.3%以上 *昭和電工単体

コミュニティへの参加

売上高
営業利益
営業利益率
ROE
D/Eレシオ
配当性向
ROA

汚染予防
持続可能な資源利用
設備安全
消費者の
安全衛生の保護
労働安全衛生
人権・労働慣行

事業活動における創出価値
財務面

非財務面

（2020年イメージ）
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昭和電工グループは、2016年から5カ年の中期経
営計画「Project 2020＋」をスタートしました。

本計画では、「2025年に目指す姿」の実現に向け
て、①事業モデルの変革による既存事業群の収益力向
上、②M＆Aや事業提携などの推進、③海外展開の
加速など、成長性・収益性に加えて「安定性」を重視
した変革を実行し、持続的成長に向けて「収益基盤の
強化」と「個性派事業＊の拡大」を推進していきます。

■ 5つの市場領域へ高付加価値「製品×技術×サービス」を提供

■ 各事業のミッションを定義

「Project 2020+」全体戦略

◆ 昭和電工グループが果たす社会への貢献
中期経営計画策定時に設定した「インフラケミカル

ズ」、「エネルギー」、「移動・輸送」、「生活環境」、「情
報電子」の5つの市場領域をターゲットに事業を展開
しています。当社グループが持つ素材•部材、技術、
人財を根幹に、お客様へ高い付加価値の製品、技術、
サービスを提供していきます。

◆ 2025年に昭和電工グループが目指す姿
設定した市場領域とプロダクトアウト型の製品構成

を組み合わせることで、マーケットイン型の展開を実
行し、製品市況に影響されにくい、収益変化率のぶれ
が小さい事業構造となることを目指しています。

また、「個性派事業」が当社グループの売上高に占め
る比率を現状の3割から5割に拡大させるとともに、
成長事業を中心に海外での売上高比率を同じく4割か
ら6割へ拡大して、収益力向上と変動幅抑制を実現さ
せます。

◆ ポートフォリオ
各事業は、事業ポートフォリオ別に明確化したミッ

ションにより、取り組みを加速しています。
「基盤化」事業は、安定した利益・キャッシュフロー

の創出を、「成長加速」の3事業は海外市場の成長に
照準をあわせた積極的な拡大策を、「優位確立」に位
置付けたリチウムイオン電池材料事業は、車載用市場
の急拡大に照準を合わせた供給能力拡充、パワー半導
体SiCも、本格的な市場の立ち上がりを先取りする技
術開発と市場開拓をそれぞれ進めています。

あわせて個別事業の再編・整理についても、事業
環境・収益性・ビジネスモデルの観点から、事業の再
編・統合を含めた検討を進めていきます。

高

高低
変化率(リスク)

2025年
昭和電工 収益力向上

個性派
事業拡大
収益変動抑制

2015年
昭和電工

営
業
利
益
率（
リ
タ
ー
ン
）

個性派事業＊比率50%へ

30%

個性派事業

50%

海外売上高比率60%へ

40%

海外売上高

60%

国内売上高

＊個性派事業：収益性と安定性を高レベルで持続的に維持できる事業

基盤化再構築

成長
加速

優位
確立

一定の市場・事業規模を有する。
市況変動に対する抵抗力を向上、

安定した利益、キャッシュ・フローを創出

HD　黒鉛電極
石油化学　基礎化学品

産業ガス　ショウティック®
高純度アルミ箔

事業環境・収益性・ビジネスモデルの
再構築を通じ利益、キャッシュ・フロー
増大を実現

レアアース
セラミックス
アルミ機能部材

電子材料用高純度ガス
機能性化学品

アルミ缶

戦略的施策を積極的に遂行。
市場成長を先取り、事業規模の

急速な拡大を実現

LIB材料
パワー半導体SiC

将来の大きな市場成長に対し、
事業・技術開発の両面から
競争優位なビジネスモデルを確立

中期経営計画 「Project  2020+」
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2016年に実施した施策について、いくつかご紹介
します。

中期経営計画「Project 2020＋」の進捗状況について
ご紹介します。

◆ サンアロマー株式会社を連結子会社化
昭和電工（株）とJXTGエネルギー（株）（以下、JXTG

エネルギー）ならびにライオンデルバセルグループ（以
下、LYB社）は、3社が出資する合成樹脂ポリプロピ
レンメーカーであるサンアロマー（株）（以下、サンアロ
マー）の株式の50％にあたるLYB社持分を、当社なら
びにJXTGエネルギーが取得しました。

そして当社は、コンビナート競争力強化に向けた施
策の一つとして、サンアロマーを連結子会社化しまし
た。サンアロマーはバンパーなどの自動車向け部品に
強く、モビリティー分野での事業拡大を加速していき
ます。

◆ SGL GE黒鉛電極事業買収を決定
昭和電工（株）は、ドイツに本社を有する炭素・黒

鉛製品メーカーであるSGL Carbon SE（以下、SGL 
Carbon）の完全子会社であるSGL CARBON GmbH
から、その保有する黒鉛電極事業を営むSGL GE 
Holding GmbH（以下、SGL GE）の全株式を取得し
子会社とすることについて、SGL Carbonと合意し
ました。

当社は、SGL GEを子会社化することにより、コスト
競争力を追求し、事業耐久性を高め、競争の厳しい事
業環境下においても、さらなる発展を目指します。ま
た、欧州を含む世界全域をカバーすることで、黒鉛電
極のリーディングサプライヤーとしての地位を確立し、
当社の収益基盤を支える事業に復活させます。

◆ 自動車用アルミ部品の東南アジア拠点を統合
昭和電工（株）は、ショウティック事業の競争力強

化を目的として、マレーシアのアルミニウム鋳造工場
ショウティック・マレーシア（以下、STM）に、シンガ
ポールのアルミニウム鍛造工場ショウティック・シン
ガポール（以下、STS）を統合することを決定しました。

今回、STSの鍛造機能をSTMに移管し、鋳造・鍛
造の一貫生産体制を構築することで、品質・生産性 
の向上および効率的な拠点運営によりグローバルでの
競争力を強化していきます。

サンアロマー（株）大分工場

黒鉛電極

ショウティック・マレーシア社
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昭和電工グループの研究開発

昭和電工は、2016年より中期経営計画「Project 
2020＋」を開始しました。本計画では、当社が有す
る多様な事業群の収益基盤の強靭化と個性派事業の拡
大を進め、「インフラケミカルズ」、「エネルギー」、「移
動・輸送」、「生活環境」、「情報電子」の5つの市場領
域に対し、高付加価値の製品・サービスを通した、世
界規模での社会貢献を目指します。

近年、お客様からの素材・部材製品への要求は多様
化しており、幅広い技術と製品のすり合せが今後の競
争力確保に欠かせないことからも、当社が持つ有機、
無機、アルミにまたがる技術およびそれを支える人材
の多様性を活かす、絶好の機会であると捉えています。

そこで、当社の研究開発方針を「多様な個性派技術
を鍛えてつなぎ、新たな価値を創造」としました。こ
の基本方針のもと、当社が保有する多様な事業領域
と、競争優位性のある要素技術である「中核技術」、

当社が培ってきた世界トップレベルの技術である「戦
略技術」を深化・融合させ、当社独自の特徴ある研究
開発を進めます。

特に融合製品開発研究所では、研究組織主導で一層
の事業部・事業所間の連携を図り、保有素材の“マル
チマテリアル化”により、多様なお客様のニーズに迅
速かつ独創的に対応していきます。また先端技術開
発研究所では、戦略技術であるカーボン、触媒、薄膜
の3つの技術をさらに深化させ、次世代の事業育成に
も注力します。一方で、当社独自の事業や技術を軸と
し、価値の早期具体化および最大化させるため、オー
プン・イノベーションやM＆Aを積極的に活用し、
パートナーとの連携を強めていきます。

当社は独自のソリューションをお客様に提供すると
ともに、次期成長事業の芽となる個性派技術の深化・
融合に取り組むことにより、当社の研究開発をより一
層世界で躍動させていきます。

CTOメッセージ

取締役常務執行役員 
最高技術責任者（CTO）

田中 淳

■ 多様な個性派技術を鍛えてつなぎ、新たな価値を創造

有機・無機・アルミ
多様な
事業領域

（ナノカーボン・薄膜・触媒）
戦略技術中核技術

材料設計

加工
プロセス

解析支援

合成反応

保有素材・技術の深化と融合
⇒マルチマテリアル化

パワーモジュール
樹脂複合材

当社が培ってきた
世界トップ水準の技術

競争優位性のある
要素技術

インフラケミカルズ、生活環境、
移動・輸送、エネルギー、情報電子

軽量化・熱マネジメント
高集積化・高耐久性

多様なニーズ 

多様な個性派技術を鍛えてつなぎ、
新たな価値を創造する
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当社グループは、中期経営計画「Project 2020
＋」の期間中、2016年からの3年間で600億円の研
究開発投資を計画しています。LIB材料、パワー半導
体SiCなどを有する「エネルギー」と、電子材料用ガ
ス・溶剤、光学フィルム、電子材料用樹脂などを有す
る「情報電子」の2つの市場領域をターゲットに約7
割の研究開発費を投入し、新技術・製品の開発を加速
していきます。また、「インフラケミカルズ」、「生活
環境」、「移動・輸送」という新たに設定した市場領域
では、個性派事業の拡大を狙って研究開発費の3割を
割り当てます。

これらの取り組みにより、個性派事業を創出すると
同時に、5つの市場領域に対し、高付加価値の製品・
サービスを提供し、世界規模での社会貢献を志向して
いきます。

次期成長事業の芽となる個別テーマの事例を、いく
つかご紹介します。

研究開発計画

1. パワーモジュール
当社グループの保有する技術・材料・ソリューショ

ンの融合例としてパワーモジュールがあります。パ
ワーモジュールは、アルミ・樹脂・セラミックスと
いった多様な素材の組み合わせにより構成されていま
す。高出力化、小型化に適用する熱ソリューションの
要求、素材間のすり合せ、異種材料接合といったマル
チマテリアル化のニーズに対し、当社グループが有す
るパワー素子、放熱・絶縁板、冷却器、耐熱封止樹脂
などの技術を融合させることでお客様のニーズに応
え、パワーモジュール市場を開拓していきます。

2. 電子材料用樹脂
電子材料用樹脂は、スマートフォン用精密配線基板

（COF）やフラットパネルディスプレイ用カラーフィ
ルター基板周辺の幅広い用途に使われています。

スマートフォンの小型化、高機能化やフラットパネ
ルディスプレイにおける高精彩化の要求に対して、高
信頼性、柔軟性、耐熱性など様々な性能向上が求めら
れています。

当社グループはアクリル樹脂、変性エポキシ樹脂、
ウレタン樹脂など多種多様な樹脂の設計•合成技術、
添加剤配合技術、物性評価技術を蓄積、磨き続けるこ
とで、変化の速い市場で活躍されているお客様のニー
ズに、スピーディーに応え続けています。

3. カーボン材料
当社グループはカーボンナノチューブ（VGCF®）の

商業生産を軌道に乗せましたが、フラーレンやグラ
フェンなど、新たなカーボン材料の開発も進めていま
す。今後、フラーレンの誘導体化、ナノ薄膜材料など
新規特性の付与、評価手法確立などを進め、複合材、
電池・配線材料、記録・デバイス材料への応用を図っ
ていきます。
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昭和電工は、経営の健全性、実効性および透明性
を確保し、企業価値の持続的な向上により社会から信
頼・評価される「社会貢献企業」を実現するために、
コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。

また、企業価値の持続的な向上により社会から信
頼・評価されるためには、株主をはじめ、お客様、取
引先、地域関係者、社員等のステークホルダーの皆様
との適切な関係を維持・発展させていくことが必要で
あり、これを「グループ経営理念」として明確にし、
その実現に向けた経営を推進します。

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス

会計監査人
監査役会

監査役

監査業
務
監
査
会
計
監
査

諮
問・
答
申

スタッフ部門

事業部門

意思決定・監督

取締役会

指名諮問委員会

報酬諮問委員会

レスポンシブル・ケア推進会議

リスクマネジメント推進会議

人権・企業倫理推進会議

IR推進会議

安全保障輸出管理委員会

保安対策委員会

経営会議

研究開発会議

業務執行

内部監査部

トップマネジメント
社長

管掌執行役員

C
S
R
会
議

株主総会

内
部
監
査

連
携

当社は、経営の監督機能と業務執行機能の役割分担
を明確にするため執行役員制度を導入し、社長と管掌
執行役員により構成されるトップマネジメントによ
り、経営の意思決定の迅速化と活性化を図るととも
に、取締役会の構成人員を大幅に減員しました。さら
に独立社外取締役を2名以上選任することにより、監
督機能を強化しています。

取締役会は、会社の基本方針を決定するとともに会
社法および定款で定められた事項および重要な業務執
行案件について、充分な審議を経たうえで決定し、経
営の意思決定機能の迅速化と活性化を図っています。

取締役会の監督機能の強化と意思決定の適正性を確
保するため、取締役はコーポレート・ガバナンスの視
点を重視して選任し、業務執行が本来の職務である執
行役員は可能な限り取締役を兼任せず業務執行に専念
する体制としています。また、会長・社長を除く取締
役の役付を廃止し、社外監査役を含む監査役による監
視、各取締役間の相互監視により、その実効を図って
います。

さらに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制
を機動的に構築するとともに、取締役の経営責任を明
確化するため、取締役の任期は1年としています。

取締役会に付議すべき事項や重要な案件は、社長が
議長を務める経営会議において、2審制による審議の
うえ策定しています。経営会議へ上程する投資案件
は、リスクに係わる事前審査やタスクチームの検討に
より、事前のリスク分析や成果・進捗管理を行ってい
ます。中期経営計画等の経営基本施策は、経営会議の
審議はもとより、執行役員全員による充分な検討を経
た上で策定しています。

また、研究開発に関わる重要事項については、研究
開発会議で審議、決定しています。

当社は経営の施策とCSRを連動させるためにCSR
会議を設置しています。CSR会議の下に安全保障輸
出管理委員会、保安対策委員会、レスポンシブル・ケ
ア推進会議、リスクマネジメント推進会議、人権・企
業倫理推進会議、IR推進会議を設置し、それぞれの事
項に関して調査、研究、審議などを行っています。

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会

経営会議・研究開発会議

CSR会議

▪ コーポレート・ガバナンス体制図
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社長直轄の組織として内部監査部を設置していま
す。内部監査部は、グループ会社を含む会社の業務執
行状況を調査し、正確性、妥当性および効率性を、ま
た、経営方針、計画および内部統制システムの機能状
況を調査し、整合性および健全性を検証しています。
内部監査の結果は監査役にも報告され、監査役監査と
相互の連携を図っています。

取締役会は、法令および東京証券取引所が定める独
立性基準に基づき、当社の社外取締役に係る独立性基
準を定め、その基準を満たす候補者を選定します。独
立性基準については、「コーポレート・ガバナンス基
本方針　別紙」に記載しています。

有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結
し、同法人が会計監査を実施しています。

会計監査人は、監査役と年間監査計画の確認を行う
とともに、監査結果の報告を行っています。また、情
報・意見交換を随時行い、連携を図っています。

取締役候補者は、取締役に求められる義務を果たす
ための知識、経験、能力を有するものとします。また、

経営陣幹部の選任については会社および個人の業績評
価等も勘案して決定します。監査役候補者は、財務・
会計に関する適切な知見を有しているものを含め、監
査役に求められる義務を果たすための知識、経験、能
力を有する者とします。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行
うにあたっては、取締役会の諮問機関である、過半数
を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会において
検討を行ったうえ、取締役会に答申する体制とします。

当社は、株主総会に係る参考書類に、取締役、監査
役候補者全員について個々の選任理由を記載すること
により指名の説明を行っています。

当社は、新たに業績連動型株式報酬を導入すること
で、業務執行取締役、執行役員の報酬を、基本報酬、
短期業績連動報酬、中長期業績連動報酬により構成
し、役位等によって決定する基本報酬額に加え、業績
評価制度に基づき会社業績および個人の業績等を勘案
して業績連動報酬額を決定しています。報酬を決定す
るにあたっては、取締役会の諮問機関である、過半数
を独立社外取締役、社外監査役で構成する報酬諮問委
員会において検討のうえ、取締役会に答申する体制と
します。社外取締役の報酬は基本報酬のみとします。

2016年に取締役および監査役に支払った報酬は次
の通りです。

当社は監査役制度を採用しています。監査役は取締
役会および社内の重要な諸会議に出席し、必要に応じ
て意見を述べ、また業務執行の監督を、現地実査、責
任者のヒアリング、重要文書の閲覧などを通じて行
い、経営の健全性確保のための提言、助言、勧告を
行っています。また、グループ会社の監査を充実し、
主要なグループ会社の監査役と連携し、連結経営体制
の強化に取り組んでいます。

監査役会

各会議体制の概要

内部監査部

社外役員の独立性判断基準

会計監査

取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役
候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名
を行う際の、個々の選任・指名についての説明

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を
決定するにあたっての方針と手続き

体制 メンバー 開催頻度
（　）は2016年実績

取締役会
9名（うち3名は社外取締役） 

（2017年3月時点）
議長は会長

1〜2回/月
（15回開催・平均
出席率99％）

経営会議
社長、各管掌執行役員、および必要に応じて
社長が認める他の執行役員およびスタッフ部門長
議長は社長

原則として
1回/週

CSR会議
社長、各管掌執行役員、および必要に応じて
社長が認める他の執行役員およびスタッフ部門長
議長は社長

原則として
2回/年

監査役会 5名（うち3名は社外監査役）（うち1名は女性）

役員区分 報酬の総額 対象となる
役員の人数

取締役（社外取締役を除く） 218百万円 7名

監査役（社外監査役を除く） 56百万円 3名

社外役員 68百万円 6名
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CSR責任者メッセージ

安全・安定操業の実現と持続的発展の獲得
化学企業である当社グループにとって、安全は全て

に優先して取り組む事項であり、「創る安全｣活動*を
継続し、労働災害、設備事故、環境トラブルの未然防
止に努めていきます。また、化学物質取り扱いの全過
程において安全・健康・環境に配慮するレスポンシブ
ル・ケアもCSRの中心的な取り組みであり、保安防
災、労働安全衛生、化学品安全、環境の各カテゴリー
における活動を具体化し、レベルの向上を図っていき
ます。これらの活動に合わせて、社会的課題の解決に
貢献する製品・技術・サービスの提供に取り組み、持
続的発展を達成します。

コンプライアンスの徹底と社会正義・企業倫理の遵守
当社グループでは、「社会正義と企業倫理の遵守」

を経営の最重要事項の一つと位置づけ、コンプライア
ンスを基本とした経営を進めています。経営理念を具
体化する上で従業員が考え行動するための指針として
制定した「私たちの行動規範と実践の手引き」に基づ
き誠実に行動し、その徹底に努めていきます。

ステークホルダーとの対話の推進
国連は2030年までに世界が達成すべき17項目を

定めたSDGs（持続可能な開発目標）を採択、政府は
首相を本部長とする「SDGs推進本部」を2016年に
発足させました。企業のESG（環境・社会・ガバナン
ス）に対する取り組みへの関心がさらに高まるものと
考えられます。そのような状況下、当社グループへの
期待・課題を的確にとらえ、それらを企業活動に反映
させていくためには、ステークホルダーの皆様との対
話が重要です。様々な場面での対話に加えて、当社グ
ループ全体で行っているアルミ缶回収活動や各事業場
周辺で行われている行事への参加など、地域社会に貢
献する具体的活動を通じて、さらに対話を深めていき
ます。

当社グループ社員一人ひとりの心に根付いたCSR
活動により、社会的責任を果たし、社会や人々の願い
や夢をわれわれの力で一つでも多く実現し、豊かさと
持続性が調和する社会の創造に貢献してまいります。

昭和電工グループでは、2016年から新たな中期経
営計画をスタートし、2018年までの3年間、「安全・
安定操業の実現と持続的発展の獲得」、「コンプライア
ンスの徹底と社会正義・企業倫理の遵守」、「ステーク
ホルダーとの対話の推進」を軸にCSR活動を進めてい
くことにしています。

執行役員 CSR部管掌

長井 太一

＊「創る安全」活動
　過去の事故・トラブルを解析して再発を防止する当社グループの独自活動

CSRマネジメント

一人ひとりの心に根付いたCSR
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CSR方針

昭和電工グループは、現在推進中の中期経営計画
「Project 2020＋」において、当社グループの製品・
技術が、地球環境やエネルギー・資源問題等の社会的
課題の解決に貢献できるように事業を進めています。

特に「Project 2020＋」期間においては、「レス
ポンシブル・ケア」、「リスク管理・環境経営」、「企業
倫理・コンプライアンス」、「ステークホルダーとの対
話」および決定したマテリアリティに重点を置いた活
動を進めていきます。

当社グループの考えるCSRとは、「全社員が、経営
理念のもと「私たちの行動規範」に基づき誠実に行動
し、事業活動を通じて社会に貢献すること」です。

当社グループは、製品・技術・サービスの提供によ

り、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。

昭和電工では経営会議メンバーが出席するCSR会議
を設置し、経営の施策とCSRを連動させる体制として
います。CSR会議の下にはレスポンシブル・ケア推進
会議、リスクマネジメント推進会議、人権・企業倫理
推進会議、IR推進会議を置き、CSRに関する個別案件
の企画・立案およびCSR会議への上程事項の審議を
行っています。

また、各事業部・事業場がそれぞれ行う人権・企業
倫理・コンプライアンス、リスクマネジメント、レス
ポンシブル・ケアなどの各CSR活動は、CSR部、環
境安全室、品質保証室、総務・人事部、広報室がス
タッフ部として支援する体制としています。

CSR部では、CSR会議の事務局、CSRに関する基
本方針・総合施策の立案・総括、CSR関連情報の収
集、グループにおけるリスク管理の総括などを行って
います。CSR部のもとに環境安全室および品質保証室

を設置し、環境、安全、品質保証などのレスポンシブ
ル・ケア活動を推進しています。人権・企業倫理・コ
ンプライアンスは総務・人事部が、CSRコミュニケー
ションは広報室が担当し、個別方針・施策を提案、活
動を行っています。

CSR推進体制

中期経営計画

2016～2018年　グループCSR方針
全社員が、経営理念のもと『私たちの行動規範』に基づき

誠実に行動し、事業活動を通じて社会に貢献すること
①安全・安定操業の実現と
　持続的発展の獲得
　・低炭素社会に適合する事業基盤の強化
　・CO₂ 削減と資源循環に貢献

②コンプライアンスの徹底と
　社会正義・企業倫理の遵守
③ステークホルダーとの
　対話の推進

「豊かさと持続性が調和する
社会の創造に貢献」

▪CSRの推進体制図

CSR会議

IR推進会議
人権・企業

倫理
推進会議

リスクマネジメント
推進会議

レスポンシブル
・ケア

推進会議

事業部・事業場

スタッフ部
CSR部 総務・人事部
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CSR活動ハイライト

環境

社会

昭和電工グループは、地球温暖化防止や資源保護の
観点から、温室効果ガスの削減や省エネルギー施策を
推進しています。また、大気・水質・土壌汚染防止の
ために、燃料転換や製造プロセスの改善などを通じ
て、化学物質の排出量削減に取り組む他、廃棄物発生
量の抑制、再使用、有効利用などの取り組みを進め、
ゼロエミッション（最終埋立処分量が発生量の1%以
下）の達成を継続しています。

昭和電工グループは、ステークホルダーの皆様との
信頼関係の構築に努めています。例えば、私たちの技
術や人材、設備を活用した地域社会への貢献活動とし
て、特に次世代を担う子どもたちへ向けた化学実験教
室や工場見学会などを積極的に行っています。

またダイバーシティの取り組みも進めており、当社
グループで働く全ての人材が、多様な価値観を尊重
し、いきいきと活躍できる職場環境の構築を目指して
います。

▪ 産業廃棄物埋立率（2016年度 昭和電工グループ＊）

▪ 温室効果ガス排出量（2016年度 昭和電工グループ＊）

▪ 障がい者雇用率の推移（2016年度 昭和電工単体）

昭和電工（株）HD事業部、（一社）日本化学工業協
会より2016年RC表彰を受賞

アルミ缶リサイクル活動

昭和電工（株）HD事業部および昭和電工エレクトロニク
ス（株）では、2011年の東日本大震災以降、HD製造工場
における省エネルギーへ取り組みを強化した結果、2010
年比で2014年の電力使用量を約25％削減しました。

昭和電工グループでは、アルミ缶リサイクル活動を行っ
ています。社員が回収したアルミ缶は、会社により買い
上げられます。買い上げた缶は、グループ会社の（株）昭
和アルミニウム缶リサイクリングセンター、その他に売
却しています。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。

▪女性管理職数・比率（2016年度 昭和電工単体）

合計

2,687
kt-CO₂

CO₂（エネルギー起源）   2,545kt-CO₂

 2.64％

女性管理職数

 26人

0.32%

比率

 0.71％

CO₂（非エネルギー起源）        85kt-CO₂
その他6ガス　　　　　         57kt-CO₂

HD事業部のみなさんによる記念撮影

小山市社会福祉協議会「どんぐり基金」への寄付（小山事業所）

＊グループ会社の範囲は、Webサイト上のバウンダリーを参照ください。
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安全

化学企業である昭和電工グループにとって、安全は
全てに優先して取り組む事項であり、「創る安全」活動＊1

を継続し、労働災害、設備事故、環境トラブルの未然
防止に努めています。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2012 2013 2014 2016（年度）2015

● 化学工業
● 全産業

● 昭和電工
● 昭和電工グループ＊2

0.14 0.22
0.43

0.240.120

0.25

0.15

1.611.661.581.59

0.85 0.82 0.76 0.81 0.88

1.63

0.150.15
0.130.13

▪ 従業員休業災害度数率の推移

中央労働災害防止協会から会長賞を受賞
2016年10月、昭和電工（株）は、中央労働災害防止協

会の「平成28年度会長賞」を受賞しました。
当社は、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」活動の推進や、労働安全衛生マネジ
メントシステムの導入により顕著な成果をあげたことなど
が評価され、今回の表彰となりました。

＊1「創る安全」活動
　   過去の事故・トラブルを解析して再発を防止する当社グループの独自活動

＊2グループ会社の範囲は、Webサイト上のバウンダリーを参照ください。
第75回全国産業安全衛生大会で行われた表彰式

CSR調達

各種認定

「プラチナくるみん」認定を取得
昭和電工（株）は、社員の子育てにより高い水準で取り組んだ企業として、厚生労働省東京

労働局より「プラチナくるみん」の認定を受けました。
「プラチナくるみん」は「くるみん」認定企業のうち、より高い水準での取り組みを行って

いる企業が受けることができます。

昭和電工のCSR調達は、「昭和電工グループCSR調達ガイドライン」（http://www.sdk.co.jp/about/purchase/
csr.html）を調達先（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。ガイドラインは、当社がパートナーに求めるCSRの取り組みを具体化したもので、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。

「健康経営優良法人～ホワイト500～」に認定
昭和電工（株）は2017年2月に「健康経営優良法人〜ホワイト500〜」に認定されました。
当社グループでは、今後も従業員やその家族の健康維持・増進に向けた取り組みを実践し

ていきます。
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財務ハイライト
（昭和電工（株）および連結子会社）

  （単位：百万円）

会計年度 2011年12月期 2012年12月期 2013年12月期 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期

　売上高 854,158 739,675 847,803 872,785 775,732 671,159

　営業利益 47,357 28,108 25,953 20,551 33,508 42,053

　売上高営業利益率（単位 ：%） 5.5 3.8 3.1 2.4 4.3 6.3

　経常利益 40,018 23,448 23,488 21,731 32,050 38,690

　親会社株主に帰属する当期純利益 16,980 9,368 9,065 2,929 921 12,305

　営業活動によるキャッシュ・フロー 69,437 53,310 63,565 66,996 61,170 68,949

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 38,671 △ 41,741 △ 55,203 △ 46,876 △ 42,497 △53,754

　フリー・キャッシュ・フロー 30,766 11,569 8,362 20,120 18,674 15,195

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 17,295 △ 20,150 △ 6,805 △ 24,856 △ 21,336 △13,220

　研究開発費 21,597 20,633 20,435 20,362 20,289 17,313

　設備投資額 38,794 42,503 44,370 47,318 44,059 39,276

　減価償却費 49,413 46,232 39,779 40,673 42,137 38,761

会計年度末 2011 2012 2013 2014 2015 2016

　総資産 941,303 933,162 985,771 1,009,843 940,494 932,698

　純資産 295,745 314,966 345,811 319,087 308,142 311,231

　自己資本比率（単位 ：%） 26.8 29.2 30.6 29.7 31.5 31.8

　自己資本利益率（ROE）（単位：%） 6.9 3.6 3.2 1.0 0.3 4.1

　有利子負債 347,308 342,262 353,686 383,124 368,835 359,929

　D/E レシオ（単位 : 倍） 1.17 1.09 1.02 1.20 1.20 1.16

1 株当たり情報（単位：円） 2011 2012 2013 2014 2015 2016

　1 株当たり当期純利益 11.35 6.26 6.06 1.99 6.45 86.27

　1 株当たり期末配当金* 3 3 3 3 3 ー

（注）2016年7月1日付で普通株式につき10株を1株とする株式併合を行いました。2015年､2016年の1株当たりの当期純利益については併合後の株式数を基に算出しています。
＊2017 年 6 月に開催した株主総会において 2017 年 5 月 11 日現在の株主に対し 30 円の配当を実施しました。
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会社概要（2016年12月31日現在）

社名

設立

資本金

従業員

関係会社

本社昭和電工株式会社

1939年6月

1,405億64百万円

連結　10,146名　単独　3,647名

連結子会社　48社
持分法適用会社　12社

＊当社は、2016年7月1日付で、単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）、株式併合
（10株を1株に併合）を実施しました。

〒105-8518
東京都港区芝大門1丁目13番9号
電話　03-5470-3235（広報室）
URL　http://www.sdk.co.jp/
E-mail : sdk_prir@showadenko.com

アメリカ
Showa Denko America, Inc.
420 Lexington Avenue, Suite #2335A,
New York, NY 10170, U.S.A.
Phone : +1-212-370-0033
Fax : +1-212-370-4566

ドイツ
Showa Denko Europe GmbH
Konrad-Zuse-Platz 3,
81829 Munich, Germany
Phone : +49-89-939-9620
Fax : +49-89-939-96250

シンガポール
Showa Denko Singapore (Pte.) Ltd.
2 Shenton Way #15-03/04, SGX Centre 1,
Singapore 068804
Phone : +65-6223-1889
Fax : +65-6223-6007

中国
Showa Denko (Shanghai) Co., Ltd.
18F, Wang-Wang Building No. 211, Shimen Yi Road,
Shanghai, 200041, People's Republic of China
Phone : +86-21-6217-5000
Fax : +86-21-6217-9840

株主名
当社への出資状況

所有株式数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,516 4.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,554 3.89

富国生命保険相互会社 5,517 3.86

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 4,512 3.16

第一生命保険株式会社 3,600 2.52

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3,110 2.18

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 3,007 2.11

明治安田生命保険相互会社 2,645 1.85

昭和電工従業員持株会 2,544 1.78

日本生命保険相互会社 2,006 1.40

発行済株式総数 149,711,292 株

株主数 79,064 名

株式数合計

149,711

自己株式
6,893
4.60％

金融機関
54,593
36.47％

個人その他
37,785
25.24％

外国人
40,994
27.38％

その他国内法人
7,633
5.10％

証券会社
1,812
1.21％

■株式の所有者状況（単位：千株）■上位 10名の株主

海外現地法人

株式情報
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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

● 当社が採用されているESG関連のインデックス
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