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企業理念
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。
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、株主さまをはじめ、お客さま、取引先、地域

関係者、従業員などのステークホルダーの皆さま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。

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。

この方針をステークホルダーの皆さまにしっかりと「約束」させていただく宣言として、2019年にコーポレート・
メッセージを刷新しました。

私たちは、

お客さまの声を聴き、技術を磨くことで

「こころ」を動かす製品やサービスを

「社会」を動かすソリューションを

提供します

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。

昭和電工グループ経営理念

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：33,805名　単独：3,541名（出向者除く）

連結子会社　152社

持分法適用会社　13社

〒105-8518

東京都港区芝大門1丁目13番9号
TEL ： 03-5470-3235（CSR・コミュニケーション室）
URL： https://www.sdk.co.jp/
E-mail : sdk_prir@showadenko.com

会社概要 （2020年6月末 現在）

コーポレート・メッセージ  「動かす」

私たちの行動規範

実践の手引き

グループ
経営理念
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昭和電工は、国産技術によるアンモニアの製造をわが国で最初に実現した昭和肥料
株式会社と、日本で初めてアルミニウムの商業生産を開始した日本沃度株式会社

（1934年に日本電気工業株式会社に社名変更）の合併により1939年に設立され、
本年4月には日立化成株式会社をグループの一員として迎えました。

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に着目。水力発電を
生かした電気化学工業の将来性に注目することから出発し、無機化学・有機化学・
金属材料へと発展を遂げてまいりました。現在は、石油化学、化学品、エレクト
ロニクス、無機、アルミニウムなどの素材・部品・技術を幅広く有し、さまざまな
分野で生活に必要な製品を提供することで、豊かさと持続性が調和する社会の創造
に貢献しております。

化学の可能性は無限です。その可能性を一つでも多く実現するべく、私たち昭和電工
グループは、これまで以上に皆さまの声に深く耳を傾け、技術を磨きあげることで、

「こころ」を動かす製品やサービスを、「社会」をより良い方向へ動かすソリュー
ションを提供してまいります。

今後も進化し続ける昭和電工グループにぜひご期待ください。

「こころ」を動かす　「社会」を動かす

2020 年 9 月
昭和電工株式会社 代表取締役社長

トップメッセージ
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1908年
沃度の製造販売の総房水産（株）（日本沃度（株）の母体）を
設立

1921年
高田アルミニューム器具製作所設立（のちの昭和アルミニウ
ム（株））

1926年
日本沃度（株）（のちの日本電気工業（株））を設立（昭和電工
の創業）

1928年 昭和肥料（株）を設立

1931年 昭和肥料（株）川崎工場、国産法による硫安の製造に成功

1934年　日本沃度（株）大町工場、国産アルミニウムの工業化に成功

1937年　理研琥珀工業（株）設立（のちの昭和高分子（株））

1939年　日本電気工業（株）、昭和肥料（株）が合併、昭和電工（株）を
設立

1951年 合成樹脂エマルジョンの国産化に成功（昭和高分子（株））

1953年　不飽和ポリエステル樹脂の国産化に成功（昭和高分子（株））

1965年　ビニルエステル樹脂を国産化に成功（昭和高分子（株））

1969年　
大分石油化学コンビナート営業運転を開始
昭和アルミニウム缶（株）を設立、日本ではじめてアルミ缶を
生産

1988年　米国の黒鉛電極事業買収、昭和電工カーボン社を設立

2001年　昭和アルミニウム（株）を合併

2005年　世界初の垂直磁気記録方式ハードディスクの量産開始

2008年　昭和炭酸（株）（現：昭和電工ガスプロダクツ（株））を連結子
会社化

2009年　富士通（株）のハードディスク事業を統合、昭和電工HD山形
（株）発足

2010年　昭和高分子（株）を合併

2016年　サンアロマー（株）を連結子会社化

2017年　黒鉛電極事業を営むSGL GEを買収（現 昭和電工カーボン・
ホールディングGmbH）

社会とつながる SHOWA DENKO

History

昭和電工のあゆみ
こんなところに昭和電工

昭和電工（株）は、1939年に昭和肥料（株）と日本電気工業（株）が合併し誕生、2019年に80周年を迎えました。 
昭和電工グループの製品は長い間、さまざまな製品の素材や部材として、皆さまの暮らしを支え、生活を便利に豊か
にするために貢献してきました。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きます。

� タンク
・防食コーティング

� 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
・排ガス処理装置

� 電気製鋼炉
・黒鉛電極

� 植物工場
・LED（植物育成用照明）
・炭酸ガス
・アルミ押出栽培棚

� 火力発電所
・アンモニア（窒素酸化物還元剤）

� 水素ステーション
・水素（燃料電池車用燃料）

� 風力発電所
・リチウムイオン蓄電池用部材
・ビニルエステル樹脂（羽根）

� 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
・リチウムイオン電池用部材
・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）
・クロロプレンゴム
（トランスミッションベルト）

� バイク
・アルミ鍛造品

� ヘルメット
・ビニルエステル樹脂

� 信号機（信号ランプ）
・高輝度LED

� 住宅（防犯カメラ）
・赤外LED
・ハードディスク

� 鉄道
・パワー半導体用SiC
・アルミ押出材

� 水道水
・次亜塩素酸ソーダ（殺菌剤）

� ヨーグルト・ゼリー容器
・アルミキャップシール
・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

� 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
（コンデンサー用材料）
・高純度アルミ箔
（コンデンサー用材料）

� 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（コンデンサー用材料）
・高純度アルミ箔
（コンデンサー用材料）
・アクリルモノマー/ポリマー
（カラーフィルター用樹脂）
・配線基板保護用ソルダーレジスト

� 接着剤
・エマルジョン
・酢酸エチル

� 化粧品
・ビタミンC誘導体
・ビタミンE誘導体

� 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）
・ハードディスクメディア

� プリンター（感光ドラム基材）
・レーザービームプリンター用
  アルミニウムシリンダー

� 携帯電話
・リチウムイオン電池用部材
・アルミラミネートフィルム
・酸化チタン 
（コンデンサー用材料）

・配線基盤保護用ソルダーレジスト

当社グループの素材・部材が
使用されている一例を
ご紹介します。
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油化学事業部はオレフィン部と有機化学品部
から構成されています。

主要製造拠点である大分コンビナートはナフサク
ラッカーを有し、自社で営むアセチル系誘導品や、コ
ンビナート構成各社で営む合成樹脂・合成ゴム・スチ
レンモノマーを製造するプラントへ基礎原料を供給す
るバランスの取れた需要構造を特長としています。ま
た、ナフサクラッカーの新旧設備の効率的統合や他社
に先駆けた原料多様化など競争力の強化を推進してい
ます。

オレフィン部では石油化学基礎製品を提供し、有機
化学品部では、アセチル系・アリルアルコール系の誘
導品において当社の誇る高い触媒技術を武器に事業拡
大を図っています。

事業紹介

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。

エチレン分解炉（ナフサクラッカー）

特殊グラビア印刷用インキの溶剤として使われるNPACは、環境
にやさしい特長から、食品包装の分野で多く利用されるようになっ
ています。

酢酸ノルマルプロピル（NPAC）

アリルアルコールは、広範囲な用途に使われる界面活性剤、メガネ
レンズ、香料などの原料として使用されます。

アリルアルコール

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、お客さまのニーズに応えています。

ポリプロピレン「クオリア®」

石油化学セグメント
石油化学事業部

石

エチレン分解炉

ポリプロピレン「クオリア®」アリルアルコールプラント

酢酸ノルマルプロピル（NPAC）
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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、
臭化水素、塩素、フッ素系など、20種類の高純度ガスを生産しています。

電子材料用高純度ガス

軽く、強く、腐食しない特性を持つ不飽和ポリエステル樹脂「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「リゴラック®」

「エコアン®」は使用済プラスチックを原料の一部に使用したアンモ
ニアです。品質は従来品と同等にもかかわらず、製造時の環境負荷
を大幅に低減しています。

アンモニア「エコアン®」

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、食料資源の安定供給と安全性
の確保に貢献しています。

炭酸ガス・ドライアイス

業ガス事業部は、酸素・窒素・アルゴンなどの
セパレートガス・圧縮水素・炭酸・ドライアイス

などの産業用ガスを提供しています。
基礎化学品事業部は、化成品部と有機製品部から構

成されています。化成品部ではアンモニア・苛性ソー
ダ・塩酸などの工業薬品を、また、有機製品部ではアク
リロニトリル・アミノ酸・クロロプレンゴムなどを提供して
います。

情報電子化学品事業部は、半導体や液晶パネルなど
の製造工程で使用される高純度ガス・溶剤および除害装
置を内外の半導体メーカーに供給しています。

機能性化学品事業部は、機能性高分子部と特殊化学
品部から構成されています。機能性高分子部では各種
合成樹脂およびこれらを使用した成形材料を、特殊化学
品部では化粧品原料・電子材料用樹脂・高速液体クロ
マトグラフィー（HPLC）用カラムなど、最先端かつ個性
的な製品をラインアップしています。

コーティング材料部は、調理器具や家電製品、自動
車・産業機器などに塗布される、焦げ付き、汚れ防止
を目的とした材料であるノンスティック・コーティング剤
を提供します。

産

電子材料用高純度ガス 不飽和ポリエステル樹脂「リゴラック®」

炭酸ガスアンモニア「エコアン®」

化学品セグメント
産業ガス事業部・基礎化学品事業部・情報電子化学品事業部・
機能性化学品事業部・コーティング材料部
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バイスソリューション事業部では、高機能記
録メディアであるハードディスク（HD）、パ

ワー半導体用SiCエピウェハーを提供しています。
中でもHD事業は、現在、日本3拠点を含めた世界

7拠点で事業を展開しており、クラウド化やAIによる
ビッグデータ解析の進展により拡大が期待されるデー
タセンターやエンタープライズ分野などへ当社技術に
よる世界最高品質の製品を提供しています。

電子機能材事業部では超高輝度・高出力LEDなど
の化合物半導体および、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。

先端電池材料事業部では、「VGCF®」をはじめと
するリチウムイオン電池材料および燃料電池部材を提
供しています。

事業紹介

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、お客さまからのご要望にス
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

植物工場向けやディスプレイ表示向け、センサーなどの工業用途と
して、紫外から赤外までの高出力LEDのラインアップを実現してい
ます。

LED

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、EVオンボードチャージャーへの採用が進んでいます。

SiCエピタキシャルウェハー

リチウムイオン電池市場において、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。

リチウムイオン電池材料

デ

HD

SiCエピタキシャルウェハー リチウムイオン電池材料

LED

エレクトロニクスセグメント
デバイスソリューション事業部・
電子機能材事業部・先端電池材料事業部
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ラミックス事業部では、長年培われてきた高
温溶融技術、高温焼成技術、粉砕分級技術を

活かし、溶融アルミナ・炭化ケイ素・窒化ホウ素を
使った研磨材・研削材・耐火材を製造・販売していま
す。また、多くの電子機器に搭載されている積層セラ
ミックコンデンサー（MLCC）の原料である超微粒子
酸化チタンは、ハイエンド品向けに高いシェアを有し
ます。

カーボン事業部で扱う電気製鋼炉用黒鉛電極は鉄の
リサイクルに欠かせない製品です。当社の黒鉛電極
は、世界各国のお客さまから高い評価をいただいてい
ます。2017年には、ドイツ・SGL GE社の黒鉛電極
事業を統合し、世界シェアナンバーワンとなりまし
た。今後は、高品位製品を先進国市場に供給する一方
で、成長著しい新興国市場へのボリュームゾーン製品
の開発・販売の強化を図っています。

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
のお客さまから高い評価をいただいています。

黒鉛電極

創業以来培ってきた経験と実績と得意分野である高温溶融技術、
高温焼成技術、高温焼結技術、粉砕分級技術を活かして、お客さま
のご要望に応じた品質の研削材・耐火材を生産しています。

研削材・耐火材

cBNはダイヤモンドに次ぐ硬度を持っていることから、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。

cBN

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。

コンデンサー用セラミックス

セ

黒鉛電極 研削材・耐火材

コンデンサー用セラミックスcBN

無機セグメント
セラミックス事業部・カーボン事業部
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ルミ圧延品事業部では、家電製品、自動車関
連機器などで幅広く使用される電解コンデン

サー向けに、純度、製造プロセスにおいてきめ細かな
制御が求められる高純度アルミ箔を提供しています。

アルミ機能部材事業部ではアルミニウム材料・加工
品を提供しています。レーザービームプリンターの基
幹部品であるアルミシリンダーや大型・複雑形状の押
出品、当社の独自技術によるアルミニウム合金連続鋳
造棒「SHOTIC®」およびカーエアコン用コンプレッ
サーをはじめとする自動車部品用の鍛造品を、国内の
みならず欧米・東南アジア地域で事業展開しています。

また、家電および産業用機器の各種熱交換器を世界
中に提供しているほか、ハイブリッドカーや電気自動
車、太陽光発電などに使用されるパワー半導体用冷却
器の開発・製造に取り組んでいます。

アルミ缶事業部では、1971年に国内初となる飲料
用アルミニウム缶の製造を開始して以来、高品質の飲
料用アルミニウム缶を缶体・缶フタの成形加工から印
刷までの一貫工程により提供しています。

事業紹介

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、産業機械や家電、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

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。

冷却器

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。

アルミニウム鋳造棒・鍛造品

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。

アルミニウム缶

ア

高純度アルミ箔

アルミニウム鋳造棒・鍛造品 アルミニウム缶

冷却器

アルミニウムセグメント
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
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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。

防音型耐火二層管
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

社グループは、長年蓄積して
きた材料設計、合成反応、加

工プロセスの各分野にわたる幅広い
技術と、計算科学、分析、安全性試
験といった共通基盤技術を組み合わ
せ、高度化する市場ニーズに応える
製品の開発に取り組んでいます。

2019年にスタートした中期経営
計画「The TOP 2021」では、右図
のような重点領域を設定、スピード
を持って取り組んでいきます。

当

開発テーマ

関連事業
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。

各

防音型耐火二層管

E-POLE

7つの事業領域 5つの成長ドライバー

R&D 　10の注目技術領域重点領域

周辺領域（事業間連携） 新規領域

次世代蓄電デバイス
xEV

マルチマテリアル・異種材料接合
熱マネジメント

次世代半導体製造プロセス

次世代ワイドバンドギャップ半導体
省エネ・再生エネルギー活用

センサー・IoT

スマート検査・診断技術
インフラ維持・管理

自動車の軽量化と
複合素材

デジタル化の進展

特殊半導体
の拡大

QOL向上
モノからコトへ／XaaS

移動・輸送

エネルギー

ライフスタイル

情報電子

建設・インフラ

産業機器

ライフサイエンス&ヘルスケア

開発テーマ
関連事業
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中期経営計画 「 The TOP 2021 」

昭和電工は2019年より新しい中期経営計画「The 
TOP 2021」をスタートさせました。

2015～2018年 の 中 期 経 営 計 画「Project 
2020+」 で 高 め た 稼 ぐ 力 を 基 盤 に、「The TOP 
2021」では「期待の持てる将来」を示すとともに、
成長基盤を確立していく3年間と位置づけ、2025年
に当社のVisionである「個性派企業」を目指します。

「個性派企業」とは、昭和電工グループに適した市場
規模で「ナンバーワンのポジション」を築いている

「事業の連合体」のことです。
昭和電工グループのMissionは、全てのステーク

ホルダーを満足させること。そして、Visionが個性
派企業となること。この個性派企業というVision達
成に向かう過程で、事業セグメントの強化・拡張につ
ながる重要な価値観であるValueを、CUSTOMER　
Experience（= 顧客体験価値）の最大化、つまり

「こころを、社会を、動かす」と定義しています。
品質・価格のみでの差別化が難しくなる中、昭和電

工グループは製品の良さだけではなく、サービスを含
めた“昭和電工ならでは”のソリューションを提供す

■ 当社グループが目指す姿と基本戦略

る取り組みを進めていきます。
具体的な取り組みですが、まず、現行事業は、「高

める」「伸ばす」「変わる」という区分としました。そし
て、「創る」と「事業間連携」によって現行事業に対し
てセグメント拡張のような成長・飛躍を生み出す、あ
るいは現行事業とは違う新しい事業を生み出します。

この「高める」「伸ばす」「変わる」「創る」「事業間連
携」の5つをグループ戦略の柱とします。それらの戦
略を支える基盤である「研究開発」「マーケティング機
能」「AI/IoTへの取り組み」「生産基盤の盤石化」を強
化していきます。

そして全ての取り組みのベースにあるのが、持続可
能な開発目標（SDGs）への貢献です。

昭和電工グループは事業活動を通じたSDGsへの貢
献に積極的に取り組んでいます。

環境保護や資源の有効活用がより求められる中で、
当社グループは社会的価値と経済的価値を創造し、株
主・お客さま・社会といったステークホルダーの皆さ
まに喜んでいただける企業となることを目指していき
ます。

目指す姿
（Vision）

Vision実現の
手段（Value）

グループ
戦略の柱

事業基盤強化

企業責任

個性派企業

“CUSTOMER Experienceの最大化”

SDGsへの貢献

研究開発 マーケティング
機能

生産基盤の
盤石化AI／IoT

事業間連携 既存技術・事業の組合せによる境界事業の創出

+ + +
オーガニック・M&Aでの新規事業創出

提供価値
向上

事業成長
加速

ビジネスモデル
変革

❹ 創る

❶ 高める ❷ 伸ばす ❸ 変わる

現行事業の飛躍／新規事業の創出
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＊  燃料電池システム：水素と酸素を利用して、水の電気分解と逆の化学反応によって発電す
るシステム。ホテルで使用している純水素型燃料電池システムは、都市ガスなどから水素
を抽出する家庭用燃料電池とは異なり、水素を直接用いて発電するため、CO₂を排出せず、
高効率での発電が可能となります。

昨今の海洋プラスチックごみによる環境汚染問題か
らプラスチックの使用や処理に対する関心が高まって
きています。

昭和電工グループでは、海洋プラスチックが問題と
なる以前から、使用済プラスチックの有効活用に取り
組んできました。それが川崎プラスチックケミカルリ
サイクル（KPR）です。

KPRでは2003年よりアンモニアの原料として使用
済プラスチックから水素を取り出す事業を行っていま
す。こうして生産された水素を原料として作られたア
ンモニアの多くが、火力発電所で脱硝用として使わ
れ、排気ガスをクリーンにする役割を果たしていま
す。最近では、燃料電池のエネルギー源としての期待
も高まってきています。

そんな中、使用済プラスチック由来の低炭素水素を
エネルギー源とする世界初のホテルが2018年6月に
川崎市にオープンしました。水素は約5kmのパイプ
ラインを通じて当社川崎事業所から運ばれ、純水素型
燃料電池システム*で発電されます。

ホテルで使用するエネルギーのうち、約30%が低炭
素水素由来の電気・熱です。また、ホテルで使われた
歯ブラシやヘアブラシな
どのアメニティは川崎事
業所へ運ばれ、再利用さ
れました。

アルミ缶のリサイクルは、エネルギーや資源の節
約、ごみの削減などのメリットがあります。

昭和電工グループのアルミ缶リサイクル活動の
スタートは、旧・昭和アルミニウム（株）（SAK）が
1972年に社員へ行ったリサイクルの呼びかけまで
さかのぼります。その後1990年にはこの活動を
SAKの全事業場に広げ、1995年には（株）昭和アル
ミ缶リサイクリングセンターを設立し、アルミ缶の
リサイクルを事業化して活動を続けています。そし
て2001年のSAKと昭和電工（株）の合併を機に、当
社グループ全体の活動に広がっています。
（株）昭和アルミ缶リサイクリングセンターは、現

在、小山、彦根（滋賀県）に出張所を置き、アルミ缶
の回収・選別・プレスを行っています。これらのア
ルミ缶は溶解・鋳造・圧延工程を経て、昭和アルミ
ニウム缶（株）で再びアルミ缶へと生まれ変わってい
ます。ちなみにアルミ缶からアルミ缶になることは

“CAN to CAN”と呼ばれています。
当社グループでは、グループ社員が集めた缶を会

社が買い取り、その収益金を事業場のある地域へ寄
付などを行っています。

昭和電工グループな
らではのCSR活動とし
て、今後も取り組んで
いきます。

昭和電工のCSR活動

KPR
（川崎プラスチックケミカルリサイクル） アルミ缶リサイクル活動

0
　
92
93
94
95
96
97
98
99
100
（%）

2019（年）20182015 20172016

98.998.8
97.8

97.2 97.6

■ アルミ缶リサイクル活動 従業員参加率推移

川崎プラスチック
ケミカルリサイクルプラント

寄付の様子（昭和電工セラミックス（株）富山工場）

水素を利用している、川崎キング
スカイフロント東急REIホテル。右
は燃料電池システム
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  （単位：百万円）

会計年度 2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期

　売上高 872,785 775,732 671,159 780,387 992,136 906,454

　営業利益 20,551 33,508 42,053 77,708 180,003 120,798

　売上高営業利益率（単位 ：%） 2.4 4.3 6.3 10.0 18.1 13.3

　経常利益 21,731 32,050 38,690 63,851 178,804 119,293

　親会社株主に帰属する当期純利益 2,929 921 12,305 37,404 111,503 73,088

　営業活動によるキャッシュ・フロー 66,996 61,170 68,949 67,235 149,785 78,554

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 46,876 △ 42,497 △53,754 △29,866 △49,338 △48,156

　フリー・キャッシュ・フロー 20,120 18,674 15,195 37,369 100,447 30,397

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 24,856 △ 21,336  △13,220  △18,370  △61,061  △18,546

　研究開発費 20,362 20,289 17,313 18,539 19,735 20,605

　設備投資額 47,318 44,059 39,276 41,279 41,727 50,216

　減価償却費 40,673 42,137 38,761 38,454 39,459 37,704

会計年度末 2014 2015 2016 2017 2018 2019

　総資産 1,009,843 940,494 932,698 1,026,999 1,074,983 1,076,381

　純資産 319,087 308,142 311,231 368,994 465,340 519,433

　自己資本比率（単位 ：%） 29.7 31.5 31.8 34.3 41.5 46.4

　自己資本利益率（ROE）（単位：%） 1.0 0.3 4.1 11.5 27.9 15.5

　有利子負債 383,124 368,835 359,929 346,726 287,968 298,524

　D/E レシオ（単位 : 倍） 1.20 1.20 1.16 0.94 0.62 0.60

1株当たり情報（単位：円） 2014 2015 2016 2017 2018 2019

　1株当たり当期純利益 1.99 6.45 86.27 262.44 758.15 501.03

　1株当たり配当金* 3 3 ー 50 120 130

（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。2016年の期首から併合後の株式数を基に算出しています。
＊ 2016年の1株当たり期末配当金については、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。

石油化学

26.1%

化学品

16.4%

エレクトロニクス

10.1%

無機

24.0%

アルミニウム

 10.2%

その他

 13.2%

財務ハイライト （昭和電工（株）および連結子会社）

2019年
セグメント別
売上高比率
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●10

●11●12●13

●14
●15

●18

●19

●16

●17

●20

●❼

Japan

欧州
ショウティック・ヨーロッパ
昭和電工ヨーロッパ
昭和電工カーボンホールディング
昭和電工カーボンプロダクツドイツ
昭和電工カーボンオーストリア
昭和電工カーボンスペイン

北米
昭和電工カーボン
昭和電工アメリカ
ショウワ・ケミカルズ・オブ・アメリカ

（2020年6月末の主な連結子会社）

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・スペシャルティガス・
　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
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
昭和電工カーボンマレーシア

Europe

East 
Asia

Southeast Asia

North America

主な国内グループ会社

日立化成（株）
（10/1に昭和電工マテリアルズ
（株）に社名変更予定）

サンアロマー（株）

鶴崎共同動力（株）

昭和電工ガスプロダクツ（株）

昭和電工HD山形（株）

昭和電工パッケージング（株）

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）

昭和アルミニウム缶（株）

昭光通商（株）

昭和電工建材（株）

❶ 本社
❷ 名古屋支店
❸ 大阪支店
❹ 福岡支店
❺ 川崎オフィス
❻ 喜多方事業所
❼ 東長原事業所
❽ 伊勢崎事業所
❾ 小山事業所
➓ 秩父事業所
⓫ 千葉事業所
⓬ 川崎事業所
⓭ 横浜事業所
⓮ 大町事業所
⓯ 塩尻事業所
⓰ 彦根事業所
⓱ 堺事業所
⓲ 龍野事業所
⓳ 徳山事業所
⓴ 大分コンビナート

研究拠点

◦融合製品開発研究所 
大分
川崎
伊勢崎
龍野
横浜
塩尻
秩父
小山
喜多方
堺
千葉
土気
富山
伊勢原 

◦安全性試験センター　
◦プロセス・
　ソリューションセンター　
◦先端技術ラボ 　

拠点・グループ会社 （2020年6月末現在）

国内拠点

海外拠点
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お問い合わせ先

昭和電工株式会社 CSR・コミュニケーション室　TEL：03-5470-3235　URL：https://www.sdk.co.jp/　E-mal：sdk_prir@showadenko.com




