昭和電工について

ガバナンス

CSR

財務

事業紹介

事業別
売上高比率

30.1%
石油化学セグメント

（単位：億円）

2017年 2016年
売上高

増減

増減率
（%）

2,511

1,858

653

35.2

334

207

127

61.2

営業利益

石油化学セグメント
石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、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。
さまざまな石油化学製品

エチレン

の原料となるエチレンを、
ナフサ以外の原料も使用

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、環境にやさしい

（原料多様化）して製造し、

特長から、食品包装の分野

資源の有効活用や高いコ

で多く利用されるように

スト競争力に貢献してい

なっています。

ます。

アリルアルコールは、広範
囲な用途に使われる界面

アリルアルコール

活性剤、メガネレンズ、香

サンアロマー
（株）で製造・

料などの原料として使用

性のバランスの良いポリプ

されます。

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。
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ポリプロピレン

販 売している「クオリア®」 「クオリア ®」
は、透明性・耐衝撃性・剛

事業別
売上高比率

17.8%
化学品セグメント

（単位：億円）

2017年 2016年
売上高
営業利益

増減

増減率
（%）

1,488

1,345

142

10.6

165

138

27

19.2

化学品セグメント
産業ガス事業部では、酸素、窒素、アルゴンなどのセパレートガスや圧縮水素、炭酸・ドライアイス事業などの産
業用ガスを幅広い産業分野へ提供しています。
基礎化学品事業部は、化成品部、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、アクリロニトリルやアミノ酸、キレート剤およびクロロプレンゴム、塩
素化ポリエチレンなどのエラストマー製品を提供しています。なお、使用済みプラスチックを原料とするアンモニア
「エコアン ®」は循環型社会の実現に貢献する製品として、主に火力発電所の脱硝剤として使われています。
情報電子化学品事業部では、半導体や液晶パネル、LED、太陽電池などを製造する工程で使用される高純度ガス・
薬品および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。
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

不飽和ポリエステル樹脂

動車部品・家電製品・海洋

塩素、フッ素系など、20種

開発まで多彩な分野に使

類の高純度ガスを生産し

用されています。

ています。

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関
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 ®」

性を持つ不飽和ポリエス
テル「リゴラック®」は、自

で使用される、アンモニア、

「エコアン®」は使用済みプ

軽く、強く、腐食しない特

昭 和 電 工 ガスプ ロダクツ
（株）
では、炭酸飲料向けを

炭酸ガス・ドライアイス

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。
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昭和電工について

ガバナンス

CSR

財務

事業紹介

事業別
売上高比率

14.7%
エレクトロニクスセグメント
2017年 2016年
売上高

（単位：億円）

増減

増減率
（%）

1,231

1,205

26

2.2

219

150

69

46.0

営業利益

＊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「エレクトロニクスセグメント」に移管いたしました。
2016年実績は新セグメントに組み替えて表示しております。

エレクトロニクスセグメント
HD 事業部では、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、コンピューター分野や DVD レコー
ダーなどのコンシューマーエレクトロニクス分野、クラウド化の進展により拡大が期待される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、化合物半導体材料やレアアース磁石合金を提供しています。化合物半導体材料では、ディ
スプレイ表示向けやセンサーなどの工業用途として、豊富なラインアップの高出力 LED を実現しています。また、
電子機器向けの小型モーターやハイブリッドカー・電気自動車向けの高性能モーターに使用される高品質のレアアー
ス磁石合金を生産しています。
先端電池材料事業部では、近年需要が高まっているリチウムイオン電池向けの各種材料の生産・販売を行っています。

世界最大のハードディス

HD

ク外販メーカーとして、最

LED

さまざまな用途で使用され
る光センサー光 源 用 赤 外

先端技術を駆使し、次々と

LED 素 子 の 幅 広 いライン

大容量化を実現するとと

アップに加え、植物育成に

もに、お客さまからのご要

最適な高出力赤色ＬＥＤ素

望にスムーズに対応でき

子を製造しています。

るよう、最適な生産・供給
体制を構築しています。
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

レアアース

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。
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リチウムイオン電池市場に
おいて、高入出力、長寿命
の負極材
「SCMG®
」
、安 定
高品質の正負極用導電助
剤
「VGCF®-H」
、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

事業別
売上高比率

8.8%
無機セグメント

（単位：億円）

2017年 2016年
売上高
営業利益

増減

増減率
（%）

734

509

226

44.4

71

△58

128

ー

無機セグメント
セ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販売が拡
大しています。
カーボン事業部で扱う電気製鋼炉用黒鉛電極は鉄鋼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 社の黒鉛電極事業と統合し、世
界 No.1 メーカーとなりました。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向け
た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。

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

電融耐火材製品

高い溶融技術と研削材製
造で培った粉砕・整粒技

材で、鉄のリサイクルに役

術を駆使し、各種の電融耐

立っています。当社の黒鉛

火材料を開発製造してい

電極は優れた品質で、世界

ます。

各国のお客さまから高い評
価をいただいています。

CBNはダイヤモンドに次
ぐ硬度をもっていること

CBN焼結体

高 純 度 酸 化 チタン「 ス ー
パータイタニア®」は、身近

から、自動車などの部品を

な電子・電気機器に使用さ

切削するための工具に使

れるセラミックコンデンサー

用されています。

の主要原料です。

コンデンサー用
セラミックス
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昭和電工について

ガバナンス

CSR

財務

事業紹介

事業別
売上高比率

12.6%
アルミニウムセグメント
2017年 2016年
売上高

（単位：億円）

増減

増減率
（%）

1,054

986

69

7.0

67

44

23

51.6

営業利益

アルミニウムセグメント
ア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・缶蓋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。

純度、製造プロセスなどに

高純度アルミ箔

きめ細かな制御が求めら

冷却器

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

れる電解コンデンサー用

パワー半導体用冷却器な

の高純度アルミ箔は、IT機

どを提供しています。

器や家電、自動車に欠かせ
ない電子部品の主要材料
です。

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

アルミニウム
鋳造棒・鍛造品

組織を持つアルミニウム

造しました。軽量でリサイク
ル性に優れたアルミ缶は、国

連 続 鋳 造 棒「SHOTIC®」

内だけでなく海外でも事業

と、それを用いた鍛造品を

を展開中です。

生産しています。
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昭和アルミニウム缶
（株）
は、
国内で初めてアルミ缶を製
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アルミニウム缶

事業別
売上高比率

16.0%
その他セグメント

（単位：億円）

2017年 2016年
売上高
営業利益

増減率
（%）

増減

1,336

1,287

49

3.8

6

6

0

1.6

＊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「エレクトロニクスセグメント」に移管いたしました。
2016年実績は新セグメントに組み替えて表示しております。

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。
SiC
エピタキシャルウェハー

当製品は、省エネルギー化が
期待される次世代のパワー

昭和電工のLED植物工場シス

植物工場

テムは、赤・青色LEDを独立

半導体に使用される材料で

して制御することで、高生産

す。すでに電気自動車
（EV）

性・高付加価値野菜の生産を

用チャージャー、太陽光発

両立する植物工場です。

電、サーバー向けなどで使
用が進んでいます。

芙蓉パーライト
（株）
の黒曜石パー
ライト
（黒曜岩を焼成加工させた

黒曜石パーライト

昭和電工建材
（株）
が製造・販
売する「ショウワ遮音FDP」

天然資材）
は、快適な住環境に応

は、高度な遮音性と省スペー

える建築用軽量骨材
（比重0.1）
で

ス性・耐火性・省施工性を兼

す。屋上・造園緑化の土壌改良材

ね備えた高付加価値型の排

や微生物培養剤・山岳地帯での尿

水立管で、多くのマンション

処理などに対応する環境関連資

やホテル、病院などで採用さ

材としても活躍しています。

れています。

防音型耐火二層管

国内主要グループ会社
▪石油化学セグメント
サンアロマー（株）
鶴崎共同動力（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）

▪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）

▪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）

（2018年3月末現在）
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