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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：10,476名　単独：3,347名（出向者除く）

連結子会社　58社

持分法適用会社　11社

〒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： https://www.sdk.co.jp/
E-mail : sdk_prir@showadenko.com

会社概要 （2018年12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

コーポレートメッセージ
「動かす」
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◦報告対象期間
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「年」と記載された項目は2018年1月〜12月の、「年度」と記載された
項目は2018年4月〜2019年3月の範囲を対象としています。

◦報告対象組織
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GRI サステナビリティ・レポーティング・スタンダード 2016
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編集方針
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報告媒体について

昭和電工グループは2017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）として発行しています。当レポー
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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2018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。

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
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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、本年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）
・配線基板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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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の国産化に成功（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）

昭和電工について ガバナンス CSR 財務
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激変する世界経済・経営環境
気候変動や資源枯渇、人口構造の変化、都市化の進

行、世界経済の多極化、原燃料・エネルギーの環境変
化など、世界的な潮流は大きな変化を迎えています。
また、人工知能やIoT技術の進化など、技術の飛躍的
な進展によって、経済や社会、人々の生活も変化を遂
げつつあります。

他方、米中の通商問題や英国のＥＵ離脱問題の長期
化により、世界経済の先行きに不透明感が高まってお
り、これらの影響の日本への波及が懸念されています
が、短期的な状況の変化に動ずることなく、中長期的
な視点からの経営が求められていることには変わりま
せん。

昭和電工グループは、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事業分野を有す
る、特徴的な化学メーカーです。これらの特徴を強み
とし、無機・金属、有機化学技術を深化、融合させ、
優れた個性派製品を生み出すことを通じて、豊かさと
持続性が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。

2018年実績・2019年予想
2018年の業績は、エレクトロニクスセグメントは減

収となるものの、ほかの5セグメントはいずれも増収と
なり、特に無機セグメントにおいては、2017年下期に
実施した、独SGL GE社（現・昭和電工カーボン・ホー
ルディング）との黒鉛電極事業の統合効果の通期寄与
と、国際市況の上昇により大幅な増収となり、営業利
益、経常利益、当期純利益の全てにおいて2年連続で
最高益を更新しました。

2019年の経営環境は厳しいものととらえ、保守的とな
らざるを得ませんが、当社は石油化学セグメントの継続
したフル稼働、無機セグメントでの黒鉛電極の国際市況
上昇などにより増益を見込んでおります。これら好調な
業績と株主様への利益還元などを総合的に勘案し、2019
年の配当額を10円増配の130円と予想しております。

「The TOP 2021」始動
昭和電工グループは2016年から2018年の中期経

営計画「Project 2020+」でしっかりとした今を示
す足元の収益力をレベルアップできました。石油化
学、黒鉛電極事業の属する無機の両セグメントでの
利益拡大幅が大きいことが注目されますが、化学品・

しっかりとした
今をベースに、
ステークホルダーの
皆さまが期待が持てる
将来を創造します

2019 年 7 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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エレクトロニクス・アルミニウムの3セグメントも中
計目標を達成し着実に収益力を高めました。

2019年からスタートした中期経営計画「The 
TOP 2021」では、しっかりとした今をベースに期
待が持てる将来を作るべく、成長へと舵を切ります。
すべての事業において、将来のあるべき姿である個性
派事業と現状とのギャップを明確にして、そのギャッ
プを埋めるための施策を推進するというバックキャス
ティング手法がポイントとなります。

個性派事業へのギャップを埋める方向性として、既
存事業を3つの新たなポートフォリオ「高める」「伸ば
す」「変わる」に再定義しました。そして非連続な成長
を生み出す「創る」を加えた4つのポートフォリオで
運営していきます。

そして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。

以上のグループ経営戦略推進により、昭和電工
グ ル ー プ は「The TOP 2021」 の3年 間 累 計 で

「Project 2020+」比で40%増3.4兆円の売上高、
営業利益も1.7倍の4,800億円と大きく伸長し、当
期純利益は3年で3,300億円を創出します。

これら成長にあたっては、ROA、ROEの資産効率
性を十分考慮し、効率的で、かつ積極的な投資を行う
ことで投資を成長に、成長をさらなる収益力の向上に
つなげます。

 「個性派事業」の拡大
当社グループの目指す姿、ビジョンである「個性派企

業」とは、昭和電工グループに適した市場規模である
「数百億円から数千億円スケールの市場」で、「No.1の
ポジション」を築いている「個性派事業の連合体」です。

そのためには、昭和電工の各事業が最適な事業セグ
メントを設定することが必要条件です。

これまで進めてきた「Project 2020+」によっ

て、各事業は最適なセグメントの設定が進みました。
「The TOP 2021」では設定したセグメントにおい
て、現行事業のビジネスモデルの進化や成長市場での
拡大、地域・ビジネス領域の拡大などにより、事業セ
グメントの強化・拡張に取り組みます。そして新規事
業の創出も含め、HD、電子材料用高純度ガス、黒鉛
電極に続く個性派事業への道を作り、2025年には少
なくとも既存事業の半数以上を「個性派事業」とする
ことを中長期の経営目標としています。

当社グループが個性派企業というビジョン達成
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、バリューがCUSTOMER 
Experience、顧客体験価値の最大化です。

品質・価格のみでの差別化が難しくなる中、製品の
良さだけではなく、サービスも含めた“昭和電工なら
ではの顧客体験”を全社共通のキーワードに、事業経
営を行ってまいります。

 持続可能な成長を目指す
当社グループは、これまでもCSR（企業の社会的責

任）を経営の根幹を成すものとして考え、環境に配慮
した事業活動を行うことはもちろんのこと、お客さま
や社会からの製品・技術・サービスを提供し、皆さま
からの信頼に応えてきました。同時に、コンプライア
ンスやダイバーシティ経営、コーポレート・ガバナン
スの推進にも取り組んでいます。

昨今、ESG（環境、社会、ガバナンス）や、持続可能
な開発目標（SDGs）といった視点からも企業経営のあ
り方を問われています。当社は、持続可能な社会づく
りに貢献する事業推進により、永く、安定した利益を
生む企業として、さらなる成長をしてまいります。

当社グループは今後も、豊かさと持続性が調和する
社会の創造に貢献する企業として大きく飛躍できるよ
う、変化を恐れずに行動していきます。当社グループ
の活動に是非ご注目ください。 （2019年7月）

売上高 34,000億円

当期純利益 3,300億円

ROE*219.5%

営業利益 4,800億円
（営業利益率14.1%）

ROA*112.6%

2019〜2021年（3年累計）業績目標

＊1 期間中の単純平均：営業利益ベース　＊2 期間中の単純平均

2025年には

半数以上を

個性派事業へ

個性派事業
適正な市場規模（数百〜数千億円市場）でトップシェア獲得

グローバルNo.1事業
市場規模（当社シェア）

HD 4,000億円
（25%）

電⼦材料⽤
⾼純度ガス

1,500億円
（25%）

⿊鉛電極
（UHP）

3,000億円〜
（30%超）

（参考）
個性派事業の成果指標

営業利益率

10%以上
営業利益額

数⼗億円以上

環境変化による
収益変動が少ない

「個性派企業」とは
『収益性と安定性を高レベルで維持できる個性派事業の連合体』
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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

連結総資産

10,757億円
（2018年12月末）

財務資本

グローバルに
展開する生産拠点

製造資本

研究開発費用（計画）

710億円
（2019年〜2021年合計）

知的資本

連結従業員数

10,476人
（2018年12月末）

人的資本

安全・コンプライアンス

昭和電工の価値創出プロセス

石油化学

アルミ

関連事業 化学品

エレクト
ロ二クス 無機有機

金属

流通・小売・アフターサービス

生活環境

保守・メンテナンス

エネルギー

建設・インフラ

ライフスタイル

情報電子

産業機器

昭和電工グループは、SDGsに掲げられる社会課題の解決に向け、将来の市場環境や技術の変化を意識した取り組み
を進めています。2019年からスタートした中期経営計画「The TOP 2021」では、設定した7つの市場領域により、
5つの社会の進化に貢献することで経済的価値・社会的価値を創出し、全てのステークホルダーにご満足いただける企
業を目指しています。
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エネルギー（原油換算）

122万kl
（2018年グループ）

自然資本

取引先（パートナー）
との協働

社会・
関係資本

5つの進化に貢献

3年累計営業利益
（2019〜2021年）

4,800億円

GHG排出量削減目標
（2030年）

11%
（2013年比）

女性管理者数・比率
（単体・2020年）

40名 5%
障がい者雇用率

（単体）

2.3%以上

重大設備事故・環境事故

ゼロ

総投資額
（2019〜2021年）

4,000億円

D/Eレシオ
（2021年）

0.5倍程度

休業災害度数率

0.1以下維持

総還元性向
（2019〜2021年）

30%程度

経済的価値

社会的価値の創出

デジタル化

自動車の軽量化

QOLの向上

特殊半導体の拡大

モノからコトへ
「XaaS（X as a service）」

安全・コンプライアンス

素材

部品・製品

サービス

無機

ライフサイエンス
&ヘルスケア

移動・輸送
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中期経営計画 「The TOP 2021」

2019年より始まった中期経営計画「The TOP 
2021」の概要と、当社グループの取り組みについて
ご紹介します。
「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

「⾼める」は、市場成長は緩やかな成
熟市場で、収益性の向上と安定化を目
指すことが目標です。このグループに
は、石油化学、産業ガス、基礎化学品、

カーボン、デバイスソリューション（HD）が属してい
ます。

「変わる」は、セグメント拡大を視野
に入れています。ここに該当する事業
は、既存技術の横展開や応用、そして
海外展開などの地域的な拡大も視野に

入れながら、個性派事業化を図っていく事業です。こ
のグループには、機能性化学品、セラミックス、アル
ミ圧延品、アルミ機能部材、アルミ缶が属します。

「伸ばす」は、成長市場で、技術力・
販売力・物流を核とした「差別化」を
進めていく一方、増産投資などの積極
的な設備投資を行うことで、市場での

成長を先取りする供給体制の確立も行います。このグ
ループには、情報電子化学品、デバイスソリューショ
ン（パワー半導体用SiC）、電子機能材、先端電池材料
が属します。

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、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。

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。

現行事業の飛躍

当社グループの各事業が競争すべき領域と事業に求
める成果から、各事業を「高める・伸ばす・変わる」
の3つのグループに分類し個性派事業への道筋をしっ
かりとつけてまいります。

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

中期経営計画 「The TOP 2021」

当社グループの
Mission/Vision/Value

Mission （使命・存在意義）
すべてのステークホルダーを満足させる
Vision （目指す姿）
個性派企業
収益性と安定性を高レベルで維持できる個性派事業の
連合体

Value （Vision実現の手段）
“CUSTOMER Experienceの最大化”
製造業を超えたソリューション提案へ、ビジネスモデル
を革新
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売上高

34,000億円

当期純利益

3,300億円

ROE*2

19.5%

営業利益

4,800億円
（営業利益率14.1%）

ROA*1

12.6%

新規事業の創出（創る）

「The TOP 2021」では成長に向けて将来有望と
考える技術シーズに対し今まで以上に先行的なR&D
投資を行うとともに、3年間で1,500億円を準備した
M&Aも活用しながら既存事業の強化、新事業の創出
による成長基盤の創出に取り組みます。

事業間連携

昭和電工グループでは、当社グループのもつアルミ
から有機・無機にわたるさまざまな材料技術と、原材
料製造から成形加工までのバリューチェーン、そして、
これまで培ってきた各種技術を事業の垣根をこえて組
み合わせることで、お客さまの求める最適なソリュー
ションを提案していきます。この活動を「事業間連携」
と呼び、まずは自動車分野からスタートします。今後、
順次その他の分野への適用拡大を図ります。

事業基盤強化

研究開発の強化に加え、マーケティング機能の強
化、AI/IoT導入の推進など、2022年以降の次期中
期経営計画期間に向けた取り組みも進めます。

企業責任（SDGsへの貢献）

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。

財務戦略

昭和電工グループは当中計3年間累計で3.4兆円の
売上高、年間売上高1.1兆円規模を目指します。これ
は「Project 2020+」比で40%増となる「成長へ
の挑戦」です。

営業利益も1.7倍と大きく伸長し、当期純利益は3
年で3,300億円、年平均1,100億円を創出します。

これら成長にあたっては、ROA、ROEの資産効率
性を十分考慮し、効率的で、かつ積極的な投資を行う
ことで「高い成長と高い利益の両立」を実現させます。

2019〜2021年（3年累計）業績目標

研究開発に加え、
M&A等の⾮連続な打ち手を⽤意

ポートフォリオ
分類

オーガニック

M&A

“創る”の実現手段

＊1：期間中の単純平均：営業利益ベース　＊2：期間中の単純平均

創る

コーポレート
研究開発

コーポレート
戦略投資（M&A等）

新規領域既存領域

現行
事業部

当社独自の素材/技術を生かした複合材ソリューション
プロセス設計・評価機能
•部品構造解析/
 シミュレーション
•放熱解析/
 シミュレーション
•素材接合技術開発

自動車業界の未来から逆算した、素材へのニーズの変化
軽量・高剛性 放熱・蓄熱 電気絶縁性 異素材接着

幅広い素材ポートフォリオ・各素材の技術進化
•合金設計
•塑性加工
•表面・界面改質
•高分子設計
•物性予測

•ナノカーボン材料
•結晶化・微粒子
•特性解析
•パワー半導体SiC
•光半導体
•コンデンサ素材

ア
ル
ミ

有
機

無
機・エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
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CFOメッセージ

新中期経営計画「The TOP 2021」では、前3カ
年で実現された「しっかりした今」を背景に、当社の

「期待が持てる将来」を創っていくため、長期的な成
長へと大きく舵を切ります。「The TOP 2021」は

「成長基盤を確立していく3年」と位置付け、拡大す
るキャッシュ・フローをベースに、積極的な株主還元
の拡充と戦略的な投資を両立させます。下図の収益向
上モデルで「利益」を「投資」に回し、その「投資」
を「成長」につなげ、それを「利益」の拡大につなげ
る、このサイクルを回すことですべてのステークホル
ダーにご満足いただけるための原資となる利益を向上
させます。

新3ヶ月年計画の累計の計数イメージは、売上高3.4
兆円、営業利益4,800億円、親会社株主に帰属する当
期純利益3,300億円を挙げています。売上高の前中計
比40%増実現は「成長への挑戦」です。大きな成長

に向け、ROA、ROE目標を設定し、資産効率性を十
分考慮します。財務レバレッジも効かせながらD/Eレ
シオは0.5倍程度の水準を維持しつつ、収益力の強化
で生み出されたキャッシュ・フローから、設備投資と
M&Aを合わせた総投資額として3年で4,000億円を
投資します。効率的で、かつ積極的な投資を行うこと
で「高い成長と高い利益の両立」を実現させます。

また、株主さまへの還元については、配当と自社株
買いを合わせた「総還元性向30%」を2021年に実現
し、株主の皆さまにこれまで以上の還元を実施します。

当社の格付については2019年3月に「シングルA」
を取得しましたが、さらなる格付の向上を図ってまい
ります。また、企業価値の向上に向け、絶えず改善を
続けることで、ステークホルダーの皆さまにご満足い
ただけるような当社グループを目指してまいります。

CFOメッセージ

取締役執行役員
最高財務責任者（CFO）

竹内 元浩

企業価値のさらなる向上を目指して

すべてのステークホルダーを満足させるための原資

投資 成長

収益

（億円） （%）

0

1,500

1,000

500

2,000

0.00

1.50

1.00

0.50

2.00

2014 2016 （年）2015 2017 2018

■ 営業利益　■ 親会社株主に帰属する当期純利益　● D/Eレシオ

1.20 1.20 1.16
0.94

206
335 421

777

1,8001,8001,800

29 9
123

374

1,1151,1151,115

0.620.620.62
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  （単位：百万円）

会計年度 2013年12月期 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

　売上高 847,803 872,785 775,732 671,159 780,387 992,136

　営業利益 25,953 20,551 33,508 42,053 77,708 180,003

　売上高営業利益率（単位 ：%） 3.1 2.4 4.3 6.3 10.0 18.1

　経常利益 23,488 21,731 32,050 38,690 63,851 178,804

　親会社株主に帰属する当期純利益 9,065 2,929 921 12,305 37,404 111,503

　営業活動によるキャッシュ・フロー 63,565 66,996 61,170 68,949 67,235 149,785

　投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 55,203 △ 46,876 △ 42,497 △53,754 △29,866 △49,338

　フリー・キャッシュ・フロー 8,362 20,120 18,674 15,195 37,369 100,447

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,805 △ 24,856 △ 21,336  △13,220  △18,370  △61,061

　研究開発費 20,435 20,362 20,289 17,313 18,539 19,735

　設備投資額 44,370 47,318 44,059 39,276 41,279 41,727

　減価償却費 39,779 40,673 42,137 38,761 38,454 39,459

会計年度末 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

　総資産 985,771 1,009,843 940,494 932,698 1,026,999 1,074,983

　純資産 345,811 319,087 308,142 311,231 368,994 465,340

　自己資本比率（単位 ：%） 30.6 29.7 31.5 31.8 34.3 41.5

　自己資本利益率（ROE）（単位：%） 3.2 1.0 0.3 4.1 11.5 27.9

　有利子負債 353,686 383,124 368,835 359,929 346,726 287,968

　D/E レシオ（単位 : 倍） 1.02 1.20 1.20 1.16 0.94 0.62

1株当たり情報（単位：円） 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

　1株当たり当期純利益 6.06 1.99 6.45 86.27 262.44 758.15

　1株当たり配当金* 3 3 3 ー 50 120

（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。

SHOWA DENKO REPORT 2O19 13



海洋プラスチック問題の解決に向けて
社会課題への貢献

プラスチックは、手軽で耐久性に富み、安価に生産
できることから幅広く使われています。

しかし、プラスチックの多くが使い捨てされてお
り、使用後にきちんと処理されず、環境中に流出して
しまうことも少なくありません。

昨今、問題となっている海洋プラスチック問題は、き
ちんと処理されなかった使用済みプラスチックが河川な
どから海へと流れ込むために引き起こされています。

こうした大量の使用済みプラスチックは、海の生態
系だけでなく、観光や漁業・養殖業などにも多大な悪
影響を与えています。

当社グループでは、海洋プラスチックとなってしま
う前段階で、使用済みプラスチックの有効活用を行っ
ています。その取り組みをご紹介します。

使用済みプラスチックから水素・
アンモニアを作る

昭和電工（株）川崎事業所のある神奈川県川崎市は
経済産業省からエコタウンとして認定されています。

エコタウン事業とは、「ゼロ・エミッション構想」
を地域の環境調和型経済社会形成のための基本構想と
して位置づけ、併せて、地域振興の基軸として推進す
ることにより、先進的な環境調和型のまちづくりを推

進することを目的とした事業です。
昭和電工（株）川崎事業所はこの構想に賛同し、使

用済みプラスチックからアンモニアの原料である水素
の安定供給を目的とした、プラスチック・ケミカルリ
サイクル施設を立ち上げ、2003年から事業をスター
トしています。当社ではこの施設をKPR（川崎プラス
チックリサイクル）と呼んでいます。

KPRプラントでは、各自治体で収集された使用済
みプラスチック容器・包装材等を高温で分解し、主に
水素（低炭素水素）と二酸化炭素へ転換します。低炭
素水素の多くはアンモニアの原料に、二酸化炭素はグ
ループ会社の昭和電工ガスプロダクツ（株）で、ドラ
イアイスや炭酸飲料向けとして使用されています。

有価金属
回収

回収プラスチック

アンモニア製造設備

建材
路盤材

ドライアイス
液化炭酸ガス アンモニア

高温
ガス化炉

ガス洗浄
設備

CO転化
設備

スラグ金属

破砕成形
設備

低温
ガス化炉

二酸化炭素 水素

脱硫設備

合成ガス

 ■ リサイクルの仕組み
エコアン®＊ローリー

川崎プラスチック
ケミカルリサイクルプラント

成形プラ

＊エコアン®：使用済みプラスチックを原料の一部に使用した当社の液化アンモニア
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低炭素社会の実現に貢献

低炭素社会とは、地球温暖化の原因である温室効果
ガスのうち、大きな割合を占める二酸化炭素の排出が
少ない社会のことを指します。

2015年7月、当社と川崎市は、低炭素水素社会の
実現に向けた連携・協力について合意し、協定を締結
しました。以降、両者で使用済みプラスチック由来の
低炭素水素を活用した環境負荷の少ない低炭素な水素
社会の実現を目指し、アンモニア製造の原料以外の用
途展開についても検討・実証実験を進めてきています。

なお当事業は、環境省の「平成27年度地域連携・
低炭素水素技術実証事業」に採択されています。

燃料電池車向け水素ステーション

2017年6月より（株）巴商会の新砂水素ステーショ
ン（東京都江東区）へ燃料電池車（FCV）用の低炭素水
素の供給を開始しました。

水素を利用したホテル

2018年6月より、川崎臨海部（殿町）の川崎キング
スカイフロント東急REIホテルへ低炭素水素を供給し
ています。当社川崎事業所から約5kmのパイプライ
ンで運ばれた低炭素水素は、純水素型燃料電池システ
ムの発電に利用されます。同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・熱と
なっています。

燃料電池試験車両製作と実証試験

2019年6月、JR東日本（株）は、水素を燃料とす
る燃料電池と蓄電池のハイブリッドシステムを搭載
した試験車両を製作、2021年から実証実験を予定し
ていることを発表しました。エネルギーの多様化と
CO₂排出量の削減などを目標にした取り組みです。

当社は燃料電池に使用するための低炭素水素を提供
予定です。

海外からも注目

世界的に関心を集めている海洋プラ問題。KPRプラ
ントへの海外からの見学希望者も増えています。

2019年に入ってからも、外務省の在京大使館員向
けスタディーツアー（カナダ、南アフリカ、ポーラン
ドなど14カ国から参加）、外務省招聘外国人記者（イ
ンド、フランス、タイなど7カ国の経済雑誌記者）、
フランス上院議員、イタリア国会議員、韓国のTV局
など、世界中から来場しています。

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

新砂水素ステーション

インドネシア海洋担当調整府高官らの視察の様子
（2019年4月20日）

イタリア政府関係者の皆さまと（2019年6月14日）燃料電池システム
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新中期経営計画「The TOP 2021」における研究開
発戦略は、現行事業の個性派に向けた取り組みを継続
しつつ、重点を新規事業パイプライン創出に置きます。

現行事業の個性派に向けた取り組みとしては、2016
年に発足した融合製品開発研究所を大胆に再編し、技
術の「深化」「融合」をさらに加速・拡張して全社に展
開します。また、融合製品開発研究所が全社技術者の
人材プールとして機能することにより、多様な人材・
技術の融合によるイノベーション創出、人材育成につ
なげることで、質的・量的に人材運用強化を図りま
す。さらに、オープン・イノベーションやM&Aなど
で、必要な技術を社外から積極的に「導入」していき
ます。

新規事業パイプライン創出の加速については、テー
マ探索における市場・技術トレンドを把握するために
マーケティング機能を抜本強化し、「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」の7
つの事業領域に対応した「マルチマテリアル」「異種材
料接合」「次世代半導体製造プロセス」など10の技術
領域に研究開発資源を集中します。

これらの施策を実現するため、「The TOP 2021」
期間中に研究開発人員を10%増強し、研究開発投資
を約30%増加します。

加えて、既存の事業領域や対面業界の動向・潮流な
どに捉われずに、自由な発想・視点に基づいて次世代
研究テーマを探索・立案することをミッションとして

「先端技術ラボ」を設置します。先端技術ラボでは、
当社として開発すべきテーマをSDGsやELSIなどの
観点から検討します。

これらの施策により、「深化（強化・伝承）」「融合」
「導入」というキーワードに示される技術立社文化の
醸成と浸透を図っていきます。
「The TOP 2021」のコンセプトを具現化する拠

点として、複合施設「融合の舞台」を新設し、グロー
バル中枢拠点として社内外の深化・融合・導入を加速
します。「融合の舞台」は横浜事業所に隣接する地区
にて2022年の供用開始を予定しております。

当社は研究開発を通じて、お客様にこころを動かす
製品やサービスを、社会を動かすソリューションを提
供していきます。

昭和電工グループの研究開発

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

「深化」「融合」「導入」で
技術立社文化の醸成と浸透を図る
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中期経営計画「The TOP 2021」においては、2021年までの3年間で710億円の研究開発投資を計画しています。
既存事業の強化に引き続き取り組むとともに、次世代に貢献するパイプラインの創出に重点を置いた施策を進めます。

新規事業パイプラインの創出

新規事業パイプラインを創出するために、
7つの事業領域に対応した10の技術領域に
研究開発資源を集中します。

そのための打ち手として、①先進的な技
術トレンドを調査する技術マーケティング
により新規テーマの設定を行う技術調査
活動、②コーポレートと複数の事業部が連
携して知見を結集し、開発対象製品のソ
リューションを提案する事業間連携、③ア
イデア公募制度の運用などに取り組みます。
また、オープン・イノベーションやM&Aを
積極的に活用し、社外から技術を導入する
ことによるテーマ探索にも取り組みます。

融合製品開発研究所の機能拡大

融合製品開発研究所では従来、有機、高分子、アル
ミ、無機といった技術を相互に融合させることによっ
て新しい製品の開発を行ってきており、様々な製品開
発につなげてきました。一方、昨年まで先端技術開発
研究所で行ってきた研究テーマは、R&Dステージが
変化して成果が期待できるようになったため、融合製
品開発研究所内で取り組みを進めます。このことによ
り融合製品開発研究所では新たに、電池・カーボン・
薄膜などの技術も融合することが可能な体制となった
ことで、さらなる発展を目指します。

複合施設「融合の舞台」

「The TOP 2021」のコンセプトを具現化する拠
点として、複合施設「融合の舞台」を新設し、社内
外の深化・融合・導入を加速します。「融合の舞台」
の役割は、①将来社会的に重要となりえる製品・技
術の探索、実用化に向けた研究、②電子材料関連技
術の高度化によるSociety5.0実現への貢献、③AI

研究開発計画

分析物性センターと計算科学・情報センターも融合
製品開発研究所と一体運営することになり、研究開発
の迅速な成果顕現に貢献していきます。

を融合した開発手法の創出であり、融合製品の研究
開発に分析技術や計算科学といった機能を組み合わ
せることで、新しい価値の創
造活動を行います。同施設の
供用開始は2022年春を予定
しています。

1

2

3

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

上記実現に向け、研究開発人員を約10％増強、研究開発投資を約30％増加

分析
計算科学触媒

ナノカーボン
薄膜プロセス

先端電池材料

有機
高分子
無機

アルミ

SHOWA DENKO REPORT 2O19 17



電気炉

圧延

絞り成形/印刷

ラミネート/印刷

アルミ精製

押出

接合 引き抜き

鍛造

連続鋳造 粉末精製

溶融法単結晶成長

エピタキシャル成長

超高圧焼結
ストリップキャスト

乾式冶金
（クロール法）

無電解めっき

研磨

高純度微粒子合成
(気相/液相)

炭素構造制御/
黒鉛化

ドライプロセス
成膜

粉砕/粒径制御

重合技術 石油化学

触媒
導電性
高分子 フェノール

樹脂

ビニル
エステル
樹脂

不飽和
ポリエステル
樹脂

合成樹脂
エマルジョン 生分解性

プラスチック

輸液バッグ酢酸
エステル類

オレフィン類

ポリオレフィン

酢酸
ノルマル
プロピル

アリル
エステル類

アリル
アルコール

石灰窒素

カーバイド

研削用
アルミナ焼結体
(MORUNDUM®)

アルミナ フェロアロイ

希土類磁石
合金

四塩化チタン

LIB用
人造黒鉛負極材
(SCMG®)

フラーレン

スポンジチタン

超硬質
立方晶窒化ホウ素
(SBN®)

ガラス研磨剤

放熱フィラー

アルミ
コンデンサ

食品包材用
アルミ

キャップシール

飲料用
アルミ缶

大型
押出形材

アルミ鋳造品
(SHOTIC®)

自動車向け
鍛造部材

シリコン
ウエハー

ガリウム化合物

化合物半導体
単結晶ウエハー

粉末合金
(SHORIK®)

超高輝度
LEDs

植物育成
システム

化合物半導体
エピタキシャル
ウエハー

コンデンサ用
高純度
アルミ箔

アルミ箔

熱交換器

アルミニウム

電気化学 電気化学

電気分解

溶融塩電解 食塩水電解

高圧ガス技術

高純度化

塩素

クロロプレン

耐腐食
表面処理

水素

苛性ソーダ

高純度溶剤
・洗浄剤

シリコン
エピタキシャル
ウエハー

アンモニア
(ECOANN®)

炭酸ガス

アミノ酸

アクリロニトリル

シアン化
水素

医農薬中間体

吸水性
ポリマー
(PNVA®)

機能性
モノマー
(Karenz®)

ビタミン
誘導体

有機合成

肥料

技術の系譜

半導体向け
特殊ガス

LIB用
アルミラミネートフィルム

（SPALF®）
自動車冷却器

SiC
エピタキシャル

ウエハー

アルミシリンダー

昭和電工グループの技術は、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・部材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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電気炉
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ラミネート/印刷

アルミ精製

押出

接合 引き抜き

鍛造

連続鋳造 粉末精製

溶融法単結晶成長

エピタキシャル成長

超高圧焼結
ストリップキャスト

乾式冶金
（クロール法）

無電解めっき

研磨

高純度微粒子合成
(気相/液相)

炭素構造制御/
黒鉛化

ドライプロセス
成膜

粉砕/粒径制御

重合技術 石油化学

触媒
導電性
高分子 フェノール

樹脂

ビニル
エステル
樹脂

不飽和
ポリエステル
樹脂
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エマルジョン 生分解性

プラスチック

輸液バッグ酢酸
エステル類
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ポリオレフィン
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石灰窒素

カーバイド

研削用
アルミナ焼結体
(MORUNDUM®)

アルミナ フェロアロイ

希土類磁石
合金

四塩化チタン

LIB用
人造黒鉛負極材
(SCMG®)

フラーレン

スポンジチタン

超硬質
立方晶窒化ホウ素
(SBN®)

ガラス研磨剤

放熱フィラー

アルミ
コンデンサ

食品包材用
アルミ

キャップシール

飲料用
アルミ缶

大型
押出形材

アルミ鋳造品
(SHOTIC®)

自動車向け
鍛造部材

シリコン
ウエハー

ガリウム化合物

化合物半導体
単結晶ウエハー

粉末合金
(SHORIK®)

超高輝度
LEDs

植物育成
システム

化合物半導体
エピタキシャル
ウエハー

コンデンサ用
高純度
アルミ箔

アルミ箔

熱交換器

アルミニウム

電気化学 電気化学

電気分解

溶融塩電解 食塩水電解

高圧ガス技術

高純度化

塩素

クロロプレン

耐腐食
表面処理

水素

苛性ソーダ

高純度溶剤
・洗浄剤

シリコン
エピタキシャル
ウエハー

アンモニア
(ECOANN®)

炭酸ガス

アミノ酸

アクリロニトリル

シアン化
水素

医農薬中間体

吸水性
ポリマー
(PNVA®)

機能性
モノマー
(Karenz®)

ビタミン
誘導体

有機合成

肥料

技術の系譜

HPLCカラム
Shodex®

成形材料
（BMC/SMC）

酸化チタン

黒鉛電極

ハードディスク
メディア

カーボンナノ
チューブ

（VGCF®）

SHOWA DENKO REPORT 2O19 19



 ■ 事業間連携の取り組み

＊NEDO：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

＊CFRP：炭素繊維強化プラスチック

ミーティングの様子

アルミニウム/樹脂複合材PJ
〜アルミニウムと樹脂、それぞれの強みを融合〜
次世代自動車の開発には樹脂（CFRP＊を含む）やア

ルミをはじめとするマルチマテリアル化がキーワード
になっています。

2019年、立ち上がったアルミニウム/樹脂複合材プ
ロジェクトでは、全く新しいコンセプトで接合技術の開
発を進めており、すでに複数の熱可塑性樹脂・熱硬化
性樹脂とアルミニウムの直接接合に成功しました。

本来、アルミニウムをはじめとした金属と樹脂は、
物質としての構造が全く異なるため強固な結合を形
成するのが困難な組み合わせではありますが、当社グ
ループの保有するアルミニウムと樹脂の両方の技術
を融合し、この異なる構造を持った２つの物質を巧み
に親和させ接合する方法を見出しました。この技術で
は、これまで接合が困難とされてきたポリカーボネー
トやポリエーテルイミドなどの非晶質系エンジニアリ
ングプラスチックとアルミニウムの接合も可能です。
「The TOP 2021」期間内に量産アイテムをいく

つか実現・上市し、2025年には自動車分野での採用
を目指していきます（自動車複合材プロジェクト談）。

昭和電工グループは、有機、無機、アルミに至る幅広い技術・製品を有していることから、これらの強みを活かした
研究開発・事業展開を行っています。

2019年から始まった中期経営計画の戦略の一つでもある事業間連携の取り組みでは、市場の変化・ニーズからバッ
クキャストして、自動車複合材プロジェクトを立ち上げました。

その取り組みとそれを支える基礎研究についてご紹介します。

研究開発と企業価値向上

計算科学
〜AIの活用で個性派事業創出の一翼を担う〜
計算科学・情報センターでは理論に基づくシミュ

レーションで試行回数を減らし、実験中や製造過程で
起きている目に見えない反応や変化を計算で解析する
ことで、効率的な開発に貢献しています。

ほぼ全ての事業分野・開発テーマに関わり、現場と
ともに開発を推進しています。

AIの活用にも積極的に取り組み、2016年から
NEDO＊のプロジェクトに参加し成果が表れ始めてい
ます。

AIは研究開発を飛躍的にスピードアップさせる可能
性がありますが、実践には学習データ収集が課題です。
簡単にデータ入力できるシステムの構築や電子実験
ノート導入など効率的な収集法を検討しています。

2019年からは融合製品開発研究所の一員として、
計算・情報科学技術を深め、個性派事業創出の一翼を
担うことを目指します（計算科学センター 談）。

計算科学・物性分析

製品設計技術

　

軽量・高剛性

有機化学 アルミニウム 無機化学

異素材接着 電気絶縁性 放熱・蓄熱

事業・製品

製品設計

基礎研究
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■ 国内出願件数　● グローバル出願率
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事業戦略
（事業部）

研究開発
戦略

（研究開発部署）

知的財産
戦略

（知的財産部）

事業戦略･研究開発戦略と
知的財産戦略は各々表裏
一体の関係であり、不可分。
従って事業部･研究開発部
署と知的財産部のインタラ
クティブで密接な関係構築
が必須。

 ■ 国内特許出願件数およびグローバル出願率の推移

 ■ 製品と知財のライフサイクル

テーマ選定

テーマ分析
（開発技術の選定と
その市場の把握）

開発テーマの外部情報監視

類似技術検索

特許読解支援

先行技術調査 権利状況調査

研究開発 社外知財への対応

特許の価値算出発明の新規用途探索

技術動向予測

知財開発研究開発者

AI

知財棚卸

研究開発 知財取得 製品化 知財活用

社内表彰の様子（2019年4月）

知的財産権の保護

昭和電工は知的財産戦略を経営上重要な戦略のひと
つと位置づけ、事業戦略、研究開発戦略と合わせた三位
一体の戦略の構築と遂行を行っています。また、主要事
業、重要開発製品について強固かつ広範な特許網の構
築を常に心がけ、当社優位性の確保に努めています。

知的財産権の取得・特許網の構築

昭和電工の大半の事業はグローバルに展開しており、
これらの事業を支援する目的で、知的財産権の外国出
願を積極的に行っています。昭和電工特許のグローバ
ル出願率（国内出願に基づいて外国に出願する案件の
割合）は、平均で50％以上と高い値で推移しています。

また昭和電工では、他社の知的財産権の尊重に努め
ています。そのため、外国特許も含めた特許監視体制
を構築し、常に他社の知的財産権の動向の把握に取り
組んでいます。さらに営業秘密や著作権の保護も積極
的に行っています。

AIの活用

昭和電工では、全社横断的な人工知能（AI）利用推
進の取り組みの一環として、知的財産分野へのAIの
活用に積極的に取り組んでいます。2019年には、知
的財産業務の効率化を目的とした2つの施策、（1）国
内SDI＊への類似順ソートAIの適用、（2）日本IBM

（株）との共同開発によるAIを用いた特許読解支援シ
ステムの運用をスタートしました。

知的財産分野におけるAI活用の展開により、研究
効率の向上と他社権利侵害リスクの低減につなげると
ともに、知的財産業務をより戦略的に推進し、企業競
争力強化に取り組みます。
＊ SDI： 自社に関連する特許公報を、定期的に配信する仕組み

職務発明に関する報奨制度

昭和電工では、発明者に対するインセンティブとし
て、特許などの出願時および登録時、その特許を実施
し利益を上げたとき、他社からのライセンス収入が
あったときに、報奨金が支給されます。2019年には
規程が改定され、報奨金制度が拡充されました。

また昭和電工では、より価値のある特許出願を促進
するため、前年度の特許の出願件数と登録件数のトッ
プ3の発明者の表彰を毎年行っています。

知的財産戦略
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事業紹介

石油化学セグメント
石油化学事業部

2018年 2017年 差異 増減率
売上高 2,689 2,511 178 7.1%

営業利益 203 334 △130 △39.0%

（単位：億円）

事業別 
売上高比率

25.6%

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）

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。

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
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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

事業別 
売上高比率

14.9%

2018年 2017年 差異 増減率
売上高 1,565 1,488 78 5.2%

営業利益 174 165 9 5.6%

（単位：億円）

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®」

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・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
置を国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、2019年7月に誕生しました。
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
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事業紹介

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

2018年 2017年 差異 増減率
売上高 1,058 1,231 △172 △14.0%

営業利益 124 219 △95 △43.5%

（単位：億円）

事業別 
売上高比率

10.1%

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

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®」、 負 極 材
「SCMG®」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。

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、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。

リチウムイオン電池材料

デ

＊ 2019年よりセグメント区分を変更し、パワー半導体用SiCエピタキ
シャルウェハー事業を「その他」から「エレクトロニクス」セグメントへ移
管しています。2018年は従来のセグメントベースで記載しています。
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無機セグメント
セラミックス事業部・カーボン事業部

事業別 
売上高比率

25.4%

2018年 2017年 差異 増減率
売上高 2,661 734 1,927 262.4%

営業利益 1,324 70 1,255 1,797.8%

（単位：億円）

黒鉛電極 研削材・耐火材

コンデンサー用セラミックスcBN

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
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事業紹介

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

2018年 2017年 差異 増減率
売上高 1,083 1,054 28 2.7%

営業利益 49 67 △18 △26.2%

（単位：億円）

事業別 
売上高比率

10.3%

高純度アルミ箔使用のアルミ電解コンデンサー

アルミニウム鋳造棒・鍛造品 アルミニウム缶

冷却器

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。

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
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開発テーマ
関連事業

2018年 2017年 差異 増減率
売上高 1,434 1,336 98 7.3%

営業利益 29 6 23 357.0%

（単位：億円）

事業別 
売上高比率

13.7%

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

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

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
感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
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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

（2019年3月末連結子会社）

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

拠点・グループ会社 （2019年3月末現在）

主な国内グループ会社

 石油化学セグメント
サンアロマー（株）
鶴崎共同動力（株）

 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）

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 　

国内拠点

海外拠点
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