
すべての
ステークホルダーを
満 ⾜させる

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。

コーポレート・メッセージ

「動かす」
私たちは、お客様の声を聴き、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

価値創造の主役

従業員

価値創造の 
パートナー

取引先

足元がしっかり
している舞台

将来に期待が 
持てる舞台

従業員の価値創造活動に対し、 
「誇り」と「夢」のある 

舞台を提供する

企業価値を
高め続ける

当社 
ならではの

価値を 
提供

当社グループのMission（使命・存在意義）は、「グループ経営理念」にも 
掲げている通り、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域関係者、従業
員など、すべてのステークホルダーを満⾜させることです。当社ならではの
製品やサービスの提供を通じ、株主価値・顧客価値・社会価値を最大化して
いきます。

株主価値

顧客価値

社会価値

持続可能な 持続可能な 
社会の実現社会の実現

MISSION
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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）

★個性派事業の成果指標

ハードディスク

1 営業利益率

電⼦材料⽤⾼純度ガス

2 営業利益額

⿊鉛電極（UHP*）

2025年には

半数以上を個性派事業へ

4,000億円
（25%）

10%以上

1,500億円
（25%）

数十億円以上

3,000億円〜
（30%超）

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個性派事業の連合体』

⽬指す姿（Vision）

企業責任 SDGsへの貢献

事業間連携　既存技術・事業の組み合わせによる境界事業の創出

現⾏事業の⾶躍／新規事業の創出

4. 創る　オーガニック・M&Aでの新規事業創出

“CUSTOMER Experienceの最⼤化”

個性派企業

1. ⾼める
提供価値向上

2. 伸ばす
事業成⻑加速

3. 変わる
ビジネスモデル変⾰

研究開発　|　マーケティング機能　｜　AI/IoT　｜　⽣産基盤の盤⽯化事業基盤強化

グループ戦略の柱

Vision実現の⼿段 
（Value）

個 性 派 企 業

当社グループのVision（目指す姿）は、個性派事業の連合体を持つ、 
“個性派企業”になることです。
そしてこのVisionを達成するための道筋が「CUSTOMER Experienceの
最大化」であり、お客様の課題解決に寄り添うソリューション提供型ビジネス
への変革を目指しています。

*  UHP：ウルトラ・ハイ・パワー 
（大口径の黒鉛電極）

VISION

3
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時 代を経ても変 わらない

ものづくりのこだわり

培った強み
HISTORY / STRENGTH

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。 日立化成と統合

世界トップクラスの 
機能性化学メーカーへ

当社グループは、これまでの歴史により幅広い事業・素材に関する技

術を培い、さらにプロセス設計・解析等の要素技術を発展させてきま

した。これら既存事業と技術の組み合わせにより、今後は自動車産業

（CASE）や次世代通信規格5Gを中心とする成長市場に向けた新た

な付加価値、ソリューションの提供を目指します。

事業・製品

製品設計

基礎研究 計算科学・物性分析

製品設計技術

有機化学 × アルミニウム  
× 無機化学

1986 省エネルギー型製品への転換
1986年 アルミニウムシリンダーの製造販売開始

1988年 ハードディスク事業へ進出

記憶容量の増加ニーズ
の流れを見据え、スパッ
タリング（薄膜形成技
術）によるハードディスク
メディア製造に挑む

2001 無機・有機とアルミニウム加工の技術融合
2001年 昭和アルミニウム（株）を合併

2003年 超高輝度LED市場参入

2009年 パワー半導体用冷却器の生産開始

当社独自の熱設計技
術とアルミニウム加工技
術により、パワー半導体
用冷却器を開発

2012 進化する個性派化学の「具体化。」
2015年 ベトナムでアルミニウム缶一貫体制構築

2016年 韓国で半導体用高純度ガスの合弁会社設立

2017年 SGL GE社の黒鉛電極事業を買収

黒鉛電極事業のM&A
により、さらなるグローバ
ル展開へ

1908  「不撓不屈」の精神で事業を軌道に
1931年 国産法による硫安を製造（昭和肥料）

1934年 国産アルミニウムを工業化（日本沃度）

1939年  日本電気工業（株）、昭和肥料（株）の両社合併、 
昭和電工（株）設立

「電気の原料化」と「国
産技術の育成」を掲げ、
硫安やアルミニウムの国
産化に成功

1945 戦後復興の波に乗って事業を深化・発展
1969年  日本で初めてアルミニウム缶を生産 

（昭和アルミニウム缶）

1969年 大分石油化学コンビナート営業運転開始

大分のコンビナートの建
設により、ポリエチレンや
ポリプロピレン、酢酸な
ど多様な石油化学品の
一貫生産が可能に
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Value 

「CUSTOMER Experience
の最⼤化」

製造業を超えたソリューション提供へ、 
ビジネスモデルを⾰新

フロントローディング型 
サービス

単なるモノの販売だけでなく、 

「販売強化に資するサービス」を 

追加提供

稼働課金型 
サービス

モノを利⽤して効果を得るサービスと 

捉え、使⽤した分だけ代金を回収

黒鉛電極

電子材料用 
⾼純度ガス事業

アルミ機能 
部材事業

顧客の設備や使い方に合わせて電極をカスタマイズ

顧客のプロセスごとに必要なガス種類が多様化しているこ
とに品揃えで対応、必要なガスを必要な時にデリバリー

⾼度な熱シミュレーション評価をもとに、自動車⽤放熱 
部材に最適なアルミニウム素材の組み合わせをご提案

メンテナンス型 
サービス

モノの販売後に 

利⽤状況をモニタリングし、 

ダウンタイムロス削減に貢献

エコシステム型 
サービス

モノの販売に加え、利便性を向上する 

プラットフォームを提供

［ 顧客体験価値最大化に向けたソリューション例 ]

［ カスタマーエクスペリエンス最大化への具体例 ]

成長へ舵切る 
SHOWA DENKO

STAGE / VALUE

それぞれの事業でお客様の期待を超えるCUSTOMER Experience（顧客体験
価値）を提供し、個性派事業の連合体へと発展させていきます。

2,301億円  24.0% 975億円  10.2%

1,262億円  13.2%

石油化学

無機

化学品

アルミニウム

エレクトロニクス

その他

カスタマーエクスペリエンス（CX）の最⼤化で圧倒的競争力を築き、 
市場での地位と⾼いレベルでの収益安定化を図る

（コストを超えたソリューションの提供、顧客視点での供給体制）

顧 客 体 験 価 値

事業・製品
情報、自動車などの分野で⽤いられる素材・部材や、 
日常生活で必要とされるさまざまな製品を提供しています。

エチレン
国内No.1の原料多様化比率

当社はさまざまな石
油化学製品の原料
であるエチレンの材
料に、ナフサ以外の
原料を多く使用し、

資源の有効活用や高いコスト競争力を実
現しています。

黒鉛電極
⾼品質大口径電極で世界No.1の 

販売シェア
鉄スクラップを溶解
し、鋼を生産する電
気炉の電極に使わ
れる部材です。当社
は世界最高レベル

の少電極消耗率および耐折損性を持つ
黒鉛電極を提供しています。

半導体用⾼純度ガス
（NH3、C4F6、HBrなど）

世界No.1の販売シェア
半導体や液晶パネ
ル、LED、太陽電池
などを作る過程で
使用される、アンモ
ニア、塩素、フッ素

系ガスといった高純度ガスを20種類以上
製造しています。

アルミ電解コンデンサ用 
⾼純度アルミニウム箔
世界No.1の販売シェア

家電製品や自動車、
太陽光発電などに
使用される電解コン
デンサ向けに、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
ミニウム箔を提供しています。

ハードディスク
外販メーカーで世界No.1の販売シェア

ハードディスクドライブ
（HDD）の記録媒体
として使用されていま
す。情報量の増加や
クラウドコンピュー

ティングの浸透に伴う大容量化にも対応す
る高い技術を有しています。

各事業の個性派事業化に向けたロードマップ策定

プラスチック原料、合成ゴム原料等 ハードディスク、リチウムイオン電池材料、 
SiCエピタキシャルウェハー等

⿊鉛電極（電炉製鋼⽤電極）、 
研削材等

電解コンデンサ⽤⾼純度箔、飲料缶、 
レーザービームプリンター⽤シリンダー等

各種化学品、樹脂、金属、 
電⼦材料などの販売および各種建材

化学品原料、半導体⽤特殊ガス、 
繊維原料、工業⽤ガス等

売上⾼

9,065億円
※ 2019年

2,507億円  26.1% 964億円  10.1%1,575億円  16.4%
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