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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　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。

昭和電工レポート2017　ウェブサイト
〔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
（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。

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

昭和電工について

  4　社会とつながる昭和電工

  6　トップメッセージ

  8　CFOメッセージ

10　昭和電工グループ概要

12　グループのあゆみ

14　事業紹介

20　昭和電工グループのビジネスモデル

22　中期経営計画「Project 2020＋」

26　昭和電工グループの研究開発

29　コーポレート・ガバナンス

34　リスクマネジメント

35　企業倫理・コンプライアンス

35　公正な事業慣行

36　情報開示とIR

CSR

38　CSRマネジメント

42　ステークホルダーとのかかわり

46　CSR活動ハイライト

48　レスポンシブル・ケア

62　取引先とのかかわり

64　人権・労働慣行

67　パフォーマンスデータ集

70　第三者検証

財務情報

72　財務ハイライト

73　MD&A

76　連結財務諸表

82　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

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�
�

�

����

�
�

�

� �

��

� 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

森川 宏平
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CFOメッセージ

企業価値向上によりステークホルダーに信頼される
企業を目指す

1．中期経営計画「Project 2020＋」におけ
る経営数値と財務戦略

「Project 2020＋」では、2020年に売上高
9,300億円、営業利益700億円をイメージし、
当社グループの持続的成長に向け「収益基盤の
強靭化」、「個性派事業の拡大」をめざしていま
す。2018年の数値目標としては売上高8,550
億円、営業利益570億円、当期純利益300億円、
2016年からの3年累計FCF（フリー・キャッ
シュ・フロー）は680億円を掲げています。

これらの数値目標を実現する個別の事業戦略の
遂行をサポートする上で、また様々な事業環境の
変化に伴い顕在化するリスクへの対応のために、
資金の確保が不可欠となります。そのためには、
事業収益力の最大化、成長事業の加速、そして
投資の厳選によるFCF創出力の強化が必要です。
持続的成長を確実にする一方、リスク対応力の強
化を踏まえ、FCFの最大化に向けた財務戦略を
着実に遂行してまいります。

具体的には、収益拡大、投資効果の最大化に
加え、在庫回転率の向上、固定資産の圧縮等、
資産の効率的な活用により財務体質の改善を図
り、2018年 にROA6 ％、ROE9 ％、D/Eレ シ
オ1.0倍をめざします。また、株主還元策につ
いては、配当性向30％を目標に掲げ、株主様、
投資家の皆様の信頼を高めていきたいと思って
います。

2．2016年の成果と2017年の見通し

「Project 2020＋」初年度の2016年は、売
上 高 は6,712億 円 と な り「Project 2020＋ 」
目標である8,100億円には届かなかったものの、
営業利益は421億円となり目標を61億円上回り
ました。

2年目となる2017年の営業利益は600億円
を見込んでおり、前年比では、その他セグメント
を除く全セグメントで増益となります。「Project 
2020＋」の3年間の目標営業利益累計額と

昭和電工株式会社　取締役 執行役員 
最高財務責任者（CFO）

加藤 俊晴
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2016年実績＋2017年予想を比較すると、進捗
率は71％となり、その達成を一層確実にする必
要があります。

 
また、東日本大震災以降の営業利益の推移をセ

グメント別にみると、エレクトロニクスセグメン
トに依存していた状況から、近年、事業構造改革
を進めたことにより、バランスのとれた事業ポー
トフォリオになってきたことがわかります。

3．今後の成長のために

企業を持続的に成長させていくために機会を捉
えたタイムリーな投資は欠かせません。一方、グ
ローバル市場における事業環境変化のスピードは
速く、予定通りの収益や効果が得られないことも
あります。リスクとリターンのバランスをコント
ロールすることが、過去にも増して重要になって
きています。

そのためにも、事業戦略の加速と前倒し、マー
ケットインに基づく情報の収集と解析など「稼ぐ
力」の強化への取り組みが欠かせません。また、
事業領域を分散させ、外部環境に左右されにくい
事業体質にしていくために、さらなるポートフォ
リオの最適化をめざし、M＆Aの活用など非連
続な施策を実行していく必要があります。

こうした活動を通じ、「Project 2020＋」で
掲げた目標を達成し、企業価値を向上させ、ス
テークホルダーの皆様に信頼していただけるよ
うな昭和電工グループにしていきたいと考えて
います。

2018年2017年

（計860）

2016年
Project 
2020+

2016実績
2017予想

累計額
（億円）

1,430

進捗率71%
累計額
1,021

0 300 600 900 1,200 1,500

570500

600421

360

2016

421

2015

335

2014

206

2013

260

2012

281

2011

474

2017
予想＊1

600

2018
2020+
計画＊2

570

700
（億円）

2020+
イメージ＊2

■ 石油化学
■ 化学品　

■ エレクトロニクス　
■ 無機　

東日本大震災（2011年）の影響を克服し増益基調へ
■ アルミニウム
■ その他

▪「Project 2020+」営業利益の進捗

（調整額は除く）
＊1 2017年予想：2017年7月24日公表
　　　　　　　　（2018年；エチレンプラント定修年）
＊2 中期経営計画「Project 2020+」：2015年12月11日公表

▪営業利益推移•計画
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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
P19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）

2012 2013 2014 2015 2016（年）

847,803
775,732

671,159

872,785

739,675

■ 親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）

2012 2013 2014 2015 2016（年）

9,368 9,065

921

12,305

2,929

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

■ 営業利益

（百万円）

2012 2013 2014 2015 2016（年）

25,953

33,508

42,053

20,551

28,108

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
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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
P19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



（2017年3月末現在の主な連結子会社）

■ 従業員休業災害度数率

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2012 2013 2014 2015 2016（年度）

● 昭和電工グループ
● 昭和電工

0

0.14

0.43

0.25

0.15
0.15
0.13

0.22
0.24

0.12

■ 温室効果ガス排出量

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
（kt-CO₂）

2012 2013 2014 2015 2016（年度）

2,504 2,673 2,675 2,687 2,687

■ 従業員数

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
（人）

2012 2013 2014 2015 2016（年末）

■ 海外
■ 国内

5,802

4,088

9,890 10,234

4,329

5,905

10,577

4,645

5,932

10,561

4,688　

5,873

10,146

4,071

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。
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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

P.40

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）

エネルギー（原油換算）

119万kl
（2016年 グループ）

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

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

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.22

6つの事業
P.14
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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）

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

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）

◦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

労働安全衛生
人権・労働慣行
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中期経営計画 「Project  2020+」

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
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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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中期経営計画 「Project 2020+」
昭和電工グループがどのように企業価値を創造していくのか、事業部の戦略をご紹介します。

機能性化学品事業部 

顧客価値創造により
事業の成長・拡大を実現する

機能性化学品事業部長 

矢田 光広

機能性化学品事業部は、「顧客価値創造の追求」を
スローガンとしています。

事業の成長・拡大は「顧客価値の創造」によって実
現されます。機能性化学品事業部は、市場・顧客を起
点とした価値を顧客と共に創造してきました。市場の
ニーズは常に変化し、多様化が進んでいます。我々は
今まで以上に市場と顧客に目を向け、真の価値を創
造、顧客との共存共栄をはかり事業展開を進めていか
ねばなりません。

昭和電工グループでは、中期経営計画「Project 
2020＋」のなかで、5つの市場領域をターゲットに
事業展開を図っていくこととしていますが、機能性化
学品事業部は様々な製品群を取り扱っており、全ての
領域への事業を展開しています。

例えば、インフラケミカルズの領域では、国内では
改修や整備といったメンテナンスに関するビジネス、
海外では中国やインドをはじめとする新興国を中心に
社会インフラの構築が進んでいますが、インフラメン
テナンス、インフラ構築ビジネス共に当事業部の製品
の樹脂材料が使用され、その需要は堅調に推移してい
ます。

また、移動・輸送の領域では、日本では新幹線が有
名ですが、高速鉄道の軌道材にも樹脂材料が使用され

ています。インドや東南アジアで今後高速鉄道の普及
が進めば、当社の製品の使用機会は格段に増加してい
きます。

少し見方を変えて、環境という観点では、特に中国
での環境規制が強化されています。有機溶剤を使わな
い建築用の塗料が求められ普及し始め、また、火力発
電所で発生するSOx、NOxを除去する排煙脱硫装置
などにも樹脂材料が使われます。さらに、環境分析を
行うために必要なカラムも当社は長年にわたり、お客
様に高い評価をいただき使用されています。

情報・電子の領域では、省エネルギーや蓄電という
観点で、さまざまな機能性材料を提供することが可能
です。

これらの多岐にわたる製品群をどう展開していくか
を考えながら、日本・アジアをはじめ各国を訪問して
いる日々ですが、海外でインフラの整備などが進んで
いく状況を見ると、我々が社会に果たしている役割の
大きさも実感します。

機能性化学品事業は、「Project 2020＋」のなか
で、売上と利益をともに伸ばしていく成長加速事業の
一つに位置づけられています。全てのステークホル
ダーへ真の価値提供、貢献し、本事業の成長・拡大を
加速、実現していきたいと考えています。
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HD事業部 

幅広い技術を活かし、
高度情報化社会へ貢献

専務執行役員 HD事業部長 

石川 二朗

HD事業部は、パソコンや外付け、ゲーム機、サー
バ等の記録デバイスであるハードディスクドライブ

（以下、HDD）に組み込まれているハードディスク（以
下、HD）メディアの研究開発、製造、販売を行って
います。

現在、世界中で創出される情報量は爆発的に増大し
ています。スマートフォンによる撮影画像のSNSへ
の投稿、電子商取引・電子マネーやICカードの普及、
RFID（Radio Frequency Identification）による物
流管理の進展、モノのインターネット（IoT）化で街中
に設置されたカメラや工場のセンサーからのデータ取
得など、テクノロジーの進化と社会の変化から創出さ
れる情報量は飛躍的に増大しています。

このように急激に増大するデータの記録デバイスと
して、HDD、SSD、磁気テープおよび光ディスクの
それぞれが、今後、すみ分けされていくと予想してい
ます。

HDDは、パソコン需要の減退およびSSDへの置換
によりパソコン向けの出荷台数が漸減していきます
が、大量のデータを保存・管理するデータセンターや
クラウド対応のサーバ向けに需要が拡大していきま
す。こうした大容量向け記録デバイスとして、品質お
よび単位容量あたりのコスト優位性の高いHDDは依

然として大きな割合を占め続けることから、我々に
とってはまだまだ大きなビジネスチャンスがあると考
えています。

HD事業部は、業界トップクラスの電磁気特性・信
頼性を日々改善し、HDメディアにおける“Best In 
Class”のポジションをこれまで堅持してきました。
今後も需要の拡大が期待されるデータセンター向け
HDDには、3.5インチのアルミ基板とメディアを一体
開発し、引き続き市場の要請にお応えしていきます。

当社は、無機と有機の両市場にまたがる技術を有し
ており、その幅広い素材技術を活用することで、最先
端の独自メディアを市場に投入していきます。また、
複数拠点の開発体制の効率化、需要に見合った適正な
生産体制をさらに推し進め、コスト競争力・顧客対応
力を強化していきます。

今後とも当社は、爆発的に増大するデータの記録
に欠かせないデバイスのキーコンポーネントメー
カーとして、経済合理性の高い“Best In Class” HD
メディアの供給を通じて、高度情報化社会へ貢献し
ていきます。
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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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昭和電工グループの研究開発

昭和電工の大半の事業はグローバルに展開している
ので、これらの事業を支援する目的で、外国出願を積
極的に行っています。

以下のグラフは「特許庁ステータスレポート2016
（特許庁）」のデータと当社出願実績からまとめたもの
ですが、当社のグローバル出願率は全出願平均に比べ
10％以上高い値で推移しています。

また、主要産業、重要開発製品に関しては特許網の
構築を常に心がけ、知的財産権による当社優位性の確
保に努めています。

当社では、「私たちの行動規範と実践の手引き」の
一つに他者の知的財産権の尊重を掲げています。当社
は外国特許も含めた特許監視体制を構築し、常に他者
の知的財産権の動向把握に努めています。

当社では、より価値のある特許出願を促進するため
に、前年度の出願件数トップ3と前年度の登録特許件
数トップ3の表彰を行っています。また、2016年には

「特許の殿堂」を設定し、特許出願数・発明件数300
件以上の実績を持つ2名の社員が殿堂入りしました。

知的財産権の保護

知的財産権の取得・特許網の構築

職務発明に関する表彰制度

2010 2011 2012 2014（年度）2013

■ 国内出願件数（昭和電工）
■ グローバル出願件数（昭和電工）

● グローバル出願率（昭和電工）
● グローバル出願率（日本出願人）

60
50
40
30
20
10
0

（%）（件）
1,200
1,000
800
600
400
200
0

▪ 日本および外国特許出願件数の推移

「Top100 グローバル・イノベーター2016」を2年連続受賞

昭和電工（株）は、トムソン・ロイターIP＆Science事業を前身とするクラリベイト アナリ
ティクスの「Top100グローバル・イノベーター 2016」に選出され、同社からトロフィーを
授与されました。当社が同賞を受賞するのは昨年に続き2回目です。

クラリベイト アナリティクスの「Top100グローバル・イノベーター 2016」は、同社が保
有する世界最大の付加価値特許データベース「Derwent World Patents Index（DWPI）」や
知的財産調査・分析プラットフォーム「Thomson Innovation」から抽出された厳格かつ客観
的なデータと、同社独自の評価基準に基づき、世界のビジネスをリードする100の企業・機関
を選出しているものです。同賞は「特許数」、「成功率」、「グローバル性」、「引用における特許の
影響力」*の4つを基本の評価軸としており、当社は「グローバル性」「引用における特許の影響力」
が高く、特に「引用における特許の影響力」の高さが際立っていたとの評価をいただきました。
＊分析対象は過去5年間。「グローバル性」のみ過去3年間 記念の盾を受け取る当社社長森川（左）

特許出願件数および登録特許件数トップ3の表彰式の様子（2016年）
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リスクマネジメント 企業倫理・コンプライアンス 公正な事業慣行 情報開示とIRコーポレート・ガバナンス

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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コーポレート•ガバナンス

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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取締役

監査役

取締役

田中 淳

社外取締役

森田 章義

常勤監査役

武藤 三郎

代表取締役会長

市川 秀夫

取締役

加藤 俊晴

常勤監査役

鯉沼 晃

代表取締役社長

森川 宏平 

取締役

上口 啓一

社外監査役

手塚 裕之

取締役

髙橋 秀仁

社外取締役

秋山 智史

社外監査役

小原 之夫

社外取締役

尾嶋 正治

社外監査役

齋藤 聖美

取締役・監査役
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コーポレート•ガバナンス

社外取締役インタビュー

社外取締役 

森田 章義

当社の取締役会議をどう評価していますか？

とてもよい雰囲気で運営されていると感じてい
ます。歯に衣着せぬ物言いをしても、社長や会
長以下、他の役員全員が真摯に耳を傾けてくれ
る。誰かが異論を唱えれば、自然と活発な議論
の応酬へと移行します。取締役会議がこれだけ
オープンでフェアに執り行われているというこ
とは、コーポレート・ガバナンスが健全に機能
している証拠だと思います。

社外取締役としての自身の役割をどう捉えてい
ますか？

普段、経営陣に直接意見を述べる機会が少ない
一般株主に代わって、経営陣が正しい選択をし
ているかチェックする立場であると認識してい
ます。とはいえ、私は経営トップにいた経験も
あるので、社長の重責は理解できます。経営の
監視役であると同時に、よき理解者、よきア
ドバイザーとなれるよう心掛けています。私は

「経営のヒントは常に現場にある」をモットー
にさまざまな経営判断をしてきました。トヨタ
自動車出身なので、現場主義が染み付いている
のかもしれません。昭和電工でも機会があれば
現場を見て回り、よりよい未来へつながるヒン
トを探しています。

昭和電工の現場では、どのようなことを感じま
したか？

現場ごとに違った専門知識を持つプロフェッショ
ナルが数多く存在することは、事業展開が多様な
昭和電工の特長です。一方で、そうしたプロたち
が部署の垣根を超え、もっと交流に注力すべきで
はないかと感じたのも事実です。特に今、昭和電
工は多彩な技術のシナジー効果を模索していま
す。異なる知識や経験を持つ者同士が頻繁に交流
して知恵を出し合えば、そこから新たな発想や画
期的なアイデアが生まれるはずです。社内にその
ようなムードを作るためにも、役員や部長クラス
がフランクに横断的なコミュニケーションをする
べきだと提案しています。

今後の昭和電工に期待することは何ですか？

昭和電工ならではの「個性派事業」には、とて
も将来性を感じています。企業が持続的に成長
するためには、思考の範囲を地球規模まで広げ
る必要があります。求められているのは「世界
の人々が笑顔になるようなビジネス」や「地球
環境全体にやさしい技術」。すでに「個性派事
業」を数多く展開してきた昭和電工なら、今後
も個性的かつ画期的なアイデアを生み出し続け
てくれると確信しています。

取締役会はオープンでフェア
コーポレート•ガバナンスは
健全に機能していると思います

【略歴】
1967年　トヨタ自動車工業株式会社
　　　　　（現トヨタ自動車株式会社）入社
1994年　同社取締役
1998年　同社常務取締役
1999年　同社専務取締役
2000年　愛知製鋼株式会社取締役副社長

2004年　同社代表取締役社長
2008年　同社代表取締役会長
2011年　同社相談役
2012年　当社取締役(現任)
2015年　愛知製鋼株式会社　
　　　　  顧問(現任)

Q

A

A

A

A

Q

Q

Q
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社外取締役 

尾嶋 正治

社外取締役としての自身の役割をどう捉えていま
すか？

第三者の視点に立って、経営を正しい方向へ導く
ことが社外取締役としての使命だと感じていま
す。渦中にいる当事者より、外部の者の方が全体
の状況を冷静に見渡せる場合があります。特に近
年、昭和電工もグローバルにM&Aを進めている
ため、買収金額や買収後のプロセスなど、客観
的な判断が必要な案件も増えています。私はずっ
と研究畑にいたため経営の専門家ではありません
が、客観的に見て疑問を感じたら、何でも遠慮な
く指摘するよう心掛けています。
　一方で、研究開発に関しては、専門家としての
視点でアドバイスするように心掛けています。可
能なら「この技術でどんなイノベーションが起こ
せるか」「製品を通じて社会にどう貢献できるか」
というところまで言及します。時代や社会のニー
ズと自社の技術を結びつけて考えることは、企業
価値を高めるうえで非常に重要なポイントだと感
じているからです。

これからの時代、経営陣は自社の技術をどう活用
すべきでしょうか？

革新的な技術があったとしても、それらを活かす
ビジネスモデルがなければ、社会に変革をもたら
すことは不可能です。自社の技術をこの先どう活
用し、どう展開するのか。経営陣は常に一歩先の
ビジョンを描いていなければなりません。

　注意しなければならないのは、「技術の自前主
義」にこだわりすぎないことです。技術というも
のは、時間が経つと必ず陳腐化します。自社の独
自技術に固執するより、オープンイノベーション
を上手に活用した方が、変化の激しい時代の波に
うまく対応できる場合もあります。だからといっ
て、自社の研究開発に対する投資を減らせば、企
業の将来は危うくなる。これは絶対に避けなけれ
ばなりません。重要なのは、バランス感覚です。
その時々の状況に応じて、経営陣は技術開発の方
向性を的確に示していくべきだと思います。

昭和電工の今後の課題は何だと考えていますか？

私は昭和電工の多様性にこそ強みがあると考えて
います。多様な技術を持つ昭和電工が、技術同士
をうまく融合させれば、企業価値はさらに上がる
はず。しかし、私はすべての分野で技術融合する
必要はなく、いくつかの有望な分野に絞ってシナ
ジー効果で大きなイノベーションを狙えばよいと
考えています。肝心なのは、その見極めです。AI
やIoTによって変化のスピードがますます速くな
るこの先、経営者だけではなく現場の社員、特に
技術系社員にとっても、この「見極める力」が求
められていると思います。

多様性という強みを生かし
シナジー効果でイノベーションを起こそう

【略歴】
1974年　日本電信電話公社（現日本電信電話）入社
1995年　東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授
2013年　東京大学放射光連携研究機構特任教授、同大名誉教授（現任）
2014年　同大学放射光連携研究機構特任研究員（現任）
2015年　当社取締役（現任）

Q

Q

Q

A

A

A

社外取締役インタビュー
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リスクマネジメント

リスクマネジメント体制
昭和電工は、CRO（最高リスク管理責任者）を中心

にリスクマネジメント体制を構築しています。また、
リスクマネジメント推進会議にてリスクに関する重要
事項を審議し、CSR会議で決定します。

リスクマネジメント活動
環境保全、保安防災、製品品質、輸出管理や契約な

ど、企業活動に関わるリスクについて社内規程などに
基づき、事前審査や決裁制度を通じて管理をしていま
す。また、事業所などは火災・爆発・漏えい、労働災
害、業務上疾病、品質不良、環境汚染などのリスクの
極小化および発生時の影響の最小化に日常的に取り組
んでいます。

リスクの棚卸
当社グループは毎年、海外拠点を含めたグループ全

体でリスクの棚卸を行っています。リスクの棚卸は、
（1）リスクの抽出、（2）影響度評価、（3）対策立案、
（4）対策実施・確認の手順で行っており、各部署で抽
出されたリスクの中から共通的なリスクについて全社
的対策を立案・実施しています。2016年は共通的な
リスクとして地震リスク、情報セキュリティリスク、
総務リスクなどについて取り組みました。

地震リスク
事業所が立地する地域で予想される地震の頻度・地

震動などを考慮した上で、建屋・設備について優先順
位をつけて耐震診断・耐震補強に取り組んでいます。
また、2007年より事業継続計画（BCP）（災害想定の
中心は地震発生）の策定に取り組んでいます。内閣府
の事業継続ガイドラインなどを参考に推進体制の構
築、基本方針の策定、事業部・事業所・主要なグルー
プ会社ごとの重要業務の決定、重要業務に関わるボト
ルネックの抽出を行い、計画の策定を進めるとともに
文書化し、教育・訓練、見直しを通じて事業継続を確
実に管理する（BCM）事業継続マネジメント活動も推
進しています。

情報セキュリティリスク
当社グループは情報に関わるリスクへ適切に対応す

るため、情報セキュリティ規程および個人情報管理
規程を制定しています。これらを浸透させるため、e-
ラーニングやサイバーセキュリティ月間での啓発活
動など、あらゆる機会を利用しています。2017年4
月には、e-ラーニングの内容を刷新しました。また、
海外グループ各社の情報セキュリティ強化にも継続的
に取り組んでいます。

昨今の脅威である標的型攻撃に対しては、(一社)日
本化学工業協会や石油化学工業協会の活動に参画し最
新情報を取得するとともに、訓練を定期的に実施し意
識向上によるリスク低減を進めています。

総務リスク
当社グループでは、総務関連業務のリスクマネジメ

ント強化のための取り組みを継続しています。具体
的には、（1）リスクを切り口に総務関連業務を網羅し
た「ガイドライン」を活用した総務リスクの把握、対
策立案、（2）先進事例や対応要領の共有化、法令理解
のためのデータベースの充実、（3）総務担当者の連携
強化を目的とした、定期的な責任者会議、担当者会議

（研修）の実施、（4）事業所・グループ会社での意見交
換などを実施しています。

2016年は、ロケーション訪問による意見交換を
10拠点、総務担当者会議（研修）では千葉事業所にお
ける先進事例の共有化等の従来からの施策を継続実施
しました。またロケーションの担当者6名を選抜し、
プロジェクトにより2017年以降の施策の方向性と具
体的施策を提言する等の新規の取り組みも実施してい
ます。

リスクマネジメント

▪ リスク棚卸の進め方
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コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント 企業倫理・コンプライアンス 公正な事業慣行 情報開示とIR

昭和電工グループは、「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。遵法経営の推
進・定着を図るための全社的な推進基盤として、社長
が議長を務めるCSR会議のもとに、人権・企業倫理
推進会議を設置するとともに、全社のリスク・コンプ
ライアンスマネジメントを担う最高リスク管理責任者

（CRO）を任命しています。
コンプライアンスに関する違反行為については、再

発防止措置と適正な処分を行うとともに、内部牽制制
度や内部通報制度により、問題の未然防止やその早期
発見と適切な対応を行う体制をとっています。

基本的な考え方
昭和電工グループは、汚職・贈収賄防止、独占禁止

法への対応はもちろん、サプライチェーン全体で社会・
環境に配慮した事業活動を重要と考え、CSR調達＊にも
取り組んでいます。
＊CSR調達についてはP62をご覧ください。

基本的な考え方

企業倫理・
コンプライアンス

公正な事業慣行

1．企業倫理月間
当社グループでは毎年1月を「企業倫理月間」と定

めています。
2016年も、「私たちの行動規範と実践の手引き」＊

を用い、海外グループ会社も含めて職場単位でグルー
プディスカッションなどを実施しました。また、全役
員は業務執行誓約書、全管理職は遵守誓約書の署名、
提出を行いました。

さらに、管理職を対象に企業倫理・コンプライアン
スに関するe-ラーニングを導入し、昇格者に対する
必須の学習項目として継続実施しました。

2. 企業倫理ホットライン
法令・社内規則などの諸ルールに抵触したり、企業

倫理に反したりするような事象を、未然に防止あるい
は早期に是正することを目的として、国内ではグルー
プ従業員を対象に「企業倫理ホットライン」を設置し
ています。また、パワハラ・セクハラに関しても従来
同様、問題の早期解決に努めています。

2016年は28件の通報・相談があり、通報者への
不利益処遇禁止とフィードバックを重視した対応を実
施するとともに、窓口と利用方法を適宜周知するなど
利用しやすい環境づくりを進めました。海外グルー
プ会社4社においても内部通報の窓口を設置していま
す。今後、取り組みの拡大を進めていきます。

「私たちの行動規範と実践の手引き」に定められて
いるように、2015年に引き続き次のような取り組み
を行いました。

1. 汚職・贈収賄防止への対応
当社グループでは賄賂の禁止に関するリーガル・ガ

イドラインを設けており、関係する組織を対象に各国
贈収賄禁止法制の教育を実施し、各国の法令に基づい
た賄賂の禁止の再確認と徹底を図りました。

2. 独占禁止法への対応
当社グループでは独占禁止法遵守マニュアルおよび

同業他社との接触に関するルールに基づき、関係組織
を対象に教育を実施することにより、独占禁止法の遵
守徹底と自由で公正な競争の確保に努めました。

3. 安全保障輸出管理の対応
当社では、CSR会議のもとに安全保障輸出管理委

員会をおき、すべての輸出品に対して行政の許可要否
を確認するために該非判定、顧客審査、取引決裁をシ
ステム化しています。

2016年の取り組み

2016年の取り組み

2013年 2014年 2015年 2016年

41件 44件 46件 28件

▪ ホットライン通報・相談件数（匿名含む）

＊「私たちの行動規範と実践の手引き」についてはP38をご覧ください。
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情報開示とIR

昭和電工は、情報開示とIR活動を、「株主や投資家
の皆様に当社の企業経営、企業活動、戦略をご理解い
ただき、当社の企業価値を正当に評価いただくための
活動」と考え、以下の方針で取り組んでいます。

基本方針概要
1） 株主や投資家の皆様との積極的なコミュニケー

ションを図り、経営の透明性の向上を図ります。
2） 当社に対するご理解と信頼を深めるため、当社に関

する企業情報を、わかりやすく、公平に、タイム
リーに、かつ正確に開示いたします。

基本的な考え方

株主・投資家の皆様とは次のようなコミュニケー
ションを行いました。

株主総会
当社は、株主総会の招集ご通知を、発送前にウェブ

サイトにも掲載することにより、株主の皆様に十分に
議案をご検討いただけるように努めました。

また、より多くの株主の皆様に議決権を行使してい
ただくために、株主総会にご出席いただけない株主様
には、郵送による方法に加え、インターネットによる
方法もご案内しました。

当社は、株主総会を株主の皆様との重要な対話の機
会と位置付け、株主の皆様からのご質問にはわかりや
すく答えるよう努めました。また、展示スペースを設
けて、当社グループの製品・技術を紹介しました。

機関投資家・株主の皆様と
国内の機関投資家や証券アナリストの皆様に対して

は、個別取材に随時対応したほか、決算時の説明会や
ネット・カンファレンスをはじめ、経営計画や主要事
業の進捗状況説明会を開催しました。2016年12月
には中期経営計画「Project 2020＋」の進捗状況を
報告し、国内外の機関投資家・証券アナリストに向け
て積極的に説明しました。

海外の機関投資家・株主の皆様に対しても、決算発
表資料などの英語版の配信を行うとともに、年に数回、
社長やCFOが欧州、北米、アジアで当社グループの
業績や経営計画などについて直接説明を行いました。

また、個人投資家の皆様に対しては、個人投資家向
けイベントへ出展し、事業や経営計画についてのセミ
ナーや製品展示を行いました。

ウェブサイトを通じたIR情報の提供
当社ウェブサイト内の株主・投資家の皆様向けIRサ

イトを通じて、決算情報やコーポレート・ガバナンス
等の会社情報、事業に関する情報を提供し、当社グ
ループの事業活動をご理解いただけるよう努めました。

決算短信等の適時開示資料やニュースリリースを掲
載しているほか、ニュースリリースやホームページ更
新情報などのIRニュースを希望いただいた方へメー
ル配信を行うサービスを開始しました。

また、タブレットやスマートフォン等からのアクセ
ス数増加に対応するため、英文アニュアル・レポート
のオンライン版を制作した他、多くのアクセスがある

「個人投資家の皆様へ」ページを端末に合わせて表示
するレスポンシブデザインを取り入れました。

英語サイトにおいては、決算情報等重要な情報を日
本語と同時にウェブサイトへ公開し、日本語版とほぼ
同様のコンテンツを提供するなど、海外投資家の皆様
向けへの情報開示にも努めました。

2016年の取り組み

当社が採用されているESG関連のインデックス

IR活動への評価

当社は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の証券
アナリストによるディスクロージャー優良企業選定にお
いて、高評価を受けました。また、IRサイトは、日興ア
イ・アール（株）で「ホームページ充実度ランキング・最
優秀サイト」に選定され、大和インベスター・リレー
ションズ（株）では「インターネットIR・優良賞」、モー
ニングスター（株）の「ゴメスIRサイト総合ランキング・
銅賞」（業種別第3位）を受賞しました。

2017年1月現在
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CSR責任者メッセージ

執行役員 CSR部管掌

長井 太一

CSRマネジメント

一人ひとりの心に根付いたCSR

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。

＊「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
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CSRマネジメント レスポンシブル•ケアCSR活動ダイジェストステークホルダー
とのかかわり 人権・労働慣行取引先とのかかわり
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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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持続可能な社会を実現するために、社会的に影響の
ある項目について自社・外部双方の視点から、重要性

（マテリアリティ）を評価し、14のマテリアリティを
定めました。

決定したマテリアリティは、当社グループの中長期
的な経営課題にも合致しています。

下図は、左側に当社グループのマテリアリティおよ
び、ISO26000中核課題、右側に当社グループの中
長期的な経営課題を明示したものです。これまで自社
で使ってきた言葉とマテリアリティの関係性を示し、
グループ内への周知を図っています。

当社グループにおける重要項目（マテリアリティ）

製品・技術・サービスの提供
社会への貢献

サステナビリティの重視
豊かさと持続性の調和する
社会の創造に貢献

社会課題の解決に向けたソリューションの提供

省資源・省エネルギー・地球環境の保全

無事故・無災害の実現

化学品安全・品質保証

設備安全・大規模災害への対応

社会正義と企業倫理の遵守

社員の多様性を尊重、活かした経営

経営の健全性・実効性・透明性の確保

地域社会への貢献

製品・技術・サービスの提供

レスポンシブル・ケアの強化

安全・安定操業

保安防災の徹底

製品安全の確保

リスク管理の徹底
コンプライアンスの徹底

ダイバーシティの推進

コーポレート・ガバナンスの充実

環境

保安防災 *

消費者課題

公正な事業慣行

労働慣行・人権

組織統治

企業倫理 *

マテリアリティ （ISO26000）中核課題 中長期的な経営課題

コミュニティへの参画

汚染予防

持続可能な資源利用

気候変動への対応

設備安全

消費者の安全衛生の保護

知的財産権の尊重

企業倫理の徹底

労働安全衛生

労働環境・条件の整備

人材育成・訓練

意思決定のプロセス・構造

必要不可欠なサービスへのアクセス

社会からの要請は高いが、
自社の貢献が難しい項目

社会からの要請も、
自社の重要度も高い項目

当面の対応は不要と
判断された項目

社会からの要請は低いが、
自社にとっての重要度が

高い項目

ステーク
ホルダー
にとって
の重要性

当社にとっての重要性

＊斜体の課題はIOS26000の中核課題にはない文言ですが、当社にとっては
重要性が高い課題として入れています。

マテリアリティ

CSRマネジメント
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マテリアリティと主なステークホルダーおよびSDGsとの関係

「持続可能な開発目標（SDGs）」とは、2015年9月
に行われた「国連持続可能な開発サミット」において
採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」に盛り込まれた17の目標です。2016年1月1日
より発効しています。

昭和電工グループも、事業を通じて貢献可能な項目
についての取り組みを進めるとともに、ステークホル
ダーの皆様の考える重要性の一端とも捉え、マテリア
リティに反映してまいります。

SDGｓと当社グループのかかわり

マテリアリティ マテリアリティに選定した理由 関連する
SDGs

関係するステークホルダー 該当
ページお客様 お取引先 従業員 株主 環境 地域社会

製品・技術・
サービスの提供

製造業である当社が社会に貢献する最も基本
の部分なため

2 3 4
6 7 8 
9 � �
�

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 14-19

コミュニティへの参画
社会貢献・地域社会との共存共栄といった観
点で重要性が高いため ◯ 42-45

汚染予防
気候変動の緩和や資源の有効利用等をはじめ
とする地球規模の環境問題への取り組みは重
要性が高いため

7 � � 
� �

◯ ◯ 56-57

持続可能な資源利用 ◯ 52,57

気候変動への対応 ◯ ◯ 53-55

設備安全
保安防災や設備安全という項目はISO26000
の課題では取り上げられていないが、化学企業
である当社としては非常に重要性が高いため

8 � � ◯ ◯ ◯ 58

消費者の安全衛生の保護
化学品安全、製造物責任、品質保証も含め、化
学企業である当社としては重要性が非常に高
いため

� ◯ 60-61

必要不可欠なサービスへ
のアクセス

社会インフラとして必要な製品の安定供給
（エコアンや次亜塩素酸ソーダ、黒鉛電極な
ど）を扱っていることから、重要性が高いと判
断したため

6 � ◯ ◯ 58

知的財産権の尊重
成果の速やかな事業化のためには、自社・他
社における知的財産権の尊重が重要なため 9 ◯ ◯ 28

企業倫理の徹底
社会からの信頼を獲得・維持するため、私た
ち一人ひとりが高い倫理意識を持ち行動する
ことは重要性が高いため

� ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 35

労働安全衛生
災害ゼロの達成、グループ社員の安全を確保
することは、重要性が高いため

5 8 �

◯ 59

労働環境・条件の整備
社員をはじめとするステークホルダーとの関
係において、多様性や人権を尊重することが
重要なため

◯ ◯ 64-66

人材育成・訓練
人材の確保と育成、雇用の多様化に取り組む
ことは重要性が高いため ◯ 65

意思決定の
プロセス・構造

社会的責任への経営のコミットメント、方針・
戦略・目標の策定、統治プロセスの確立など、
コーポレートガバナンスの根本部分であり、
重要性が高いため

� ◯ 29-33
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ステークホルダーとのかかわり

昭和電工グループはすべてのステークホルダーの皆様に対し、社会的責任を果たし、信頼・評価される企業である
ことを目指しています。ステークホルダーの皆様への責任を明らかにするとともに、対話を通じて当社グループへの
期待や課題をとらえ、それらを企業活動に反映させていきたいと考えています。

ステークホルダーとのかかわり

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
営業活動 Webサイト
展示会 ニュースリリース
サービスセンター CSRレポート
工場視察 昭和電工レポート

製品パンフレット
安全データシート
広告宣伝

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
購買活動 Webサイト
CSR訪問 ニュースリリース
自己診断 CSRレポート

昭和電工レポート

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
決算説明会 Webサイト
事業説明会 ニュースリリース
株主総会 CSRレポート
ネットカンファレンス 昭和電工レポート
各種セミナー 決算短信　
IR活動 有価証券報告書

決算説明資料
アニュアルレポート
株主の皆様へ

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
事業所説明会 Webサイト
レスポンシブル・ケア地域対話 ニュースリリース
環境モニター CSRサイトレポート
実験教室 昭和電工レポート

CSRサイトレポート　
事業所だより

コミュニケーション機会 コミュニケーションツール
MB－OJT（目標によるマネジメント） Webサイト
労使協議 ニュースリリース
家族見学会 CSRレポート

昭和電工レポート
グループ報（冊子、Web）
ポータルサイト

機関投資家向け決算説明会

昭和電工本社および川崎事業所合同家族見学会

ステークホルダーとのコミュニケーション

当社グループは、お客様のニーズにお応えした安
全・安心な製品とサービスを提供し、当社グループの
製品・サービスに満足し、繰り返し購入していただく
ことを目指しています。

当社グループは、パートナーの皆様に当社グループ
との取引に信頼感を持っていただくとともに、共存共
栄の関係を維持することを目指しています。

当社グループは、地域・行政の皆様に当社グループ
の安全・安定操業に信頼をお寄せいただけるよう努力
しています。

当社グループが働きがいのある職場、誇りの持てる
企業となることを目指しています。

当社グループは、当社グループの業績に満足し、安
定的に株を保有していただくことを目的として、コ
ミュニケーションを図っています。

お客様との対話 パートナーの皆様

地域・行政の皆様

社員およびご家族

株主・投資家との対話
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ステークホルダー
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昭和電工（株）東長原事業所 出前授業
（2016年11月）

昭和電工（株）本社 東日本大震災復興支援
（2016年8月）

昭和電工（株）大町事業所 青木湖清掃
（2016年8月）

コミュニティへの参画

昭和電工グループでは、化学や環境に関する出前授
業、地域の皆様と協働での環境保全活動、アルミ缶リサ
イクル活動など、当社グループに特有な活動を行い、コ
ミュニケーションを通じて地域への貢献を果たします。

基本的な考え方

2016年も、各地で様々な取り組みを行いました。

教育関連
当社グループは、「化学」への理解と関心を深めてい

ただくことを目的に、事業場が立地する地域の小中学
校への出前授業、大学生
を含めた学校関係者の工
場見学やインターンシッ
プの受け入れなど、教育
に関する取り組みを積極
的に行っています。

事業所周辺の環境整備
当社グループでは事業場

周辺の環境に配慮し、地域
住民の皆様や地元自治体と
協働で美化活動を行ってい
ます。

地域発展・福祉
当社グループはイベントや都市計画、街づくり活動

への参加・協力、中小企業に対する技術指導・支援、
雇用や商品・資材の地元
調達などにより地域経済
発展への貢献に努めてい
ます。また、福祉関連な
どの活動を通じて地域社
会への貢献を図っています。

アルミ缶リサイクル活動
昭和電工グループでは、1972年からアルミ缶リサ

イクル活動を行っています。2016年は、グループ社
員の活動への参加率が98.9％と最高記録を更新しま

その他
事業場の活動について紹介するサイト情報誌の発行

や、近隣住民の方々を対象にした工場見学の開催、文
化・スポーツ振興等に関しての支援など、地域社会と
のコミュニケーションを図っています。

2016年の取り組み 98.998.9

2012 2013 2014 2016（年度）2015

（％）

96.6
98.3 98.8

0

90

95

100

94.3

▪アルミ缶リサイクル活動参加率

　　

大分コンビナート　CSRレポートを発行

昭和電工（株）大分コンビナートでは、従来の環境や安
全中心のRCレポートの内容を見直し、今年からCSRレ
ポートを発行することとしました。

これは地域の方から、昭和電工が何をしているのか関
心があるという声をいただいたり、当社も地域の方に当
社のことを知ってもらいたいという想いからです。

化学や大分コンビナートを知らない方にもわかりやす
い内容にすることを心がけて、大分コンビナート内の女性
社員中心でプロジェクトを組んで取り組みました。メン
バーでディスカッションを繰り返し、親しみの感じられる
柔らかいトーンで、写
真も多用したレポート
とすることができまし
た。８月の大分コンビ
ナートでの家族見学会
以降、ご来場いただい
た皆様にお渡しする予
定です。

した。社員が回収してきたアルミ缶は、会社により買
上げられます。買上げた缶は、グループ会社の（株）
昭和アルミ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。

プロジェクトのメンバーと今回作成した
レポート
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ステークホルダーダイアログ

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、その成
分を主にアンモニア製造用原料ガスへ転換します。ア
ンモニアは、KPRプラントに隣接する設備で生産され
ています。

当社では、このKPRの取り組みをより広く知って
いただくために、プラントの見学会も行っています。

容器包装プラスチックの例と、当社KPRで減容化された成型プラ、そして身近な
アンモニア製品として虫刺され薬も展示しています。下は容器包装プラスチック
のベールの実物大のイメージ。奥のパネルで当社KPRの紹介もしていただいて
います。

ステークホルダーの皆様とともに
使用済プラスチックのリサイクル事業を例に

環境調和型のまちづくりのために

を交えて学習してもらい、その内容を家庭での実践につなげる
ことで、家族への分別意識向上も図っています。

当センターの熱回収施設およびリサイクルセンターでは脱硝
用に昭和電工（株）のアンモニアを使っています。市民の方が分
別して出した使用済みプラスチックが、今度は当センターの排
気ガスをきれいにするために使われています。市民の方にも分
別が役立っていることが理解しやすい仕組みで、とてもよいサ
イクルだと思っています。

埼玉県ふじみ野市は、埼玉県内の
市で一人あたりの家庭ごみの排出量
が一番少ない市です。これはかつて
清掃センターの老朽化が問題となっ
た際、市をあげてごみの減量、リサ
イクルに取り組んだ成果です。特徴
的なのは「新聞」と「雑誌・雑がみ」
を分けて回収していることです。お
菓子の箱やトイレットペーパーの芯
など、通常だと燃えるごみに出しが

ちなものを分けて回収することで、燃えるごみの量を減らす取
り組みを行っています。

現在、ふじみ野市の家庭ごみは、昨年オープンしたばかり
のふじみ野市・三芳町環境センターに集められます。このセン
ターには、啓発施設として「環境学習館えこらぼ」が併設され
ています。

えこらぼでは、特に子どもたちへの教育活動に力を入れてお
り、ふじみ野市と三芳町の小・中学生の社会科見学を積極的に
受け入れています。家庭ごみの処理の状況や分別について実物

ステークホルダーの声：埼玉県ふじみ野市・三芳町環境センター 

お話をお聞きしたふじみ野市・
三芳町環境センター 所長 
矢澤様、久保田様
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低炭素社会の実現に貢献
今後の低炭素社会の実現に向けて、KPRの存在価値

は一段と高まってきています。
2015年7月には、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。両者で使用済みプラスチック由来低炭
素水素を活用した環境負荷の少ない低炭素な水素社会
の実現を目指して、地域実証なども行っています。

アンモニアとは
アンモニアは世界で最も生産量の多い化

学合成品です。主に、肥料用、合成繊維や

樹脂の原料、火力発電所や清掃工場などか

ら排出される大気汚染物質の脱硝用（窒化

酸化物の除去）として使われています。

当社のアンモニアは、KPRの原料を基に

環境に配慮して生産していることから「エ

コアンR」（エコロジーなアンモニア）という

名称です。

❖ Mr.Tim Hornyak　Japan Times記者

私は、昭和電工の川崎事業所において、ケミカルリサイク
ルのプラントが排出物を発生させることなく、使用済みプラ
スチックから有益な素材をつくり出せることに感銘を受けま
した。

より良い地球環境を次世代に引き継ぐために、産業界が製
造工程のゼロエミッション化に取り組んでいくことを期待し
ます。

❖ 特定非営利活動法人かわさき創造プロジェクト
分別したゴミがどうなっているのか知らなかったので勉強

になりました。また、川崎事業所で作られているものが意外
と身近な製品に使われていることが分かり驚きました。

ごみの捨て方についても考えさせられ、これからはもっと
きちんと分別しなければと
気を新たにしましたし、子
どもたちも見学に連れてき
たいと思いました。（見学
者の皆さんにお聞きした感
想をまとめました）

破砕成形

使用済プラスチック
成型プラ 

合成ガス CO₂分離 圧縮・循環 合成

改質化石燃料（ナフサなど）

アンモニア
ガス化 アンモニア製造

使用済プラスチックからアンモニアを作る

リサイクルの仕組み
アンモニアは通常、ナフサをはじめとする化石燃料

等を分解した水素から製造されます。石油から生まれ
たプラスチックもこのプラントでガス化によって水素
に戻ることにより、従来品と同等のアンモニア原料とし
て使用することが可能となります。

製造中に排出される副生物は有効利用しています。
中でも二酸化炭素はグループ会社で精製され、炭酸飲
料向けやドライアイスなどとして販売されます。使用
済みプラスチックを無駄にすることなく、ほぼ100％再
利用しています。

ステークホルダーの声：KPR見学者

エコマーク認定を受けてます

KPRで行うケミカルリサイクルは使用済みプラスチックを燃料目的では
なく製品として市場へ供給していること、また一般消費者が行う分別という
行動が、資源循環として製品に結び付いた取り組みであることが高評価を得
て、エコマークの認定を受けています。（左からエコマークアワード、エコ
マーク）
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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。

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。

→詳しくはP52〜57へ　

→詳しくはP42〜45、64〜66へ　

▪ 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）

▪女性管理職数・比率（2016年度 昭和電工単体）

合計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

＊グループ会社の範囲は、p69のバウンダリーを参照ください。

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）

2,687
kt-CO₂その他6ガス　　　　　         57kt-CO₂
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安全

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。

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

0.76
0.88

1.63

0.150.15
0.130.13

0.85 0.82 0.81

▪ 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。

→詳しくはP58、59へ　

→詳しくはP62、63へ　

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。
＊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、p69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
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昭和電工は、「環境・安全・健康」に関する経営方
針である「レスポンシブル・ケアに関する行動指針」
を1995年3月に策定し、この行動指針に基づき活動
を推進しています。

また当社は、2005年に「レスポンシブル・ケア
世界憲章（RC世界憲章）」に署名し、その支持と実行

レスポンシブル・ケア推進会議（RC推進会議）は
CSR会議のもとに配置され、レスポンシブル・ケア
に関する重要事項を事前審議しています。

2017年2月現在、本社、13事業部、15事業所、
3支店、事業開発センターおよび主要グループ会社

を表明しました。その後RC世界
憲章は2014年改訂版が策定され
たため、2014年に改訂RC世界
憲章に署名し、国際的に協調して
RC活動を進めていくことを表明
しました。

15社*でレスポンシブル・ケアを推進しています。
また、海外グループ会社（製造業）についても、レ

スポンシブル・ケアにかかわる実績の把握と現地指導
を行い、対象範囲の拡大を進めています。

レスポンシブル・ケア：マネジメント

レスポンシブル・ケア行動指針

推進体制

レスポンシブル・ケア
世界憲章認証書

レスポンシブル・ケアに関する行動指針
(昭和電工グループ行動指針)

1. 製品の全ライフサイクルにおいて、安全および健康を確保し
環境を保護する観点から、事業活動を継続的に見直すととも
に改善に努める。 

2. 生産活動において、従来型の環境保全はもとより、原料転換、
省エネルギー、廃棄物の減量・再資源化、化学物質の
排出量削減等を推進し、地球環境との調和による持続的
発展に努める。 

3. 新製品開発、新規事業、設備の新設・増設・改造において、
安全と健康の確保および環境の保護に配慮する。 

4. 安全と健康の確保および環境の保護に寄与する研究開発、
技術開発を推進し、代替製品・新製品の事業化の推進を図る。

5. 製品や取り扱い物質の安全・健康・環境面の影響に関する
リスク評価およびリスク管理の充実を図るとともに、安全な
使用と取り扱いに関する情報を、ステークホルダーに提供する。

6. 海外事業、技術移転、製品の国際取引において、安全と
健康の確保および環境の保護に配慮する。 

7. 国際規則および国内関係法令等を遵守するとともに、
国際関係機関、国内外の行政機関等への協力に努める。

8. 安全と健康の確保および環境の保護に関する諸活動に
積極的に参加するとともに、社会との対話を深め、理解と
信頼の向上に努める。

＊昭和電工と一体となってレスポンシブル・ケアを推進しているグ
ループ会社は以下の通りです。

　 鶴崎共同動力、昭和電工セラミックス、塩尻昭和、昭和電工パッ
ケージング、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エ
レクトロニクス、ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイク
リングセンター、ハイパック、昭和電工ガスプロダクツ、クリーン
エス昭和、信州昭和、フロンティアカーボン

▪ レスポンシブル・ケア推進体制図

CSR会議 RC推進会議 アルミ缶リサイクル推進分科会

保安対策委員会

CSR部

社長

監査役会

環境安全室

事業部等（事業部・支店・本社等）

個別テーマ担当（分科会）

事務局（環境安全部門）
または環境安全責任者

RC統括者 推進委員会等

※参考図、但し事業場ごとに定める

事業場（当社グループの製造拠点・研究開発拠点等）

事業場体制
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ステークホルダー
とのかかわりCSRマネジメント 人権・労働慣行取引先とのかかわりレスポンシブル•ケアCSR活動ダイジェスト
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当社および主要グループ会社事業場は、次のような
監査の実施により、活動の評価や改善を進めています。

当社グループは、環境マネジメントシステムの改善
と環境負荷の低減などに継続して取り組んでいます。

（認証取得事業場一覧は当社Webサイトに掲載して
います。）

労働安全

当社グループは、レスポンシブル・ケアに関する行
動計画を立て（Plan）、実行し（Do）、結果を監査し、
評価を行い（Check）、経営者による見直しを経て、
次の目標、行動計画に反映する（Act）というPDCAサ
イクルを活用し、継続的改善に努めています。

当社グループは、入社時や昇格時などに、労働安全
衛生・環境保全・コンプライアンスを中心としたレス
ポンシブル・ケア教育を実施しています。また、環境
マネジメントシステム内部監査員および労働安全衛生
マネジメントシステムの内部監査員についても、養成
研修を毎年定期的に実施し、人材育成に努めています。

▪ PDCA サイクル

PDCA サイクル

教育体制

監査体制

環境マネジメントシステム

経営方針
目標設定

継続的改善
経営者による
見直し

内部監査
成果評価

行動計画

実施

P

DC

A

新任製造課長等RC研修会

2016年10月24、25日、大分コンビナートにて新任
製造課長等RC研修会が開催され、昭和電工グループか
ら23名の新任課長等が参加しました。

大分コンビナートの実際の設備・作業に関するリスク
アセスメントのグループワークの他、過去の事故災害事
例からの教訓など
を通じて、現場管
理者としての責任
やリーダーシップ
の重要性について
の業務心構えを再
認識しました。

自己監査
自己監査では、レスポンシブル・ケアのシステムお

よび実施状況をチェックリストに基づき事業場自らが
評価し、次年度の目標と行動計画に反映させて継続的
改善を進めています。

事業場監査
事業場監査では、CSR部環境安全室が当社および

主要グループ会社のレスポンシブル・ケアに関する
評価を行うとともに、改善を進めています。2016年
は、33事業場（本支店・事業部含む）の監査を実施し
ました。また、これらの結果はCSR会議で審議され、
全社およびグループ会社の方針、目標および計画に反
映しています。
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昭和電工グループは、2、3年ごとにレスポンシブ
ル･ケア中期行動計画を定め、それに基づいて年間行
動計画を定めています。

全事業場は本行動計画に基づいて、事業場の実態に
合った具体的な行動計画を作成し、レスポンシブル

･ケアを推進しています。
主な取り組みについての2016年の目標・実績・評

価、および2017年の目標は以下のとおりです。
目標の達成に向け、今後とも取り組みを活性化して

いきます。

レスポンシブル・ケア：行動計画

項目 2016年の方針･計画 2016年の結果・実施状況 評価 2017年の方針･計画

環
境
保
全

環境管理　

方針 環境異常の発生無し
◦昭和電工グループ環境異常4件発生
◦環境トラブル未然防止チェックリストの活用
◦各事業場でリスク低減の取り組み実施
◦緑地の適正確保、排水の環境負荷低減への取り

組み等、各事業場の実態に合わせて検討・実施

△

方針 環境異常の発生無し

計画
◦「創る安全」活動の浸透
◦環境リスクの排除
◦生物多様性に配慮した事業活動

計画
◦「創る安全」活動の浸透
◦環境リスクの排除
◦生物多様性に配慮した事業活動

地球温暖化
防止対策

方針 エネルギー原単位の継続的改善 ◦ベンチマーク（ソーダ）について未達成
◦定期報告実施 △

方針 エネルギー原単位の継続的改善

計画 省エネの徹底 計画 省エネの徹底

方針 低炭素社会実現に向けた、GHGの低
減と省エネの推進

◦GHG排出実績：2005年比単体30%削減、
グループ26%削減

◦特定荷主のエネルギー消費原単位2015年実
績、2016年削減計画行政報告

◎
方針 低炭素社会実現に向けた、GHGの低

減と省エネの推進

計画 エネルギー電力原単位の年次推移把握
とベストプラクティスの共有 計画 エネルギー電力原単位の年次推移把

握とベストプラクティスの共有

産業廃棄物
の削減

方針 ◦ゼロエミッション継続
◦循環社会への貢献 ◦ゼロエミッション継続

◦埋立処分量：単体254t（2015年比498t減）、
昭和電工グループ323t（2015年比528t減）

◎
方針 ◦ゼロエミッション継続

◦循環社会への貢献

計画 汚泥有効利用拡大等による埋立処分
量の削減 計画 汚泥有効利用拡大等による埋立処分

量の削減

方針 循環社会への貢献
◦プラスチックケミカルリサイクル生産実績：2015

年比10.3%増
◦紙リサイクル率（本社）83.6%（2015年比0.3%

増）
◦アルミ缶リサイクル：グループ参加率98.9%、持

込缶数585缶/人・年

○

方針 循環社会への貢献

計画 リサイクルの推進 計画 リサイクルの推進

化学物質排
出量の削減

方針 化学物質排出量削減 ◦日化協PRTR総排出量：163t（2015年比
5%減）

◦有害大気汚染物質排出量：14ｔ（2015年比
2%減）

◦5t/年以上排出する4物質と総排出量10t/年
以上の2事業場で削減できず

○

方針 化学物質排出量削減

計画
5t/年以上排出する化学物質および総
排出量10t/年以上の事業場の排出量
低減

計画
5t/年以上排出する化学物質および
総排出量10t/年以上の事業場の排
出量低減

水資源リスク
対応 計画 リスクの発生確率、事業場への影響把

握 国内事業場の調査を実施 ◎ 計画
◦リスクの発生確率、事業場への影響  

把握
◦海外事業場の調査を実施

保
安
防
災

設備安全

方針 設備事故フリーの実現
◦昭和電工グループ設備事故4件発生（火災1

件、漏洩１件、破損2件）
◦設備事故予防チェックリストの横展開計画を全

事業場で完了
◦保安力評価（大分、川崎、伊勢崎、龍野）後の改

善計画を作成し取り組み継続実施
◦非定常時のリスクアセスメント実施継続（スター

トアップ、シャットダウン、緊急停止時等）
◦エンジニアリング審査によるHRM物質のリス

ク確認実施継続
◦防災訓練、内部監査は各事業所で計画的に実

施
◦重要設備（高圧ガス、危険物、建築物）の液状

化対策・耐震強化計画の策定、推進
◦重合性物質による災害発生防止のため、断熱

型暴走反応熱量計（ＡＲＣ）の導入
◦高圧ガス認定事業所（大分）において、認定を

継続更新（2016年1月）

△

方針 無事故の実現

計画

◦「創る安全」活動の完全定着
◦設備事故予防チェックリスト横展開

計画の完遂
◦発生事業所での再発防止策の網羅

性向上
◦設備事故リスク抽出手法の確立・実行
◦HRM＊１審査の定着
◦非定常状態・作業時のリスクアセス

メント実施方法の検討
◦重要設備・施設の地震対策の維持、

向上　
◦防災訓練、教育の計画的な推進
◦高圧ガス認定事業場のPDCA維持、

向上

計画

◦変更管理システム（設備新設改廃審
査等）の強化

◦非定常時のリスクアセスメントの実
施方法検討継続

◦耐震・津波対策の継続　
◦防災訓練、教育の計画的な実施推進
◦高圧ガス認定事業場の監査、教育、

検査方法のレベルアップ

◎目標達成または順調に推移（100%）　　○ほぼ目標達成（80%以上）　　△目標未達成（80%未満） （範囲の記載の無い数値データは当社単体の値）
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労働安全
項目 2016年の方針･計画 2016年の結果・実施状況 評価 2017年の方針･計画

労
働
安
全
衛
生

労働安全

方針
◦安全文化の醸成
◦各事業場休業・不休災害ゼロの達成

と継続 ◦昭和電工グループ従業員休業災害2件（2015
年2件）、不休災害2件（2015年2件）発生

◦昭和電工グループ従業員休業災害度数率：
0.15（2015年0.15）

◦昭和アルミニウム缶（株）小山・彦根・大牟田工
場が外部安全表彰受賞

△

方針
◦安全文化の醸成
◦各事業場休業・不休災害ゼロの達

成と継続

計画

◦グループ従業員休業度数率0.1以下
◦危ない設備、作業の撲滅
◦教育訓練による安全感度維持向上
◦労働安全衛生マネジメントシステム

の維持・更新・見直し

計画

◦グループ従業員休業度数率0.1以下
◦危ない設備、作業の撲滅
◦教育訓練による安全感度維持向上
◦非定常作業における災害、行動災

害防止強化
◦プロセス、作業変更における事前審

査の徹底

労働衛生
方針 業務上疾病＊２の発生ゼロ

◦業務上疾病の発生ゼロ
◦熱中症対策の充実 ◎

方針 業務上疾病の発生ゼロ

計画 ◦衛生管理体制の強化
◦作業環境・作業方法の改善 計画 ◦衛生管理体制の強化

◦作業環境・作業方法の改善

健康管理

方針 従業員のこころとからだの健康保持・
増進

「昭和電工グループいきいき健康づくりプラン」
活動実績【ベンチマーク（2012年）と比較】
①生活習慣病の予防
　◦血圧・脂質・血糖の有所見率はともに上昇
　◦「大腸がん」は上昇、「胃がん」・「乳がん」・「子　　
　　 宮頸がん」の受診率は低下
②メンタルハイリスク者の割合は減少
③生活習慣の改善は引き続き努力が必要な結果
　◦「適正体重者」の割合は減少し、「運動習慣の

ある人」は増加、「睡眠による休養が不十分
な人」は微減し、「長時間労働者」は増加

　◦「1時間以上歩行する人」は増加し、「喫煙」
は減少

　◦「多量飲酒者」、「毎日飲酒者」はともに増加
④事後フォロー100%は未達成

△

方針 従業員のこころとからだの健康保持・
増進

計画

昭和電工グループいきいき健康づくり
プランの推進
①生活習慣病の予防
②こころの健康づくり
③生活習慣の改善
④健康管理の強化

計画

昭和電工グループいきいき健康づくり
プランPhase2の推進

（2017〜2018年） 
①生活習慣病の予防
②こころの健康づくり
③生活習慣の改善
④健康管理の強化
2016年までの目標は変更せず、3つ
の重点項目を設定
 （1）定期健診後のフォロー（医師面談・  　
　   保健指導）強化
 （2）長時間労働削減と医師面談強化
 （3）事業所の実態に即した健康支援　　　
　　活動強化
※有所見率の改善よりも、適切な医師

面談や保健指導により、いきいきと
生活（仕事）ができる状態を創ること
を目指す

化
学
品
安
全

化学物質
管理

方針 管理不良ゼロ

◦昭和電工グループ管理異常3件、管理不良1
件発生

◦化学物質総合管理システム：海外版SDSの機
能拡張およびREACH Volume tracking機
能は2017年運用開始に目途

◦国内外法規制への適切な対応：
①法改正に伴う社内管理体制強化ならびに、

不適切事例の紹介と水平展開
②海外法改正；米国TSCA・CDR（Chemical 

Data Reporting）報告、タイ・有害物質法、
中国・環境管理弁法新規化学物質年次報告、
韓国・化評法年次報告等への対応を実施

◦2016年期限の海外ＧＨＳに対応したラベル・
SDS改訂（インドネシア、ベトナム、タイ等）を実施

◦安衛法改正（2016年6月1日施行）に対応した
ラベル・SDS改訂完了

◦安衛法改正に伴うリスクアセスメントの推進
（研修会開催、対象の明確化）

△

方針 管理不良ゼロ

計画

◦化学物質総合管理システム、製品含
有化学物質管理データベースの充実

◦国内外法規制への適切な対応
◦安衛法改正対応ラベル・SDS＊３の改訂

計画

◦製品における化学物質管理の徹底
　①最新の国内外関連法・ガイドライ
　　ン情報の収集
　②製品提供（新規・既存・輸出）時の　
　　確実な法対応実施
◦化学物質総合管理システム、製品

含有化学物質管理データベースの
充実

◦国内外GHS対応ラベル・SDSの改訂

品
質
保
証

品質保証

方針

製品安全および品質再現性の確保
◦製品事故ゼロ
◦コンプライアンス違反ゼロ
◦重大クレームゼロ･品質ロス削減

①製品上市、サンプル出荷前審査は、必要なもの
について実施し、その結果リスクは低減。新た
なリスク管理の視点でナノ材料に関するルー
ル策定

②品質に関わる法規制や業界自主基準の遵守に
より、製品事故未発生。対応状況は定期的に
確認

③定量的な指標に基づく工程改善の活動により
成果顕現。ベストプラクティスを全社で共有

④過去のクレームを教訓に落とし込み、品質リス
クを抽出・低減、予防へとつなげた結果、クレー
ム件数を2015年比約3割削減

◎

方針

製品安全および品質再現性の確保
◦製品事故ゼロ
◦コンプライアンス違反ゼロ
◦重大クレームゼロ･品質ロス削減

計画

①製品上市審査、サンプル出荷前審査
の確実な実施

②品質に関わる法規制、業界等自主基
準の遵守

③工程能力品質管理による工程安定化
④品質リスクの抽出と対策

計画

①リスク評価によるリスク低減
②自主基準を含めた法規の管理強化
③工程能力品質管理の定着
④“リスクに基づく考え方”の定着

◎目標達成または順調に推移（100%）　　○ほぼ目標達成（80%以上）　　△目標未達成（80%未満）

＊1 HRM（High Risk Material）：特別危険物質　　   
＊2 業務上疾病：労働者災害補償保険法における業務上疾病。事業主の支配下にある状態において有害因子を暴露したことによって発生した症状。  
＊3 SDS（Safety Data Sheet）：安全データシート。化学物質の名称、取り扱い・保管上の注意事項、応急措置などを記載した書面で、化学品の供給者から顧客に渡される資料のこと。 
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2016年の環境負荷実績は次の通りです。

水資源の重要性は世界的な課題として認識されてい
ます。昭和電工グループでは、事業場における水資源
リスク調査を進めるとともに、事業場からの海や川な
どへの排出水について水質の維持・向上をはじめ、水
の効率的な利用を検討し使用量の削減に積極的に取り

組んでいます。
また、安全な水の確保のための次亜塩素酸ソーダの

製造、水力発電所利用水の農業用水への還元などを通
じて、食や農業の安全にも配慮しています。

レスポンシブル・ケア：環境保全

資源の利用と環境負荷

水資源に対する取り組み

INPUT OUTPUT
昭和電工
グループ

産業廃棄物埋立処分量(t)*3

外部減量化(t)
外部有効利用(t)
外部排出量(t)

69(-30)
3,467(-1,238)

5,774(-90)
9,360(-1,308)

( )内は前年比

254(-498)
8,928(-1,411)
10,856(+973)
20,038(-936)

排水量（kt)
日化協PRTR対象物質(t)

日化協PRTR対象物質(t) 0(0) 0(0)

全りん(t)
窒素(t)
COD (t)

3,733(+29)
1(0)
0(0)
1(0)
4(0)

26,620(-2,051)
14(-5)
8(-1)

480(-23)
360(-5)

日化協有害大気汚染物質(t)*2

日化協PRTR対象物質(t)
ばいじん(t)
NOx(t)
SOx(t)
温室効果ガス（kt-CO2)

14(0)
148(-5)
63(-24)

1,255(-158)
324(-36)

2,211(+8)

1(+1)
242(-20)

1(0)
23(-1)

4(0)
475(-9)

土壌排出

産業廃棄物排出

水域排出

大気排出

製品

内部減量化

0t
国内グループ会社

(-484t)
2,805t

(+16,466t)
62,589t

（-233t)
7,903t

内部有効利用

（-8万㎥）
461万㎥
（-124万㎥）

5,411万㎥

原材料

水

エネルギー
（原油換算）
昭和電工単体

昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

国内
グループ会社昭和電工単体

昭和電工単体

昭和電工単体

19万㎘
国内グループ会社　*1

国内グループ会社

国内グループ会社

（+1万㎘）

（+1万㎘）

100万㎘

＊1 昭和電工グループ会社の範囲：
　   連結対象関係会社のうち、次の国内製造業9社の合計。昭和電工ガスプロダクツ、昭和電工セラミックス（富山）、昭和アルミニウム缶、昭和電工パッケージング、新潟昭和、

日本ポリテック、昭和電工研装、昭和電工HD山形、昭和電工ファインセラミックス。ただし、温室効果ガス排出量は、昭和電工エレクトロニクス、鶴崎共同動力を含み、温対法
特定排出者として報告義務のない新潟昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、昭和電工ファインセラミックスを除く。 

＊2 日化協有害大気汚染物質排出量は、日化協PRTR対象物質に含まれる。
＊3 産業廃棄物埋立処分量は、その年の生産活動に由来した廃棄物のみ対象とした。 

2015年 2016年

温室効果ガス排出量（kt-CO₂） 445 402

水使用量（万m3） 336 330

排水量（千ｔ） 2,188 2,823

産業廃棄物埋立処分量（ｔ） 3,864 4,748

▪ 海外グループ会社
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2016年の環境会計実績は次の通りです。

労働安全

事業場では、実施している水資源、緑化、地域活動
などの環境保全の取り組みを生物多様性保全の視点で
整理し、取り組むべき課題の抽出を行ってきました。

2016年も、緑地の適正確保・管理計画作成、排水
による環境負荷低減への積極的な取り組み、事業場の
特色を生かした活動の推進、の3項目を中心に調査と
検討を行い、各事業場の立地の特性に合わせた対策を
推進しました。

生物多様性の取り組み環境会計

2016年の取り組み

▪コスト

▪環境負荷低減効果

▪金銭的効果

（百万円）

  設備投資 経費

事業
エリア内
コスト

公害防止
大気・水質・土壌汚染、騒音、
振動、悪臭などの防止にかかわ
る設備投資・費用

494 176 

地球環境
保全

省エネ、温暖化防止、オゾン層
破壊防止にかかわる設備投資・
費用

792 625

資源循環 省資源、廃棄物処理にかかわる
設備投資・費用 137 767

上下流
コスト 　

事業活動の上下流で生じる環境
負荷抑制のための環境保全コス
ト（グリーン購入、製品・容器
包装リサイクルの費用など）

5 17 

管理活動
コスト 　

管理活動における環境保全コス
ト（環境教育、環境マネジメン
トシステムの運用、環境負荷測
定費用など）

0 549

研究開発
コスト 　 環境配慮製品・技術の研究開発

コスト 489 318 

社会活動
コスト 　

事業に直接関係のない社会活動
における環境保全コスト（地域
の自然保護、地域対話、工場見
学の費用など）

25 13 

その他 　 公害健康被害補償費など 20 186 

合計 1,962 2,651

（t）

  1990 年 2016 年

SOx 3,698 324

NOx 3,522 1,255

ばいじん 283 63

COD 786 360

全窒素 607 480

全りん 51 8

廃棄物埋立処分量 19,723 254

（百万円 / 年）

省エネルギー 273

資源循環 472

廃棄物削減 48

その他 1

合計 794

昭和電工（株）徳山事業所では、山口県周南農林事務所主催「まちと森と水の交
流会」に参加しました。

昭和電工セラミックス（株） 富山工場ではヤギによる除草を行っています。

昭和電工は「生物多様性民間参画パートナーシップ*」
に参画し、事業活動が生物多様性に与える影響を評価
し、生物多様性に配慮した活動に努めます。
＊生物多様性民間参画パートナーシップ⋯「生物多様性民間参画パー

トナーシップ行動指針」の趣旨に賛同し、行動指針（1項目以上）に
沿った活動を行う意思のある事業者、及びそのような事業者の取り
組みを支援する意思のある経済団体、NGO、研究者、地方自治体、政
府等から構成される「マルチステークホルダー」のイニシアティブ

基本的な考え方
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1.CO₂排出量の削減
当社グループは、生産プロセスの見直しや省エ

ネ活動の推進、設備改造などにより、温室効果ガ
スの排出量削減に引き続き取り組みました。

【事例1】循環型資源の積極的な利用
当社グループでは、鉄、アルミ、プラスチックと

いった循環型資源の積極的な利用を進めています。
当社製品である黒鉛電極は、鉄スクラップからの電

炉での粗鋼生産に用いられており、鉄鉱石からの高炉
での生産時と比べ、CO₂排出量を4分の1にまで削減
する製法に寄与しています。黒鉛電極の使用だけで、
当社グループのScope1とScope2由来の排出量を
上回る削減効果があります。

他にも、再生地金からのアルミ缶製造により、ボー
キサイトから製錬する場合と比べ、CO₂排出量を3%に
まで削減しています。当社グループでは従業員が協力
して、毎年500万缶以上のアルミ缶を回収し、アルミ
缶再生の原料として用いる活動なども行っています。

また、アンモニアおよび炭酸ガス、ドライアイス製
造の原料に使用済みプラスチックを用いることで、焼
却処分されるはずだった使用済プラスチックを分子レ
ベルまで分解し、新たな製品に再生するケミカルリサ
イクルを実現しています。

【事例2】最終製品の使用、廃棄でのCO₂排出量を
削減する部材や材料の開発

当社グループは、最終製品の使用、廃棄でのCO₂
排出量を削減する部材や材料の開発に取り組んでいま
す。例えば、当社製品の黒鉛負極材などはリチウムイ
オン電池材料として、セパレーターは燃料電池材料と
して利用され、次世代自動車の走行時のCO₂排出量
削減に貢献しています。また、次世代パワー半導体材
料であるSiCエピタキシャルウェハー、電力損失を抑
制する超高圧用碍子材のアルミナ、高効率排水処理材
料の水酸化アルミニウムなど、使用時の省エネに貢献
する材料で、社会全体のCO₂排出量削減に貢献する
高性能材料を提供しています。

2.水力発電所の活用
当社は4事業所に水力発電所を保有しています。

2016年は、これらの長期活用を目的として、2つ
の発電所の改修工事を完了しました。2016年の全
水力発電所の発電量は、当社電気使用量の15%を
占めており、2015年度より1%向上しました。

3.c-LCA*²の取り組み
当社グループは、製品製造時のCO₂排出量（直接

排出：Scope1、間接排出：Scope2）削減に加え、
製品の原料調達、使用、廃棄、再利用といったライ
フサイクル全体でのCO₂排出を検討し（Scope3）、
社会全体での排出量削減に貢献する取り組みを行っ
ています。

c-LCAは、原料採取、製造、流通、使用、廃棄の各工程で排出される
CO₂を合計し、製品のライフサイクル全体での排出量を評価する手法

（ 注 ）GHGプ ロ ト コ ル に お い て、Scope1： 企 業 の 直 接 排 出、
Scope2：エネルギー利用に伴う間接排出、Scope3：企業のサプ
ライチェーン上のその他の間接排出として区分される

＊１ 大分での見直しにより2012〜2015年実績を修正しています。

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
推進します。

基本的な考え方

2016年の取り組み

0
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■ その他6ガス　
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■ CO₂（エネルギー起源）（kt-CO₂）
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基準値
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85

2,545

572,673 2,675 2,687 2,687

▪ 温室効果ガス排出量の推移＊１

水酸化アルミニウム燃料電池用セパレーター

レスポンシブル•ケア：環境保全

地球温暖化防止対策

＊2 
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4.SCM 活動における環境負荷低減
当社は、原材料の調達から生産、販売、輸送に至

るサプライチェーン全般において、輸送の効率化な
どにより環境負荷の低減に努めています。

特に当社では、物流に伴う環境負荷を低減するた
め、トラックによる輸送から、鉄道や船舶を利用し
た輸送を行うモーダルシフトやトラックの大型車両
の活用、積載率アップを進めてCO₂排出量の削減
に努めています。

2016年度は、モーダルシフトのほかにも、社内
倉庫の活用による外部倉庫への輸送回数削減や保管
場所の変更による長距離輸送等の削減を図り、輸送
エネルギー使用量の削減に努めました。

その結果、2016年度は輸送量の増加に伴いCO₂
排出量が増加したものの、輸送エネルギー消費原単
位は前年度より改善しました。これはトラックに代
わりエネルギー原単位の良い船舶による輸送比率（ト
ンキロベース）が増加したことが主な要因です。

5.オフィスでの省エネルギー対策の推進
東日本大震災後の電力事情を契機とし、オフィ

スビルでも、省エネ型空調設備への更新やLED照
明への交換などの徹底した省エネルギー対策を実
施しています。

P55_輸送部門におけるCO₂排出量とエネルギー

2012 2013 2014 2016（年度）2015

（kt） （kℓ/百万トンキロ）
■ 輸送エネルギー消費原単位● 輸送部門のCO₂排出量
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▪輸送部門におけるCO₂排出量とエネルギー消費

▪輸送トンキロ（昭和電工単体）

▪輸送手段構成比率（2016年度）

（kt /年）

カテゴリー 排出量

1 購入物品・サービス 1,459

2 資本財 78

3 燃料・エネルギー関連 467

4 上流の輸送流通 24

5 廃棄物 7

6 出張 3

7 通勤 1

下流合計 11,270

▪Scope３の温室効果ガス排出量
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昭和電工グループは、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や環境負荷低減に向けた取り組
みを行います。

基本的な考え方
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▪有害大気汚染物質総排出量（昭和電工単体）

▪大気環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単体）

▪水質環境負荷物質排出量の推移（昭和電工単体）

有害大気汚染物質の排出量削減の取り組み
当社グループは、（一社）日本化学工業協会(以下、

日化協)が指定した有害大気汚染12物質のうち、当
社が扱う９物質について、代替物質への転換や回収・
リサイクル率の向上に取り組み、削減を図りました。

大気環境負荷の低減に向けての取り組み
当社グループは、SOx、NOxおよびばいじんなど

を削減するため、燃料転換や燃焼法の改善、脱硫・脱
硝装置の適切な運転管理、排熱回収による燃料の削減
などの対策を継続して実施しました。

水質環境負荷低減の取り組み
当社グループはCOD（化学的酸素要求量）、全窒素、

全りんなどの水質環境負荷低減のため、製造プロセス
の改善や排水処理設備の改善と適切な運転管理、水の
循環利用の促進などの対策を継続して実施しました。

土壌・地下水汚染対策
当社グループは、事業場敷地の用途変更や土壌搬出

などの機会を捉え、土壌汚染対策法および自治体の条
例に則った調査、措置を実施しています。

新潟水俣病について
新潟水俣病に関しては、公式確認から50数年が経過しました。
阿賀野川汚染により、被害者および周辺地域の方 に々は多大な
るご迷惑をおかけしました。当社は、この問題の解決を図るべく、
国や地方自治体とも連携をとりながら、公害健康被害の補償等に
関する法律をはじめとする法令等に則り、今後も誠意をもって対応
してまいります。

大気・水質環境負荷の低減

レスポンシブル•ケア：環境保全
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昭和電工グループは、ゼロエミッション（最終埋立処
分量が発生量の1%以下）の達成を継続します。

基本的な考え方
昭和電工は、日化協の会員企業として、化学物質の排

出・移動量の調査を自主的に実施し、化学物質排出量の
削減を推進しています。削減は事業場ごとに計画を立て
て取り組みます。

基本的な考え方

■ 単体
■ 国内グループ会社
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■ 水域排出単体
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■ 大気排出単体
■ 大気排出国内グループ会社
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▪産業廃棄物排出量
▪日化協PRTR対象物質排出量

▪日化協PRTR対象物質排出•移動量(昭和電工単体)

当社グループは産業廃棄物削減のため、廃酸・廃ア
ルカリの再資源化、廃油・廃プラスチックの燃料化、
無機性汚泥の有効利用などの取り組みを通じて、廃棄
物発生量の抑制、再使用および有効利用を進めました。

当社グループは、PRTR対象物質を含む417物質に
ついて排出・移動量の調査を行い、日化協へ報告しま
した。

今後も、PRTR対象物質および年間排出量の多い物
質については事業場ごとに削減計画を立て、重点的に
排出量の削減に取り組んでいきます。また、事業場周
辺地域への影響を把握・評価するとともに、地域住民
の皆様や行政とのリスクコミュニケーションを図りな
がら、相互理解のもとに排出量の削減を進めます。

1.埋立処分量の削減
産業廃棄物発生量および最終埋立処分量を前年に

引き続き削減し、ゼロエミッションを継続達成しま
した(グループ埋立率0.32%)。また、中間処理・最
終処分の委託先を査察し、当社からの廃棄物が適正
に処理・処分されていることを確認しました。

2.PCB（ポリ塩化ビフェニル化合物）管理
PCB廃棄物は、当社のPCB管理チェックリストに

基づき保管状況を定期的に点検し、適正な施設で適切
に保管しています。また、各事業場では「PCB特別措
置法」に従って、PCB廃棄物の保管状況などを都道府
県知事に毎年届け出ています。

PCB廃棄物の処理は、中間貯蔵・環境安全事業（株）な
どの処理施設を有効に活用し、計画的に進めています。

2016年の取り組み

2016年の取り組み

（t）

年度 2012 2013 2014 2015 2016

単体 1,850 1,087 912 752 254

国内グループ会社 235 273 246 99 69

▪産業廃棄物最終埋立処分量

産業廃棄物の削減 化学物質排出量の削減
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昭和電工グループでは、過去の事故・トラブルを解
析して再発を防止する「創る安全」活動を推進し、設
備事故ゼロを目指します。

基本的な考え方
昭和電工グループでは、「必要不可欠なサービスへの

アクセス」を、水道など生活に必要不可欠なサービスに
ついて、合理的な猶予期間を与えることなくサービスを
打ち切らないことと定義し、事業活動を行います。

基本的な考え方

2016年は人的被害のない４件の設備事故が発生し
ました。化学業界では2011年から重大事故が発生し
ていることなどもあり、当社グループにおいても「創
る安全」活動を原点に回帰すべく、経営会議でも安全
に関して集中的に議論する「安全会議」などの活動を
継続しました。

当社グループでは、お客様に対して満足度の高い製
品・技術およびそれらに関する情報などの提供で信頼
感や安心感などの向上に努めています。一方、消費者
の皆様に対しては、直接提供する製品は少ないもの
の、水道水の殺菌・消毒用の次亜塩素酸ソーダや医農
薬の原料となるアミノ酸などの製品を引き続き安全か
つ安定的に提供しました。1.HRM（特別危険物質）審査の確実な実行

自己反応性が強いなど危険性の高いHRMを取り
扱う新規設備に関しては、エンジニアリング審査の
中で潜在リスクの抽出・対策を講じました。

２.石油化学工業協会 産業保安に関する行動計画へ
の対応

経営理念のもと安全・安定操業に資するため、
中期経営計画や経営方針において重大事故・災害
ゼロの目標を掲げ、その達成に向けPDCAを回し
て継続的な改善活動を進めました。

保安管理実施計画では、特に非定常状態や作業
時のリスクアセスメントにも注力するとともに、
安全文化の醸成や安全基盤の強化のための教育訓
練や各種改善活動を実施しました。

3.地震への対応
当社グループでは、設備・建屋の地震危険度評価、

耐震化検討および耐震対策を順次実施しています。
重要度の高い高圧ガス設備、危険物設備について

対策を進めており、危険物準特定以上のタンクは対
策を完了しました。

2016年の取り組み
2016年の取り組み

　　

食品を安全に届けるために～ドライアイス～

昭和電工ガスプロダクツ（株）では、さまざまな産業ガ
スを扱っています。

中でも炭酸ガスは、私たちの身の周りに大量に存在し
ています。この炭酸ガスは、食品、工業分野から医療、
地球環境保護に至るさまざまな分野で利用されており、
産業活動に欠かせない重要なものとして広範囲にわたっ
て貢献しています。

炭酸ガスを固体化したものがドライアイスです。ドラ
イアイスは、－78.9℃の超低温であり、主に食品・医薬
品・化学品の低温輸送や保存用途に使用されています。
また昇華して直接気体となる性質を利用し、作業者や環
境に優しいブラスト洗浄にも使用されています。

これらの製品を通じて、食の安
全・安心や様々な工業分野に貢献
しています。

必要不可欠なサービスへのアクセス設備安全

レスポンシブル・ケア：設備安全／
　　　　　　　   必要不可欠なサービスへのアクセス
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レスポンシブル・ケア：労働安全衛生

昭和電工グループは労働災害の撲滅を図るため、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」活動を推進します。

基本的な考え方
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▪従業員休業災害度数率推移

2016年は従来の「創る安全チェックリスト」を、最
近の災害発生傾向の分析結果を取り入れて改訂し、活動
を進めました。

しかし、2016年は休業災害が3件発生しました（そ
のうち２件は転倒災害）。軽微なものを含めた災害の特
徴として行動災害が多いことから、各事業所では危険体
感施設の充実や教育に力を入れています。さらに、事
業所間の安全交流会や相
互査察の実施等、他者の
視点を取り入れたリスク
改善などの活動を実施し、
安全感度や安全意識の向
上に努めています。

アスベストについて
当社グループでは現在、アスベストを使用した製品

の製造・販売は行っていません。
また、これまでアスベストを取り扱ったことのある従

業員に対しては、関係法令に基づいた健康診断を定期的
に実施しており、今まで健康被害は発生していません。

当社グループの退職者に対しては、引き続き各種の
ご相談に対応しています。

2016年の取り組み

安全帯ぶら下がり危険体感の様子
（小山事業所）

労働安全

▪2016〜2017年 昭和電工グループRC関連表彰受賞一覧

表彰名 受賞事業場・個人 受賞月
2016年
RC 日本化学工業協会 第10回レスポンシブル・ケア努力賞 昭和電工（株）ＨＤ事業部 5月

保安防災
平成28年度消防庁長官表彰　優良危険物関係事業所 鶴崎共同動力（株） 6月
平成28年度石油化学工業協会保安表彰 昭和電工（株）大分コンビナート　製造部　エチレン課　久東栄一氏 10月

労働安全衛生

平成27年度安全優良職長 厚生労働大臣顕彰
昭和電工（株）小山事業所　製造統括部　篠崎直也氏

1月
昭和電工セラミックス（株）塩尻工場　製造部　中野誠氏

厚生労働省無災害記録証（第二種） 昭和電工（株）小山事業所
2月

厚生労働省無災害記録証（第一種） 昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
第40回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場

5月
平成27年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞

昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
昭和アルミニウム缶（株）小山工場
昭和アルミニウム缶（株）彦根工場

厚生労働省無災害記録証（第三種） 昭和電工エレクトロニクス（株） 6月
平成28年度中央労働災害防止協会会長表彰 昭和電工（株） 10月

2017年
保安防災 平成29年度優良危険物関係事業所 昭和アルミニウム缶（株）彦根工場 6月

労働安全衛生

平成28年度安全優良職長 厚生労働大臣顕彰 昭和電工セラミックス（株）塩尻工場　 製造部　青樹徹氏 1月
第41回日本化学工業協会安全表彰 安全優秀賞 昭和電工エレクトロニクス（株）

5月平成28年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 特別優良賞
昭和アルミニウム缶（株）大牟田工場
昭和アルミニウム缶（株）小山工場
昭和電工堺アルミ（株）

平成28年度日本アルミニウム協会労働安全表彰 優良賞 昭和電工（株）小山事業所

＊グループ会社範囲（2016年12月現在）
鶴崎共同動力、昭和電工セラミックス、信州昭和、塩尻昭和、昭和電工パッケー
ジング、昭和アルミニウム缶、昭和電工堺アルミ、昭和電工エレクトロニクス、
ユニオン昭和、新潟昭和、昭和アルミ缶リサイクリングセンター、ハイパック、
昭和電工ガスプロダクツ、クリーンエス昭和、日本ポリテック、昭和電工研装、
昭和ファインセラミックス、昭和電工HD山形、芙蓉パーライトの各事業場。
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2002年の持続可能な開発に関する世界首脳会議
（WSSD）で「2020年までに化学物質の生産と使用が
人の健康と環境に与える悪影響を最小化する」という
目標が提唱され、世界的に化学品の安全の確保の活動
が進んでいます。

昭和電工グループは、「社会的に有用かつ安全でお
客様の期待に応える製品を提供する」観点で、研究、
開発、設計段階から製造、販売、流通、使用、廃棄に
至る過程全てにわたり、化学品の安全性の確認だけで
はなく、お客様がどのように使用されるか、どのよう
に廃棄されるかなど、製品に関係する様々な項目を考
慮してリスクを抽出し、それらを低減させるというリ
スクベースの考え方に基づいて製品安全の確保に積極
的に取り組みます。

基本的な考え方

基幹システム
（出荷伝票、RC実績）

WEB/API
プラット
フォーム

行政

お客様

SDS

非含有
証明書

閲覧 /情報入力 /検索
数量届出

（化審法、PRTR 法）

用途情報

各種レポート
（国内外 SDS/ ラベル、
JIPS レポートなど）

製品含有物質
調査 /RoHS 調査

SDK/
化学物質総合管理システム

化学物質総合管理DB

法規則DB

情報検索 /
閲覧

マスタ /データ連携

仕入先

環境安全
品質保証

各拠点・各事業部門

製造
ライン実績データ

▪化学物質総合管理システム概念図

また、国内外の化学物質関連の法規制の制定改
正情報を確実に入手する体制をとり、必要な法対
応を実施しています。

お客様が安全に化学品を使用できるように、収
集した安全性情報、法令の制定･改正情報などを
データベース化して一元管理し、安全データシー
ト（SDS）＊１、製品ラベル、イエローカード＊２など
を作成、随時更新することで、最新で適切な化学
品安全情報を提供しています。

１．化学品安全情報の収集と提供（お客様の安全確保）
当社グループでは、安全性試験センターにおい

て、安全性情報の取得・収集・解析・研究を行っ
ています。2016年に安全性情報取得に関する規
程の見直しを行い、研究、開発、設計段階から製造、
販売の段階で、それぞれ必要な安全性情報を明確
にしました。

2．化学品安全管理
当社グループは、化学品安全の確保に向け、製

品の研究、開発、設計段階から製造、販売、流通、
使用、廃棄に至る過程においてリスクを評価し、
必要な対応をとっています。

特に、新規に化学品をお客様に提供する「サン
プル出荷」や「製品として販売する上市」時の審
査において、安全性情報を含めた化学品の特性だ
けでなく、お客様の使用状況等を含め、総合的に
リスクを評価し、それに基づき安全対策をとって
いるか等の観点で、出荷・上市可否を審査する仕
組みを構築し、実施しています。特に、人体への
摂取・接触の可能性がある製品に関しては厳しい
審査を実施しています。

＊1.安全データシート（SDS）⋯化学物質の名称、取り扱い・保管上の注意
事項、応急処置などを記載した書面で、化学品の供給者から顧客に渡さ
れる資料

＊2.イエローカード⋯日本化学工業協会が推奨している、国内道路輸送に
おいて製品別に事故時における措置、連絡通報事項等を明記した書面

2016年の取り組み

化学品安全 

レスポンシブル・ケア：化学品安全
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ステークホルダー
とのかかわりCSRマネジメント 人権・労働慣行取引先とのかかわりレスポンシブル•ケアCSR活動ダイジェスト
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昭和電工グループは、お客様に安全、安心な製品・
サービスをご提供します。そのために設計・開発から
上市・製造、販売、市販後に至る製品のサイクルに
おいて、お客様が安心して当社製品をお使いいただく

「製品安全」を確保するための活動を、組織的、体系
的に実施しており、基本ルールとして、法規制の遵守
に加えて、社内で「品質保証･品質管理規程」（以下「規
程」）を制定しています。
「規程」は毎年見直し、世の中の状況変化に対応さ

せ、製品安全の有効性を高めます。

基本的な考え方

製品安全審査
製品リスク評価
安全性試験

新製品上市手続き
品質保証能力審査
製造条件変更手続き

市販後
市販後情報管理

販売
契約書・仕様書締結審査
販売宣伝資料審査

設計・開発 上市・製造

▪品質保証・品質管理規程

品質保証・品質管理レベルの向上のため、次のよう
な取り組みを実施しました。

1．品質マネジメントシステム（品質管理の仕組み）
当社グループでは、それぞれの製品や組織にあっ

た品質マネジメントシステムを構築し、ISO9001や
IATF16949などの国際規格の認証を取得していま
す。これらの国際規格の改訂に伴い、移行期限であ
る2018年を目標に、移行作業を進めました。移行
の機会を利用して品質マネジメントシステムを強化
し、さらなる製品およびサービスの品質向上に努め
ています。

2．クレーム削減
製品の品質に関するクレーム件数については、

2020年に2015年の半減を目標としています。
クレーム削減の対応として、クレーム原因を深

堀し、再発防止対策をとるとともに、当社グループ
内で発生したクレームから教訓を抽出して、全部署
で活用するシステムの構築などの予防対策に取り組
んでいます。また、対策のベストプラクティスをグ
ループで共有化しました。その結果、2016年のク
レーム件数は前年に比べて約3割減少しました。

3．教育の実施
当社グループの品質保証・品質管理のレベルアッ

プのため、現場力の強化を掲げ、品質保証担当部門
のあるべき姿を明確にしました。あるべき姿を達成
するため、集合教育やe-ラーニングを含めた教育体
系の見直しを開始しました。

4．品質診断の実施
本社品質保証室は、事業部・事業所、グループ会

社の強みおよび弱点を明確化し共有することを目的
に各部署に赴き、品質診断を毎年実施しています。

2016年は、常に同じ品質の製品を製造する能力
（工程能力）、リスク評価、現場教育などの観点から
課題を抽出し、改善につなげました。また、品質診
断で確認したベストプラクティスをグループ全体で
共有化しました。

2016年の取り組み

品質保証
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7171
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▪クレーム件数の年別推移（2015年を100とした指数）
   （昭和電工基準による）

レスポンシブル・ケア：品質保証
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取引先とのかかわり

昭和電工は、原材料調達から製造・販売に至るサプ
ライチェーン全体で、社会・環境に配慮した事業活動
を行うことが重要と考え、次のような方針でCSR調達
に取り組みます。
1.品質、価格、納期、経営の信頼性、安全性、サービス、

技術力および環境や社会への配慮を総合的に勘案し
た上で、経済合理性に基づき最適なお取引先（パー
トナー）を選定します。

2.お取引先の選定にあたり、国内外、過去の取引実績
や企業グループ関係などにこだわることなく、誠実
に対応し公平かつ公正な参入機会をつくり広く門戸
を開放します。

3.法令および社内規程を遵守した購買活動を行います。

基本的な考え方

当社の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
動を引き続き行いました。

また、対象の拡大を図るため当社だけではなく国内
グループへもCSR調達活動を広げ、グループ会社５社
の同意を得て、パートナーの皆様への「自己診断」を
実施しました。続いて、海外パートナー向けに自己診
断票の英語版および中国語版を作成し、「自己診断」を
開始しました。

自己診断
当社CSR調達ガイドラインの内容に関して、自己

診断票（アンケート形式）で回答していただくことで、
CSRの取り組みをパートナー自身で確認していただ
いています。主要な既存取引先には3年に1回、新規
取引先には取引開始時に回答していただいています。
自己診断票は記入後、当社に返送していただき、その
分析結果はパートナーにフィードバックしています。

CSR訪問
パートナーを訪問し、CSRの取り組みを確認する

活動です。各事業所の購買担当者が、年間合計約40
社のパートナーを訪問しています。自己診断票の結果
を確認するとともに、「当社が伝えたいこと」「当社が
知りたいこと」などの対話を行っています。

2016年の取り組み
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フォローアップ
「自己診断」「CSR訪問」により、ガイドライン遵守

に関して確認・改善のテーマが見つかったパートナー
と協働で改善に取り組むものです。

アドバイス事例
•コンプライアンスについて、規程類の整備や従業員へ
の周知・教育体制の構築に取り組んでいただきました。

（原材料関係、工事関係、包材関係、物流関係など）
•緊急時におけるBCP体制が不十分なパートナーに対
し、安定供給の面からも必要な体制を構築していただ
くようお願いしました。（原材料関係、包材関係など）

環境・社会に関する要請への取り組み
部材の調達から使用、廃棄に至るすべてのサイクル

を通じ、可能な限り環境に与える影響が少ない製品を
選択し、調達する取り組みが、世界全体で急速な広が
りをみせています。当社グループは、お客様からの環
境負荷物質の削減、欧州規制などによる有害化学物質

人権
サプライチェーン全体で人権に配慮した事業活動を

進めるため、CSR調達において取引先にも基本的人
権の尊重、差別の禁止、適正労働条件の確保、労働者
の権利保護を求め、協働で遵守していく取り組みを引
き続き進めました。

紛争鉱物への対応
コンゴおよび隣接する国々で採掘される鉱物（ス

ズ、タンタル、タングステン、金）は、これを購入す
ることで現地の武装勢力の資金調達につながり、結果
として地域の紛争に加担し、人権侵害、環境破壊を引
き起こしているとして国際的に大きな問題となってい
ます。

当社グループでは紛争鉱物問題に関して「私たちの
行動規範と実践の手引き」にあるように、人権尊重や
CSR調達等の活動を通じて、それらを使用しない取
り組みを進めました。

　　

CSR訪問

当社のCSR調達は、「自己診断」「CSR訪問」「フォローアップ」を3本の柱に3年を一サイクルとして推進しています。その目的は、
この活動を通じて企業価値を向上させ共存関係の維持・発展を図っていく中で、パートナーと自由にディスカッションできる関係
を築くことにあります。
「自己診断」は、一律でアンケートを送付していますが、「CSR訪問」の訪問先は、事業所の調達部門が、自事業所の事業継続の

ために重要なパートナーや、自己診断の結果などから訪問すべきと判断するパートナーを選定しています。
CSR訪問では、「昭和電工グループCSR調達ガイドライン」として定めた内容を、取引先との対話を通して共有し、お互いの信

頼関係をさらに強固なものにするとともに、それぞれの企業価値を向上させることを目的にディスカッションを行います。
「「CSR訪問」は監査と勘違いされる場合も多いのですが、率直な意見交換をする場であると伝え、自由な対話を通してお取引先

が取り組まれていることを確認させていただいています。訪問することにより対話が進み、
当社にとってもお取引先の理解を深めることができます。CSR訪問の結果はデータベー
スで共有し、購買・SCM担当者なら誰でも見ることができる仕組みとしています（購買・
SCM部）」。
「普段はお取引先の担当者としかやり取りしないのですが、CSR訪問ではCSR部門の方

が同席されることも多いため、BCPの観点から調達についての意見交換をするなど、より
深くお取引先のことを知ることができる大変有意義な取り組みだと感じています（事業所
SCM担当）」。

訪問後にはその内容を文書としてまとめ、お取引先にフィードバックし、さらなる信頼
関係の発展を図っています。

サプライチェーンにおける取り組み

自己診断結果、質問票、CSR 訪問結果報告

の不使用・不含有保証のご要求に対し、適切かつ誠実
に対応しています。
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人権・労働慣行

昭和電工グループは、「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し、人権尊重をその根幹
に位置づけています。当社では、社長が議長を務める
CSR会議のもとに人権・企業倫理推進会議を設置して
います。人権・企業倫理推進会議では、人権方針の定
期的な見直し、人権に関する各年度の活動内容や中長
期的な取り組みの方向性などを策定し、当社グループ
全体の人権尊重意識の向上を図っています。

また当社グループでは、「社員の多様性（ダイバーシ
ティ）を尊重した経営」を経営戦略の一つとし、「自分
を活かす」「人を活かす」をキーワードに、その実現に
取り組んでいます。

基本的な考え方

各事業所やグループ各社において、様々な取り組
みが進みました。特にダイバーシティについては、
2016年は「認知」・「理解」に続く第3のフェーズ「実
践」をスタートさせ、「マネジメントを変える、コミュ
ニケーションを変える、働き方を変える、自分を変え
る」ための具体的な取り組みを 従業員一人ひとりが
実践しました。

1.人権に関する啓発活動
当社グループでは、従業員全員が1.5時間／年の

人権・企業倫理に関する教育を受けることを目標に
掲げ、各事業場において、職場の人権や同和問題な
どをテーマにした研修会などを開催し、継続的な啓
発を行っています。

2. ハラスメント対応
当社グループは、職場でのあらゆるハラスメント

の根絶をめざして、従業員への継続的な啓発活動、
相談窓口の拡充と相談員のスキルアップに取り組ん
でいます。

3. 女性従業員・外国籍従業員の活躍支援
当社グループでは、課長級以上の管理職に占める

女性の割合を2020年に5％まで向上させることを
目標に掲げており、2016年は中堅総合職女性社員
を対象にした研修やロールモデルとの意見交換会な
どを実施しました。

また、外国籍従業員の定着と活躍支援に向けて、
従業員向けの各種社内文書のグローバル（多言語対
応）版を順次作成、提供しています。

4. 障がい者雇用
当社グループはダイバーシティ推進の一環として、

障がいを持つ方の積極的な採用を継続しています。
2016年は、昭和電工本社において知的・精神障

がいのある従業員の職域拡大に向け、当社グルー
プ従業員の名刺等の印刷物を内製できる環境を整備
し、受注を開始しました。

また、国内の他事業場でも、インターンシップ生
の受入や採用の実績をあげています。

5. 高齢者雇用
当社では、社員がこれまで培ってきた技能や専

門能力を、引き続き各職場で活かしていただけるよ
う、定年退職者の再雇用を行っています。

2016年の取り組み

■ 海外連結従業員
■ 内女性従業員

■ 国内連結従業員
■ 内女性従業員
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▪連結従業員数の推移

▪再雇用率の推移（グループ会社プロパー、外部移籍者含む）

▪障がい者雇用率の推移（昭和電工単体）

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

女性管理職数（人） 14 14 18 23 26

比率（％） 0.35 0.36 0.47 0.62 0.71

▪女性管理職数・比率（昭和電工単体）

人権およびダイバーシティ
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ステークホルダー
とのかかわりCSRマネジメント CSR活動ダイジェスト レスポンシブル•ケア 人権・労働慣行取引先とのかかわり
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昭和電工グループでは、さまざまなプログラムを通
して、人材の育成を図っています。

基本的な考え方

人材育成

研修体制
当社の研修体系には「役割別教育」「課題別教育」「機

能別教育」があり、従業員一人ひとりの役割や期待す
るキャリア等に応じた研修を毎年実施しています。ま
た自己啓発支援として通信教育やweb学習なども取
り入れています。グローバル人材の育成にも積極的に
取り組んでおり、日本から海外大学への語学留学や
MBA派遣、海外現地法人での実務研修、また、海外
現地法人が個別に企画するマネージャー研修なども実
施しています。

意識調査
2014年12月に「昭和電工グループ働きがい調査

2014」を行いました。今回の調査では、国内の当社
グループ社員7,726名（回答率：対象者の91.7％）の
社員が回答しました。

本調査結果に基づき、ミドルマネージャーを対象と
した対話ミーティングの開催を継続的に実施するとと
もに、人事制度の変更などの施策を推進しています。

人事制度
当社では「成長・育成」をキーワードとした人事制

度、通称「MB-OJTシステム（従来のMBOにOJTの
要素を組み込んだシステム）」を運用しています。
「コミカッション」と呼ばれる上司と部下の面談で

は、目標の理解度や評価の納得性を高めることはも
ちろん、個々の取り組みを振り返り、「上手くいった
こと、いかなかったことは何か」、「次に活かせること
は何か」を深く話し合うなど、従業員一人ひとりの成
長・育成を促しています。

従業員が安心していきいきと働くためには、一人
ひとりが生涯にわたって自分や家族の健康を大切に考
え、保持していくことが必要です。

そこで昭和電工グループでは、2013〜16年までの
4年間、「生活習慣病の予防・改善」・「こころの健康づ
くり」を中心とした「昭和電工グループいきいき健康
づくりプラン」活動を推進しました。

基本的な考え方

「生活習慣病の予防・改善」の取り組みについて
は、健康診断実施後の事後措置と保健指導を含めた事
後フォローを、「こころの健康づくり」については、
2012年に策定した「心の健康づくり計画」に基づき
取り組みを着実に推進しました。

また当社グループは、労働安全衛生法によるストレ
スチェックを定期健康診断と同時実施し、その結果を
踏まえて高ストレス者のフォロー、高ストレス職場の
環境改善を含め、こころの健康づくりに努めました。

2016年の取り組み

こころとからだの健康づくり

　　

健康経営優良法人２０１７～ホワイト500～に認定

昭和電工（株）はこのたび「健康経営優良法人2017〜
ホワイト500〜」に認定されました。

この制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本
健康会議*が進める健康増進の取り組みをもとに、特に
優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法
人を顕彰するものです。

当社は健康保険組合と協力し、
「昭和電工グループいきいき健康
づくりプラン」を策定、取り組み
を進めていることなどが評価され
ました。
＊国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が

連携し行政の全体的な支援のもと実効的な活動を行うために組織さ
れた活動体。 
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従業員が社会と調和し、いきいきと仕事に取り組む
ことにより社会のニーズに応えていくことは、昭和電
工グループの成長のために重要です。

当社グループでは、一人ひとりが充実した社会生活
を実現するための取り組みを進めています。

基本的な考え方

1. 総労働時間の削減、年次有給休暇の取得率向上
働き方の見直しを含めた取り組みを進めました。

3. 労働組合とのかかわり
当社と労働組合は、（1）話し合いによる解決、

（2）雇用の安定と働きがいの追求、（3）共に会社の
成長と収益力の向上を実現することで労働条件を向
上させる、の3点を労働協約の基本とし、長期にわ
たって信頼関係を築いてきました。2016年は労使
経営会議などの定期的な対話に加え、報酬制度や仕
事と育児・介護の両立支援のあり方など、幅広い
テーマで議論を行いました。

２．仕事と生活の両立への支援
当社は、社員のライフステージに応じた両立支援

制度を設けており、性別にかかわらず制度活用を促
すための施策を継続実施しました。

＊製造業平均は厚生労働省「毎月勤労統計調査（年報）」の「就業形態別月間労働
時間及び出勤日数」から算出

＊製造業平均は、厚労省「就業条件総合調査」より作成

2016年の取り組み

2012 2013 2014 2016（年度）2015

（時間）

2,008.5 2,009.1 2,023.1 2,002.9

2,031.62,040.0 2,047.2 2,053.2 2,049.62,049.6

2,008.42,008.4

■ 昭和電工
● 製造業平均

0
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2012 2013 2014 2016（年度）2015

（日）

10.3 10.2 10.3 10.1

12.812.7 13.2 13.6 13.613.6

10.410.4

■ 昭和電工
● 製造業平均

▪総労働時間の推移（一人当たり年間）

▪年休取得日数（一人当たり年間）

働きやすい職場づくり

主な制度 内容

育児休業 2歳に達しない子と同居し扶養する勤続1年以上の従業員が
対象。子の2歳の誕生日前日まで取得可。

育児・介護
短時間勤務

小学校卒業までの子を養育する、あるいは介護休業対象者で
ある勤続1年以上の従業員が対象。1日2時間まで、1日の所定
労働時間よりも短い勤務時間を選択可。

積立休暇
積立休暇（繰越年休）を保有する従業員が対象。小学校卒業ま
での子の学校行事への参加、学級閉鎖などへの対応、子や家族
の看護の目的などで取得可。

介護休業
家族が要介護状態にある勤続1年以上の従業員が対象。介護
休職は、本人と要介護状態にある家族の関係により、通算93
日間、または休職開始から2年の間に通算12ヵ月取得可能。

▪主な両立支援制度

（人）

男性 女性 計

育児休業 65 33 98

介護休業 1 1 2

育児・介護短時間勤務 1 54 55

▪両立支援制度利用者数実績（2016年　昭和電工単体）

人権・労働慣行
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パフォーマンスデータ集

項目 細項目 バウンダリー 単位 2014年 2015年 2016年 掲載頁
コンプライアンス
企業倫理ホットライン相談件数 昭和電工グループ 件数 44 46 28 35

労働慣行
従業員数 男性 連結　国内 人 5,290 5,232 5,385 64

女性 連結　国内 人 642 641 690 64

国内　計 連結　国内 人 5,932 5,873 6,075 64

男性 連結　海外 人 3,284 3,366 2,963 64

女性 連結　海外 人 1,361 1,322 1,108 64

海外　計 連結　海外 人 4,645 4,688 4,071 64

合計 連結 人 10,577 10,561 10,146 64

女性管理職数 単体 人 18 23 26 64

比率 単体 ％ 0.47 0.62 0.71 64

再雇用率 単体 ％ 90 85 89 64

障がい者雇用率 単体 ％ 2.48 2.71 2.64 64

一人あたり年間労働時間 単体 時間 2,023.1 2,002.9 2,008.4 66

一人あたり年休取得日数 単体 日 13.2 13.6 13.6 66

離職者数（定年退職・転籍除く） 単体 人 49 52 68 －

離職率（定年退職・転籍除く） 単体 ％ 1.3 1.4 1.9 －

平均年齢 単体 歳 40.0 40.2 40.1 －

平均勤続年数 単体 年 17.1 17.2 16.9 －

一人あたり平均月間残業時間数 単体 時間 18.7 17.9 18.2 －

育児休業 男性 単体 人 50 69 65 66

女性 単体 人 35 41 33 66

計 単体 人 85 110 98 66

介護休業 男性 単体 人 3 0 1 66

女性 単体 人 0 0 1 66

計 単体 人 3 0 2 66

育児・介護短時間勤務 男性 単体 人 2 1 1 66

女性 単体 人 33 34 54 66

計 単体 人 35 35 55 66

育児休業復職率 単体 ％ 100.0 100.0 100.0 －

労働組合 加入数 単体 人 2,987 2,868 2,857 －

加入率 単体 ％ 78.4 77.7 78.3 －

従業員休業災害発生件数 昭和電工グループ 件 6 4 3 59

従業員休業災害度数率 単体 0.24 0.25 0.13 59

昭和電工グループ 0.43 0.15 0.15 59

CSR調達
訪問件数 件数 54 40 38 62

コミュニティへの参画

教育関連 社員講師の派遣 単体 回 26 25 20 －

単体 人・時間 705 585 716 －

インターン受け入れ 単体 回 36 27 28 －

単体 名 64 74 85 －

事業場周辺の環境整備 美化活動 単体 回 125 120 105 －

単体 延べ時間 6,717 6,780 5,906 －

芸術・文化・スポーツ振興 協力　支出 単体 千円 4,878 5,378 8,800 －

地域との交流 イベント開催　参加 単体 人 5,313 7,691 7,866 －

施設貸し出し時間 単体 時間 10,573 10,762 11,772 －

工場見学受け入れ 単体 名 9,351 6,467 7,524 －

地域発展・福祉 地域経済との調和　支出 単体 千円 1,662 2,466 2,110 －

アルミ缶リサイクル活動参加率 単体 ％ 98.3 98.8 98.9 －

アルミ缶リサイクル活動　収益金 単体 千円 1,752 1,336 888 －

NPO・地元団体との協働　支出 単体 千円 131 120 252 －
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項目 細項目 バウンダリー 単位 2014年 2015年 2016年 掲載頁

環境保全

温室効果ガス排出量 エネルギー起源 昭和電工グループ kt-CO2 2,537 2,538 2,545 54

非エネルギー起源 昭和電工グループ kt-CO2 91 87 85 54

6ガス 昭和電工グループ kt-CO2 47 62 57 54

計 昭和電工グループ kt-CO2 2,675 2,687 2,687 54

単体・国内グループ別 単体 kt-CO2 2,212 2,203 2,211 54

国内グループ会社 kt-CO2 463 484 475 54

計 昭和電工グループ kt-CO2 2,675 2,687 2,687 54

輸送部門におけるCO2排出量 kt-CO2 29.0 22.8 23.5 55

水使用量 単体 万m3 5,926 5,535 5,411 52

国内グループ会社 万m3 335 469 461 52

排水量 単体 kt 29,136 28,671 26,620 52

国内グループ会社 kt 3,705 3,704 3,733 52

環境保全

産業廃棄物排出量 単体 t 24,454 20,974 20,038 57

国内グループ会社 t 8,842 10,739 9,360 57

産業廃棄物埋立処分量 単体 t 912 752 254 57

国内グループ会社 t 246 99 69 57

日化協PRTR対象物質の排出量 大気排出 単体 t 198 153 148 57

国内グループ会社 t 186 262 242 57

水域排出 単体 t 25 19 14 57

国内グループ会社 t 1 1 1 57

合計 単体 t 223 172 163 57

国内グループ会社 t 187 263 243 57

有害大気汚染物質排出量 単体 ｔ 18 14 14 56

大気環境負荷物質排出量 SOx 単体 t 369 360 324 56

NOx 単体 t 1,324 1,413 1,255 56

ばいじん 単体 t 112 87 63 56

水質環境負荷物質排出量 COD 単体 t 355 365 360 56

全りん 単体 t 10 9 8 56

全窒素 単体 t 510 503 480 56

環境会計 設備投資額　合計 昭和電工グループ 百万円 1,664 2,492 1,962 53

費用　合計 昭和電工グループ 百万円 3,185 3,186 2,651 53

金銭的効果　合計 昭和電工グループ 百万円 1,169 704 794 53

パフォーマンスデータ集
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エネルギー・ 
温室効果ガス排出量

その他 
（水使用、水域・ 
大気排出、産廃）

災害統計

国内 連結 昭和電工ガスプロダクツ ○ ○ ○

昭和電工セラミックス ○(富山のみ） ○(富山のみ） ○

昭和アルミニウム缶 ○ ○ ○

昭和電工パッケージング ○ ○ ○

昭和電工HD山形 ○ ○ ○

新潟昭和 － ○ ○

日本ポリテック － ○ ○

昭和電工研装 － ○ ○

鶴崎共同動力 ○ － ○

昭和ファインセラミックス － ○ ○

その他
グループ会社

塩尻昭和 － － ○

昭和電工堺アルミ － － ○

昭和電工エレクトロニクス ○ ○ ○

ユニオン昭和 － － ○

昭和アルミ缶リサイクリングセンター － － ○

ハイパック － － ○

クリーンエス昭和 － － ○

信州昭和 － － ○

芙蓉パーライト － － ○

海外 連結 台湾昭和化学品製造股份有限公司
（昭和特殊氣體股份有限公司を含む） ○ ○ －

浙江衢州巨化昭和電子化学材料有限公司 ○ ○ －

昭和電工カーボン ○ ○ －

四川昭鋼炭素有限公司 ○ ○ －

昭和電工　業(南通)有限公司 ○ ○ －

ショウティック・シンガポール ○ ○

ショウティック・ヨーロッパ ○ ○ －

ショウティック・マレーシア ○ ○ －

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 ○ ○ －

昭和電工（大連）有限公司 ○ ○ －

昭和電工HDシンガポール ○ ○ －

昭和電工HDマレーシア ○ ○ －

昭和電工HDトレース ○ ○ －

贛州昭日稀土新材料有限公司 ○ ○ －

昭和電工レアアースベトナム有限会社 ○ ○ －

▪ 昭和電工グループの範囲

バウンダリー一覧
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第三者検証

昭和電工レポート2017 のCSR パフォーマンスに関する定量的データについて、
SGSジャパン株式会社から第三者検証を受審しました。
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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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連結財務諸表 会社概要財務ハイライト MD&A（経営陣による
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MD&A （経営陣による分析）

2016年の売上高は、石油化学セグメントは原料ナ
フサ価格の下落に伴い製品価格が低下し減収となるな
ど全てのセグメントで減収となり、総じて6,711億
59百万円（前期比 △1,045億73百万円、13.5％減）
となりました。

売上原価は、売上の減少に伴い5,449億94百万円
（前期比△1,089億30百万円、16.7％減）となりました。

販売費および一般管理費は841億11百万円（前期
比△41億89百万円、4.7％減）となりました。

なお、R&D支出額は173億13百万円（前期比△
29億76百万円）となりました。

営業利益は、ハードディスクの出荷が減少したエレ
クトロニクスセグメントと、無機セグメントが減益と
なったものの、石油化学セグメントはアジアでの堅
調な需給を受け大幅な増益となり、化学品、アルミ
ニウム、その他の３セグメントも増益となったため、
総じて420億53百万円（前期比+85億45百万円、
25.5％増）となりました。

石油化学
当セグメントではエチレン・プロピレンの生産は、期

前半にコンビナート内誘導品プラントの定期修理が重
なったことにより、前期に比べ小幅に減少しました。オ
レフィン事業は、アジア市場における需給は堅調に推移
したものの、原料ナフサ価格の下落を受けた製品価格の
低下により減収となりました。有機化学品事業は、原料
価格低下を受け、酢酸ビニル・酢酸エチルの販売価格が
低下し減収となりました。この結果、1,857億83百万
円（前期比△455億5百万円、19.7％減）となりました。

営業利益はアジアでの堅調な需給を受けオレフィ
ン・有機化学品の両事業ともに高い稼働が続いたこ
とに加え原料ナフサ価格も低下したため、206億90
百万円（前期比+101億47百万円、96.2%増）となり
ました。

化学品
当セグメントでは液化アンモニアの生産は前期に比

べ増加し、電子材料用高純度ガスの生産も増加しまし
た。情報電子化学品事業は円高の影響を受けたものの
高水準の出荷により小幅の増収となり、産業ガス事業
は小幅の増収となりました。一方、基礎化学品事業

は、出荷は総じて堅調に推移したものの原料価格の下
落を受けアクリロニトリル等の販売価格が低下し減収
となり、機能性化学品事業は前年下期のフェノール
樹脂事業の譲渡により減収となりました。この結果、
1,345億29百万円（前期比△77億63百万円、5.5%
減）となりました。

営業利益は、情報電子化学品事業については円高に
より減益となったものの、基礎化学品事業はアンモニ
アのリサイクル原料利用比率の上昇等原料価格の低下
により増益となり、産業ガス・機能性化学品の両事業
もそれぞれ増益となったため138億24百万円（前期
比+31億18百万円、29.1%増）となりました。

エレクトロニクス
当セグメントでは、ハードディスクの生産は、サー

バー向け出荷は増加したもののPC向け出荷減を補え
ず前期に比べ減少しました。なお、期後半のPC向け
出荷は期前半と比べ回復し、特に10ー12月のハー
ドディスク生産は前年同期に比べ増加しました。

このような市場環境を受けハードディスク事業は販
売数量減と円高の影響により減収となりました。レア
アース磁石合金、化合物半導体もそれぞれ減収となり
ました。この結果、当セグメントの売上高は1,033
億39百万円（前期比△281億53百万円、21.4％減）
となりました。

営業利益は、ハードディスク事業の販売数量が期
後半は出荷が回復したものの期前半の減少を補えず
139億7百万円（前期比 △35億65百万円、20.4％
減）となりました。なお、ハードディスク事業におい
て、生産能力の適正化とコスト競争力強化策を実施
し、期後半には効果が顕現しました。

無機
当セグメントでは、黒鉛電極の生産は前期に比べ小

幅に増加しました。
黒鉛電極事業は、鉄鋼業界における中国の過剰生産

の影響によるアジア・米国等での生産調整を受け、市況
が低下し減収となりました。セラミックス事業は、販売
数量の減少により減収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は508億70百万円
（前期比△126億7百万円、19.9％減）となりました。　

営業損益は57億58百万円の損失（前期比△45億10
百万円）となりました。なお、黒鉛電極事業の収益性向
上に向け、当期に日本・米国両生産拠点においてコスト
競争力強化策を実行しました。

経営成績

各セグメントの状況
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アルミニウム
当セグメントでは、アルミ圧延品事業は、好調なエ

アコン向け・車載向け需要を受け、アルミ電解コンデ
ンサー用高純度箔の国内向け販売数量増に加え、昭和
電工 業（南通）有限公司の中国での出荷も増加し増
収となりました。アルミ機能部材事業はアルミ地金の
下落と、一部自動車向け出荷減により減収となりまし
た。アルミ缶事業はベトナムのハナキャン社の販売数
量の増加により増収となりました。この結果、当セグ
メントの売上高は985億75百万円（前期比 △21億
81百万円、2.2％減）となりました。

営業利益は、アルミ圧延品事業の販売数量の増加、
アルミ缶事業におけるハナキャン社の出荷増により
44億16百万円（前期比+18億54百万円、72.3%増）
となりました。

その他
当セグメントでは、リチウムイオン電池材料はス

マートフォン向けに加え車載向けの出荷が増加し小幅
な増収となりましたが、昭光通商（株）は減収となりま
した。この結果、当セグメントの売上高は1,423億
64百万円（前期比△48億70百万円、3.3%減）とな
りましたが、営業利益はリチウムイオン電池材料の数
量増等により17億75百万円（前期比+4億46百万円、
33.6%増）となりました。

日本
国内の売上高は、石油化学セグメントにおいては、原

料ナフサ価格の下落に伴う製品価格の低下により減収と
なりました。化学品セグメントにおいては、アクリロニ
トリル市況低下や、フェノール樹脂事業の譲渡により減
収となりました。エレクトロニクスセグメントにおいて
は、化合物半導体、レアアース磁石合金、ハードディス
クいずれも数量減により減収となりました。無機セグメ
ントにおいては、セラミックスは販売数量が減少し減収、
黒鉛電極は数量増も市況低下で減収となりました。アル
ミニウムセグメントにおいては、アルミ電解コンデン
サー用高純度箔の販売数量増はあったもののアルミ機能
部材は地金価格の下落と販売数量の減少により減収とな
りました。その他セグメントでは、昭光通商（株）の販売
減により減収となりました。

この結果、当地域における売上高は4,306億39百万
円（前期比△437億63百万円、9.2％減）となりました。

営業外損益は前期比19億5百万円悪化の33億63
百万円の損失となりました。

持分法投資損益は合成樹脂関連会社が市況の改善と
稼働率の上昇により業績が改善したことなどにより
24億12百万円改善の43億28百万円となりました
が、金融収支は、主に支払利息の減少により前期に比
べ、5億65百万円支払減少の△15億90百万円とな
り、為替差損益は、期中の円高進行により差損が発生
し、前期比12億17百万円悪化し16億58百万円の
差損となりました。

この結果、経常利益は前期比66億40百万円増益
の386億90百万円となりました。

特別損益は前期比48億25百万円改善の211億61
百万円の損失となりました。

　固定資産除却損および売却損は主に無機セグメン
ト、化学品セグメントの設備更新での除却損が発生し
たものの28百万円減少し、40億52百万円となりま
した。

減損損失は、栃木県小山市で行っているアルミ機能
部材事業について、2012年の自動車用熱交換器事業
の譲渡後、出荷数量が減少した中、固定資産が過大

アジア地域（日本を除く）　
アジア地域の売上高は、化学品セグメントにおいて

は、情報電子化学品事業の電子材料用高純度ガスは円高
により減収となり、機能性化学品事業では上海昭和高
分子有限公司も減収となりました。エレクトロニクスセ
グメントにおいては、ハードディスクはPC向け需要減
や円高により減収となりました。無機セグメントにおい
ては、黒鉛電極は市況低下で減収となりました。アルミ
ニウムセグメントにおいては、べトナムのアルミ缶メー
カー、ハナキャン社の缶蓋ライン新設により増収となり
ました。その他セグメントにおいては、昭光通商（株）、
昭光通商（上海）有限公司等も大きく減収となりました。　

この結果、当地域における売上高は2,086億26百万
円（前期比△503億6百万円、19.4％減）となりました。

上記以外の地域
無機セグメントにおいて、昭和電工カーボン社（米

国）における黒鉛電極は市況低下により減収となりま
した。

この結果、当地域における売上高は318億93百万
円（前期比△105億5百万円、24.8%減）となりました。

地域ごとの経営概況

営業外損益および特別損益

MD&A（経営陣による分析）
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となっており、帳簿価額を減額する減損処理を行い、
77億43百万円を計上し、また、電子機能材事業に
ついても45億30百万円を計上しました。これによ
り減損損失は前期比49億66百万円増加の156億44
百万円の計上となりました。

貸倒引当金繰入損は、前期は134億4百万円の計上
がありましたが、当期は計上がなく改善しています。

その他の特別利益は、投資有価証券売却益は、前期
にあった上場株式の売却益はなく79億84百万円減
少し72百万円となりました。

その他の特別損失は、投資有価証券評価損の減少
に伴い、前期に比べ30億90百万円改善し31億25
百万円となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は前期比114
億65百万円増益の175億29百万円となりました。

法人税等については、税制改正の影響や、新中計策
定に伴う将来利益の見直しの影響を受けた前期に比
べ、102億71百万円減少の36億91百万円となり、
親会社株主に帰属する当期純利益は前期比113億84
百万円増益の123億5百万円となりました。

総資産
当期末の総資産は、営業債権の増加はあったもの

の、原燃料価格の低下を受け棚卸資産が減少したこ
と等により前期末比77億97百万円減少の9,326億
98百万円となりました。現金および預金は58億60
百万円増加の699億14百万円となりました。有形固
定資産は、サンアロマー（株）の新規連結もありまし
が、減損損失の計上等により84億84百万円減少し
4,871億35百万円となりました。投資その他の資産
は、貸倒引当金の減少等により43億66百万円増加
の987億75百万円となりました。

純資産
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上

等により、前期末比30億89百万円増加の3,112億
31百万円となりました。

設備投資
当期の設備投資は、水力発電所の更新工事、情報電

子化学品事業の増強工事等があり、さらに、その他の
設備増強、合理化、生産維持、環境保全等の工事を実
施したものの、前期比47億84百万円減少の392億
76百万円となりました。

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益が

増加したこと等により、前期比77億79百万円の収
入増加となる689億49百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結範囲の
変更を伴う子会社株式の取得による支出および定期預
金の増加等により、前期比112億57百万円の支出増
加となり537億54百万円の支出となりました。

この結果フリー・キャッシュ・フローは前期に比べ
34億78百万円の収入減少となり、151億95百万円
の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債
の削減を進めましたが、削減額は前期に比べ減少し
たため前期に比べ81億16百万円の支出減少となり、
132億20百万円の支出となりました。

この結果、当期末の現金および現金同等物は、為替
変動の影響等も含め、前期末比15億89百万円増加
し、561億86百万円となりました。

＊2017年よりセグメント区分を変更（リチウムイオン電池材料事業が「その
他」から「エレクトロニクス」）しましたが、2016年実績は旧セグメントベー
スで記載しています。

有利子負債
有利子負債は前期比89億6百万円減少の3,599億

29百万円となりました。負債合計は有利子負債の減
少に加え、営業債務の減少等により108億85百万円
減少の6,214億67百万円となりました。

財務状況
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連結財務諸表

連結貸借対照表
（単位：百万円）

前連結会計年度
（2015年12月31日）

当連結会計年度
（2016年12月31日）

資産の部

　流動資産

現金及び預金 64,054 69,914

受取手形及び売掛金 135,077 143,816

商品及び製品 48,660 45,838

仕掛品 14,692 8,576

原材料及び貯蔵品 42,573 36,933

繰延税金資産 3,029 4,092

その他 24,319 26,606

貸倒引当金 △880 △699

流動資産合計  331,525 335,077

　固定資産

有形固定資産

　建物及び構築物（純額） 81,529  77,446

　機械装置及び運搬具（純額） 112,940 110,213

　工具、器具及び備品（純額）  7,313 7,085

　土地 251,851 242,816

　建設仮勘定  48,660 49,575

　有形固定資産合計  502,293 487,135

無形固定資産

　その他 12,268 11,712

　 　無形固定資産合計 12,268 11,712

投資その他の資産

　投資有価証券  76,568 74,951

　退職給付に係る資産  19 365

　繰延税金資産  8,877 9,115

　その他   24,809 23,150 

　貸倒引当金  △15,864 △8,807

　投資その他の資産合計  94,409 98,775

固定資産合計  608,970 597,621

　資産合計  940,494 932,698
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2015年12月31日）

当連結会計年度
（2016年12月31日）

負債の部

　流動負債

支払手形及び買掛金 103,737 104,005

短期借入金 69,000 66,895

1年内返済予定の長期借入金 49,386 48,234

コマーシャル・ペーパー 12,000 5,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払金 62,063 53,790

修繕引当金 62 38

賞与引当金 1,904 2,253

株式給付引当金 － 25

事業構造改善引当金 83 382

新潟水俣病関連引当金 126 118

その他 22,732 20,053

流動負債合計 331,093 310,792

　固定負債

社債 35,000 42,000

長期借入金 193,449 187,800

繰延税金負債 3,873 4,041

再評価に係る繰延税金負債 35,893 33,144

修繕引当金 1,377 2,759

役員退職慰労引当金 － 73

株式給付引当金 － 59

事業構造改善引当金 475 1,121

退職給付に係る負債 15,185 21,923

その他 16,006 17,754

固定負債合計 301,259 310,675

　負債合計 632,352 621,467

純資産の部

　株主資本

資本金 140,564 140,564

資本剰余金 62,221 62,033

利益剰余金 55,202 65,358

自己株式 △10,157 △10,502

株主資本合計 247,829 257,453

　その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,927 4,519

繰延ヘッジ損益 △326 320

土地再評価差額金 31,307 31,026

為替換算調整勘定 18,611 14,239

退職給付に係る調整累計額 △4,835 △10,996

その他の包括利益累計額合計 48,683 39,107

　非支配株主持分 11,629 14,671

　純資産合計 308,142 311,231

負債純資産合計 940,494  932,698
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連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結損益計算書）
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2015年１月１日

至 2015年12月31日）

当連結会計年度
（自 2016年１月１日

至 2016年12月31日）

売上高 775,732 671,159

売上原価  653,924 544,994

売上総利益 121,808 126,164

販売費及び一般管理費 88,299 84,111

営業利益 33,508 42,053

営業外収益

受取利息 250 438

受取配当金 1,673 1,202

持分法による投資利益 1,917 4,328

固定資産賃貸料 1,613 1,506

雑収入 2,609 1,531

営業外収益合計 8,061 9,006

営業外費用

支払利息 4,077 3,231

為替差損 441 1,658

操業休止費用 1,710 3,122

雑支出 3,291 4,359

営業外費用合計 9,520 12,369

経常利益 32,050 38,690

特別利益

固定資産売却益  211 830

負ののれん発生益 － 686

その他  8,180 144

特別利益合計  8,391 1,659

特別損失

固定資産除売却損 4,080 4,052

減損損失 10,678  15,644

貸倒引当金繰入額 13,404 －

その他  6,215 3,125

特別損失合計 34,377 22,821

税金等調整前当期純利益  6,064 17,529

法人税、住民税及び事業税  3,437 3,168

法人税等調整額  10,525 523

法人税等合計  13,962 3,691

当期純利益又は当期純損失（△）  △7,898 13,838

非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△）  △8,819 1,533

親会社株主に帰属する当期純利益  921 12,305
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（連結包括利益計算書）
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2015年１月１日

至 2015年12月31日）

当連結会計年度
（自 2016年１月１日

至 2016年12月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）  △7,898 13,838

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金  △3,212 516

繰延ヘッジ損益  △1,421 629

土地再評価差額金  3,779 1,824

為替換算調整勘定 　△2,320 △4,520

退職給付に係る調整額  9 △6,167

持分法適用会社に対する持分相当額 119 41

その他の包括利益合計  △3,046 △7,678

包括利益  △10,945 6,160

（内訳）

　親会社株主に係る包括利益 △1,661 4,807

　非支配株主に係る包括利益 △9,284 1,353
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連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2015年1月1日 至 2015年12月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額
非支配
株主
持分

純資産
合計資本金 資本剰

余金
利益

剰余金
自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調

整
累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 140,564 62,221 56,896 △10,153 249,527 6,783 1,262 27,908 19,018 △4,899 50,072 19,488 319,087
　会計方針の変更による累

積的影響額 29 29 2,668 2,668 2,697

会計方針の変更を反映した
当期首残高 140,564 62,221 56,925 △10,153 249,556 6,783 1,262 27,908 19,018 △2,231 52,740 19,488 321,784

当期変動額 
　剰余金の配当 △4,285 △4,285 △4,285
　親会社株主に帰属する当

期純利益 921 921 921

　自己株式の取得 △5 △5 △5
　自己株式の処分 0 0 0 0
　連結子会社の増加に伴う増加 1,084 1,084 1,084
　連結子会社の増加に伴う減少 △304 △304 △304
　連結子会社の減少に伴う減少 △225 △225 △225
　持分法適用会社の増加に

伴う増加 637 637 637

　非支配株主との取引に係
る親会社の持分変動 － －

　土地再評価差額金の取崩 355 355 355
　その他 93 93 93
　株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） － △2,856 △1,588 3,398 △407 △2,604 △4,057 △7,858 △11,915

当期変動額合計 － 0 △1,723 △4 △1,727 △2,856 △1,588 3,398 △407 △2,604 △4,057 △7,858 △13,642
当期末残高 140,564 62,221 55,202 △10,157 247,829 3,927 △326 31,307 18,611 △4,835 48,683 11,629 308,142

（単位：百万円）

当連結会計年度
（自 2016年1月1日 至 2016年12月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額
非支配
株主
持分

純資産
合計資本金 資本剰

余金
利益

剰余金
自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調

整
累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 140,564 62,221 55,202 △10,157 247,829 3,927 △326 31,307 18,611 △4,835 48,683 11,629 308,142
　会計方針の変更による累

積的影響額 － －

会計方針の変更を反映した
当期首残高 140,564 62,221 55,202 △10,157 247,829 3,927 △326 31,307 18,611 △4,835 48,683 11,629 308,142

当期変動額 
　剰余金の配当 △4,285 △4,285 △4,285
　親会社株主に帰属する当

期純利益 12,305 12,305 12,305

　自己株式の取得 △345 △345 △345
　自己株式の処分 △0 0 0 0
　連結子会社の増加に伴う増加 70 70 70
　連結子会社の増加に伴う減少 － －
　連結子会社の減少に伴う減少 － －
　持分法適用会社の増加に

伴う増加 － －

　非支配株主との取引に係
る親会社の持分変動 △188 △188 △188

　土地再評価差額金の取崩 2,093 2,093 2,093
　その他 △27 △27 △27
　株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） － 592 646 △281 △4,372 △6,161 △9,576 3,042 △6,535

当期変動額合計 － △188 10,156 △345 9,623 592 646 △281 △4,372 △6,161 △9,576 3,042 3,089
当期末残高 140,564 62,033 65,358 △10,502 257,453 4,519 320 31,026 14,239 △10,996 39,107 14,671 311,231
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2015年１月１日

至 2015年12月31日）

当連結会計年度
（自 2016年１月１日

至 2016年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー  
　税金等調整前当期純利益 6,064 17,529
　減価償却費  42,137 38,761
　減損損失  10,678 15,644
　のれん償却額  1,354 －
　負ののれん償却額  － △11
　貸倒引当金の増減額（△は減少）  14,220 △6,441
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  △6,903 6,744
　受取利息及び受取配当金  △1,922 △1,641
　支払利息  4,077 3,231
　持分法による投資損益（△は益）  △1,917 △4,328
　投資有価証券売却及び評価損益（△は益）  △6,243 △6
　固定資産除却損  3,454 4,030
　固定資産売却損益（△は益）  415 △808
　売上債権の増減額（△は増加）  22,134 △2,380
　たな卸資産の増減額（△は増加）  18,119 20,112
　仕入債務の増減額（△は減少） △24,502 △10,315
　その他  △16,733 △10,044
　小計  64,430 70,076
　利息及び配当金の受取額 4,193  5,565
　利息の支払額 △4,115 △3,227
　法人税等の支払額又は還付額（△は支払）  △3,337 △3,466
　営業活動によるキャッシュ・フロー  61,170 68,949
投資活動によるキャッシュ・フロー
　定期預金の預入による支出  △28,962 △29,438
　定期預金の払戻による収入  31,006 25,287
　有形固定資産の取得による支出 △41,263 △38,317
　有形固定資産の売却による収入  697 1,724
　投資有価証券の取得による支出 △23,446 △3,163
　投資有価証券の売却による収入  23,725 173
　子会社株式の取得による支出 △862 －
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △2,132
　短期貸付金の純増減額（△は増加）  △386 △1,231
　長期貸付けによる支出 △2,810 △4,077
　長期貸付金の回収による収入  520 322
　その他  △715 △2,903
　投資活動によるキャッシュ・フロー  △42,497 △53,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少）  △1,287 △242
　コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）  7,000 △7,000
　長期借入れによる収入  50,240 42,288
　長期借入金の返済による支出  △71,006 △49,273
　社債の発行による収入 10,000  17,000
　社債の償還による支出  △10,000 △10,000
　非支配株主からの払込みによる収入  129 －
　配当金の支払額 △4,272 △4,267
　非支配株主への配当金の支払額 △435 △376
　その他 △1,705 △1,350
　財務活動によるキャッシュ・フロー △21,336 △13,220
現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,058 △523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △3,721 1,453
現金及び現金同等物の期首残高 55,162 54,597
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  3,002 136
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △7 －
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 161 －
現金及び現金同等物の期末残高 54,597 56,186



82 SHOWA DENKO REPORT 2017

財務ハイライト MD&A（経営陣による
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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, 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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