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中期経営計画における事業方針

●   安全・安定生産による設備能力の
最大活用と顧客への安定供給

●   グレード開発を含めたスペシャリティ化

●   マレーシアでの増産および高付加価値
グレードの生産開始

SWOT分析

ESG（環境保全や社会への貢献）
関連の取り組み
●  社会全体のサステナブル意識が高
まり、当事業の主要顧客であるタイヤメー
カーからは、省エネ、ロングライフ、省資源に
対する要求が出てくるようになりました。その
声に応えるために、よりエコで、ロングライフ
なタイヤに貢献する合成ゴムを開発・提供す
ることにより、サステナブルな社会に貢献して
まいります。
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強み

● グローバルに浸透した
「UBEPOL」のブラン
ド力

● ＢＲに特化した豊富な
品揃えと独自グレード
ＶＣＲ

機会

● グローバル大手タイヤ
メーカーとの厚い信
頼関係

● 顧客ニーズの変化に
伴うスペシャリティ化
への期待の高まり

弱み（とその対策）

● 地球温暖化、マイクロ
プラスチック（タイヤ粉
塵）問題を受けた規制
対策：低燃費性・耐摩
耗性の向上、サステナ
ブル貢献材料の開発

脅威（とその対策）

● 主原料BDの余剰や、
ＢＲの供給過多
対策：コストダウン、ス
ペシャリティ化の推進

2021年度の事業戦略
　2020年度上期はコロナ禍の影響で一時的
に需要が大きく落ち込みましたが、下期から順
調に回復しています。生産4拠点（日本、タイ、マ
レーシア、中国）の連携を強化し、回復する需要
を取りこぼすことなく安定供給を図ります。これ
に並行して、VCRの新規銘柄を市場投入し、ブ
ランドシューズ向けを狙ってスペシャリティ化を
推進します。
　一方で、変動の激しい主原料ブタジエン（ＢＤ）
の市況に左右されないよう、コストダウンの手は
緩めず、生産効率のさらなる向上を追求します。
　また、2021度はマレーシアで２万トンの増産
を完了し、併せて高付加価値グレードの生産を
開始します。スムーズな立ち上げに全力を注い
でいます。

UBEエラストマー（株）の設立
　2021年10月より、当事業を分社化し、UBE
エラストマー（株）として運営します。分社化は
収益力強化を目的としており、当事業が化学の
事業ポートフォリオの一角を占める重要な事業
であるとの位置づけは変わりません。合成ゴム
のみならず石油化学産業にとって厳しい時代を
迎えていますが、盤石な事業基盤を構築し、社
会的使命を果たしてまいります。

合成ゴム

安全・安定運転を最優先し、
スペシャリティ化を進めて、お客様の期待に応えます。

合成ゴム

上席執行役員
合成ゴム事業部長

横尾 尚昭

価値創造と持続的な成長に向けた取り組み

事業戦略

主要製品・事業
● 合成ゴム
（ブタジエンゴム（ＢＲ））
タイヤ用途を中心に
グローバルに展開
日本・タイ・マレーシア・中国
に生産拠点を有し
相互補完体制を確立
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中期経営計画における事業方針

●   ナイロン、コンポジットおよびファイン
ケミカル、高機能コーティングの
グローバル展開の推進

●   アンモニアチェーンの安定操業
および収益基盤の強化

SWOT分析

ESG（環境保全や社会への貢献）
関連の取り組み
●  食品包装用フィルムとしてフード
ロス対策に貢献するナイロン、
FCV用水素タンクや自動車軽量
化に貢献するコンポジット、持続可
能な農業に貢献する大粒硫安、環
境対応型のC1ケミカルチェーン
や高機能コーティング材料、CO２
利活用やリサイクルに関わる技術
開発なども含め、環境負荷低減に
寄与する幅広い製品・サービスに
より持続可能で豊かな社会づくり
に貢献してまいります。

強強み強み強み強み強みみ

● ● 地球地地球地球環地球環地球環球環地球地 境境境境、人境、人境、人、人、人、人境、人境境 、社会、社会、社会社会会社会会社社社、社会に貢献に貢献に貢献に貢に貢に貢献献貢献献貢献献に貢 すすすすすすすすす
る製品る製る製品る製品る製品製品る製品品開発開開発ソ開発ソ発開発開発ソ開発ソ開発ソ開発ソ発発ソリューリューリューリュリリリューューューューリューションションシシシシ ののの
提供提供提供提供提提提供供供

●● ケミカケミカケミカケミカケミカミカケミカミミミミミミ ルからルからルからルからルからルかかルルからルルルルル 機能材機能材機能材機能材機機機能機機機能機能材機機 までまでのまでのまでまでまでででのでのまでまででで
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機会機会機会機会機会会会会会機会機会

● ●●● CASCCASCASCASCASCASASE関連E関連E関連関連関連関連連連連関関連連E関連関連連関連連連関連ビジビジビジビジビジビジビジビジネビジネビジビビビビ スの拡スの拡スの拡の拡ススの拡の拡の拡スの拡拡拡大大大大大大

●●●● ● デジタデジタデジデジタデジタデジタデジタジタデジタデジデジデジデジデジタジデジタル化にル化にル化ル化にル化にル化ににに化化化に化化 伴う半伴う伴伴う半伴う半伴う伴う半伴伴う半う半半導体需導体需導体需体導体需導体需導
要の伸要の伸要の伸要の伸の伸のの伸の伸の伸伸伸の要の伸伸の 長長長長長長長

● ●● ● 人口増人口増人口増人口増人口増口増人口増人口増人口増口増人口増口口増人口 加加によ加によによによ加によよ加加によに加加加 よ加加 よ加 る食糧る食糧る食糧る食る食糧る食る食る食る食る食る食糧る 需要の需要の需要の需要の需要の要の要ののの需要
拡拡大拡大拡大拡大大拡大大拡大

弱み（弱み（弱み（弱み（み（弱み（弱み（弱み弱み（（（弱み弱弱 とととそのとそのとそのとそのとそのそのそのとそのとそそ 対策）対策）対策）対策））策）策）

● ● ●● ペトペトロペトペトロトロトロトロロトペト コークコークコークコーククコークーーーコーコ スを原スを原スを原スを原スを原を原スを原スを原スををスを 料とし料とし料とし料とし料とし料と料料 たたたたたたた
アンモアンモアンモアンモアンモンモンモンモアンモアアアアア ニア製ニアニア製ニア製ニア製ニア製ニア製ニア製ニア製造に関造に関造にに関造に関関関関関関関造に関造にに関造に造造 関わる温わる温わる温る温温温温わるわるわわ 温温
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2021年度の事業戦略
　ナイロンでは、グローバルでの重合能力、製
品ラインアップの最適化を検討し、収益の安定
化を進めます。コンポジットでは、大阪研究開発
センターに営業開発機能を集約し、高付加価値
製品の開発に向けたマーケティング強化に取り
組みます。高機能コーティングでは、PCDと
PUDをグローバルで拡大します。C1ケミカル
チェーンは、LiB電解液や環境対応型溶剤とし
て、またPCD原料としても将来の拡大が見込め
るDMCを中心とした世界展開のため、アメリ
カ・ヨーロッパ・中国生産拠点の検討を継続し
ます。肥料用大粒硫安では、日本・タイ・スペイ
ン連携による開発活動で、SDGsに貢献するス
ペシャリティ事業として拡大を推進します。

　また、DX活用により、グローバルデータ連携
による生産・販売・在庫計画の最適化や営業業
務の効率化について検討を開始しています。

ナイロン・
ファイン

スペシャリティ化とGHG削減への道標を策定し、
事業構造の大変革へのスタートを切ります。

ナイロン、コンポジット

DMC製造設備

大粒硫安

PCD、PUD

常務執行役員
ナイロン・ファイン事業部長

西田 祐樹

主要製品・事業
● ナイロン
● コンポジット
● カプロラクタム、硫安
● 工業薬品、高純度薬液
● ファインケミカル
● 高機能コーティング
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ESG（環境保全や社会への貢献）
関連の取り組み
●  自動車の電動化に伴う電池部材お
よびモーター絶縁部材、放熱基板
等の機能部材、航空機低燃費化を
実現する将来の金属代替材料、脱
化石燃料をもたらす廃棄物からの
メタンガス回収部材など、環境負荷
低減に寄与する製品を提供し、社会
貢献を進めてまいります。

中期経営計画における事業方針

●   高耐熱性ポリイミドの特性を活かした高品質
な電子部品基材、有機ELディスプレイ材料、
半導体生産に係る原料を中心に拡大を促進

●   順調に増加する有機ELパネルに必要な部材
としてポリイミドフィルム・ワニスを安定供給

●   分離膜、窒化ケイ素粉末など、UBEの独自技術
を活かした環境貢献型製品の拡販を推進

●   電池の要求特性に合致したセパレータを
設計・供給し、急拡大する需要に追従

ポリイミド

分離膜

チラノ繊維

3636363636

SWOT分析

強み

● 独自技術を用いた原料生産技
術および加工技術をベース
に、ニッチ市場を含め、幅広い
事業領域で、用途に応じた特
徴ある製品ラインアップを揃
えている

機会

● 市場の拡大が見込まれる電子
部材、電池材料では常に高性能
化を要求されるが、その要求に
応える技術を十分に有している

● 環境貢献型製品を幅広く揃え
ている

弱み（とその対策）

● 機能品では生産技術ノウハウ
が強みであり、国内を中心に
拡張を進めてきたが、投資採
算の悪化も見られる。今後は
海外への展開も検討する

● 機能（スペシャリティ）製品で
あるが故に輸出管理に十分
な配慮が必要となる

脅威（とその対策）

● 参入障壁が高い機能製品で
はあるが、市場拡大に伴い、
競争激化の可能性がある。
常に、需要に合致し、他社と
一線を画した特徴のある製
品の開発を進めている

2021年度の事業戦略
　2020年度は、コロナ禍での一時的な自動車
生産台数減の影響が電池材料等で見られたも
のの、最終的には電子部品が牽引し、ほぼ計画
に到達したと考えています。
　2021年度の事業戦略として、電子部品・デジ
タル化製品では、ポリイミドが第一に挙げられ
ます。増産に着工した原料BPDAのプラント建
設を遅延なく進めるとともに、生産効率の向上

スペシャリティ分野に属する製品群の中で、
デジタル化と環境貢献型製品の拡大を柱とします。

機能品
と品質ロスの低減により、最大限の供給を継続
していきます。半導体分野では、需要が増加し
ているエッチングガスBCl3でも生産体制の見
直しを進めています。環境貢献型製品では分離
膜におけるバイオ燃料精製で、さらに中長期的
には、供給実績のある燃料電池車搭載モジュー
ルを大型車両中心に展開し、環境貢献を果たし
ていきたいと考えています。
　DXへの取り組みとしては、品質管理体制の
強化を主としたデジタル化を推進しており、一
部では川下工程のスマートファクトリ―化を
2020年度に完了しました。今後はこの横展開
を進めてまいります。

セパレータ

常務執行役員
機能品事業部長

永田 啓一

主要製品・事業
● ポリイミド 
● 分離膜 
●  セラミックス、三塩化ホウ素、
RID（排ガス処理装置）

● チラノ繊維
● 電池材料（セパレータ）
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ESG（環境保全や社会への貢献）
関連の取り組み
●  既存領域である低分子医薬品の
新薬開発をはじめとして、次世代のモダリティ
（治療手段）にも研究開発の領域を拡げるとと
もに、安価で高品質な原薬製造プロセスを開
発することにより皆様へ良質な医薬品を提供
します。

SWOT分析

強み

● 化学メーカーとして長年
培った有機合成技術に基
づく創薬研究とその実績

● 多様な設備、機器と高度
な品質システムからなる
高品位な原薬製造力

機会

● 先進国での高度医療ニー
ズ、および途上国での人
口増加と医療水準の高ま
りによる医薬品市場の世
界的成長

弱み（とその対策）

● 既存設備の稼働上昇に伴
う販売数量増や新規案件
への対応力の低下
対策：第五医薬品工場の
垂直立ち上げと一層の効
率的運用

脅威（とその対策）

● 開発スケジュールの遅延
やパイプラインの枯渇
対策：開発優先度の基準
化や計算化学など新手
法導入による創薬研究
の効率化

中期経営計画における事業方針

●   創薬パイプラインの価値化、創薬ターゲット
拡大による成長ドライバーの獲得

●   新薬市場が勃興している核酸医薬の原薬
製造受託を事業化

●   医薬品工場群の再編による少量（高活性）・
多品種案件の獲得

第五医薬品工場

タリオン®

現中期経営計画の総仕上げおよび
次期中期経営計画における成長を強く意識した

　　　　事前準備と布石に注力します。

医薬

2021年度の事業戦略
　2021年度の事業環境は、コロナ禍の影響に
より顧客製薬メーカーで一部治験の遅れが予
想されるものの、事業収益に大きな影響は出な
いとの見通しです。

創薬研究
　研究の活性度合いを示す「段階移行」を意識
し、効率的な創薬研究体制を構築するとともに、
研究テーマのステージアップを早急に進め、新
規導出を図ります。

　また、より効率的・効果的にテーマ研究を推
進するために、薬理評価系の拡充、薬物動態評
価ガイドラインへの適応も進めてまいります。

原薬製造
　既存製品の製造においては、より高い生産性
の実現を目標に工場を運営します。また、新設
の第五医薬品工場の立ち上げとともに、核酸医
薬生産技術の構築など今後の事業拡大手段を
増強します。
　同時に、行政や顧客の信頼に応える製品と
サービスを提供し続けるため、医薬品に係る国
内外の法令遵守と品質保証システムの整備、社
員の教育など、さらなる強化を図ります。

エイベリス®

カルブロック®

エフィエント®

執行役員 
医薬事業部長、HBM事業化プロジェクト担当

舩山 陽一

主要製品・事業

●  自社医薬（原薬、中間体）
タリオン®

（田辺三菱製薬（株）の登録商標）

カルブロック®
（第一三共（株）の登録商標）

エフィエント®
（第一三共（株）および
イーライリリー社が販売する
抗血小板剤の製品名）

エイベリス®

（参天製薬（株）の登録商標）
●  受託医薬（原薬、中間体）
各製薬メーカー向け
原薬および中間体等
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SWOT分析

建設資材

強み

● 幅広い製品・事業をグループ全体で担うこ
とにより、グループ・シナジーを最大限に
活用することができる

● 脱炭素社会下における再生可能エネルギー
の活用にも有用なインフラ（石炭・電力の
供給体制と大型の港湾設備）を有している

● 多種多様な廃棄物を利用し、省資源化でき
る高い技術力を有する

機会

● 再開発、リニア、大阪万博、IRといった大型
プロジェクトに加え、防災・減災対策などで
セメント・固化材の潜在需要が見込める

● 社会資本の整備に欠くことのできない資材
と、競争力あるエネルギーの安定供給が継
続的に求められている

● 三菱マテリアル（株）とのセメント事業およ
びその関連事業の統合により、さらなる収
益力向上が期待できる

弱み（とその対策）

● 設備の老朽化
対策：長期視点に基づく設備保全と、ＩＣＴ活用
による設備保全情報の集約により機会損失の
減少を図る

脅威（とその対策）

● セメントの国内需要の低迷とマグネシア・カル
シア等の販売漸減
対策：低コストかつ強固な操業基盤を構築する
一方、価格の維持・是正や新規顧客の開拓にも
継続的に取り組む。また、新規事業の創出や既
存事業の高付加価値化を進めるとともに、事業
統合後のシナジー効果の早期発現、合理化検
討を推進する

● 地球環境問題
対策：1.地球温暖化対策プロジェクト設立、
2.2050年カーボンニュートラルに向けたロー
ドマップ作成と実行(省エネ設備導入、化石エネ
ルギー代替化の拡大、バイオマス燃料事業の拡
大等)、3.環境貢献型製品の拡大

代表取締役
専務執行役員 
建設資材カンパニープレジデント

小山 誠

2021年度の事業戦略
　当カンパニーが供給している建設資材は、将
来にわたり社会にとって不可欠な基幹製品であ
り、安定した事業基盤の上に新たな事業の拡大
を進めていけば、今後も収益を確保し続けること
が可能です。しかしながら、2021年度は、コロナ
禍の影響から回復傾向にはあるものの、セメント
内需については人材不足等による業務・工事の
長期化や住宅需要の回復低迷等により微増にと
どまり、鉄鋼・自動車生産についてもコロナ禍前
の水準には達しないものと見ています。

中期経営計画における事業方針

●   事業基盤の強化と成長戦略事業の推進

●   三菱マテリアル(株)とのセメント事業および
その関連事業の統合による最適事業運営体制
の構築

●   脱炭素社会下での事業競争力向上

　一方で、エネルギー価格は需給バランスの引き
締まりにより上昇、加えて脱炭素社会実現の動き
が加速するなど、主要製品を取り巻く事業環境は
厳しさが継続するものと予想されます。
　このような中、当カンパニーでは安定生産のも
と、足元の需要を確実に取り込むとともに、一方で
は従来の諸施策に加え、三菱マテリアル(株)との
統合準備および地球環境問題への対応を着実に
実行し、事業環境の変化を機会と捉え、将来を見
据えた強固な事業基盤の構築を図っていきます。

事業基盤の強化と成長戦略事業の推進
　セメント・生コン、マグネシア・カルシア、エネル
ギーの各事業については、省エネ・省コスト、安定

三菱マテリアル（株）との統合準備を着実に進めるとともに、
地球環境問題への対応を強化し、

将来を見据えた強固な事業基盤の構築に向けて取り組みます。

主要製品・事業
● セメント・生コン
● バイオマス、リサイクル
● 建材
 （セルフレベリング材、
  防水材、リニューアル）
● マグネシア・カルシア
● ファイン
● エネルギー
  （石炭、電力）
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ESG（環境保全や社会への貢献）
関連の取り組み
　上述した地球温暖化対策のみな
らず、海洋プラスチックごみ問題、生
物多様性保全、水資源の保全につい
ても以下のような取り組みを行って
います。
●  生分解性プラスチックのパフォーマ
ンスを向上させる材料の開発や水
質・底質改善剤を提供しています。

●  石灰石採掘後の鉱山緑化に取り組
んでおり、苅田鉱山では2008年度より採掘後
の残壁に柑橘類・ツタなどの植樹を、また、宇部
伊佐鉱山では2011年度より最終残壁にヤマザ
クラ・クロガネモチなどの植樹を継続的に行っ
ています。

操業体制の構築を推進し収益力向上を図りま
す。一方、ファイン、バイオマス、リサイクルの各
事業は、成長事業と位置づけ、既存事業の枠にと
らわれず新規テーマを探索し、事業化および利
益創出に向けて拡大を目指していきます。
● 省エネ・省コストのため、苅田セメント工場に
高効率クリンカクーラーを導入（2023年3月
稼働予定）。また、宇部セメント工場に廃プラ
Ⅲ期設備を設置（2021年10月稼働予定）

● マグネシアの安定操業と高付加価値化へ対応
するため、宇部マテリアルズ(株)宇部工場のリ
ニューアルⅡ期を実施（2019～2021年度）

● 競争力のあるエネルギーを安定供給するた
め、コールセンターおよび発電所の環境対策、
老朽化対策、効率化を実施

● ファイン事業は、モスハイジの営業力、開発力
を強化し、新規案件の獲得と低コスト化、用途
拡大を推進

● バイオマス、リサイクルの各事業は、ＩＰＰでの
バイオマス燃料使用拡大、トレファイドペレッ
ト海外生産検討や、新規リサイクル事業創出、
中性固化材・重金属不溶化材などの環境資材
の拡販を推進

三菱マテリアル(株)との統合準備
　事業環境が変化する中、同業他社に負けない
競争力を保ち、成長分野に経営資源を投入する
成長サイクルを維持するためには、生産部門を
含めた完全統合が必要と両社ともに強い認識
で一致しました。2022年４月の完全統合に向け
て、早期に最大限のシナジー効果を生み出せる
よう、宇部三菱セメント(株)を含めた３社で検討
を進めてまいります。

地球環境問題への対応
　2020年４月に新設の地球温暖化対策グルー
プを中心にカンパニー横断組織として地球温暖
化対策プロジェクトを設立し、さらなる省エネ推
進、廃棄物のエネルギー化、再生可能エネル
ギーの利用拡大を進めるとともに、新規技術の
開発をより一層推進してまいります。
● 2030年中期目標（2013年度比 温室効果ガ
ス排出量 建設資材部門 15%削減）達成に向
けた省エネ設備導入、化石エネルギー代替化
の拡大等を推進

● トレファイドペレット、パーム椰子殻などバイオ
マス燃料事業の拡大

● 環境貢献型製品の拡大
● 低炭素材料、新規燃料使用、CCSU等の研究
開発を推進
　最後に、中期経営計画最終年度にあたる
2021年度は、三菱マテリアル(株)との統合に
向けた一年になります。統合準備をしっかり進
めるとともに、諸施策を柔軟かつスピーディー
に推し進め、足元の厳しい事業環境下を乗り切
るとともに、将来を見据えた強固な事業基盤の
構築に取り組んでまいります。

メガソーラー
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中期経営計画における事業方針

●   自動車軽量化、EV化ニーズに対応した製品開
発と市場開拓（ダイカストマシン、押出プレス）

●   事業統合の成果として、グローバルでの事業
の一体運営と海外拡販の強化（射出成形機）

●   環境貢献・資源リサイクル新市場への参入
（産機事業、製鋼事業）

●   海外拠点によるさらなる顧客サポート力の
強化（機械サービス、事業共通）

ありたい姿に向けての基盤整備と
一層の事業体質強化にスピード感をもって取り組みます。

2021年度の事業戦略
　米中貿易摩擦に端を発した景気減速に加えて
コロナ禍が設備投資にも世界的に影響を及ぼし
ており、当カンパニーの主要市場である、自動
車、電力、セメント、製鉄、造船など、国内外とも
厳しい事業環境が継続しています。ますますの
競争激化が予想され、回復期を見通した戦略を
明確にし、一層の事業体質強化に取り組みます。

成形機事業
　需要回復を見据え、製品ごとに競合に勝てる
コストダウンと製作リードタイムの短縮、市場
ニーズに合致した製品開発に注力するととも
に、事業体質強化を推し進めます。ダイカストマ
シンでは、急拡大する自動車の軽量化、ＥＶ化に
対応する新たな製品とそのプロセス開発を行っ
ており、順次、市場へ投入していきます。射出成
形機は、国内外の事業拠点の統合・再編を進め
ており、グローバルでの一体運営と最適な生産常務執行役員 

機械カンパニープレジデント

久次 幸夫

SWOT分析

強み

● 自動車や電力、セメント、製鉄等の
基幹産業に多数の納入実績があ
り、お客様より高く評価されている

● 国内外の多くの拠点を軸に、開発
からアフターサービスまで、すべ
てにわたりお客様のニーズに応え
ることができる

●  大型の加工設備を有し、熟練した
技術・技能者が揃っている

弱み（とその対策）

● 個別受注生産型の事業特性によりICT技
術の利活用において遅れをとっている
対策：ICT活用推進プロジェクトを立ち
上げ、商品開発と生産効率の向上に取
り組んでいる

脅威（とその対策）

● 世界的な景気の急減速から主要市場に
おける再編が進むことが考えられる
対策：強みを活かして競争力を強化し、
需要回復時のプレゼンスを高める

● コロナ禍の影響による世界経済の低迷
が継続し、設備需要の回復が遅れ、価格
面、納期面での競争がさらに激化する
対策：製品のコストダウンや製作リード
タイムの短縮を行い、回復時のビジネ
スチャンスを確実につかむ

機会

● 対象市場のグローバル化により、
お客様のニーズ・ご要望が多様
化している

● グローバルで、迅速に対処できる
サービス・サポート体制が必須と
なっている

● 自動車軽量化および環境貢献・資
源リサイクル分野に資する技術
ニーズが高まっている

機械
主要製品・事業
● 成形機
 （ダイカストマシン、
 押出プレス、射出成形機）
●  産業機械
（窯業機、粉砕機、運搬機、
除塵機、破砕機）、橋梁、
甲板機械、グラブバケット

● 機械サービス
● 製鋼品
 （ビレット、鋳造品）
● 制御基板
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体制の構築により効率化・競争力強化を図ると
ともに、グローバル市場をターゲットとした新製
品の上市を行います。

産機事業
　2021年度も、国内電力向けを中心とした既
受注案件の工程管理および原価管理に注力しま
す。市場では環境対応への意識が高まってきて
いることから、環境機器や新製品開発の育成を
加速させます。
　橋梁は、これまで以上に環境やレジリエンスに
配慮した提案を通じて、持続可能なインフラ整
備に貢献していきます。

機械サービス
　成形機は、海外ローカルスタッフの育成・増
員を含む体制強化やパーツ供給力の拡充によ
り、アメリカ、中国・アジア地区でのサービス力
を強化します。
　産機は、アライアンス強化により海外での
サービス提案活動を拡充し、他社製品のサービ
ス活動にも取り組み、事業拡大に努めます。
　また、ICTを活用した現地工事のリモート支援
などの取り組みをさらに推し進めていきます。

製鋼事業
　世界的な景気低迷と生産能力過剰による厳
しい事業環境は、2021年度も継続すると予想
されます。強みである特殊・ニッチ品、大型品の
生産能力を活かした量から質への最適事業構
造への転換を継続し、安定した収益体質づくり
を目指します。

名古屋事業所（射出成形機の新工場）

早津江川橋（福岡県～佐賀県）

ESG（環境保全や社会への貢献）
関連の取り組み
●  機械カンパニー各社では、環境保
全に貢献する製品開発に注力す
るとともに、既存設備への活用を
行うサービスの提供に取り組ん
でいます。

●  製鋼事業では、製造工程におい
て産業廃棄物や医療廃棄物の完全溶融処理
を行っており、環境リサイクル事業を第三の
柱とすべく取り組んでいます。




