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「化学の力」　で、
よりよい明日　を実現する。

編集方針
この報告書では、当社の中長期的な価値創
造 に 向 け た 取 り 組 み や、CSR（Corporate 
Social Responsibility：企業の社会的責任）
に関する活動について、ステークホルダーの
皆様にご理解をいただくとともに、忌憚のな
いご意見を賜り、さらなる進展を図ることを目
的としています。

報告対象範囲 
対 象 期 間 ： 2018年1月1日から12月31日 
※ただし、法律に基づく環境報告データなど
については 2018年4月1日から2019年3月
31日としています。また、一部2019年の活動
内容も含みます。
対象組織 ：ＫＨネオケム（株）単体 

（一部、連結の内容も含みます。） 
発行時期 ： 2019年9月

見通しに関するご注意
本レポートに掲載している情報のうち過去の
歴史的事実以外の情報は、一定の前提のもと
に作成した将来の見通しであり、現在入手可
能な情報に基づく当社の経営陣の判断に基づ
いています。したがって、将来、実際に公表さ
れる業績などの情報は種々の要素によって変
動する可能性があります。
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ＫＨネオケムの価値創造

ＫＨネオケムは「『化学の力』で、よりよい明日を実現する。」という企業使命のもと、
環境・ヘルスケア・エレクトロニクスの戦略ドメインを中心に提供価値を広げ、
より豊かでサステナブルな社会の実現に貢献します。

成長を支える基盤

安全・安心

ステークホルダーとの対話

レスポンシブル・ケア

コーポレートガバナンスの強化

成長をつくる強みと原動力

グローバル
ニッチな
技術力

顧客との
信頼関係

世界有数の
生産設備

原動力

技術・情報

人財・企業風土

01

02 03

目指す姿

戦略ドメイン

● 地球温暖化抑制・
 豊かな暮らしに貢献する
 スペシャリティケミカル素材を提供

● 戦略ドメインで
 世界シェアNo.1製品と
 新事業を拡大

● 化学業界トップクラスの利益率

世界で輝く
スペシャリティ
ケミカル企業

VISION 2030

2019年〜2021年 第3次中期経営計画

「新たな挑戦」

基礎化学品

環境 ヘルスケア エレクトロ
ニクス

大学・
研究機関

原材料
サプライヤー

冷凍機油
メーカー

● 冷凍機油原料の
　設備増強と
　シェアの拡大
● グリーンケミカルの
　推進

C
O
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R

A
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S
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N

ヘルスケア

社会への提供価値

人々の豊かな暮らしと
QOLの向上

高品質な化粧品原料や、洗剤・トイレタリー分野向けの高付
加価値製品の供給拡大により、人々の豊かな暮らしに貢献し
ていきます。また、将来的にはQOLの向上を支える新素材開
発を進めていきます。

化粧品
メーカー

洗剤
メーカー

原材料
サプライヤー

● 化粧品原料の
　設備増強と
　高付加価値製品の拡大
● QOL向上に貢献する
　新素材開発

ディスプレイ
メーカー

フォトレジスト
メーカー

原材料
サプライヤー

社会への提供価値

AI・IoT社会への貢献

ディスプレイ、半導体向け材料の戦略投資により、AI・IoTの
普及を支えていきます。また、モビリティ革命を見据えて新素
材の開発も進めていきます。

エレクトロニクス

● ディスプレイ、
　半導体向け材料の
　戦略投資
● モビリティ
　関連材料の開発

「
化
学
の
力
」で
、よ
り
よ
い
明
日
を
実
現
す
る
。

環境

社会への提供価値

地球温暖化抑制などの
環境課題の解決

オゾン層保護や地球温暖化抑制に寄与する、環境に配慮した
エアコン向け冷凍機油原料の設備増強や、天然原料を用いた
製品拡充などのグリーンケミカルの推進を通じて、環境課題
の解決に貢献していきます。
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ＫＨネオケムの強み

私たちは1948年の創業以降、独自の強みを築き上げてきました。これらの強みを最大限発揮するとともに、
さらなる磨きをかけることで「世界で輝くスペシャリティケミカル企業」となることを目指します。

顧客との信頼関係
当社の主要顧客は各業界のリーディングカンパニーや、独自の存在感を

持つ企業が多く、長期にわたる強固な信頼関係のもと、新しい価値をと

もに生み出してきました。顧客対応においては、まず、国内外問わず可能

な限り、顧客と正面から向き合ってお付き合いをすることが私たちのポ

リシーです。このことにより、顧客との信頼関係強化はもちろん、ニーズ

や需要動向などをきめ細かく・迅速に捉え、事業につなげることができ

ます。また、顧客対応時は柔軟な対応を心がけており、販売面や物流面

でご評価をいただいています。そして、顧客の購買部門だけでなく、技術・

物流・営業など、多岐にわたる部門と関係性を構築し、「点」でなく「面」

でのコミュニケーションを大切にしています。

プラスチックを軟らかくする可塑剤の原料で、
壁紙や床材、自動車部品などに使用されます。

塗料、インキ、接着剤などの原料として販売しており、
自動車の内外装や建物の外壁、食品包装材などに使用されます。

環境配慮型エアコン向けの潤滑油（冷凍機油）の原料です（P19-20参照）。
オクチル酸は、自動車のフロントガラス中間膜原料としても使用されます。

S
T

R
E

N
G

T
H

01

02
03

高い保湿性と適度な抗菌性を持ち、高級な化粧水や
美容液、フェイスマスクなどの原料となります。

イソノニル
アルコール

製品名：オキソコール900

（可塑剤原料）

ブタノール
（溶剤）

酢酸ブチル
（溶剤）

オクチル酸
（冷凍機油原料）

イソノナン酸
製品名：キョーワノイック－N

（冷凍機油原料）

1,3－ブチレン
グリコール

（化粧品原料）

※国内生産能力（当社推定）国内におけるＫＨネオケム製品のシェア…

世界有数の生産設備
当社は四日市と千葉に工場を保有しています。四日市工場には2つの製

造所があり、オキソ関連製品などにおいて国内随一の生産規模と品揃

えを誇ります。また千葉工場には、国内唯一、世界でも有数の高圧オキ

ソ反応設備があり、イソノニルアルコールやトリデカノール、イソノナン

酸などの、特殊なアルコールや合成脂肪酸を生産しています。

VISION 2030では各種生産設備への大規模な投資も計画しており、さ

らなる生産能力の増強や生産効率の向上を図っていきます。

S
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H

当社には、日本国内で当社のみ、世界でも数社し

か製造できない製品があります。コア技術である

「オキソ反応（ヒドロホルミル化反応）」を軸に、

有機合成・精製(高純度化）・品質管理のノウハ

ウを組み合わせることで、独自の技術を確立し、

人々の暮らしに欠かせないスペシャリティケミカ

ル素材を提供しています。

グローバルニッチな技術力

S
T
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N
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T
H

オレフィン

日用品

オキソ反応

合成技術
精製技術

品質管理技術

アルコール
合成脂肪酸
エステル

ジオールなどの
誘導体

KHネオケム 製品

コア技術

オキソ反応（ヒドロホルミル化反応）とは？

オレフィンと一酸化炭素（CO)と水素（H2)を反応

させ、アルデヒドを合成する反応です。別名、ヒドロ

ホルミル化反応とも呼ばれます。アルデヒドからは、

さらにアルコール、合成脂肪酸、エステルなどのさ

まざまな誘導体を合成することができます。
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VISION 2030 実現へのロードマップ

VISION 2030実現に向けたロードマップを下記のように描いています。
社会ニーズを捉えた戦略投資を実施することで、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。

基盤
事業

基盤事業
戦略事業を支える基盤

戦略
事業

新事業

第3次中期経営計画 第4・5・6次                   中期経営計画

世界で輝く
スペシャリティ
ケミカル企業

VISION 2030

2019年 2022年 2030年

基礎化学品

戦略ドメイン

環境

ヘルスケア

エレクトロニクス

目指す姿

●	地球温暖化抑制・豊かな暮らしに貢献する
	 スペシャリティケミカル素材を提供

●	戦略ドメインで世界シェアNo.1製品と
　新事業を拡大

●	化学業界トップクラスの利益率

エレクトロニクス

● ディスプレイ、
　半導体向け材料の
　戦略投資
● モビリティ
　関連材料の開発ヘルスケア

● 化粧品原料の
　設備増強と
　高付加価値製品の拡大
● QOL向上に貢献する
　新素材開発

環境

● 冷凍機油原料の
　設備増強と
　シェアの拡大
● グリーンケミカルの
　推進

2018年度 2021年度

売上高 1,012億円 1,100億円

営業利益 109億円 135億円

ROE 20% 18%

自己資本比率 38% 47%

為替 110円/$ 110円/$

国産ナフサ 50,900円/KL 46,000円/KL

戦略

第3次中期経営計画概要

経営数値目標※ 設備投資計画※

戦略投資
125億円

（54%）

基盤強化
・合理化
105億円
（46%）

3年間の投資総額

230億円

1 新設備の稼働などによる
収益拡大

● 冷凍機油原料で圧倒的シェア獲得に向けた、新設備稼働や新製品の生産
● 次世代ニーズを先取りした半導体材料向け設備の稼働

2 将来の機能化学品事業拡大に
向けた積極投資

● 将来の収益の柱となる、機能化学品の大型投資判断
● 独立した研究新拠点における、新ビジネスの早期創出

3 ビジネス基盤の強化
● 最新技術(AI,IoTなど)を活用したプラント制御システムの導入拡大
● 事業拡大を加速するための、人財育成・獲得、職場環境の刷新・活性化

売上高 1,800億円 年平均5%の企業成長

営業利益 250億円超 年平均7%の収益拡大

ROE 12%超 高い資本効率を維持

自己資本比率 50% 外部環境に影響されにくい
財務体質を構築

定量目標※

※連結の目標値・計画値です。

戦略事業
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2019年3月に代表取締役社長に就任した髙橋理夫です。

1987年に協和発酵工業※に入社し、当社の前身である化学

品部門に配属となり、営業を長く経験した後、経営企画、経

理・財務、総務・人事、購買や海外プロジェクトなどを歴任

してきました。そして2011年の外部資本による協和発酵キ

リン※グループからの独立、2016年の株式上場という、短

期間での資本構成変更となった２つの局面において、責任

者として当該プロジェクトを推進しました。

不透明感を増す世界経済環境下で経営の舵取りを務めるに

あたり、客観性と透明性を重視し、臨機応変に最善策を模索

することが私を含めた経営陣の役割だと捉えています。加え

て、事業の現況はもちろんのこと、将来に向けた考えについ

てもしっかりと説明責任を果たしていきたいと考えています。

長年にわたって当社の事業に携わり、肌で実感している強

みが2つあります。第一に、主力製品がグローバルにおいて

トップシェアを獲得しており、かつ製品市場の成長ポテン

シャルが高いことです。第二に、主要顧客の多くが各分野

における世界有数のリーディングカンパニーや独自のプレ

ゼンスを発揮しておられる企業であり、顧客との強固な関

係性によって、ともに成長していくことが可能であることで

す。新たな価値創造と持続的な成長を実現するためには、

このような当社ならではの強みを活かしながら、長期的に

目指すべき姿を描くことが重要であると考えます。そこで、

これからの経営の羅針盤としてVISION 2030を策定しま

した。

策定プロセスでは、常勤役員と経営企画メンバーを中心に

議論を繰り返し、若手社員へのヒアリングや、社外役員か

らの意見も含めて幅広く検討を重ねました。役員それぞれ

が異なるバックグラウンドを持つことから、白熱した議論

が展開され、それを集約したものが新たなビジョンとなり

ました。

VISION 2030において、2030年に目指す姿として「世界で

輝くスペシャリティケミカル企業」を掲げ、地球温暖化の抑制

や人々の豊かな暮らしに貢献するスペシャリティケミカル素

材を提供していきます。さらに当社の強みを発揮できる分野

として、「環境」「ヘルスケア」「エレクトロニクス」を戦略ドメ

インとし、経営資源を優先的に配分していく計画です。

強みを最大限に発揮し、
世界で輝くスペシャリティ
ケミカル企業を目指します。

社長メッセージ

ＫＨネオケムの化学素材は、

環境やヘルスケア、エレクトロニクスなどの分野で人々の暮らしを支えています。

長期的な視野で社会への提供価値をより明確にすべく、

2030年の目指すべき姿をVISION	2030として策定し、

持続的成長への新たな一歩を踏み出しました。

VISION 2030で
当社の目指すべき姿を明確に

※ 現在の協和キリン株式会社
ＫＨネオケム株式会社
代表取締役社長
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さまざまな産業分野に特色のある高品質な化学素材を提供

するメーカーとして、地球環境保全は重要な経営課題である

と認識しています。例えば、プラントの増強によって生産量が

増えれば、おのずと排出するCO2量も増えてしまいます。そこ

でエネルギー消費の高効率化を追求し、CO2排出量の増加を

抑制していきます。さらに、当社が提供する化学素材そのも

のが、地球環境保全に大きく貢献しているという側面もあり

ます。当社の主力製品である冷凍機油原料は、オゾン層保護

や地球温暖化抑制に寄与する環境配慮型エアコンに対応し

地球環境保全に対する
ＫＨネオケムのスタンス

た製品です。また、当社のコア技術に『オキソ技術』がありま

すが、これはCO2を原料にして製品をつくるという、たいへん

希有な技術でもあります。

当社は“「化学の力」で、よりよい明日を実現する。”という企

業使命のもと、技術力を活かして、事業活動を通じて地球環

境の保全に貢献していくことを目指し、今後も邁進していく決

意です。

社長メッセージ

これからの企業経営には、ESGの観点が非常に重要だと認

識しています。その中でも、ステークホルダーの権利や事業

活動の倫理を尊重する企業風土の醸成には、コーポレート・

ガバナンスの実効性向上が不可欠だと考えます。特に取締

役会の実効性向上については、持続的成長など中長期的な

企業価値向上に向けた議論を深めることが重要だと再認識

し、その取り組みを強化しています。詳しくは27ページを

ご覧ください。

また、さまざまな部門でキャリア採用が進み、従業員の多様

性が高まっています。現在、協和発酵キリン※グループから独

立した、2011年4月以降に入社した従業員が約40％を占め

るまでに至りました。さまざまなバックグラウンドと専門的な

スキルを持った人財が数多くいるという従業員の多様性も、

当社の強みの一つであり、成長の源泉としていきます。

私たちの事業である石油化学産業は、大規模事故が会社存

続の最大のリスクとなります。引き続き安全操業を最優先

事項と捉え、積極的に取り組んでいきます。また、それと同

じくらいコンプライアンスも重要だと認識しています。コン

プライアンス強化に向けて、これまでも各種取り組んでま

いりましたが、今後はさらに充実させていきたいと考えて

います。

企業価値の持続的向上に向けては、ステークホルダーの皆様

に当社をわかりやすくご説明する

ことが重要だと考え、これまで以

上に注力していきます。どうぞ今後

もＫＨネオケムにご期待ください。

ガバナンスの実効性向上を
目指した組織づくり

2018年度を最終年度とする第2次中期経営計画は、恵まれ

た外部環境を背景に好業績を上げ、3ヵ年とも計画を大きく

クリアしました。その中でも注力した機能性材料において、

2015年度との比較では利益ベースで約1.6倍に伸長したこ

とは高く評価しています。基礎化学品と電子材料も、好環境

の中で生産効率向上を図り、一定の効果がありました。しか

し、構造的な競争力強化の観点では課題を残していることか

ら、今後も継続的な生産効率向上を図っ

ていく必要があると認識しています。

今年度からの第3次中期経営計画は、

VISION 2030達成に向けた“新たな挑

戦”の3年間と位置づけています。具体

的には、機能化学品を中心とした新設備

の稼働などによる収益の拡大に向けて、

3ヵ年で125億円の戦略投資を行います。既存の生産設備

や職場環境に関しても105億円の投資を行い、基盤強化・

合理化を図っていきます。また、将来成長のための投資判

断は、この3ヵ年の非常に重要なテーマです。化学素材メー

カーの事業特性として、需要見合いですぐに生産能力を上

げることが難しく、投資先行型にならざるを得ません。そ

して、一定の経済規模のプラント建設にはかなりの初期投

資を必要とします。フル稼働までのタイムラグによって、短

期的には利益がマイナスに働くケースもありますが、長期的

に見れば、将来の収益の柱となる大型投資を果断していか

なければなりません。

投資判断については、綿密な事業性調査を踏まえ、経営陣が投

資審議会などで十分に協議し、最終的には、資本コストを意識

した投資判断を経営会議や取締役会で機関決定していきます。

前中期経営計画の評価と
第 3 次中期経営計画の位置づけ

成長のための投資判断プロセス

経営陣を中心とする投資審議会で
協議した後、機関決定

● NPV>0　IRR>ハードルレート
● ハードルレート：WACC×係数1×係数2

係数1：増産、新製品などのリスクを考慮
係数2：カントリーリスクを考慮

投資判断：資本コスト を重視

投資判断基準（例）

第3次中期経営計画における設備投資計画

戦略投資
125億円

（54%）

基盤強化
・合理化
105億円
（46%）

3年間の投資総額

230億円

※ 現在の協和キリン株式会社
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ＫＨネオケムの歩み

連結財務ハイライト
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純有利子負債

1948年

日本初、発酵法により
アセトン・ブタノールの
量産を開始
時代の先をよみ
新たな価値を提供

1961年

石油化学へ
製法転換
時代の変化に合わせ
自らを変革

1988年

四日市・千葉の
2工場体制を確立
製品ラインナップの拡充により、
多様なニーズに
対応できる体制へ

2008年

四日市工場が業種別
無災害最長記録を更新
無災害労働時間2,395万時間
安全・安定操業は私たちの誇り

2011年〜2012年

独立とＫＨネオケムへの
社名変更
2011年3月に協和発酵キリン
グループ（当時）から独立し、
2012年4月、ＫＨネオケムとして
スタート

2016年

東京証券取引所市場
第一部に上場
上場企業としての
第一歩を踏み出す

2018年

「VISION 2030」
発表
新たな価値の創造を続け、
持続的な成長を図るために
私たちが目指すべき姿

2019年

第3次中期経営計画発表
「新たな挑戦」
「VISION 2030」実現に
向けた新たな一歩となる
中期経営計画

創業期 拡大期 新たなスタート さらなる成長飛躍へ

時代の変化とともに、独自の技術力を活かし、社会から必要とされるものづくりを続けてきました。
これからも新たな価値創出に向けて、挑戦を続けていきます。

1948 〜 1988 〜 2011 〜 2018 〜
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用途分野 用途分野代表製品 代表製品

四日市工場の冷凍機油原料新設備について
中国をはじめとする新興国におけるエアコン市場の拡大や、オゾン層破壊や

地球温暖化に配慮した冷媒へのシフトに伴い、冷凍機油原料の需要が伸長し

ています。この世界的な流れに対応すべく、当社は四日市で2020年初頭の

稼働開始を目指し、新設備の建設を進めています（投資予定額約75億円）。

完成後は対象製品につき50％の能力増強を見込んでいます。

TOPICS

エアコン

機能性材料
冷凍機油原料・化粧品原料など

事業概況

売上高
（連結・億円）

2015 2016 2017 2018

295 303
373 394

売上総利益
（連結・億円）

74
87

124

2015 2016 2017 2018

118

フェイスマスク

今後の戦略
直近では、四日市工場の新設備（TOPICS参照）の稼働開

始に向けて、安全かつ速やかな建設工事に尽力しています。

また、将来を見据え、冷凍機油原料の次なる大型投資の検

討や、地球温暖化係数が極めて低い次世代冷媒を用いた

エアコンに対応した製品の開発、大学や研究機関などとの

共同研究を通じた情報収集体制の構築に努めていきます。

今後の戦略
アジアを中心とするスキンケア市場の拡大に応えるべく、

1,3－ブチレングリコール（BG）をはじめとする化粧品原料

への積極投資を行っていきます。高品質化や設備改良に取

り組むほか、大規模な設備投資も検討していきます。また、

女性の社会進出やそれに伴うライフスタイルの変化が予想

されます。このような変化を捉え、豊かな暮らしに貢献す

る新たな化粧品原料の開発や、洗剤・トイレタリー向け製

品の拡充を進めていきます。さらに、川下展開を進め、QOL

（生活の質）の向上を支える素材を提供することで、より存

在感ある企業を目指します。

世界で数社しかつくることのできない希少な原料
化粧品グレードのBGを製造している企業は、世界でも数社しかなく、そのう

ちの1社が当社です。特に当社の原料は高品質が強みで、高級な化粧品によ

く使われています。

化粧品には必ずどこかに成分表が記載されていますが、この表の中で「BG」や

「1,3－ブチレングリコール」などの記載があれば、当社の素材が使われてい

る可能性があります。

TOPICS

事業分野の概要と2018年の業績について
基礎化学品分野で培った合成技術により開発された事業分

野であり、エアコン向けの冷凍機油原料や、化粧品原料な

どを製造・販売しています。

中国などの新興国における環境に配慮したエアコンや化粧品

の消費が伸長したことを背景に、当社製品である冷凍機油原

料や化粧品原料の需要は前年に引き続き拡大しました。需給

の引き締まりと原料価格の上昇を受けて製品販売価格の適

正化を進めたことで、売上高は前連結会計年度を上回りまし

た。しかしながら、大規模な定期修繕に伴い販売数量が減少

したことなどにより利益は前連結会計年度を下回り、売上高

393億64百万円（前連結会計年度比5.5％増）、売上総利益

118億12百万円（同4.7％減）となりました。

冷凍機油原料01 化粧品原料02

市場環境 市場環境

環境配慮型エアコン市場の拡大
● 新興国の人口増加
● 世界的な中間所得層の拡大
● オゾン層破壊や地球温暖化に伴う規制強化

スキンケア市場の拡大
● アジア諸国における中間所得層の拡大
● 女性の社会進出
● 高級・天然志向の高まり
● eコマースの普及

オクチル酸 1,3 －ブチレン
グリコール

イソノナン酸
（キョーワノイック－N）

化粧水・美容液
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事業分野の概要と2018年の業績について
ディスプレイや半導体の製造プロセス向けに、当社が長年

培ってきた蒸留技術、品質管理技術などを駆使して製造さ

れた、不純物（チリや金属）の含有量が極めて少ない高純度

な溶剤などを販売しています。

国内外の半導体向け需要が前年に引き続き堅調に推移した

ことなどにより売上高は前連結会計年度を上回りましたが、

原料価格の上昇などの影響により利益は前連結会計年度を

下回り、売上高117億82百万円（前連結会計年度比7.0％

増）、売上総利益30億33百万円（同4.6％減）となりました。

微細化に貢献する高純度溶剤
ナノメートルの単位で形成される非常に微細な半導体の回路は、不純物（チリ

や金属）が少しでも付着すると、回線ショートなどの不具合を引き起こす可能

性があります。そのため製造工程で使用される溶剤は、非常に純度の高いも

のが求められます。近い将来には東京ドーム1杯の水の中に1円玉数枚の不

純物しか許されない水準での品質管理を求められるようになると予想されま

すが、当社は極めて高純度な溶剤の供給実現に向け、挑戦を続けていきます。

TOPICS

電子材料
売上高
（連結・億円）

98 98
110

2015 2016 2017 2018

118
売上総利益
（連結・億円）

26
31 32

2015 2016 2017 2018

30

今後の戦略
AIやIoTの普及・発展、それに伴うモビリティ革命などに

より、今後も高品質な電子材料に対する需要の拡大が見込

まれます。このような事業環境下において、当社はディスプ

レイ・半導体向け高純度溶剤をはじめとする電子材料に対

して戦略投資を行っていきます。具体的には、最先端半導

体向け材料に対するニーズなどを取り込むべく設備投資を

行っていきます。また、使用の増加が予想されるセンサーや

レンズ向け素材などの新規開発についても進めていきます。

用途分野 代表製品 市場環境

IT・エレクトロニクス産業の発展に伴う
電子材料市場の拡大
● AI・IoTの普及、発展
● 電子機器の高速化、高機能化
● モビリティ革命

PMA-P

PM-P

半導体

ディスプレイ

事業分野の概要と2018年の業績について
当社の基盤となる技術を用いて製造する製品であり、自動

車・住宅・電機などの産業分野の塗料・インキ・ワイヤーハー

ネスなどさまざまな用途向けに販売しています。

大規模な定期修繕に伴い販売数量が減少しましたが、自動

車生産が前年に引き続き高水準で推移するなど国内需要が

堅調な中、原料価格の上昇を受けた製品販売価格の適正

化を着実に実施したことなどにより売上高、利益とも前連

結会計年度を上回り、売上高493億44百万円（前連結会

計年度比8.1％増）、売上総利益69億85百万円（同2.2％

増）となりました。

暮らしを支える多様で高品質な素材
当社は国内最大規模のオキソプラントを中核として、高品質かつ豊富な種類

の製品を生産しており、幅広い分野で皆様の暮らしを支えています。

「溶剤」は、塗料やインキ、粘接着剤となり、車・住宅・食品包装材や、橋・道

路などに使用されます。「可塑剤原料」は車・住宅・ビニルハウス・電線などに

使われる、プラスチックを軟らかく加工するための「可塑剤」の原料として使

用されています。

TOPICS

事業概況

基礎化学品
売上高
（連結・億円）

495

383
456

2015 2016 2017 2018

493

売上総利益
（連結・億円）

56 58
68

2015 2016 2017 2018

70

今後の戦略
高品質な製品を、より安全かつ安定的に低コストで供給で

きるよう、合理化・コスト削減の取り組みを継続し、国内市

場でのプレゼンスをより強固なものとしていきます。

また、最新技術（AI,IoTなど）を活用したプラント制御シス

テムの導入拡大や、全社保全戦略の再構築など、構造改革

による競争力の強化も進めていきます。詳しくはP21-22で

ご説明していますので、ぜひご覧ください。

用途分野 代表製品 市場環境

国内市場の成熟化とアジア諸国の市場拡大
● 日本国内における市場の成熟化
● 新興国における人口増
● アジア諸国を中心とする経済成長

酢酸ブチル

ブタノール

オクタノール

イソノニルアルコール
（オキソコール900）

塗料・インキ

ワイヤーハーネス

17 18KH Neochem｜コーポレートレポート2019 KH Neochem｜コーポレートレポート2019



冷凍機油原料の展望
〜環境配慮の視点から〜

オゾン層を破壊しない『代替フロン』ですが、キガリ改正では

地球温暖化防止の観点から、GWPの高い18種類の代替フ

ロンが規制物質に追加されました。

キガリ改正における代替フロンの段階的削減において、指標

として代替フロンの数量にGWPを乗じたCO2換算値が採

用され、2011～2013年の代替フロンの生産・消費量の平

均数値などが基準値として用いられることになりました※3。

日本を含む先進国※4では、2019年から2036年の期間にお

いて基準値に対して段階的な削減が求められ、最終的には

2036年までに85％削減が義務づけられました。

この規制により、当面はR32などの低GWP冷媒を用いたエ

アコン需要がさらに伸張すると予想されます。

環境負荷低減に向けた冷媒と冷凍機油原料の変遷

先進国と新興国で異なる削減スケジュールキガリ改正によるCO2 換算値削減義務と、
合成系冷凍機油原料の需要伸張

KHネオケムの戦略

ＫＨネオケムの主力製品の一つ、『冷凍機油原料』。今回は、環境への配慮に対する関心が高まる
世界的な潮流も踏まえながら、冷凍機油原料の今後について展望します。

1987年、オゾン層破壊の原因となる特定フロンについて段

階的な削減と最終的な全廃などの規制措置を定めたモント

リオール議定書が採択されました。この議定書の発効に伴

い、オゾン層を破壊しない代替フロンへの世界的な転換が、

2000年頃より急速に進みました。

特定フロンから代替フロンへ
モントリオール議定書は、採択後も適宜見直しが行われてい

ます。2016年のキガリ改正※2においては、地球温暖化抑制

のため、GWPの高い冷媒を段階的に削減していくことが合

意されました。これにより、GWPの低い代替フロンである新

冷媒R32などへの転換が加速しています。

低GWP※1 冷媒への転換

先進国 新興国

オゾン層を破壊する特定フロンについては、モントリオール

議定書により、先進国では2020年までの全廃が求められて

いますが、新興国において2030年の全廃に向けた取り組み

が進められています。

キガリ改正による地球温暖化対策においては、新興国※5は

2029年に基準値に対し10％のCO2換算値削減が義務づけ

られ、その後段階的に規制が厳しくなり最終的には2045年

に80％の削減義務が定められています。

以上に加えて、新興国の経済力の高まりもあり、環境に配慮

したエアコンのより一層の需要拡大が予想されます（下図

参照）。

 エアコン用冷凍機油市場

 石油系（旧冷媒対応）
 合成系（現行冷媒・新冷媒対応）

2018年

2018年

2025年

2025年

中国

その他
アジア

（日本除く）

74%

70% 90%

99%
年平均
成長率
+8%

出所：当社予測（2018年～2025年）

※3  詳細は経済産業省ウェブページの『モントリオール議定書に関する国際
会議』をご参照ください。

  https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/
law_ozone_laws.html

※4 ベラルーシ、ロシアなどの一部の先進国は、規制措置に差異あり。

※5   基準値は2020～2022年の代替フロンの生産・消費量の平均数値などか
ら算出されたもの。インド、パキスタン、イラン、イラク、湾岸諸国において
はさらに漸進的なスケジュール。詳細は※3をご参照ください。

冷凍機油原料とは

 エアコンの仕組み

原料

基油

冷凍機油

圧縮機／エアコン

 当社の位置づけ

イソノナン酸オクチル酸

エアコンは、室内の暑い空気を取り込み、熱のみを外に運び出すことで部屋を涼しくします。この際、『熱を運び出す』役

割を担う冷媒は、室外機の圧縮機で圧縮されることでその機能を発揮します。そして、この圧縮機を効率よく、長期にわ

たって故障のない様スムーズに動かすために不可欠なのが、冷凍機油（潤滑油）です。

現在、世界中で環境に配慮したエアコンへのシフトが加速し、そうしたエアコンに用いられる冷媒に対応した冷凍機油

の需要も急増しています。当社は、こうした冷凍機油の原料分野において大変高い世界シェアを保持しています。

気候変動に関する国際的な冷媒の規制（キガリ改正）と冷凍機油原料の今後

年平均
成長率
+9%

 冷媒と冷凍機油原料の変遷

世界の環境規制

世界の潮流

冷媒の
変遷

 
旧冷媒R12・R22

（特定フロン）

オゾン層破壊効果 有

温暖化影響 大（GWP 高）

2000年頃～ 
現行冷媒R410A

（代替フロン）

オゾン層破壊効果  無

温暖化影響 大（GWP 高）

2012年～ 
新冷媒R32
（代替フロン）

オゾン層破壊効果  無

温暖化影響 小（GWP 低）

20XX年～ 
次世代冷媒
（現在開発中）

冷凍機油原料の
変遷 石油系 開発中合成系

ＫＨネオケム の原料が使われています

代替 代替 代替

特定フロンの削減・全廃を規定 温室効果ガスの排出規制 代替フロンの削減を規定

1987年 モントリオール議定書 1997年 京都議定書 2016年 キガリ改正

特集

※1 GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数）の略で、二酸化炭素を1として冷媒の温室効果を示した数値。
※2 キガリ改正：2016年10月15日にルワンダ・キガリにおいて開催された第28回モントリオール議定書締結国会議（MOP28）における新たな国際的合意を示す。

当社は、キガリ改正や新興国の経済力向上による、R32などの低GWP冷媒を使用したエアコンの需要増加を想定し、こうしたエ

アコンに使用される冷凍機油原料のさらなる供給能力の増強を進めています。

さらに将来を見据えて、極めてGWPの低い、次世代冷媒に対応した冷凍機油原料の研究開発も行っています。

 先進国・冷媒GWP削減スケジュール※3

C
O
²
換
算
値
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「VISION 2030」において目指す姿、「世界で輝く スペシャリティケミカル企業」を実現するための原動力として、

「技術・情報」と「人財・企業風土」を掲げています。「技術・情報」については、研究・製造現場にある膨大な情

報をデータ化し、AIやIoTなどの最新技術を活用することで、上の図に掲げた3つのポイントを達成したいと考

えています。これにより持続的成長に向けた技術の基盤づくりを行っていきます。

化学プラントには多くの配管が張りめぐらされており、原料や製品の流量を

常に微調整しながらプラントを安全に運転しています。運転技術を習得する

には多くの経験と専門性の高い知識が必要です。さらに、手動による流量調

整では、どうしてもロスの発生が避けられませんでした。

「高度制御システム」は、そのような製造ロスを最小限に抑えるため、AI技

術などを駆使して、温度や圧力などさまざまな状況を踏まえて適切な条件を

自動的に推定し、プラントを制御する最新鋭のシステムです。

このシステムを導入したことで適切な条件に自動調整されるため、製造ロ

スを最小限に抑えることができました。また運転員の負担が軽減すること

で、さらなる運転効率の向上や迅速なプラント設計に向けた議論や検討に

注力することが可能となります。

当社は「高度制御システム」の導入をさらに拡大し、生産効率を飛躍的に高

めていきます。

技術・情報

成長をつくる原動力

● 技術・ノウハウを伝承する仕組みの確立
● 運転・保全オペレーションの革新
● 新製品開発のリードタイムの大幅な圧縮

研究・製造現場の膨大な情報をデータ化しAIやIoTなどデジタル化技術を活用

最新技術の積極的な活用

新川崎・創造のもり（AIRBIC）

新事業創出に向けた取り組みとして、2019年1月、研究開

発本部内にイノベーション戦略室を新たに設置しました。

当初は本社を拠点としていましたが、今秋には、イノベー

ションの創出に向けた産学交流・研究開発施設「新川崎・

創造のもり（AIRBIC）」に移転し、活動していきます。

これまで以上に外部とのネットワークの構築に注力し、異業

種交流やビジネスマッチングの展開などオープンイノベー

ションによる外部との技術協創を図り、スピード感を持った

新事業の創出に取り組んでいきます。

新事業創出を目指した新たな取り組み　〜協創により新たな化学反応を起こします〜

プラント高度制御システム導入について

石油化学メーカーである当社にとって、安全かつ安定的に生産を継続する

ことは大きな課題の一つであり、経年的に劣化していくプラント・設備を効

果的に修繕・更新していくことは設備管理部門の重要な役割です。装置に

故障が発生すれば生産を停止せざるを得ず、効率の悪化や製造機会損失を

発生させてしまいます。そこで、ベテラン社員の退職などにより急激に世代

交代が進んでも、設備管理業務の質を落とさないために、設備管理に関す

る業務プロセスの再構築に取り組んでいます。

具体的には、リスク評価に基づき設備保全を行うことであり、故障の頻度や

影響度をあらかじめ想定し、そのリスクの大きさに応じて必要な対応策を検

討し、予防保全として実施していく考え方です。この取り組みを通じて、限ら

れた経営資源（人財・資金）を効果的に投入していき、製造機会損失を可能

な限り抑えることを目指しています。

設備管理に関する業務プロセスの再構築

VISION 2030

環境

ヘルスケア

エレクトロニクス

研究開発体制

・	VISION	2030実現に向けた
			ビジネスプランの構築

イノベーション
戦略室

開発推進部 ・	将来を見据えた周辺技術および
			新規テーマの探索

R&D
総合センター

・競争戦略を支える基盤技術の強化
・将来戦略を実現する新技術の構築

研究開発
本部

VISION 2030 実現へ向けた方針
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人財・企業風土

成長をつくる原動力

多様なスキル・価値観を認め合い、ダイバーシティを推進し、成果を最大化する企業風土

人財

企業風土

● 他社を凌駕する「スピード感」
● 環境変化に対応する「変革力」

● 「高い分析力」
● 「強い責任感」
●  「高い協調性」

● 競争力を生み出す「専門性」
● さらなる力を生み出す「ネットワーク力」

2030年に目指す人物像社員の強み

VISION 2030の実現に向けて、社員一人ひとりが内容をよく理解し、実

現に向けて能動的に行動することが重要です。2019年の初めと、5～6月

にかけて、トップ自らが事業場を回り、説明会を行いました。また、7月には

「VISIONBOOK」という冊子を全社員に配布しました。この冊子には、VISION 

2030の策定の背景や目指す姿などを、よりわかりやすく記載するとともに、トッ

プからのメッセージのほか、各部門や世代における代表的な社員のVISION 

2030に対する想いなどを盛り込んでいます。10月には冊子の最後にある「あな

たの宣言」というページを用いて、各部署でミーティングを実施し、各部署の目

指す姿と社員の「My Credo※」についてコミットメントを行う予定です。
※当社は2018年9月に「5C Credo」を制定しました（P1下部参照）。これは当社の行動指針を

「5つのC」から始まる大切にすべきキーワードと模範的な行動例に落とし込んだものです。この
5つのCの中で、社員が最も大切にすると決めた一つが「My Credo」です。

VISION 2030の実現に向けた取り組み

VISIONBOOK

「あなたの宣言」ページ

「VISION 2030」において目指す姿、「世界で輝く スペシャリティケミカル企業」を実現するための原動力として、

「技術・情報」と「人財・企業風土」を掲げています。「人財・企業風土」については、社員の現状の強みを活かし

つつ、強化すべきポイントを補完し、社員一人ひとりの「人間力」を高めます。そして、多様なスキル・価値観を認

め合い、ダイバーシティを推進して、成果を最大化する風土をつくり上げていきます。

VISION 2030 実現へ向けた方針

当社では、マネジメント力強化施策の一環として、2018年よ

り全社の部門長を対象としたチームエンゲージメント向上研

修を実施しています。研修では事前に行った全従業員対象の

エンゲージメント調査結果を題材に、それぞれの職場あるい

は当社全体をエンゲージさせ、パフォーマンスを向上させる

ためのマネジメントスキルを２日間にわたり学びました。研修

後は職場ごとにアクションプランを策定し、約半年にわたり

取り組みを実施し、特に良い取り組みを行った職場はベスト

プラクティスとして社内報で紹介をしています。当社ではさま

ざまな研修を通じて組織のパフォーマンスが最大限に発揮さ

れるよう、今後も積極的に取り組んでいきます。

エンゲージメント向上に向けた取り組み

エンゲージメント研修

抜」していくことを育成方針として、従業員の成長段階に合

わせた研修プログラムを体系化し、主体的なスキル習得・

キャリア形成をサポートしています。例えば、底上げ期間で

ある入社5年目までは「基礎力養成期間」と位置づけ、会社

が責任を持って一人前の社員に育てるべく、必要な基礎ス

キル習得のための必須研修を設定し、計画的に受講するよ

う体系立てています。また、先輩社員がトレーナーとなり、

新入社員の計画的なスキル習得に向けた指導や相談事への

アドバイスを行うトレーナー制度も導入しています。

さらに、全従業員にeラーニングプログラムを提供すること

で、自ら成長しようとする従業員に対してのサポートも積極

的に行っています。

管理職

リーダー

中堅

若手

経営幹部候補者養成

マネジメント力強化研修

プレイングマネジャー養成研修

新任マネジャー研修

リーダーシップ
プレゼン実践

問題解決技法

フォロワーシップ
ロジカルシンキング

プレゼン基礎

ロジカルライティング

目的思考

新入社員研修

研
究
・
開
発

生
産
技
術
・
エ
ン
ジ
ニ
ア

営
業

企
画
管
理

人
財
開
発
会
議

新
人
ト
レ
ー
ナ
ー
W
S

新
人
ト
レ
ー
ナ
ー

制
度

自
己
啓
発
支
援
制
度

講
師
派
遣
型
語
学
研
修
・
語
学
検
定
受
験

階層別
マネジメント経営スキル 対人スキル 対課題スキル

専門研修 OJT キャリア形成 語学対象

必須研修
Advanced

必須研修
Fundamental

必須研修
Basic

能
力
開
発
計
画

教育体系図

VISION 2030達成のための原動力である「人財・企業風

土」に掲げる、目指す人物像実現の手段の一つとして、研修

制度・人財開発施策の充実化を図っています。入社から5

年間を「底上げ」、リーダー層を「引き上げ」、管理職層を「選

人財育成の取り組み
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株主総会

指名・報酬委員会
（過半数は社外取締役）

監査室

執行役員会

執行役員

環境保安委員会

品質保証委員会

各業務執行部門

代表取締役社長

取締役会
（社外取締役を含む）

監査役会
（過半数は社外監査役） 会計監査人

選任・解任 報告 選任・解任

選定
・
解職
・
監督

監査
答申

報告

助言
・
指導

内部監査

報告

担当

諮問

指示

連携

連携 連携

評価
・
解任

指示

報告

会計監査

経営会議

選任・解任

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制図

次の各点に配慮したコーポレートガバナンス体制を構築し、

その充実に取り組んでいます。
 株主の皆様の権利・平等性の実質的な確保や株主の皆様と

の建設的な対話に努めること。
 株主の皆様との建設的な対話などのために有用な財務情

報や非財務情報を適切なタイミングに正確かつわかりやす

く開示すること。
 株主の皆様以外のステークホルダーとの適切な協働に努め

ること。
 さまざまなステークホルダーの権利・立場や事業活動倫理

を尊重する企業風土の醸成に向けて、経営陣・取締役会が

リーダーシップを発揮すること。
 取締役会が、独立した立場から経営陣の職務執行に対する

実効性のある監督を行い、経営陣によるリスクテイクを支え

る環境整備に努めるなど、その責務を果たすこと。

当社の取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営

上の重要な事項に関する意思決定機関および取締役の職務

執行の監督機関として機能しています。取締役会は、原則とし

て月1回の定時取締役会や四半期に1回の決算承認を主目的

とする取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、

迅速な経営上の意思決定を行える体制としています。

当社は、取締役および執行役員の指名・報酬の意思決定プロ

セスの透明性・公正性を高めるため、社外取締役を委員長と

し、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会

を設置しています。2018年3月には、役員退職慰労金制度を

廃止するとともに、社外取締役を除く取締役に対し、業績と株

式価値との連動性を高めた業績連動型株式報酬制度を導入

することについて、当社第8回定時株主総会において承認を

得ましたが、これら取締役の報酬制度の見直しも、同委員会

から取締役会への提案を通じて実現したものです。

取締役会

当社の取締役会は、独立役員である社外取締役2名（うち、女

性1名）を含む7名の取締役で構成されており、ジェンダーを

含む多様性と、迅速な意思決定を推進していく規模として適

切と考えています。また、事業、生産、研究開発、経営企画、財

務・会計などについて専門能力・知見を有する常勤取締役と、

会社経営の経験と幅広い見識から積極的に意見を述べ問題

提起を行うことができる社外取締役により、取締役会全体と

してバランスのとれたメンバー構成としています。また、取締

役の任期は、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事

業年度における取締役の経営責任を明確にするため、1年と

しています。

取締役会の構成 指名・報酬委員会

当社のすべての社外取締役・社外監査役は東京証券取引所

が定める独立性の要件を満たしています。社外取締役には豊

富な職務経験や高い専門性を活かし、客観的な立場で幅広

い視点から、経営陣の経営判断が社内の論理に偏ることがな

いよう率直かつ積極的に意見を述べていただくとともに、建

設的な助言および監督を行っていただいています。社外監査

役においては、取締役会における議決権を有しないため取締

役の職務執行について客観的な監査が可能な監査役の中に

おいても、経営陣からさらに独立した立場での監査を行って

いただいています。

社外取締役および社外監査役

コーポレートガバナンス

監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議へ出席し、

必要に応じて意見を述べるほか、重要な決算書類の閲覧など

を通じて、取締役の職務を監査しています。また、監査室およ

び会計監査人と定期的に情報・意見交換、協議を行うなどに

より相互の連携を図っています。

当社の監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名により

構成されています。監査役会は原則として月1回の定例監査

役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、

監査計画の策定、監査実施状況、監査結果の検討など、監査

役相互の情報共有を図っています。

監査役および監査役会

基本的な考え方

当社グループは、“「化学の力」で、よりよい明日を実現する。”という企業使命のもと、持続的な成長および中長期的な
企業価値向上、透明性や公正性が確保された健全な経営を実現していきます。

コーポレートガバナンス

このたびご縁があって、初めての女性社外取締役に就任しました。これまで、対話を通して自律的

な人財を育て、ビジョンを実現するための組織の環境づくりを支援するというコンセプトで、多く

の企業や団体の組織風土改革・企業文化構築のコンサルティングに携わってきました。今後は、

女性を含めた社員一人ひとりが最大限能力を発揮し、個人が成長を通して働きがいを感じ、会社

の成長を支えていくようなヒトと組織づくりのために、微力ではありますが貢献していければと

思っています。

ＫＨネオケムの成長を支えていくようなヒトと組織づくりのために

社外取締役メッセージ

社外取締役
宮入 小夜子

新たな物質を創り出すことのできる化学は、人類が直面している社会・環境課題の解決に貢献で

きるポテンシャルを持っています。当社は化学企業としてそのポテンシャルを活かし、有用な製品

を世に出し続けてきました。今後も培ってきた化学技術、製品化技術で新たな製品の開発を進め

ていけるようにするために、同ビジネスでの私の長年の経験を活かし、取締役会での積極的な発

言、関係者との意見交換などに努めていきます。

化学企業としてのポテンシャルを活かして

社外取締役メッセージ

社外取締役
藤瀨 學
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取締役会の実効性を高めるための取り組み 

内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役

会において「内部統制システムの基本方針」について決議し、

当社の内部統制が適切に機能する体制を整備しています。

内容や運用状況の詳細については当社ホームページ「コーポ

レート・ガバナンスに関する報告書」に記載していますが、近

頃の主な取り組みは次のとおりです。コンプライアンス意識

調査を実施し、その結果を踏まえて教育・啓発すべき課題を

コンプライアンスへの取り組み

役職員のコンプライアンスにかかる相談先として、ホットライン

窓口を設置しています。具体的には、社内に「コンプライアンス

担当役員窓口」「常勤監査役窓口」「コンプライアンス相談窓口」

を、社外には「弁護士窓口」を設置しています。

ホットライン

コンプライアンス体制を強化し、運用面の実効性をより高め

るために、コンプライアンス規程を改訂し、右のようなコンプ

ライアンス体制としました。

実務責任者として、コンプライアンス担当役員を設置し、コン

プライアンス推進会議では、コンプライアンス推進施策の実

施、啓発活動、研修を行います。

コンプライアンス体制

基本的な考え方
当社では、コンプライアンスをCSRの重要な柱の一つと捉え、「コンプライアンスガイドライン」ならびに「コンプライ
アンス規程」に基づき、法令遵守のみならず、社会の期待に応える行動を取るように役職員への啓発に努めています。
また当社グループにおけるコンプライアンス推進状況の把握に努め、適切な施策を講じています。

当社グループ各社の経営活動・事業活動に影響を及ぼすリス

クに関し、各事業部門においてリスクの棚卸を行っています。

リストアップされたリスクについては、その影響度と発生確率

からリスクレベルを算出し、顕在化に対する予防や、影響度を

低減する対策案の立案を行います。リスクの棚卸結果につい

ては、リスク管理事務局により、対策案やリスクレベルの適性

を審査し、重要度の高いリスクについては、経営への付議また

は報告を行います。

当社では社内管理規程に基づき、情報システムをその重要度

に応じて適切に運用することで、社内情報への外部からの不

正アクセス、および記録媒体の紛失などによる情報漏えいを

防ぐよう努めています。

また、情報セキュリティに関する情報を定期的に発信するほ

か、社員の情報セキュリティリテラシー向上に向けた教育に

も、積極的に取り組んでいます。

産業事故防止を目的に、経済産業省の要請を受け石油化学

工業協会が取りまとめた「産業保安に関する行動計画」に基づ

き、当社は各種事故リスク低減の取り組みを行っています※。
※当社ウェブサイト参照（http://www.khneochem.co.jp/csr/rc）

リスクマネジメントシステム

サイバーセキュリティの取り組み 産業保安に関する行動計画

対策案
実施
確認

経　営

リスク
抽出

各事業部門
固有のリスク

付議または報告

指示

対策立案リスク
評価

抽出し、従業員に対し各種研修をしました。また、5C Credo

を定め、役員および従業員に対しクレドカード(コンプライア

ンスカードを含む)を配布し周知徹底しています。このほか、

重要な子会社に代表取締役および社外役員として当社役員

や従業員を派遣または出向させ、企業集団全体での適切な管

理運営を推進しています。

コンプライアンス

リスクマネジメント

2019年7月に一橋大学伊藤邦雄特任教授をお招きして、「ガ

バナンス改革における現状と今後の課題」をテーマに、社内

講演会を開催しました。形式的なガバナンスの枠組みから、

実質的に取り組むべき課題、持続的な成長のために求められ

る変革、企業と投資家との対話の充実化、後継者計画や経営

人財の育成などについてご講演いただきました。講演会後に

は、伊藤教授と当社役員とのディスカッションパートを設け、

具体的なテーマをもとに当社のさらなる企業価値の持続的

成長に向けた活発な議論がなされました。

取締役・監査役のトレーニング

取締役会は、第三者機関の助言を得ながら、年に一度、取締役会の実効性を評価し、その結果について、取締役会メンバーで具体

的な改善策を検討し、これを実行することで、取締役会の機能を高める取り組みを継続的に行っています。

ガバナンス体制の強化 

取締役会実効性評価 

2018年 2019年

課題 中長期的な経営戦略などの重要な議論の充実

対応 →報告については経営判断に係る事項に絞る →重要プロジェクトや持続的な企業価値向上に資する
　議論の充実化を図る

課題 役員トレーニングの充実  継続的なモニタリングのための仕組み

対応 →研修・講習会の場を定期的に提供する →中期経営計画に基づくモニタリングを実施する

課題 社外取締役の活用・多様性の向上 （任意の）指名・報酬委員会のさらなる活用

対応 →女性取締役を任用する →年間計画や活動状況についても、取締役会へ報告する

招集・運営 推進施策の実行／報告

※コンプライアンス担当役員の補佐として、コンプライアンス事務局を設置

監督・指揮 報告

報告

監督

連携

コンプライアンス最高責任者
取締役社長

コンプライアンス担当役員※

コンプライアンス推進会議

取締役会
経営会議

監査役

1. 2. 3. 4.

執行役員制度の導入

2013年2月

任意の指名・
報酬委員会の設置

2016年12月

業績連動型
報酬制度の導入

2018年3月

女性取締役就任

2019年3月

※報酬委員会は2014年に設置

経営と執行の
分離 透明性の向上

中長期的な
企業価値

向上のために

取締役会の
多様性強化

コンプライアンス体制図
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役員一覧

基本的な考え方

ＫＨネオケムは、さまざまな分野に特色ある製品を提供し、地

球環境と人々の快適な暮らしを支える化学品メーカーであり

続けるために、「RC活動方針」を定め、企業としての社会的責

任を果たすことを第一に掲げ事業活動を推進しています。ま

た、化学品メーカーは何よりも工場の安全な運転が求められ

ることから、これを徹底するために「保安管理の基本方針」を

定め、安全の確保に努めています。

ＫＨネオケムでは、社長を委員長、保安管理担当役員を副委

員長とする環境保安委員会を設置し、RC活動を推進してい

ます。環境保安委員会で決定された「RC活動方針」および「保

安管理の基本方針」に基づき、各事業場で活動を展開してい

ます。

四日市工場および千葉工場では、品質マネジメントシステム

（ISO9001）および環境マネジメントシステム（ISO14001）

の認証を取得し、維持しており、これらに沿ってRC活動を推

進しています。

レスポンシブル・ケア（RC）とは、化学物質を製造し、または取り扱う事業者が、化学物質の開発から製造、流通、使用、
最終消費を経て廃棄に至るすべての過程において、環境、安全および健康面の対策を実施し、改善を図っていく自主管
理活動のことです。当社は「RC活動方針」を定め、RCを推進しています。

RC活動方針 RC活動体制

認証取得状況

RC活動方針

保安管理の基本方針

❶ 法令遵守
  国際規則、国内関係法令の遵守はもとより、ＫＨネオケムの規程類を

遵守する。

❷ 環境保全
  製品の開発から廃棄に至るすべての過程において環境負荷の低減

に努める。

❸ 保安防災、労働安全衛生
  無事故・無災害を継続し、地域社会とＫＨネオケムで働く人々の安

全、安心と健康の確保に努める。

❹ 物流安全、化学品・製品安全
  取り扱う化学物質や製品に関する最新の安全情報を収集し、顧客、物

流関係者およびＫＨネオケムで働く人々へ適正な情報を提供する。

❺ 社会との対話
  環境、安全、健康に関する地域社会との対話やコミュニケーション活

動を通じ、地域社会へ貢献する。

❶  保安関連法令の遵守はもとより、自ら決めたことは確実に遵守する。

❷  常に危険源を認識し、保安事故の予防に努める。

❸  保安管理システムを継続的に改善し、保安管理レベルの向上を目
指す。

❹  社員および関連する人々が自ら保安活動を推進するよう、教育啓蒙
に努める。

工場名 認証取得 審査登録機関

四日市工場
ISO9001 1999年  1月 日本化学キューエイ株式会社

ISO14001 2000年  7月 国際規格審査登録センター

千葉工場
ISO9001 1998年12月 日本化学キューエイ株式会社

ISO14001 2000年11月 日本化学キューエイ株式会社

本社

大阪支店

四日市工場

千葉工場

堺物流センター

環境保安委員会

委 員 長：社長

副委員長：保安管理担当役員

事 務 局：環境保安・品質保証部

レスポンシブル・ケア

RC活動方針および体制

取締役

大戸 德男　常勤監査役

稲垣 敦夫　社外監査役　

伊藤 健二　社外監査役

監査役

代表取締役社長
髙橋 理夫
1987年 4月 協和発酵工業株式会社 入社
2011年 7月 協和発酵ケミカル株式会社（現 当社） 
  基礎化学品事業部長
2013年 3月 当社 取締役・執行役員
2016年 3月 当社 常務取締役・執行役員
2017年  3月 当社 取締役副社長・執行役員
2019年 3月 当社 代表取締役社長・執行役員（現任）

常務取締役 生産技術本部長
松岡 俊博
1987年 4月 協和発酵工業株式会社 入社
2008年 4月 協和発酵ケミカル株式会社（現 当社） 
  生産管理部長
2011年 6月 当社 四日市工場長
2013年 4月 当社 執行役員
2014年 3月 当社 取締役・執行役員
2018年 3月 当社 常務取締役・執行役員（現任）

常務取締役　
コーポレート担当役員

（経理、財務、広報、IR担当）
平井 謙一
1978年 4月 日産ディーゼル工業株式会社
  （現 UDトラックス株式会社） 入社
2008年 1月 同社 Vice President Volvo Powertrain 
  Japan CFO
2012年 4月 同社 Vice President Volvo Group
  Trucks Operations Japan Controlling
   Coordination
2016年 1月 当社 取締役・執行役員
2018年 3月 当社 常務取締役・執行役員（現任）

取締役　研究開発本部長　兼
イノベーション戦略室長　
磯貝 幸宏
1987年 4月 東亜紡織株式会社 入社
2000年 8月 株式会社ワイ・アイ・シー 入社
2001年 10月 協和発酵工業株式会社 入社
2016年 1月 当社 研究開発本部 四日市研究所長
2017年 12月 当社 研究開発本部長（現任） 兼 
  研究開発本部 四日市研究所長
2018年 1月 当社 執行役員
2019年 3月 当社 取締役・執行役員（現任）

社外取締役
藤瀨 學
1968年 4月 三井石油化学工業株式会社
   （現 三井化学株式会社） 入社
2001年 7月 同社 取締役
2005年 7月 Mitsui Chemicals Singapore, Ltd.
   （現 Mitsui Chemicals Asia Pacific, Ltd.） 社長
2008年 4月 同社 社長 兼 Mitsui Chemicals India, 
  Pvt. Ltd. 社長
2011年 4月 学校法人国立音楽大学 監事
2012年 7月 株式会社酉島製作所 社外取締役
2016年 1月 当社 社外取締役（現任）
2017年 6月 森六ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

社外取締役
宮入 小夜子
1979年 4月 株式会社日立製作所 入社
1982年 7月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ 
  アジア総本部 入社
1986年 3月 株式会社パソナ 入社、
  株式会社エデュコンサルト（現 株式会社
  スコラ・コンサルト）出向・転籍
2000年 4月 株式会社スコラ・コンサルト パートナー（現任）
2000年 4月 日本橋学館大学（現 開智国際大学） 助教授
2005年 1月 同社 取締役
2008年 4月 同大学 教授（現任）
2019年 3月 当社 社外取締役（現任）

常務取締役 事業本部長
新谷 竜郎
1988年 4月 協和発酵工業株式会社 入社
2013年 7月 当社 事業本部化学品営業部長
2016年 1月 当社 執行役員
2017年 3月 当社 取締役・執行役員
2019年 3月 当社 常務取締役・執行役員（現任）

 （2019年9月1日現在）

濵本 真矢※ コーポレート担当役員　

斎藤 誠司 生産技術本部　副本部長　

緒方 利明 黒金化成株式会社出向（代表取締役社長）　

松田 恒次 コーポレート担当役員（人事、総務、IT担当）　

執行役員 ※上席執行役員

中橋 彰夫 千葉工場長　

近藤 佳明 四日市工場長　

清水 英樹 コーポレート担当役員
  （経営企画、海外プロジェクト、
 購買担当）購買部長　
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製品を製造するにあたって投入したインプットとアウトプットの全体像を示します。

環境保全に関わる投資額や費用額を定量的に把握し評価する環境会計を示します。

環境負荷実績フロー

環境会計

INPUT
ＫＨネオケム

四日市工場

千葉工場

エネルギー（原油換算） 
燃料 ……………………178,297ｋＬ
購入蒸気 ……………… 15,389ｋＬ
購入電力 ……………… 14,973ｋＬ

水
水道水 ……………………… １8千ｔ
地下水 ……………………… ３1千ｔ
工業用水 …………………７,681千ｔ

原材料
541,403ｔ

OUTPUT

製品
481,733ｔ

大気への排出
ＣＯ₂ …………………… 448,835ｔ
ＳＯｘ …………………………… 2.3ｔ
ＮＯｘ …………………………268.9ｔ
ばいじん………………………… 6.6ｔ
ＰＲＴＲ物質 ……………………… 4.6ｔ

水域への排出
総合排水量 ………………4,673千ｔ
ＣＯＤ ………………………… 23.3ｔ
Ｔ-Ｎ…………………………… 10.6ｔ
Ｔ-Ｐ……………………………… 1.8ｔ
ＰＲＴＲ物質 ……………………… 7.3ｔ

廃棄物
発生量 …………………… 54,825ｔ
最終埋立処分量 ……………… 7.3ｔ

単位：百万円

単位：百万円

内容 金額

収益 廃棄物（廃触媒、スクラップ品など）の売却、回収容器の売却 17

※四捨五入により、合計値が一致しない場合があります。

分類 主な取り組み内容 投資額 費用額
事業エリア内コスト 114 2,603

内 

訳

公害防止コスト 大気汚染防止、水質汚濁防止など (25) (885)

地球環境保全コスト 地球温暖化防止、省エネルギー対策など (55) (394)

資源循環コスト 資源の効率的利用、廃棄物のリサイクルなど (33) (1,325)

上・下流コスト 再生文具類（エコマーク品）の購入など 0 2

管理活動コスト 環境マネジメントシステムの整備・運用など 0 31

研究開発コスト 環境保全に資する製品などの研究開発など 0 251

社会活動コスト 環境保全を行う団体への寄付、支援など 0 0

環境損傷対応コスト 油濁賠償保険、汚染負荷量賦課金 0 7

合計 114 2,894

環境保全コスト

経済効果

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日

査察および監査

当社では、四日市工場、千葉工場および堺物流センターを対

象に、保安管理担当役員の指示のもと、本社環境保安・品質

保証部による環境保安査察を定期的に実施しています。ま

た、同様に、品質保証担当役員の指示のもと、品質監査を定

期的に実施しています。環境保安査察および品質監査により

事業場のRC活動に対する評価を行っています。

四日市工場および千葉工場では、ISO9001※1およびISO14001※2

ならびに高圧ガス認定（完成・保安）検査実施者※3としての保

安管理システムに基づく内部監査を実施しています。

四日市 工 場および 千 葉 工 場では 、I S O 9 0 0 1 ※1および

ISO14001※2に基づく外部審査（維持審査および更新審査）

を受け、認証を維持しています。

これら環境保安査察、品質監査、工場内部監査および外部

審査の結果を反映させ、RC活動の継続的な改善を図ってい

ます。

環境保安査察および品質監査

工場内部監査

外部審査

2018年度RC活動目標および実績、ならびに2019年度目標
◎：達成　○：ほぼ達成　△：未達成

RCコード 
2018年度 2019年度

目標 実績 評価 目標

環境保全  環境事故 ゼロ  環境事故　ゼロ ◎  環境事故 ゼロ

保安防災  保安事故 ゼロ  保安事故　5件 △  保安事故 ゼロ

労働安全衛生  労働災害 ゼロ

 社員休業労災 ゼロ

 社員不休業労災 2件（四日市工場、
   千葉工場）

 協力会社休業労災 1件（四日市工場）

 協力会社不休業労災 3件（四日市工場）

△  労働災害 ゼロ

その他

 コンプライアンス違反 ゼロ  コンプライアンス違反 ゼロ ◎  コンプライアンス違反 ゼロ

 トラブル削減
　5年間の平均値（27件）以下

 トラブル 31件 △
 トラブル削減

　5年間の平均値（28件）以下

※1 P.30参照　※2 P.30参照　※3 P.35参照

査察の様子

環境保安査察（四日市工場）

環境保安査察（千葉工場）

環境保全

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：2018年1月1日～12月31日
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地球温暖化防止
エネルギー使用量・原単位およびCO2排出量

当社は、省エネ法※1に基づく特定事業者としてエネルギー

の使用の合理化を推進し、また、温対法※2に基づく特定排出

者としてCO2排出量の削減に努めています。2018年度の

エネルギー使用量およびCO2排出量は、それぞれ前年度比

95.4%、94.7%に減少しました。一方、エネルギー原単位につ

いては、製品の構成差や生産トラブルなどの影響により、前年

度比105.2%となりました。今後も、エネルギー原単位の改善

およびCO2排出量の削減のため、一丸となって省エネ活動に

取り組んでいきます。

物流におけるエネルギー使用量・原単位

当社は、省エネ法※1に基づく特定荷主として物流における

エネルギーの使用の合理化も推進しています。2018年度の

物流におけるエネルギー原単位は、陸上輸送が増えたため、

0.7%増加していますが、引き続き、ロットサイズの大型化や

船舶燃料への改質液の使用などによるエネルギー使用量の

削減を進めており、増加分は軽微に抑えています。

2014 2015 2016 2017 2018（年度）

（千kL） （L/t）

■ エネルギー使用量（原油換算）（千kL） エネルギー原単位（L/t）
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※1 省エネ法： エネルギーの使用の合理化などに関する法律
※2 温対法： 地球温暖化対策の推進に関する法律

エネルギー使用量・原単位

CO2排出量 排出量

PRTR法第一種指定化学物質の排出量（2018年度） 
［排出量上位5物質］

物流におけるエネルギー使用量・原単位

2014 2015 2016 2017 2018（年度）

（kL） （L/t）

■ エネルギー使用量（原油換算）（kL） エネルギー原単位（L/t）
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環境への排出量の削減

当社は、PRTR法※3に基づき、毎年、製造または使用した第一

種指定化学物質の環境への排出量および移動量を国に届け

出ています。排出量は下図のとおりです。

今年度の排出量は「亜鉛の水溶性化合物」の水域への排出量

が1t以上となったため、排出量に計上したことなどで増加しま

した。また、こうしたことを避けるため、1t未満でPRTR上届出

の必要のないものも合計するよう計算方法を変更しました。

化学物質

※3 PRTR法： 特定化学物質の環境への排出量の把握などおよび管理の改善
の促進に関する法律

※四捨五入により、合計値が一致しない場合があります。

※  石油化学工業協会の保安・衛生委員会による選考の結果、「優れた技能を有し、担当する現場または部署において優秀な
安全成績をあげた職長など」として、13社13名に森川会長から表彰状が授与されました。

単位： t

2014 2015 2016 2017 2018（年度）

（t） ■ 大気　■ 水域

0

5

10

15

政令
番号

物質名
排出量

大気 水域 土壌 合計
20 ２－アミノエタノール 1.4 1.3 0.0 2.6 
12 アセトアルデヒド 1.4 1.0 0.0 2.3 
35 イソブチルアルデヒド 0.4 1.7 0.0 2.1 
1 亜鉛の水溶性化合物 0.0 1.6 0.0 1.6 

300 トルエン 0.8 0.0 0.0 0.8 

集計範囲： ＫＨネオケムの全事業場

対象期間： 2018年4月1日～2019年3月31日

VOICE
製造プラントの安全・安定運転を継続するために
四日市工場午起製造第一課で2018年末まで4年半係長を務め、現在は製造管理業務を担当しています。当部署
では5つのプラントで11製品を製造しており、安全・安定運転の継続のため、さまざまな取り組みを行っています。
取り組みの一例として、保安・安全の意識を高めるため、トラブル対応の経験のない中堅・若手課員に経験
者が当時の状況や対応を伝える場を設けました。また、工場周辺の環境を良好に保つため、管理機器の洗浄
作業手順をより臭気が発生しない様な方法に見直し、その運用を徹底させるなどの取り組みを行ってきま
した。地域の皆様が安心して暮らせるように、これらの取り組みを継続させたいと思います。
最後に、2018年10月に石油化学工業協会の保安表彰式※で表彰いただいたことは、今後の励みにもなり、
たいへん光栄に感じています。

従業員の声

四日市工場　午起製造第一課

伊藤 和弘

大気汚染物質 水質汚濁物質

当社は、ボイラー、廃液燃焼炉および汚泥焼却炉などから排

出される硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）およびばい

じんについて、大気汚染防止法に基づく排出基準はもちろん

のこと、地域との協定値も遵守しています。

当社は、排水中の化学的酸素要求量（COD）、全窒素（T–N）

および全りん（T–P）についても、水質汚濁防止法に基づく排

出基準および地域との協定値を遵守しています。

排出量（SOx、ばいじん）

排出量（NOx）

地域との協定値と年間の最大値

※1 ばいじん： 四日市工場では装置ごとの濃度規制となっており、代表として
発電ボイラーの値を示しています。

SOx NOx ばいじん※1

協定値 最大値 協定値 最大値 協定値 最大値

四日市工場 1.0 
Nm³/h

0.0 
Nm³/h

53.0 
kg/h

24.3 
kg/h

0.025 
g/Nm³

0.001 
g/Nm³

千葉工場 9.0 
Nm³/h

0.1
Nm³/h

12.0
Nm³/h

2.3
Nm³/h

4.5
kg/h

0.6
kg/h
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排出量（総合排水量）

排出量（COD、T–N、T–P）

地域との協定値と年間の最大値

COD T–N T–P

協定値 最大値 協定値 最大値 協定値 最大値

四日市工場 201.2 137.1 46.0 36.5 13.0 9.6

千葉工場 124.0 79.3 90.0 52.3 12.5 3.2

単位：kg/日
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■ SOx　■ ばいじん

2014 2015 2016 2017 2018（年度）

（t）

0

100

200

300

400

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日
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高圧ガス認定（完成・保安）検査実施者

廃棄物

安全環境評価（SEA）

当社では、新技術・新プロセスの導入、新規設備・機械の導入

および新規化学物質の導入を行う場合、環境、安全および健

康へ与える影響を事前に評価するためSEAを実施し、SEAで

の評価結果を反映することで、より安全なプロセス・設備とな

るよう努めています。

高圧ガス保安法で定められた制度で、保安管理、運転管理お

よび設備管理の水準が高いと認められた場合に、自ら高圧ガ

ス保安法に基づく完成検査および保安検査を行うことが可

能となるものです。

四日市工場では6製造施設で、千葉工場では1製造施設で

取得しています。両工場ともPDCA（P：Plan、D：Do、C：

Check、A：Action）サイクルを回して継続的な改善を図って

います。

当社では、廃棄物の分別を徹底し、廃棄物の3R（発生抑制：

Reduce、再使用：Reuse、再資源化：Recycle）に取り組んで

います。廃酸および廃アルカリの工場内での再使用および減

量化、廃触媒の再資源化処理委託、ならびに焼却灰の骨材と

しての再利用を進めています。Reuse、Recycleできない廃棄

物については、減量化処理し、最終埋立処分量の低減に努め

ています。

四日市工場および千葉工場では、「保安管理の基本方針」

（P.30参照）に基づき、工場の「保安管理方針」を定め、安全

環境評価や防災訓練などのさまざまな活動により工場の保

安の確保に努めています。

保安防災への取り組み
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■ 発生量　■ 排出量　■ 最終埋立処分量
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廃棄物発生量 ： 54,825ｔ　１００％

廃棄物排出量 ： 11,337ｔ　20．7％

内部リサイクル量 ： 3,168ｔ　5.8％
内部埋立処分量 ： 0ｔ　０.0％

外部最終埋立処分量 ： 7.3ｔ　０.0％

内部減量化量 ： 40,321ｔ　７3.5％

外部リサイクル量 ： 431ｔ　０.8％

外部減量化量 ： 10,898ｔ　１9.9％

廃棄物発生量・排出量・最終埋立処分量

リサイクル量・リサイクル率

廃棄物処理の流れ

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：2018年4月1日～2019年3月31日

緊急時の訓練

当社では、緊急事態の発生を想定して定期的に防災訓練、初

期消火訓練および通報訓練を実施し、万が一の場合にも迅速

かつ適切に行動し被害を最小限に食い止めるよう準備してい

ます。

単独防災訓練（千葉工場） 津波避難訓練（千葉工場）

総合防災訓練（四日市工場）

当社では、従業員および場内で作業を行う作業者の安全を確

保するとともに、災害発生を未然防止するため、リスクアセス

メント※1を実施しています。また、社内外を問わず過去に発生

した事故・災害を題材に事例研究を実施し、類似事故・災害

の発生防止に努めています。そのほか、ヒヤリハット・気がか

りメモによる危険予知活動、改善提案活動など、日常的に安

全衛生活動を実施しています。

また、労働安全衛生法の一部改正により義務化された化学物

質のリスクアセスメント※2について、改正施行された2016年

6月1日より運用を開始しています。

四日市工場では2008年10月11日以降、千葉工場では2010

年9月3日以降、社員の休業労災は発生していません。しかし、

2018年度は、不休業労災が両工場で1件ずつ発生しているこ

とから、根本原因を究明し、安全教育、設備改善などの対策を

講じて再発防止に努めています。

なお、四日市工場は、2002年に中央労働災害防止協会の業

種別無災害最長記録（当時）を達成しており、その後も記録

を更新し、国内でもトップクラスの業種別無災害労働時間記

録（有機化学工業製品製造業：23,953,235時間［2008年10

月］）を保持しています。2005年には連続無災害1万日の達成

を記念し、記念碑を建てました。

労働安全衛生への取り組み

労働災害の発生状況

連続無災害記念碑

※1 リスクアセスメント： 

  作業における危険性または有害性を特定し、それによる労働災害の重篤

度とその災害が発生する可能性の度合いを組み合わせてリスクを見積も

り、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決めたうえで、リスクの

除去または低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手法をいう。

※2 化学物質のリスクアセスメント： 

  化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者

への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減

対策を検討することをいう。

労働災害発生件数

強度率：災害の重さの程度を表す指標

（延べ労働損失日数）÷（延べ実労働時間数）×1,000 

当社 化学工業平均（厚生労働省統計）
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度数率：災害発生の頻度を表す指標

（死傷者数）÷（延べ実労働時間数）×100万

当社 化学工業平均（厚生労働省統計）
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イエローカード

SDS

当社では、製品輸送中の万一の事故に備えて、緊急時の措置

方法や連絡先などを記載したイエローカードを作成し、タン

クローリーなどでの輸送時には運転手が常時携行するよう

徹底しています。

ＫＨネオケムは、社会の持続的な発展のため、事業やコミュニケーション活動を通して、社会貢献に取り組んでいます。特に、工場

の所在する三重県四日市市と千葉県市原市では、地域に根差した活動を重視し、取り組みを強化しています。

容器ラベル

当社の製品を取り扱う人々への警告として、すべての製品の

容器にラベルを貼付しています。容器ラベルには、上記のイエ

ローカードを補完する目的として、指針番号と国連番号を表

示する容器イエローカードの導入を進めています。

当社が品質を保証しているすべての製品について、SDSを作

成し、顧客および代理店の皆様に提供しています。輸出製品

についても、輸出国の法制度に沿って、その国の公用語によ

るSDSを作成し、提供しています。

化学物質管理

当社では、製品を安全にご使用いただくために適正な情報を

提供することが第一優先であると考え、その実施に向けた取

り組みを進めています。国内においてはGHS※1準拠のJIS規

格に基づき、危険有害性情報や安全対策を示したラベルおよ

びSDS※2を作成し、また、海外各国においては、必要に応じて

その国のGHS制度に基づいた対応を実施しています。

※1   GHS（Globally Harmonized System Of Classification 
   And  Labelling Of ChemicalS）：化学品の分類および表示に関する世界調

和システム
※2 SDS（Safety Data Sheet）：安全データシート

SDS（日本語版）

イエローカード（表面）

容器ラベル

容器イエローカード

塗装作業風景

作業の様子をご覧になられる小出市長
（左から 2 人目）

市原市からの感謝状

物流安全、化学品・製品安全

社会貢献活動

● 貢献される側に
　喜んでいただける活動
● 社員が積極的に参加できる活動
● 継続的に実施可能な活動
● ＫＨネオケムを知ってもらう
　きっかけとなる活動
● 事業に関係する活動

2017年度
● 社会貢献活動に対する全社員社内アンケートを実施
　 ※回答者数573名、社員（単体）の約9割

● 社員アンケート結果の内容をもとに経営層を含め
　検討・議論を行い、活動内容を決定

● 三重県四日市市 スポーツ施設の塗装補修作業を実施

2018年度 ● 千葉県市原市 スポーツ施設の塗装補修作業を実施

社会貢献活動の5つの方針 社会貢献活動強化に向けた取り組み

ベンチの寄付と塗料を用いたスポーツ施設の塗装作業（千葉県市原市）

背景

今回、活動を行うにあたって、まず市原市役所の方々に「地域

の皆様に喜ばれる活動」についてご相談しました。その後、市原

市役所より活動候補のご提案をいただき、当社の「社会貢献活

動の5つの方針」に沿って活動を精査しましたところ、合致する

項目が最も多い活動内容として、今回「市原スポレクパークで

の観覧席ベンチ寄付および塗装作業」が選ばれました。

活動報告

今回の活動では、当社の製品が使用されている塗料を用い

て、役員と社員およびその家族が市原スポレクパーク場内

の観覧席ベンチ84基を手作業で塗装しました。当日は全社

から計96名の有志が参加して活動を行いました。慣れない

作業で、時間がかかるかと思いましたが、有志一同、真剣な

表情で黙々と作業をし、本来であれば2時間ほどかかる予定

であった塗装作業を、半分の1時間で終了することができま

PICK UP!

した。そのため、当初は予定していなかった「二度塗り」を急

遽行うこととなりましたが、それでもスピーディーに仕上げ

ることができ、予定していた作業時間内ですべての作業を終

えることができました。また、塗装作業には市原市長の小出

譲治様にも駆け付けていただき、従業員の塗装風景を感心

しながらご覧になられました。閉会式では、今回の社会貢献

活動を記念した記念プレートの除幕式を行った後、小出市

長よりお言葉を賜るとともに感謝状を頂戴しました。最後に

は当社千葉工場長の中橋彰夫より、「市原市の皆様に喜ん

でいただける活動ができてよかった」と、閉会の挨拶を行い、

本活動を終了しました。市原スポレクパークは、ラグビーの

世界最高峰リーグ「スーパーラグビー」に参加する日本チー

ム「サンウルブズ」の練習拠点として使用されています。注

目が集まる場所に「ＫＨネオケム」の名前を残すことができ、

今回の活動は当社にとっても、大変有意義なものとなりま

した。本活動は、来年以降も継続して行っていく予定です。

今後も地域の方々をはじめとするさまざまなステークホル

ダーの皆様に対して、積極的、かつ継続的に貢献していきた

いと考えています。
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四日市工場・R&D総合センターの取り組み

工場での取り組み

新学年を迎える地元小中学校の皆さんが、“安全に、
そして安心して登校できるように”との想いから企画
し、地区の市民センターや自治会などと連携を取っ
てカーブミラー清掃を行いました。当日は社員有志
が参加し、桜が咲く春らしい陽気の中、気持ちよく作
業を行い、51ヵ所のカーブミラーを清掃しました。

「石油化学コンビナートの理解を深めてもらうとと
もに、夏休みの楽しい思い出を」をコンセプトに、地
元NPOと協力して工場見学ツアーを実施しました。
市内の小学生20人を招き、工場についての学習や
場内の見学、プラスチック板を使った工作を行って
もらいました。

カーブミラー清掃 小学生工場見学ツアー

四日市工場・R&D総合センター
午起製造所・R&D総合センター　三重県四日市市大協町2-3
霞ヶ浦製造所　三重県四日市市霞1-4

 川越町高松海岸ボランティア清掃に参加
 三滝公園ボランティア清掃に参加
 国道２３号線歩道のボランティア清掃に参加
 南部丘陵公園南ゾーンの里山保全活動に参加

環境・安全関連トピックス

執行役員 
工場長 

近藤 佳明

所在地

380名（2019年6月現在）従業員数

千葉工場
千葉県市原市五井南海岸11-1

 五井臨海まつりを共催
 地元児童・生徒向け工場見学会を実施
 国道１６号線のボランティア清掃に参加

環境・安全関連トピックス

執行役員 
工場長 

中橋 彰夫

所在地

120名（2019年6月現在）従業員数

千葉工場の取り組み

五井地区の町会と当社を含む臨海部企業が中心と
なって開催する「五井臨海まつり」に、模擬店を出店
しました。当日は地域の多くのお客様や、市原市の小
出市長とマスコットキャラクター「オッサくん」にお越
しいただくなど、大盛況でした。今後も地域に貢献す
るべく、継続して出店していきます。

市原市や市原商工会議所と連携し、地元高校生の
社会科見学会を開催しました。工場の中を大型バス
で見学するとともに、若手社員の仕事内容について
理解を深めてもらいました。
高校生の工場見学は千葉工場として初の試みでし
たが、今回の目標である「働くことの大変さと面白
さ」を皆さんに実感していただけたと思います。

五井臨海まつり 高校生社会科見学会

工場のレスポンシブル・ケア関連データについては弊社ウェブサイト（http://www.khneochem.co.jp/csr/rc/）でご覧いただけます。

 橋北通りのボランティア清掃に参加
 橋北地区のカーブミラー清掃を実施
 石油化学工業協会より1名が保安表彰受賞
 三重県高圧ガス保安協会より１名が優良保安監督者表彰を受賞

 国道１６号線の交通安全活動を実施
 いちはら国府まつりボランティアに参加
 絶滅危惧種「ヒメコマツ」の保護回復活動を実施
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株主・投資家とのコミュニケーション

No. 時期 活動内容 ご参考
1 1月 機関投資家工場見学会 千葉工場
2 2月 決算説明会 2017年決算
3 3月 海外投資家コンファレンス（東京） 欧米機関投資家
4 5月 決算説明会（電話会議） 2018年第1四半期
5 6月 海外IR ロンドン・エジンバラ
6 6月 個人投資家説明会 千葉県市原市
7 8月 決算説明会・事業説明会 2018年第2四半期
8 8月 個人投資家説明会 東京都
9 9月 海外投資家コンファレンス（東京） 国内外機関投資家

10 11月 VISION 2030・決算説明会 2018年第3四半期
11 12月 個人投資家説明会 東京都

当社は、毎年３月に定時株主総会を開催しています。株主総会

は会社の最高意思決定機関であると同時に、株主の皆様と直

接対話できる貴重な機会と捉え、株主の皆様が出席しやすい

日時・場所とするよう努めています。ご説明の際に映像などを

用いるほか、事業を紹介する展示ブースを設置するなど、当社

の事業内容や取り組みをよりわかりやすくお伝えするよう取り

組んでいます。また、年に2度発行している株主通信には、読み

応えのある内容を目指し、VISION 2030・第3次中期経営計画

の特集や、事業に関するトピックスなどを盛り込みました。

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（SNAM）が設定する、2019年度「SNAMサステナ

ビリティ・インデックス」の構成銘柄（環境・社会・ガバナンス（ESG）に優れる約300銘柄）に、当社が選定

されました。

当社は、投資家の皆様に事業内容や業績へのご理解を深めて

いただくために、経営陣が率先して積極的なコミュニケーショ

ン活動に取り組んでいます。例えば2018年は上の表にあると

おり、年間4回の決算説明会、長期ビジョンや事業概要の説明

会、工場見学会、個人投資家説明会などを開催し、当社の経営

方針や業績状況、安全や環境に対する取り組みなどに理解を深

めていただきました。また、2019年2月には東証IRフェスタに出

展し、当社経営陣が多くの個人投資家の皆様から直接貴重な

ご意見・ご感想をいただき、非常に有意義な機会となりました。

株主とのコミュニケーション

2019年度「SNAMサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定

2018年IR活動のご紹介

投資家とのコミュニケーション

［左上］株主総会の様子 ［左下］事業紹介用展示ブースの様子
［右上・右下］当社株主通信

［左上］決算説明会 ［左下］東証IRフェスタ ［右］当社IRサイト

ＫＨネオケム  IR 検索

アスリート支援

設立 2010 年12 月 
 ※前身の協和油化株式会社は1966年11月設立

資本金 8,808百万円

本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-3-1

関係会社 黒金化成株式会社

 株式会社黒金ファインズ

 株式会社ジェイ・プラス※

 ※三菱ケミカル株式会社との合弁会社

会社概要 （2019年6月30日現在） 国内・海外拠点

Photo：Aflo Sport

氏　名 ：  菊池 萌水（きくち もえみ）

生年月日 ：  1992年4月6日（27歳）

身　長 ：  158㎝
出身地 ：  長野県南佐久郡南相木村
出身校 ：  野沢北高－早稲田大－早稲田大大学院（在学中）

好　物 ：  うどん
趣　味 ：  だし料理・お菓子づくり・一眼レフカメラ・語学

菊池萌水選手プロフィール

Photo：Aflo Sport

大阪支店
本社（東京）

千葉工場四日市工場・
R&D総合センター

堺物流センター

晟化（上海）貿易
有限公司

KH Neochem
Americas, Inc.

新川崎オフィス

従業員の一体感醸成とさらなる高みへの挑戦に、菊池萌水
選手は貢献しています。

社内行事

国内で行われる主要な大
会に、社内で有志を募り、
応援に駆けつけました。

大会応援ツアー

2018年10月9日に、当社はスピードスケート・

ショートトラックの菊池萌水(きくちもえみ)選手

と所属契約を締結しました。菊池選手は2022年

北京オリンピックでのメダル獲得を目指し、たゆ

まぬ努力を続け、世界の舞台で活躍しています。

当社は菊池選手の姿勢に共感し、目標達成に向

けて全力でサポートをしていきます。

スピードスケート・
ショートトラック選手と
所属契約

8歳からショートトラックを始める。

2009年 世界ジュニア選手権初出場　3000mリレー4位
2010年 全日本ジュニア選手権　総合優勝
2014年 ソチオリンピック代表
 全日本距離別選手権　500m,1000m優勝
2016年 W杯ドイツ大会　3000mリレー3位
2017年 全日本選手権　総合優勝
 世界選手権　3000mリレー3位 
2018年 W杯カナダ大会　3000mリレー日本新記録
 W杯アメリカ大会　3000mリレー3位
2019年 JOC強化指定選手
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