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編集方針
この報告書は、当社の中長期的な価値創造やビジョン、強みと原動力、価値
創造の基盤等について示すことで、ステークホルダーの皆様との対話につ
なげ、当社の価値創造活動のさらなる進展を図ることを目的としています。
作成に当たっては、経済産業省の価値協創ガイダンスを参考にしました。

報告対象範囲 
対象期間 ： 2019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 2019年４月１日から2020年３月31日としていま
す。また、一部2020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 ： 2020年７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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企業使命

「化学の力」で、よりよい明日を実現する。

経営姿勢

確かな技術と豊かな発想で、夢を「かたち」にする。

VISION 2030

「世界で輝くスペシャリティケミカル企業」

第３次中期経営計画

「新たな挑戦」

行動指針

「新たな一歩」を踏み出して、さらなる高みに挑戦する。
5C Credo

Challenge
挑戦

Curiosity
好奇心

Communication
コミュニケーション

Courtesy
思いやり

Compliance
コンプライアンス
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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、
より豊かで持続可能な社会の実現に貢献します。

「
化
学
の
力
」で
、
よ
り
よ
い
明
日
を
実
現
す
る
。

目指す姿へ向けた事業活動

目指す姿

世界で輝く
スペシャリティ
ケミカル企業

事業

機能性材料

電子材料

基礎化学品

P.16

P.22

P.23

ユニークな構造・物性を有し、
人と環境に優しい高機能材料を供給

日々進歩する電子材料分野に対応する
高純度溶剤を販売

豊富な品揃えと確かな品質で
産業を支えるさまざまな用途分野に展開

冷凍機油原料

溶剤

化粧品原料

高純度溶剤
（半導体・ディスプレイ向け）

樹脂原料

水系塗料原料

可塑剤原料

戦略ドメインにおける提供価値

価値創造の基盤

地球環境

安全・安定

地域社会

コーポレート
ガバナンス

競争優位の源泉

ＫＨネオケムの価値創造

グローバル
ニッチな
技術力

P.04

世界有数の
生産設備

P.04

お客様との
協創
P.06

技術・情報

人財・企業風土

P.24

P.28

原動力

戦略ドメイン

ヘルスケア

環境 エレクトロ
ニクス

社会の変化 提供価値

 コンピューター技術の飛躍的向上と
　ICT社会の発展

 AI・IoT進展によるモビリティ革命

 高純度溶剤の安定供給と、
 さらなる高品質化を通じて、
 半導体やディスプレイの技術進歩に貢献

 新素材の創出および先端技術を
 利用したソリューションの提供によって、
 エレクトロニクスの発展に貢献

エレクトロニクス
AI・IoTの普及やモビリティ革命、エレクトロニクス業界の
次世代技術に貢献するスペシャリティケミカル素材を提供します。

ヘルスケア

社会の変化 提供価値

 アジア諸国での人口増と、所得水準の
　上昇による美や健康志向の高まり

 人々のライフスタイルやニーズの多様化

 高品質な化粧品原料の提供を通じて、
 一人ひとりの美しさの実現をサポート

 洗剤・トイレタリー分野への素材提供を
　通じて、人々のQOL※向上に貢献

世界中の人々の多様化するライフスタイルやニーズに応える、
高付加価値なスペシャリティケミカル素材を提供します。

社会の変化

 地球温暖化の深刻化

 環境課題に対する世界的な関心の高まり

 アジアを中心としたエアコン需要の拡大

提供価値

 環境配慮型エアコン向け冷凍機油原料
　によって、地球温暖化抑制に貢献

 グリーンケミカルを推進し、
 地球環境負荷低減に貢献

環境
世界的課題である、地球温暖化などの環境問題の解決に寄与する
スペシャリティケミカル素材を提供します。

P.07

※Quality of Life
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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。

高
圧
オ
キ
ソ

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）

イソデシル
アルコール

製品名：
デカノール

（可塑剤原料）

自動車

住宅

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有

数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

ルアルコールやイソデシルアルコール、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。

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。コアであるオキソを

軸とした独自の技術で、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。

ＫＨネオケムの強み

グローバルニッチな技術力

世界有数の生産設備

原
油

各種
オレフィン

プロピレン

各種原料

オキソが軸の合成技術

混合物から対象の化合物を高純度で取得する技術です。長年培ってきた高純度化技

術に加え、徹底した品質管理のもと生み出される当社製品は、不純物の少ない安定し

た品質であり、国内外のお客様から高い評価を得ています。

精製（高純度化）技術

高度な品質管理技術

高圧
オキソ

低圧
オキソ

国内におけるＫＨネオケム製品のシェアと主な用途

四日市工場 千葉工場

ディスプレイや半導体の製造プロセスに使用される
非常に高純度の溶剤です。

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。

低
圧
オ
キ
ソ

高
純
度
化
技
術

環境配慮型エアコン向けの潤滑油（冷凍機油）の原料です。
また、自動車のガラス中間膜や化粧品基材の原料としても使用されています。

オクチル酸
（冷凍機油原料）

1,3－ブチレン
グリコール

（化粧品原料）

半導体やディスプレイの製造プロセスに使用される、
非常に高純度な溶剤です。

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。

ブタノール
（溶剤）

酢酸ブチル
（溶剤）

自動車

住宅

美容液

化粧水

ディスプレイ

オキソ反応（ヒドロホルミル化反応）とは？
各種オレフィンなどの原料と一酸化炭素（CO）と水素（H2）を

反応させ、アルデヒドを合成する反応です。COとH2を製造す

る工程で、炭酸ガス（CO2）を原料として使用していて、環境配

慮型の大変稀有な技術でもあります。実際に、四日市工場では

燃料を使用した後に発生する排ガス中のCO2の一部を回収し、

原料として使用しています。

高圧・低圧の両方を駆使するオキソ技術
当社は、国内唯一の高圧オキソ反応設備と、低圧オキソ反応設備

という異なる２種類のオキソ反応技術を保有しています。オキソ

反応で得られたアルデヒドから、有機合成技術を駆使することで、

さらにアルコール、合成脂肪酸、エステルなどさまざまな誘導

体を合成することができます。それぞれのオキソ技術が持つ特長

（優位性）を最大限に活かし、幅広い製品を製造しています。

環境配慮型エアコン向けの潤滑油（冷凍機油）の原料です。
また、化粧品基材の原料としても使用されています。

イソノナン酸
製品名：

キョーワノイック－N

（冷凍機油原料）

エアコン

高純度溶剤 半導体

化粧品

エアコン

自動車 化粧品食品包装
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世界で輝く
スペシャリティケミカル企業
●	 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

ＫＨネオケムの強み

ＫＨネオケムの歩み事業の拡大

目指す姿

VISION 2030は、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です。

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。

※連結の目標値・計画値です。

年平均５%の
企業成長

売上高

1,800億円
年平均７%の

利益拡大

営業利益

250億円超
高い資本効率を

維持

ROE

12%超
外部環境に影響されにくい

財務体質を構築

自己資本比率

50%

当社の主要なお客様は、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。

国内外問わず、可能な限りお客様と正面から向き

合ってお付き合いをすることが、私たちのポリシーで

す。それにより、お客様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

業につなげてきました。

年
石油化学へ製法転換
時代の変化に合わせ自らを変革

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

年〜 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

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

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

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

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

お客様との
協創

機能性材料事業開始
より人と環境に優しい、
高付加価値品の市場へ参入
環境に優しいエアコンや、
化粧品用途に製品を提供

電子材料事業開始
最先端のエレクトロニクス
分野のニーズに応え、
不純物（異物や金属）の
含有量が極めて少ない、
高純度溶剤を展開

新事業の創出へ
異業種交流やビジネス
マッチングの展開など、
外部との技術協創を図り、
従来にない観点からの
イノベーション創出へ

基礎化学品事業開始
創業事業であり、
住宅・自動車・食品包装など、
私たちの暮らしに身近な
分野に向けて製品を提供

2018年 2030年
（VISION 2030）

環境

ヘルスケア

エレクトロ
ニクス

新事業

環境

ヘルスケア

エレクトロニクス

（億円）
250

200

150

100

50

0

営業利益

戦略事業

基盤事業 +50億円

+80億円

投下資本

市
場
成
長
性

大

大

基盤事業
継続的な

生産性向上により、
競争力を強化し、

安定した収益確保を
実現する

新事業を含めた
事業拡大に向け、

成長投資を
積極的に行う

戦略事業への
資本投下を可能にし、
成長を下支え

財務目標※

目指す姿

戦略事業

成長イメージ 戦略概要

創業者	加藤辨三郎
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　2019年３月の代表取締役社長就任から、早１年以上が経

ちました。日本の石油化学産業が恵まれていたそれまでの５

年間とは異なり、経営を取り巻く環境が激変した１年であっ

たと実感しています。就任直後こそ比較的順調に推移したも

のの、2019年後半からは米中貿易摩擦等の影響によって中

国の需要が鈍化したことから、特に基礎化学品の動きが弱く

なりました。また、直近では、新型コロナウイルス感染症の世

界的拡大の影響も重なり、非常に舵取りが難しい局面に入っ

たと認識しています。

　2019年度にスタートしたVISION 2030と第３次中期経

営計画は、アジアを中心とする市場において、相応の高い成

長率が続くことを前提に数値目標を設定していましたが、残

念ながら、当時の想定とは大きく異なる経営環境に現在直面

しています。

　一方で歴史を振り返れば、石油化学産業は景気循環によっ

て低迷する時期が一定のサイクルで存在します。これは過去

数十年と繰り返されてきたことなので、それ自体に驚くこと

はありません。あらゆる産業に素材を提供する化学メーカー

の宿命とも言えます。経営者としては、長期的な視座に基づ

いた経営判断と環境変化を踏まえた的確な対応の両面を常

に意識し、持続的成長に向けた最善策を着実に打っていくこ

とが何より大切なことだと考えています。

　2020年度は、四日市・千葉両工場が大規模定期修繕の年

に当たることや、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う世

界経済の落ち込みなどにより、前年比で大幅な減収・減益を

見込んでいます。

　一方で、中長期的な需要予測については、次第に上向いて

いくと想定しています。特に当社が展開する主力製品群につ

いては、それぞれが社会課題の解決や社会貢献につながる

ニーズを捉えていることから、需要は拡大していくものと確信

しています。

　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」

を掲げたVISION 2030についても、現在厳しい経営環境下

ではありますが、進むべき方向は何ら変わりません。当社の

強みが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」の３つを戦略ドメインに設定していますが、今後も

経営資源を優先的に配分し、世界シェアNo.1製品の拡大と

新事業の創出を目指します。そして、地球環境と豊かな暮ら

しに貢献するスペシャリティケミカル素材を、世界中の多く

の産業に提供していきたいと考えています。

　装置産業という事業の性質上、将来の需要を予測し、設備

投資を先行させる必要があります。投資についてもVISION 

2030達成に向け、経営陣が一体となって判断を行っていき

ます。

環境認識と大きな環境変化への対応

VISION 2030の実現に向けた着実な歩み

社長メッセージ

ＫＨネオケム株式会社
代表取締役社長

新型コロナウイルス感染症により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、
罹患された方々、そのご家族や関係者の方々におかれましては心よりお見舞い申し上げます。
2020 年は、新型コロナウイルス感染症拡大による世界的な景気低迷の影響もあり、
我々の事業も非常に厳しい状況に置かれていますが、当社は特長ある有望な製品群を多数有しています。
今後も持続的成長に向けて、社会のニーズと正面から向き合い、事業環境の変化に適応しながら、

「VISION 2030」実現に向けたアクションを着実に実行してまいります。

環境変化に応じながら
「VISION 2030」実現に向けた
アクションを着実に実行していきます。

	戦略ドメイン

環境 エレクトロニクス

ヘルスケア
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第３次中期経営計画“新たな挑戦”の進捗

戦略Ⅲの「ビジネス基盤の強化」では、VISION 2030実現に

向けた原動力と位置づけている「技術・情報」と「人財・企業

風土」の両面での取り組みを進めています。

　「技術・情報」では、AIやIoTを活用したプラントオペレーシ

ョンの革新を推進しています。AIなどの要素を加えることで

効率的な稼働が可能になり、省エネと製造コストダウンにも

貢献します。当社ではこれを“高度制御システム”と呼び、すで

にいくつかのプラントに導入しています。2023年までに四日

市・千葉両工場の大半のプラントに“高度制御システム”を導

入する予定です。

オペレーション革新に向けて

将来の収益の柱に向けた大型投資を果断

　戦略Ⅱ「将来の機能化学品事業拡大に向けた積極投資」で

は、先々の収益の柱となる機能化学品への大型投資に向け、

事業性調査と投資判断を行っていきます。

　冷凍機油原料関連では、2020年初めに四日市工場で新プ

ラントが完成しましたが、需要の伸長に伴い、千葉工場の増

強も検討する必要があります。すでにフィージビリティスタディ

（実行可能性調査）を開始していますが、当初の想定以上に

プラント建設コストが高騰してきているため、さらなる工夫

を重ねて、投資に見合った収益を得られる増強計画に仕上

げていくことが大切だと感じています。

　研究開発面では、オープンイノベーションを加速させてい

ます。神奈川県川崎市に新設した研究開発拠点「KH i-Lab」

は、異業種企業や研究機関などとのオープンイノベーション

のための施設です。戦略ドメインにおいて、新たな収益の柱と

なる新事業を創出していきたいと考えています（詳しくは特

集24～26ページをご覧ください）。

　また、リスクコントロールの観点では、在庫リスクの低減が

非常に重要です。リーマンショックの際に過大な在庫を抱え、

大きな赤字を計上した反省から、これまで在庫適正化の仕組

みづくりに注力してきました。その結果、今回はこの厳しい局

面においても、ある程度在庫リスクをコントロールできている

と考えています。さらに2019年末に初めて社債を発行し、50

億円を調達するなど、手元流動性も高めてきました。財務体

質については、外部環境が大きく変わっても、通常業務のオペ

レーションにおける在庫管理などを行うことで、一定期間は

きちんと耐えられるだけの体質へ改善できたと認識していま

す。今後も経営環境と市場動向をしっかりと見極めながら、

大型投資についても果断な意志決定を行っていきます。

社長メッセージ

　第３次中期経営計画は、VISION 2030実現に向けた“新た

な挑戦”の３年間と位置づけています。主な戦略は長期的成

長に向けた取り組みであり、これまで順調に推し進めてきま

した。重要なのは、長期の需要予測に基づいて、設備投資の

必要性を的確に判断する必要があるという点です。ここ数年、

当社の冷凍機油原料が好調でしたが、これは、リーマンショッ

クに端を発した世界経済危機等の影響によって厳しい経営

環境であった時期に、将来の需要を見据えた大型投資を決

定し、2011～2014年に完成したプラントが世界的な需要の

伸長に応えてきたことによるものです。市場の伸長率や当社

製品のシェア拡大についての妥当性を入念に検証すること

が前提ではありますが、今後も将来に向けたプラント増強を

完遂することが重要だと認識しています。

　それでは、まず戦略Ⅰ「新設備の稼働等による収益拡大」に

ついて説明します。第３次中期経営計画期間中に新設備を完

成させ、収益拡大につなげることを目標としています。四日市

工場の冷凍機油原料新プラントは2020年１月に予定通り竣

工しました。当面は償却コストが先行しますが、本計画期間

中に業績に寄与できるものと考えています。

　電子材料関連では、子会社の黒金化成において、次世代半

導体の製造プロセスに欠かせない、EUV（極端紫外線）レジ

スト向け素材への設備投資を進めています。半導体製造にお

ける回路の微細加工技術を進化させるEUVは、10年来の世

代交代と言われており、素材分野においても大きなビジネス

チャンスがあります。黒金化成は、小回りを利かせた手法で事

業を展開しており、本件は同規模の他社に先んじて投資を決

定しました。年内に、当該設備の稼働開始を計画しています。

　化粧品原料では、アジア周辺市場のスキンケア製品の需要

や、同業他社の増設計画を踏まえ、まずは少額投資による“デ

ボトルネッキング”に取り組んでいます。すでに2019年に計

画の一部を実施済で、2021年に残りの投資を行う予定です。

	 第３次中期経営計画概要（2019～2021年度）

新設備の稼働等による
収益拡大

戦略	 戦略	

将来の機能化学品事業※

拡大に向けた積極投資

戦略	

ビジネス基盤の強化

● 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

● 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

● 最新技術(AI・IoTなど)を
活用したプラント制御
システム導入拡大

● 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

※機能性材料事業と電子材料事業
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財務・資本戦略社長メッセージ

ＫＨネオケム株式会社
取締役 常務執行役員

濵本 真矢

　当社は、2030年に向けた長期計画「VISION 2030」にお

いて、高い資本効率を維持しながらも、外部環境に左右され

にくい、バランスの良い財務体質の構築を目指しています。

具体的には2030年にROE12％超、自己資本比率50％を目

標に掲げています。

強固な財務基盤

　現在の中期経営計画（2019－2021年度）では、３年間で

230億円の投資を計画しています。内訳としては、当社の成

長の柱となっている機能性材料を中心とした戦略投資に

125億円、既存の生産設備強化や職場改善といった基盤強

化に105億円をそれぞれ投資する計画です。2019年度は、

四日市工場における冷凍機油原料の新プラント建設や、

オープンイノベーション拠点（KH i-Lab：川崎）の開設等、戦

略ドメインとしている環境関連分野を中心とした中長期的

な成長へ対応可能な体制が整いました。

　一方で、プラント建設費が高騰している状況下、多額の固

定費増加による過度の財務負担が生じないよう、需要動向

等を常に把握し、大型投資の時期を見極めていきたいと考

えています。

投資戦略

　2019年度は、米中貿易摩擦等を背景に、特に中国経済に

不透明感がある中、下期にかけて需要が減速するなど、厳し

い事業環境となりました。

　2020年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大による世

界経済の急激な悪化に伴う企業の生産活動低下や、個人の

消費活動停滞もあり、先行きの不透明な事業環境ではあり

ますが、冷凍機油原料の新プラントや、子会社である黒金化

成の半導体向け設備の本格稼働等により、着実に前進して

いきたいと思います。

2019年度実績および2020年度の見通し

　当社は、成長投資と財務健全性のバランスを勘案しつつ、

配当性向30％を目途として、安定的で利益成長に見合った

配当を行うことを基本方針としています。2019年度の配当

については、１株につき中間配当・期末配当各々30円、通期

60円となり、2020年度も2019年度と同額の配当を予定し

ています。

　これからも、中長期的な利益成長とそれを支える投資、株

主還元、株主・投資家の皆様との対話を通じて、さらなる企

業価値・株主価値の向上に取り組んでまいります。

株主還元方針

多様な人財が活躍し、成果を最大化する企業風土の醸成へ

持続的な企業価値向上に向けて

　「人財」では、スピード感と変革力、専門性、ネットワーク力を

有する人財が長期成長に不可欠であるとの考えから、キャリ

ア採用を積極的に実施しています。当社は、2011年に協和発

酵キリン（現協和キリン）グループから独立した経緯もあり、ま

ずは管理部門を強化すべく、経営管理や財務・経理、人事など

のスペシャリストの採用を増やしてきました。また、その後はビ

ジネスの成長に合わせて、エンジニアや営業、R&D人財の採

　ESGの取り組みが昨今注目されていますが、サステナブル

な事業成長においてまず重要なのは、ビジネスを通じて社会

に貢献していくことだと考えています。当社はこれまでも、環

境負荷の低い製品群を充実させるなど、付加価値の高い素

材提供によって社会に貢献してきました。例えば環境に優し

いエアコンに用いられる冷凍機油原料などは、社会の課題解

決に直結するわかりやすい事例だと言えます。

　その他にも、コーポレートガバナンスの実効性向上やコン

プライアンスの徹底等については、独立し上場企業として歩

む過程で着実に強化を進めてきました。また、四日市工場（三

重県四日市市）と千葉工場（千葉県市原市）においては、生産

工程における環境負荷の低減に加え、地元の行政と連携し、

地域のニーズを伺いながらの社会貢献活動等にも前向きに

取り組んでいます。

　すでにさまざまなESGにつながる取り組みを実施していま

すが、より体系的に情報を整理し、ターゲットを定め、PDCA

用も強化し、現在では、独立以降に入社した社員の割合が半

数近くまで上昇しています。異なる環境で働いてきた人や若い

世代の人たちによって社内に新たな風が吹き込まれ、イノベー

ティブな職場環境が生まれることも大いに期待しています。

　「企業風土」では、多様な価値観を認め、ダイバーシティを

推進し、成果の最大化を図っていきたいと考えています。先ほ

どの「人財」でも述べたように、社内は多様性の高い陣容に大

きく様変わりしてきましたが、その一方で社員一人ひとりが

同じ方向を向いて、能力を最大限発揮するためには、従業員

エンゲージメントの向上が大切だと感じています。そこで企

業風土改革の一環として、事業推進の核となる管理職を中心

に、各職場でVISION 2030の理解をより深めるための新た

な研修や、エンゲージメント向上研修を実施しました。各職

場において自分たちの言葉でコミットメントをしてもらうこと

で、少しずつではありますがエンゲージメント向上につなが

っていると実感しています。地道な取り組みになりますが、必

要に応じてさまざまな施策を実施し、企業風土改革を推進し

ていきたいと考えています。

サイクルを回しながら社外へ発信していくことも今後の課題

だと認識しています。

　新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、現在は厳

しい局面ではありますが、当社は特長ある有望な製品群を有

しています。ステークホルダーの皆様におかれましては、中長

期的な成長に目を向けてご支援をいただきますよう、引き続

きよろしくお願い申し上げます。
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財務・非財務ハイライト
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※P14は連結、P15は単体の数値となっています。また、期間・時期に注記のないデータは１月１日～12月31日を示します。
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勤続年数と男女差異

※すべて４月１日時点

（年度）

2016 2017 2018 2019 2020

勤続年
(男) 17.1 16.5 16.0 14.6 13.5

勤続年
(女) 16.9 16.9 16.3 14.3 14.3

年数差
(男女) -0.2 0.4 0.3 -0.3 0.80
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採用者数

※期間の定めのない労働契約を締結している労働者のみ

（年度）

2015 2016 2017 2018 2019

新卒 14 18 8 21 27

キャリア 8 5 14 19 50

合計 22 23 22 40 77
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機能性材料
冷凍機油原料・
化粧品原料など

バリューチェーン例

2015 2016 2017 2018 2019

74
87

124 118 119

売上総利益
（連結・億円）

営業利益 構成比
（2019）

事業概況

冷凍機油原料 戦略ドメイン
環境

調達原料

・プロピレン 
・その他
　オレフィン

技術

冷凍機油
原料

冷凍機油
関連メーカー

圧縮機
メーカー

製品 最終製品になるまで 創出される価値

地球温暖化
抑制に貢献オキソ技術

環境配慮型エアコンの
世界展開を進める

基礎化学品分野で培ったオキソ技術により、エアコン向けの冷凍機油原料などを製造・販売しています。

当社が戦略ドメインとして定めた３分野のうち、「環境」「ヘルスケア」の２分野を支えて

いるのが機能性材料事業です。

冷凍機油原料は、環境に優しいエアコンに使用される潤滑油の原料として、地球温暖化

抑制に貢献しています。化粧品原料は、高級なスキンケア化粧品などに利用されており、

世界中の人々のQuality of Life（QOL）向上に役立っています。

ＫＨネオケム
最終製品

環境
配慮型

エアコン

エアコン

オクチル酸

イソノナン酸
（キョーワノイック－N）

用途分野 代表製品

強み 市場環境
環境配慮型空調市場の世界的拡大

世界的な高シェア

最大需要地であるアジアに立地

お客様と連携した研究開発体制

新興国の人口増加

 世界的な中間所得層の拡大

国際的な冷媒の環境規制強化

※事業概況における「営業利益」の算出に当たっては、全社に共通する管理費等を配分していません。

2019年度の振り返りと今後の取り組み
❶について、2019年は四日市工場において冷凍機油原料新

プラントの建設工事を概ね予定通り進め、2020年１月に無

事竣工式を終えることができました。今後は、適切な運転管

理による安定稼働の継続に取り組んでいきます。また、新製

品の開発や、デボトルネッキングなども実施していきます。

❷については、千葉工場増強のフィージビリティスタディ（実

行可能性調査）を開始しました。本件は、プラント建設コス

トが高騰するなど足元の事業環境が大きく変化する中、非常

に難しい投資判断が求められますが、厳格な経済性試算に

も耐えられるよう、増強案を適宜修正し、その優先順位も含

め適切に判断していきます。

2020年前半は新型コロナウイルス感染症の影響により短期

的な販売減速がみられますが、中長期的に見れば、世界の環

境に優しいエアコン需要、ひいては当社の冷凍機油原料の需

要伸長が予想されます。足元の経営課題に対して最善策を講

じるとともに、中長期的な視点を大切にして、着実に成長戦

略を遂行していきます。

❶ 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

❷ 将来の収益の柱となる、機能化学品（冷凍機油原料など）の大型投資判断

第３次中期経営計画のポイント

四日市工場の冷凍機油原料
新プラントについて

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、当社は四日市工場に新

プラントを設置しました。2020年１月に無事竣工し、対

象製品につき50％の能力増強を実現しました。
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冷凍機油原料

冷凍機油原料の市場展望

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長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長

ＫＨネオケムの戦略

ＫＨネオケムの主力製品群の一つ、『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、新興国においては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）。

 世界のエアコン販売台数予測

	鉱油系（旧冷媒対応）　 	合成系（現行冷媒・新冷媒対応）

出所：JARN資料をもとに当社推定

※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

 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 鉱油系 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

当社は、キガリ改正や新興国の経済成長による、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

※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約国会合（MOP28）における新たな国際的合意を示す。

2018年 2025年

世界的に合成系冷凍機油を使用した
エアコンの市場が拡大

年平均成長率5%

1.0億台

1.4億台
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スキンケア購入額（１人あたり）

0

30

60

90

120

150($) 142
123

25
7 5 2

大きな
潜在需要

強み

2019年度の振り返りと今後の取り組み
❶については、2019年に少額投資による生産能力のデボト

ルネッキングを行いました。また、2021年定期修繕時の完

工を目指して、さらなるデボトルネッキングに着手します。

❷については、各種研究機関の協力を得ながら、低臭化に

取り組んでいます。

2020年前半は新型コロナウイルス感染症の世界的な感染

拡大により、インバウンドやトラベルリテールなどが低調で、

需要にやや翳りが見えますが、中長期的にはアジアを中心と

したスキンケア需要の伸長が予想されます。また直近では他

社の新増設の動きもあり、化粧品原料においても、中長期的

な視点を大切にして、着実な成長戦略を遂行していきます。

化粧品原料

事業概況

戦略ドメイン
ヘルスケア

1,3－ブチレン
グリコール

（1,3-BG）フェイスマスク

化粧水・美容液

用途分野 代表製品

バリューチェーン例 

調達原料

エチレン

技術

化粧品原料 化粧品メーカー

製品 最終製品になるまで 創出される価値

QOL※向上に
貢献合成技術

消費者の高級志向の
高まりや、多様化する
消費者ニーズへ対応

スキンケア用品向けを中心とした化粧品の原料を製造・販売し、高い評価を得ています。

ＫＨネオケム

高品質な化粧品
（スキンケア製品）

最終製品

※Quality of Life

❶ アジアのスキンケア市場の成長に沿った、
　 スキンケア向け製品（1,3-BG）の生産能力向上

❷ お客様の多様なニーズに応えるべく、低臭化などによる品質向上

第３次中期経営計画のポイント

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1,3-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。

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

表示があれば、当社の素材が使われている可能性があ

ります。当社の高品質な1,3-BGは、高級なスキンケア

化粧品などによく使われており、世界中の人々の美容と

健やかな生活を支えています。

市場環境

世界的な
中間所得層の拡大 e-コマースの普及

男性用化粧品市場の伸長 高級・天然志向の
高まり

スキンケア市場の拡大
原料からの一貫生産

成長市場であるアジアに所在

アジアを中心に世界中へ販路を拡大
当社の1,3-BGは、美容・スキンケア意識の高い日本や韓国のほか、需要が急拡大している中国や東南アジア、インドなどにも
積極的に販売しています。

中国

インド 東南アジア

韓国

日本

出所：当社推定（2019年）
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基礎化学品電子材料
戦略ドメイン
エレクトロニクス 2015 2016 2017 2018 2019

56 58
68 70

56

売上総利益
（連結・億円）

営業利益 構成比
（2019）

営業利益 構成比
（2019）

❷については、日進月歩で半導体が微細化していく中、新

型コロナウイルス感染症による生活様式や働き方の変化に

伴い、さらなる品質向上の要求が強まっています。当社は、

高純度溶剤をさらに高品質にすべく、品質管理体制や物流

体制などの改善を重ねています。

❷については、基礎化学品のプラントを中心に導入を進め

ています。2019 年時点で全プラントの約 2 割に導入してお

り、生産性の向上や作業負荷の低減に寄与しています。

2023 年までに大半のプラントに導入することを目指して

います。

2019年度の振り返りと今後の取り組み
❶について、電子材料関連の受託などを行うメーカーであ

る子会社の黒金化成において、2019 年に次世代半導体向

け材料の新設備建設を開始し、今年度中の稼働開始を計

画しています。この設備は現行世代向けにも利用可能であ

り、最先端材料であるEUV（極端紫外線）レジスト市場の

成長を見据えつつ、引き続き成長する既存市場も踏まえ、

市場動向に合わせた最適な製販戦略を実現していきます。

2019年度の振り返りと今後の取り組み
❶について、2019 年は自動車・住宅分野をはじめとする

国内需要の鈍化や、製品市況の軟化もあり、厳しい状況と

なりました。今後においては、新型コロナウイルス感染症

の影響がどの程度続くか予断を許さない状況ですが、需要

回復の予兆を捉え、販売につなげていきます。

事業概況事業概況

2015 2016 2017 2018 2019

26
31 32 30 29

売上総利益
（連結・億円）

バリューチェーン例 バリューチェーン例 
半導体やディスプレイの製造プロセス向けに、当社が長年培ってきた高純度化技術、合成技術、品質管理技術などを駆使して
製造された、不純物（異物や金属）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。

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。

代表製品用途分野 代表製品用途分野

半導体

PMA-P

PM-P

調達原料

PM

技術

高純度溶剤 フォトレジスト
関連メーカー

半導体・
ディスプレイ

メーカー

製品 最終製品になるまで 創出される価値

IoT・5Gなどの
発展に貢献

高純度化技術
合成技術

品質管理技術

ＫＨネオケム

半導体の高性能化や多様な IoT
テクノロジーの技術革新が進展

調達原料

・プロピレン
・その他オレフィン

技術

溶剤
樹脂原料 

可塑剤原料

塗料・インキ・
樹脂メーカーなど

製品 最終製品になるまで 創出される価値

快適な
暮らしに貢献

オキソを含めた
合成技術
精製技術

ＫＨネオケム

塗料・インキ ワイヤーハーネス

イソノニルアルコール※ 

ブタノール
オクタノール

など

基盤事業

最終製品

電子機器

酢酸ブチル
ブチセル

※製品名：オキソコール900

❶ 次世代ニーズを先取りした、半導体材料向け設備の稼働
❷ 半導体の微細化に伴う、高純度溶剤のさらなる高品質化

第３次中期経営計画のポイント

❶ 販売数量の拡大と、適切な価格政策の運用
❷ 最新技術（AI・IoTなど）を活用したプラント制御システム導入拡大

第３次中期経営計画のポイント

用途に応じたさまざまな
原料の組み合わせが必要

工業製品
（自動車、住宅、

飲料缶等）

最終製品

強み 市場環境

AI・IoTの普及・発展

電子機器の高速化、高機能化

5Gの普及による先端半導体の需要増大

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長年培われた高純度化技術の蓄積

豊富な製品ラインナップと供給体制

お客様のニーズに応える高度な品質管理ノウハウ

強み 市場環境

日本国内の安定した市場

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

安定した国内市場とアジア諸国の市場拡大オキソアルコール
生産能力国内最大

誘導品展開に支えられた
豊富な品揃え

各市場トップメーカーとの
安定取引と信頼関係

成長著しい
アジア諸国に近い立地

※事業概況における「営業利益」の算出に当たっては、全社に共通する管理費等を配分していません。※事業概況における「営業利益」の算出に当たっては、全社に共通する管理費等を配分していません。

ディスプレイ
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2019年１月に、「イノベーション戦略室」を発足、さらに四

日市研究所を、四日市工場と千葉工場の技術部門の一部と

統合して新たに「R&D総合センター」として編成。既存の

「開発推進部」と合わせて、３部署のミッションを明確に分

けた体制にしました。冷凍機油原料や化粧品原料の分野に

おいては、競争優位をさらに高めるために既存技術の深化

は不可欠であり、開発推進部とR&D総合センターが中心に

その役割を担っています。一方で、イノベーション戦略室

は、独立した研究拠点として異業種企業、ベンチャー企業と

の協創を行いながら、新事業創出を目指します。

当社は、高圧と低圧の２種類のオキソ反応の技術と長年蓄

積してきた製造ノウハウを有しています。このオキソ技術を

強みとして、さらにブラッシュアップさせ、バイオマス由来品

などの多様な原料にも対応し、戦略ドメインでのさまざま

な新製品を展開していきます。当社ではこのプロジェクトを

「オキソブランド戦略」と位置づけており、世界で輝くスペ

シャリティケミカル企業であり続けるための戦略の一つと

して考えています。これまでの当社の事業は石油化学由来の

原料を中心に使用してきましたが、世界的にここ数年で天然

由来原料を使用した化学品の活用が急速に増えてきていま

す。このような潮流の中、当社としてはオキソ技術の新たな可

能性を追求することで、VISION 2030に向けて社会的ニー

ズに対応していきます。

「環境」では、世界各国の次世代冷媒動向の調査、情報収

集を行いながら、冷凍・空調市場における当社の冷凍機油

原料の競争優位性を確保できるよう、研究開発を行ってい

ます。また、当社としては初となる植物由来原料を用いた

高級アルコールの開発も進めており、環境に優しい界面活

性剤原料として展開を考えています。

「ヘルスケア」では、化粧品原料の「1,3-ブチレングリコー

ル」において、品質向上だけでなくバイオ品への水平展開の

検討も開始しました。

「エレクトロニクス」では、オキソ反応を活かした光学分野

での機能性素材など、当社として強みのある材料の研究開

発を日々行っています。

VISION 2030の実現に向け、
研究開発体制を刷新

マーケットインでの
価値創出に向けた
「人財力」の強化

「オキソブランド戦略」
〜社会的ニーズへの対応〜

戦略ドメインにおける
価値創出

組織

・ 将来を見据えた周辺技術および
   新規テーマの探索

・ VISION 2030実現に向けた
   ビジネスプランの構築

・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

開発推進部

イノベーション
戦略室

R&D
総合センター

人財 技術

保有技術の深化と
イノベーションの創出による価値創造
VISION	2030	の実現には、これまでの延長線上の研究開発だけでなく、新しい発想や取り組みが必要です。

「組織」の大胆な改革を実行、「人財力」の強化、「技術」の深化、「協創」による新事業の創出によって

中長期的な企業価値向上を目指し、新たな一歩を踏み出しました。

競争優位の源泉	技術・情報

特集 （研究開発）

オキソ＋αの技術力
環境

外部との
技術協創

天然由来原料
への対応

ヘルスケア エレクトロ
ニクス

人財力こそが、あらゆる技術や戦略の基盤となる一番重要

な要素です。

当社は強力なコア事業の発展とともに成長してきた背景も

あり、「プロダクトアウト」型の研究開発を得意としてきまし

た。しかし、新事業創出に向けては、「マーケットイン」型でも

新たな価値を生み出す必要があり、そのための人財力の強

化も喫緊の課題だと認識しています。

そこで、イノベーション戦略室を中心に経験豊富な人財の

キャリア採用や、さまざまな経験と視座を高めるために研

究開発部内やグループ会社内での人事ローテーションをこ

れまで以上に実施しています。さらに、異業種交流フォーラ

ムへの参加も活発に行っており、会社の枠を超えた人財交

換も始めました。

さまざまなバックグラウンドや考えを持つ人たちが活発に

意見交換できる環境をつくることで、既存の延長線上には

ない新しい「化学反応」が起こることを期待しています。

取締役 研究開発本部長

磯貝 幸宏
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競争優位の源泉 	技術・情報

プラント高度制御システム導入について

設備管理に関する業務プロセスの再構築

化学プラントには多くの配管が張り巡らされており、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

も製造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が可

能となります。

当社は、「高度制御システム」の導入拡大を進めており、2020

年時点で約３割、2023年には大半のプラントへの導入を計

画しています。システムを会社全体に適用することで、生産効

率を飛躍的に高めていきます。

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・設備を効果的に点検・補修・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ない場合もあり、生産効率の悪化

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。

一つは、リスク評価に基づき設備保全を行うことであり、故障

の確率や影響度を定期的に評価し必要な対応策を検討し、

予防保全として実施していくことに取り組んでいます。もう一

つは、若手社員もベテランと同じように仕事ができるよう、業

務の標準化、設備台帳の再整備に取り組んでいます。この取

り組みを通じて、限られた経営資源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。

生産技術の進化

新川崎・創造のもりにある産学交流・研究開発施設の

AIRBIC内に、イノベーション拠点としてKH i-Lab（ケイエ

イチ アイラボ）を設立し、2019年10月よりイノベーション

推進の活動をしています。ＫＨネオケムにおけるコミュニケ

ーションハブとなるべく、社内向けでは人事、営業、広報とい

った部署と連携して、人財発掘や育成、マーケティング、広報

活動といったさまざまな活動を推進しています。また、社外

向けには社内技術をわかりやすく開示し、異業種企業との

交流や大学が研究している技術とのコラボレーションを推

進していきます。

地の利を活かして、川崎市が実施しているスタートアップ支

援プログラムであるKawasaki Deep Tech Acceleratorに

サポーター企業として参加しています。2020年度はスター

トアップとの協業も進めていきます。例えば、植物由来原料

の活用やマテリアルズインフォマティクスといった技術に強

みを持つスタートアップに対し、コラボレーションを始めて

います。当社の新たな化学変化を加速し、「よりよい明日の

実現」へとつないでいきます。

これまでの当社の研究開発は、社内の取り組みを中心とし

ていましたが、「冷凍機油」、「界面活性剤」、「化粧品原料」と

いった当社コア領域の研究テーマでは、大学との共同研究

も行っています。各テーマにおける課題解決のため、大学の

知識やネットワークを活用させてもらい、研究成果は学会

等で情報発信を行っています。また、展示会では検討段階

途中の開発品も紹介し、ユーザーとの情報交換を通じて、

新製品開発のスピードアップにつなげています。

オープンイノベーション拠点の設立

ベンチャー企業との協創 当社技術の情報発信

協創

競争優位の源泉	技術・情報

生産技術
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人財・企業風土

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」
●  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」

●  「高い分析力」
●  「強い責任感」
●   「高い協調性」

「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

上記の図で掲げる「目指す人物像」を実現する手段の一つ

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「選抜」することを育成方針として、社員の成長段

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。

2019年度は新たに３つの教育研修を導入しました。

一つめは、新人トレーナー制度です。部署全体で新入社員を

育成する風土を醸成することを目的に、配属部署から選抜

されたトレーナーが作成した「育成計画書」に沿って新入社

員を２年間指導・育成する制度です。トレーナーに対しては

導入研修を実施しますが、その他にも定期的な情報提供や

面談でフォローをしています。また、トレーナー任命から半

年後には、フォローアップ研修を実施し、悩みの解決策や

育成ノウハウを共有することで、次年度に向けたモチベー

ションアップを図ります。このトレーナー制度は、新入社員

だけでなく、トレーナーを担当する社員自身の経験、成長の

機会とも位置づけています。

二つめは、語学学習支援です。2019年度はオンライン英会

話プログラムと並行して、すでに業務で英語を使用している

社員を対象に講師派遣型グループ英会話レッスンを実施し

ました。それぞれのグループで日程調整をし、就業時間前

後に集まり、２時間の英会話レッスンを半年間にわたり毎

週実施しました。

三つめは、当社の目指す人物像の一つである「専門性」を高

めるための専門別研修です。

入社して５年目までの社員を対象に、配属職種ごとに必要

とされるスキルを体系化し、それに沿った教育研修を受講

する仕組みを整えました。入社から２年目までを「基礎」と

位置づけ、階層別研修の他にも専門別必須プログラムを設

けました。３年目からは「中級」と位置づけ、目標管理制度

での上司面談を通じ、それぞれの担当職務や課題に応じた

人財育成の取り組み

エンゲージメント向上に向けた取り組み

2030年に目指す人物像社員の強み
管理職

リーダー

中堅

若手

対象 専門別研修 O Tキャリア形成 語学
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

教育体系図

経営幹部候補者養成

マネジメント力強化研修

リーダーシップ

フォロワーシップ

プレゼン実践

ロジカルライティング

目的思考

新入社員研修

問題解決技法

ロジカルシンキング

プレゼン基礎

新任マネジャー研修

プレイングマネジャー養成研修

研
究
・
開
発

生
産
技
術
・
エ
ン
ジ
ニ
ア

営
業

企
画
管
理

人
財
開
発
会
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画

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
学
習
支
援

必須研修
Advanced

必須研修
Fundamental

必須研修
Basic

研修が受講できるよう体系化しました。実際の受講スター

トは2020年からとなります。

当社では引き続き社員の主体的なスキル習得、キャリア形成

のサポートのため、さまざまな施策を企画・実施していきます。

当社ではマネジメント力強化施策の一環として、管理職を

対象にチームエンゲージメント向上研修を実施しています。

2018年度は部長層を対象に実施し、2019年度はよりチー

ムメンバーに意識を浸透させることを目的に、マネジャー層

まで受講範囲を広げて実施しました。

この研修では、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学びました。第２回目となる2019年度

の調査では、第１回目の調査結果をすべての項目で上回る、

良い結果となりました。

研修後は、それぞれ学んだ内容をメンバーへ共有し、エン

ゲージメント向上のためのアクションプランを策定しまし

た。一例として、メンバーが良い仕事をしたと感じた時は、

部署の全員をCCに入れて「いいね！」メールを送信するな

ど、さまざまな取り組みを実行しています。

当社ではこのような取り組みの効果を社員一人ひとりが実

感し、結果として当社のエンゲージメントスコアが上昇する

よう、引き続き施策を展開していきます。

トレーナー研修

エンゲージメント研修

	エンゲージメント調査結果

初年度
（2018年）

２年目
（2019年）

2.99 3.09

0.1ポイントUP
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人財・企業風土

VISION	2030理解促進

働きやすい職場づくり

ダイバーシティの推進

VISION 2030の実現に向けては、社員一人ひとりが自ら

の役割を深く理解し、全員がベクトルを合わせて挑まなくて

はなりません。

2019年の初めと、５～６月にかけて、経営トップ自らが事

業場を回り、VISION 2030の説明を行いました。また、７

月には「VISIONBOOK」を全社員に配布しました。この冊

子は、VISION 2030についてわかりやすく説明するととも

に、策定の背景、目指す姿、社員への期待等の経営トップか

らのメッセージのほか、さまざまな部門や世代を代表する

身近な社員によるVISION 2030に対する想いなどを盛り

込んでいます。さらに、10～11月にかけて、各職場と経営を

つなぐ要となる管理職やリーダーがキーパーソンとなって、

職場分科会を実施し、VISION 2030を自らの言葉で部下

に語るとともに、職場の目指す姿と社員それぞれが大切に

したい5C Credo※やアクションを「私たちの宣言」にまとめ

ました。全部署分を電子ポスター化し、社内イントラに表示

しています。

ダイバーシティ推進の一環として、一人ひとりのワークライ

フバランスを尊重した、働きやすい環境づくりにも取り組ん

でいます。

ノー残業デーの設定やフレックスタイム制度、半日単位で取

得可能な有給休暇制度のほか、社員のライフステージに合わ

せて柔軟な働き方ができるよう、制度を整えています。

例えば、育児をする社員を対象とした短時間勤務制度は、

従来取得期間を48カ月以内と定めていましたが、この制

限を廃止しました。これにより、より多くの社員が積極的に

制度取得することが可能となりました。

また、育児や介護が必要な社員を対象とした在宅勤務制度

も導入しました（現在は、新型コロナウイルス感染症対策

で、対象範囲を拡大しています）。

育児や介護などで働く時間に制約がある社員でも、仕事と

両立させやすい環境づくりをしています。

その他、本社の移転や職場改善計画の立案など、ハード面

でも働きやすい環境づくりを推進しています。

社員一人ひとりが多様な価値観を認め合い、誰もが能力を

十分に発揮し、活躍できるような企業風土醸成のため、さま

ざまな取り組みを行っています。

その取り組みの一つとして、女性活躍推進に関する施策も

積極的に展開しています。

当社では、管理職に占める女性の割合を高め、多様な人財が

活躍できる仕組みを十分に整えることが重要であると認識

しています。そのため、2019年には当社の女性活躍推進に

関する一般事業主行動計画として、2022年３月末までに達

成を目指す２つの目標を掲げました。

①女性管理職比率を７％以上にする

② 男女ともに子育て・介護をしながら働き続けることを目的

とした制度を整備する

この目標を達成するため、早期に管理職候補者を選定し、

期待役割を意識づけし、計画的に育成する仕組みである「能

力開発計画」の導入や、柔軟な働き方を支援するための制

度整備に力を入れています。女性社員のさらなる活躍を支

援するとともに、柔軟な働き方への意識を高め、社員一人ひ

とりが能力やスキル、経験に応じて十分に能力を発揮し、さ

まざまな形で活躍できる風土を醸成していきます。

その他にも、キャリア採用、障がい者、外国籍社員の採用、再

雇用者の活躍推進なども積極的に行っています。

	採用者数
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	採用者に占める女性の割合 	出産・育児休暇後の復職率

職場分科会

新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大する中、社内外への感染拡大防止と社員の安全確保のため、暫定運用と

して在宅勤務の対象範囲を拡大しています。

現在は、育児・介護が必要な社員だけでなく、フレックスタイム制度適用社員全員を在宅勤務対象とし、４月の緊急

事態宣言発出後は、本社勤務者は原則全員、工場では日勤者を中心に、在宅で業務を行いました。緊急事態宣言解

除後も、在宅で勤務可能な体制としています（2020年７月現在）。暫定運用期間中はコアタイムをなくして、５時～

22時のフレキシブルタイム内で自由に勤務可能とし、また、自宅でも差し支えなく業務に取り組めるよう、携帯電話

やWi-Fiルーターの貸出、ウェブ会議システムの普及を促進しました。実際に、各種社内会議や研修においてウェブ

会議を活用するなど、社員それぞれが工夫をして業務に取り組んでいます。

このような機会を通じて、新しい仕事の取り組み方や業務効率化等を模索し、社員の働きやすさ、働きがいの向上を

目指します。

在宅勤務制度	対象範囲拡大について

※期間の定めのない労働契約を締結している労働者のみ

	勤続年数と男女差異

「私たちの宣言」ポスター

VISIONBOOK

2015 2016 2017 2018 2019

新卒 14 18 8 21 27

キャリア 8 5 14 19 50

合計 22 23 22 40 77

※期間の定めのない労働契約を締結している労働者のみ

（年度）

※2015～2019年度（2017年度は当該休暇取得者不在）

2016 2017 2018 2019 2020

勤続年
(男) 17.1 16.5 16.0 14.6 13.5

勤続年
(女) 16.9 16.9 16.3 14.3 14.3

年数差
(男女) -0.2 0.4 0.3 -0.3 0.8

※すべて４月１日時点

（年度）

100 %

※冊子巻頭ページ「KHネオケムが目指すもの」参照
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コーポレートガバナンス体制
当社は、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、持続的な成長と中長期的な企業価値向

上を促し、適切な企業統治の体制構築とその運営に努めると

ともに、重要な業務執行の意思決定機関として法令・定款に

定められた事項や、その他経営上の重要事項を意思決定す

るほか、取締役の職務執行の監督を行っています。取締役会

は、原則として月１回の定時取締役会のほか、必要に応じて

臨時取締役会を開催し、迅速に経営上の重要事項に対応で

き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・報酬にかかる取締

役会の機能の独立性・客観性と透明性を確保することを目

的に、取締役会の諮問機関として、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。

2019年は、取締役（社外取締役を除く）の報酬に関する基

本方針を定め、その実現に向け、よりふさわしい役員報酬制

度とすべく、見直しの検討をスタートしました。2020年は

引き続き、より株式報酬ウエイトを高めた報酬体系を、世間

水準を踏まえた適正な報酬水準のもとで実現すべく具体的

な検討を行っており、早期実現に向けて鋭意議論を重ねて

います。

当社の取締役会は、独立役員である社外取締役３名（うち、

女性１名）を含む８名の取締役で構成されており、ジェン

ダーを含む多様性を確保するとともに、迅速な意思決定を

行ううえで適切な規模としています。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、会社経営の経験や幅広い見識か

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

で構成されています。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。

監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、

必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧な

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３名の監査役に

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。

コーポレートガバナンス

報告

担当

株主総会

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
（1/3以上は社外取締役）

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

報告

助言
指導 内部監査

答申 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

指名・報酬委員会
（過半数は社外取締役）

コーポレートガバナンス体制図

	取締役会

	取締役会の構成

	監査役および監査役会

	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

が定める独立性基準を満たしています。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るとともに、建設的

な助言および監督を行っています。社外監査役においては、

豊富な経験、高い見識、高度な専門性を活かし、公正・客観

的な立場から適切な監査を行っています。

	社外取締役・社外監査役

コーポレートガバナンス

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。

基本的な考え方

取締役人数

取締役・監査役人数

監査役人数 2019年度
取締役会回数

2019年度
監査役会回数

指名・報酬委員会(構成取締役人数)

17回

13回

８名

11名

３名

４名

３名
社外

２名
女性

２名
社外

３名
社外

５名
社内

９名
男性

１名
社内

１名
社内

※取締役、監査役、指名・報酬委員会の人数は2020年７月31日時点の人数を掲載しています。

コーポレートガバナンスおよび内部統制に関する詳細情報は、当社ウェブサイトをご覧ください
http://www.khneochem.co.jp/ir/governance/

取締役会・監査役会メンバー

32 33KH Neochem｜コーポレートレポート2020 KH Neochem｜コーポレートレポート2020



取締役会の実効性を高めるための取り組み 

コーポレートガバナンス

	ガバナンス体制の強化	

取締役会は、外部機関の助言を得ながら、年に１度、取締役会の実効性を評価し、その結果について、取締役全員で具体的な

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。

	取締役会実効性評価	

2019年は一橋大学の伊藤邦雄特任教授（当時）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、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、後継者計画や経営人財の育成などについ

て講演いただき、当社役員と活発な議論が行われました。

2020年は、ESGをテーマに外部有識者に講演いただくとと

もに、当社のさらなる企業価値の持続的向上に向け、当社

役員とのディスカッションの場を設けるなど計画しています。

	取締役・監査役のトレーニング

（注） 1． 取締役の報酬限度額は、2011年３月31日付の臨時株主総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）
と決議しています。また、上記の報酬限度額のほか、2018年３月27日開催の第８回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）を対象者とす
る業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入し、対象者に給付する当社株式の取得の原資として、３事業年度ごとに110百万円を上限と
した金銭を信託に拠出することが決議されています。

 2． 監査役の報酬限度額は、2011年３月31日付の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議しています。
 3．上表には、無報酬の社外取締役は含んでいません。
 4． 株式報酬については、2018年３月27日開催の第８回定時株主総会の決議において導入した業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」に基づき、

当事業年度中に費用計上した額を記載しています。

	役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数（2019年）

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）

金銭報酬 株式報酬
固定 業績連動 業績連動

取締役（社外取締役を除く） 142 73 53 16 6
監査役（社外監査役を除く） 18 18 － － 1

社外取締役 11 11 － － 3
社外監査役 10 10 － － 2

2013年２月

経営と執行の
分離

2016年12月

透明性の向上

2018年３月

役員報酬制度
見直し 取締役会の多様性拡充

2019年３月

女性監査役が
１名増え、

女性役員割合が
増加

2020年３月

任意の指名・報酬
委員会の設置

※報酬委員会は2014年に設置

業績連動型
株式報酬制度の導入

執行役員制度の
導入

女性取締役
就任

プロセス

1.  すべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施

2.  外部機関による集計

3.  取締役会メンバーにおいて、分析・議論・評価を実施

4.  改善点の洗い出しと必要な改善策の実行

評価結果と
改善策

取締役会の役割、構成、運営状況等について概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全
体の実効性については確保されていると認識しています。特に、当社取締役会の強みとして、
取締役会でのバランスの良い活発な議論ができている点が挙げられました。

一方で、取締役会のさらなる監督機能の強化の観点から、課題として次の３点を掲げ、必要
な改善策を役員間で議論しました。

  取締役会による継続的なモニタリング（監督）のための仕組み
  中長期的な経営戦略等に関する議論の充実
  指名・報酬委員会のさらなる活用と取締役会での情報収集

これら抽出された課題を踏まえ、以下のような運用改善を行うとともに、取締役会規程等を
改正しました。

  中期経営計画の重要施策について、定期的な進捗報告を実施すること
  形式的な決議事項を削減し、重要なテーマは段階を踏んで議論すること

取締役会において、中長期的な経営戦略等に関する議論のさらなる充実を図るために、取締役会規程を改正し、経営の基本

方針および重要な企業統治に関する事項（社会・環境、サステナビリティに関する基本方針の決定、他）等、コーポレートガバ

ナンス・コードを踏まえた決議事項を追加しました。

また、経営会議規程や決裁規程において決裁権限を見直し、適切に権限移譲することで、取締役会がこれら重要な経営に関

する事項の議論に、より注力していく環境を整備しました。

2020年はこれらの議論を通じて当社のガバナンスを一層強化し、不確実性の高い環境下においても柔軟に対応できる経営

基盤の構築を目指します。

	規程類の改正

伊藤特任教授による講演会の様子

当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の報酬水

準の妥当性および透明性を確保する観点から、役員報酬に

関する方針および水準などについて審議し、各役員の個別の

報酬等の算定結果まで確認を行っています。取締役（社外取

締役を除く）の報酬については、
 中長期的な業績向上と企業価値の増大への十分なインセン

ティブとなる
 多様で優秀な人財を獲得できる競争力を有する
 株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの利害の共

有を図る

を基本方針とし、金銭報酬と業績連動型株式報酬で構成し

ています。

役員報酬等の内容

金銭報酬全体の３割程度を業績連動報酬とし、予算達成率、

過去５年平均達成率を用いて算出しています。

	金銭報酬

業績連動型株式報酬は、連結営業利益で黒字を確保した場

合に限ることを条件に予算達成率を用いて算出しています。

業績との連動性をより一層高めると同時に、株式価値との連

動性を明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみなら

ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有し、中長期的な業

績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めています。

なお、社外取締役および監査役については、役割と独立性の

観点から金銭報酬（月例定額）のみとしています。

	業績連動型株式報酬

※ EBITDAは右記のとおり算出しています。EBITDA＝営業利益+減価償却費+のれん償却費
　  （ 営業利益は連結損益計算書、減価償却費およびのれん償却費は連結キャッシュ・フロー計算書に表示される額を使用します。）

当社は、取締役（社外取締役を除く）の報酬において業績連

動報酬（金銭報酬、株式報酬とも）を導入しており、当社の事

業特性等を踏まえ、EBITDA※（連結）を指標としています。

	業績連動報酬の指標
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コンプライアンスへの取り組み

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

監査役

コンプライアンス体制図

当社は、グループ全体の事業活動に影響を及ぼすリスクに

関して、各事業部門においてリスクの特定を行い、影響度と

発生確率からリスクレベルを算出し、評価することでリスク

アセスメントに取り組んでいます。

その結果、リスクレベルが高いリスクについては、顕在化に

対する予防や影響度低減のための対策案を各事業部門で

検討するとともに、経営陣はリスクアセスメントの内容や対

策案の適正性を審査することや、経営上の重要なリスクを

特定し、どのように対応するかを審議・決定することなどに

より、リスクマネジメントの徹底に努めています。

当社は、幅広い産業における生産活動や市民の社会生活に

とって必要不可欠な製品をさまざまなお客様へ供給していま

す。そのため、大規模災害が発生した場合に、事業活動を維

持・継続すること、早期復旧を実現することが当社の非常に

重要な責任であると考え、事業継続計画（BCP）を事業所ご

とに策定し、有事の際にBCPを有効に機能させるため、事前

対策や社員への教育・訓練の実施、BCPの点検・是正など

の事業継続活動に取り組んでいます。

リスクマネジメントシステム BCM （事業継続マネジメント）

コーポレートガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント

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正し、右のような

コンプライアンス体制としました。

コンプライアンス担当役員は、コンプライアンス事案の迅速

な調査・対応と、適切なコンプライアンス施策を立案します。

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、研修などを行います。

	コンプライアンス体制

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

	ホットライン窓口

対策案
実施

経　営

リスク
特定

各事業部門
固有のリスク

経営上の重要な
リスクの選定

付議または報告

指示

対策立案

リスク
評価

当社グループは、「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。

基本的な考え方

取締役

高橋 功 コーポレート担当 
  （人事、法務、総務、IT） 
 コンプライアンス担当 
 経理管理部長

上村 朗 コーポレート担当 
 (財務、広報、IR)  
 財務部長

役員一覧

監査役

斎藤 誠司 生産技術本部 副本部長 
  （保安管理、品質保証）

緒方 利明 黒金化成株式会社出向 
  （代表取締役社長）　

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 
  （事業戦略、購買）

執行役員

大戸 德男　常勤監査役
河合 和宏　社外監査役　
田村 恵子　社外監査役

 （2020年７月31日現在）

代表取締役社長
髙橋 理夫
1987年 ４月 協和醱酵工業株式会社 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・社長執行役員（現任）

取締役 常務執行役員 生産技術本部長
松岡 俊博
1987年 ４月 協和醱酵工業株式会社 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
2020年 ３月 当社 取締役・常務執行役員（現任）

取締役 常務執行役員 事業本部長
新谷 竜郎
1988年 ４月 協和醱酵工業株式会社 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
2020年 ３月 当社 取締役・常務執行役員（現任）

取締役 常務執行役員
コーポレート担当（経理、リスク管理）
濵本 真矢
1985年 ４月 株式会社日本興業銀行
    （現 株式会社みずほ銀行） 入行
2011年 ４月 株式会社みずほコーポレート銀行
   （現 株式会社みずほ銀行）大阪営業第一部長
2014年 ４月 株式会社みずほ銀行 
  執行役員 営業第五部長（2015年３月 退任）
2015年 ４月 興銀リース株式会社
   （現 みずほリース株式会社） 執行役員
2015年 ６月 同社 取締役 兼 執行役員 経営企画部長
2016年 ４月 同社 常務取締役 兼 常務執行役員 
  経営企画部長（2019年５月 退任）
2019年 ６月 当社 入社
2019年 ９月 当社 上席執行役員
2020年 ３月 当社 取締役・常務執行役員（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 協和醱酵工業株式会社 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
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 株式会社スコラ・コンサルト 取締役
2008年 ４月 日本橋学館大学 教授（現任）
2019年 ３月 当社 社外取締役（現任）
2020年 ６月 東洋エンジニアリング株式会社 
  社外取締役（現任）

社外取締役
土屋 淳
1981年 ４月 米国 アルゴンヌ国立研究所 入所
1983年 ５月 米国 ローレンスバークレー国立研究所 入所
1984年 ２月 三菱化成工業株式会社
    （現 三菱ケミカル株式会社） 入社
1999年 １月 同社 米国子会社 
  Verbatim Corporation, President 出向
2001年 ４月 三菱化成株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）
  経営企画室 部長（2002年１月 退職）
2002年 ２月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン
   （現 ダウ・ケミカル日本株式会社） 
  取締役（2006年12月 退任）
2007年 １月 ヘレウス株式会社 
  代表取締役社長（2018年９月 退任）
2018年 10月 株式会社土屋インターナショナル
  コンサルティング 代表取締役社長（現任）
2019年 ６月 綜研化学株式会社 社外取締役（現任）
2020年 ３月 当社 社外取締役（現任）

社外取締役
菊池 祐司
1992年 ４月 弁護士登録
  坂野・瀬尾・橋本法律事務所
   （現 東京八丁堀法律事務所） 入所
2002年 ４月 東京八丁堀法律事務所 パートナー
2003年 ３月 証券取引等監視委員会
   （事務局総務検査課） 勤務
2005年 ３月 東京八丁堀法律事務所復帰 パートナー
   （現任）
2010年 ６月 イヌイ倉庫株式会社（現 乾汽船株式会社）
  社外監査役
2014年 ６月 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
  社外監査役（現任）
2020年 ３月 当社 社外取締役（現任）

イアンス相談窓口」「コンプライアンス担当役員窓口」「常勤

監査役窓口」を、社外には「弁護士窓口」を設置しています。

BCP策定ワークショップの様子

36 37KH Neochem｜コーポレートレポート2020 KH Neochem｜コーポレートレポート2020



社外取締役・社外監査役メッセージ

社外取締役

宮入 小夜子

経営がチームとなり、社会的責任を果たす企業経営の実現へ

社外取締役

土屋 淳

　材料がなければ社会は成り立ちません。また材料をつくる原料、プ

ロセス、製品が地球の環境に害を加えるものであってはなりません。

いろいろな制約の中で世の中に役に立つ製品を供給すること。それを

可能にするものの一つが化学技術であります。当社はユニークな化学

材料を多く世に送り出してきました。化学技術に蓄積された膨大な知

識を活かして、無限の可能性に挑戦していくことが今後とも当社に課

せられています。

　技術を製品という形に展開するだけではなく、人類の役に立つ製

品をグローバルに供給していくことも当社に課せられた新たな挑戦で

あります。世界はさまざまに異なる文化、価値観で成り立っています。

そういった異なる環境でのビジネス展開は当社として今後さらに強化

していかねばならないと思います。このような当社の挑戦を取締役の

立場から支えていきたいと思っております。

化学の無限の可能性とグローバルビジネス展開に期待する

社外取締役

菊池 祐司

　当社の強みは、「グローバルニッチな技術力」、「世界有数の生産設

備」、「お客様との協創」と言えますが、いずれの強みも、少し油断をす

ると、あっという間に競合他社に追い越されてしまい、あるいは、陳腐

化してしまうものです。これらの当社の強みを最大限に発揮し続けて、

中長期的に当社の企業価値を高めながら、「世界で輝くスペシャリティ

ケミカル企業」を目指すためには、既存の事業をさらに深化させ続け

ることはもちろん大切ですが、同時に、既存の事業とはまったく異なる

発想によりイノベーションを起こし続けなければなりません。これらの

両利きの経営を実現するために、使い古された言葉ですが、“守りの

ガバナンス”ではなく、“攻めのガバナンス”が不可欠であることは、現

在においてもまったく変わりがないと思います。私は、弁護士として長

年にわたり多数のクライアントのコーポレート（企業運営）を中心とし

た企業法務に関与させていただいていますが、かかる経験を活かして、

主にリーガルの側面から経営の見晴らしを良くして、当社の取締役会

における“攻めのガバナンス”の土台を支えるよう努めてまいります。

“攻めのガバナンス”の土台を支えます

社外監査役

河合 和宏

社外監査役

田村 恵子

　上場後まだ数年の当社の取締役会は、独立前から続く「ともに力を

合わせ、創意工夫しよう」という社風を受け継いだ信頼関係と、良い意

味での緊張感があり、コーポレートガバナンス・コードの基本精神に

基づいて、決裁事項だけではなく、将来にわたる重要な経営課題につ

いて、常勤・社外に関わらず、開かれた闊達な議論が行われています。

　指名・報酬委員会では社外取締役候補者選定や役員報酬の見直し

などを行いましたが、徹底的なデータ分析や当該常勤役員との意見交

換など、透明性の高い納得のいくプロセスを重視しました。

　このような雰囲気の中で、社外取締役としての異質の視点や専門的

な経験から感じる違和感や不明点を共有し、素朴な質問にも丁寧に

対応していただき、内部統制システムとしてのモニタリング機能を発揮

しやすい環境ができています。

　今後は、コロナ禍の厳しい経営環境に立ち向かう覚悟で、経営が

チームとなり、社内外の課題を解決していかなければなりません。さ

らに、ESGの観点やSDGsの要素を取り込んだ社会的責任を果たすこ

とが求められ、大きな視点で企業経営を行っていく必要があります。

　私自身の経験から、経営チームの共感性や信頼関係をファシリテー

トし、外部とのつながりや業界を越えた情報提供を行えるネットワー

ク力を活かして、コーポレートガバナンスの強化をサポートしていけれ

ばと思っております。
　企業は社会的存在であり持続可能性が求められます。そのためには適切な内部統制シ

ステムが構築、運営されているとともにコンプライアンス意識の浸透が不可欠です。コンプ

ライアンスは法令遵守と訳されますが、その違反は複雑な法令やルールに関する知識不

足が原因というよりも大半が意識の欠如に起因するものです。「昔からこうやっているから」

「これぐらいはいいだろう」に大きなリスクが隠れている可能性があります。企業には、長

年にわたり蓄積された社内慣習が存在しますが、それが固定化されると社会常識との間に

ズレが生じるおそれがあります。社外監査役として、かかる視点に留意し、他の企業での

経験、知識を活かし、客観的、第三者的な立場での監査を通じ、当社の継続的な成長と発

展に微力ながら貢献できるよう努めてまいります。

コンプライアンス意識の浸透

　VISION 2030において、当社が目指す姿は「世界で輝くスペシャリティケミカル企業」とさ

れています。一人ひとりの社員が、士気高く、生き生きと仕事をすることが、世界で輝くスペ

シャリティケミカル企業になるための鍵ではないかと思います。盤石なコンプライアンス体

制、運用のもとで、社員がのびのびと力を発揮することができるように、特にコンプライアン

ス体制・運用状況に留意し、他の監査役と力を合わせ、担当者に伝えるべきことがあれば

しっかりと伝えるようにして職務を行っていきたいと考えています。

コンプライアンスのもとでのさらなる成長を
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RC活動方針 RC活動体制

	保安管理の基本方針

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、教育に
努める。

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。

認証取得状況

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

2019年度RC活動目標および実績、ならびに2020年度目標
◎：達成　○：ほぼ達成　△：未達成

RCコード 
2019年度 2020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 ４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 ３件（四日市工場、
   千葉工場）

 協力会社休業労災 ゼロ

 協力会社不休業労災 ７件（四日市工場、
   千葉工場）

△  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（28件）以下

 トラブル 37件 △
 トラブル削減

　５年間の平均値（27件）以下

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。

	環境保安査察および品質監査

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。

	工場内部監査

四 日 市 工 場 お よ び 千 葉 工 場 で は、ISO9001※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。

	外部審査

※1、2 P.40参照　※3 P.45参照

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）

レスポンシブル・ケア

RC活動方針および体制

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。

基本的な考え方

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。

	RC活動方針

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

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。

産業保安に関する行動計画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。

40 41KH Neochem｜コーポレートレポート2020 KH Neochem｜コーポレートレポート2020



製品を製造するに当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

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：2019年４月１日〜2020年３月31日

地球温暖化防止

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。2019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98.0%、98.0%に減少し、また、エネルギー原単位も前

年度比98.6％に改善しました。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。

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。2019年度

の物流におけるエネルギー原単位は、計画的にストックポ

イントへの船輸送ができたため、前年度比92.5％と減少し

ました。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い

きます。

※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
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（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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CO2排出量

PRTR法第一種指定化学物質の排出量（2019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
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■ 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

※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。

単位： t

排出量

2015 2016 2017 2018 2019（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
35 イソブチルアルデヒド 0.4 1.8 0.0 2.2 
12 アセトアルデヒド 0.9 1.2 0.0 2.1 
1 亜鉛の水溶性化合物 0.0 1.8 0.0 1.8 

20 ２－アミノエタノール 0.5 0.8 0.0 1.3 
300 トルエン 0.7 0.0 0.0 0.7 

集計範囲： ＫＨネオケムの全事業場
対象期間： ４月１日〜３月31日

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：2019年４月１日〜2020年３月31日

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 ……………………172,258ｋＬ
購入蒸気 ……………… 14,936ｋＬ
購入電力 ……………… 17,367ｋＬ

水
水道水 ……………………… 12千ｔ
地下水 ……………………… 32千ｔ
工業用水 …………………7,398千ｔ

原材料
522,396ｔ

OUTPUT

製品
480,922ｔ

大気への排出
ＣＯ₂ …………………… 440,103ｔ
ＳＯｘ …………………………… 2.3ｔ
ＮＯｘ …………………………259.9ｔ
ばいじん………………………… 5.8ｔ
ＰＲＴＲ物質 ……………………… 3.3ｔ

水域への排出
総合排水量 ………………4,468千ｔ
ＣＯＤ ………………………… 24.7ｔ
Ｔ-Ｎ……………………………… 9.7ｔ
Ｔ-Ｐ……………………………… 1.6ｔ
ＰＲＴＲ物質 ……………………… 7.3ｔ

廃棄物
発生量 …………………… 52,703ｔ
最終埋立処分量 ……………… 0.8ｔ

環境会計

単位：百万円

※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 188 2,388

内 

訳

公害防止コスト 大気汚染防止、水質汚濁防止など (174) (881)

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 (0) (247)

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 (14) (1,260)

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 26

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 0 223

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 6

合計 188 2,644

 環境保全コスト

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 9

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：2019年１月１日〜2019年12月31日

 経済効果

 エネルギー使用量・原単位およびCO2 排出量

 物流におけるエネルギー使用量・原単位

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。

 化学物質

レスポンシブル・ケア

環境保全
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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

26.5  
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

1.9 
Nm³/h

4.5
kg/h

0.5
kg/h
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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 201.2 110.2 46.0 21.8 13.0 9.1

千葉工場 124.0 53.4 90.0 37.9 12.5 4.0

単位：kg/日
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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.40参照）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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■ リサイクル量（t） リサイクル率（%）
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廃棄物発生量 ： 52,703ｔ　１００％

廃棄物排出量 ： 9,056ｔ　17．2％

内部リサイクル量 ： 3,368ｔ　6.4％
内部埋立処分量 ： 0ｔ　０.0％

外部最終埋立処分量 ： 0.8ｔ　０.0％

内部減量化量 ： 40,294ｔ　７6.5％

外部リサイクル量 ： 534ｔ　1.0％

外部減量化量 ： 8,522ｔ　１6.2％

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：2019年４月１日～2020年３月31日

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）

レスポンシブル・ケア

	大気汚染物質 	水質汚濁物質 	廃棄物

※  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、14社14名に森川会長から表彰状が授与されました。

プラントの安全・安定運転のための取り組み
入社以来、四日市工場霞ヶ浦製造第二課でプラントの運転を、2011年からはスタッフとして安全・安
定運転継続に取り組んできました。
当課では１つのプラントで異なる品目を製造するプラントがあり、品目切替作業が発生します。切替
作業は複雑で、安全に行うには熟練度を要します。そのため、熟練者と若手が協力してマニュアルを
見直すことを通して、技術の伝承に取り組んでいます。また、毎朝のミーティング時には5C Credoカー
ドの読み合わせや安全標語の唱和を行うことで安全意識の高揚に努め、ヒューマンエラーを出さな
い・出させないように啓発しています。2019年10月には石油化学工業協会から保安表彰※をしていた
だき、大変光栄に思うとともに、益々安全・安定運転が継続されるよう取り組んでいきたいと思います。

四日市工場霞ヶ浦製造第二課
田中 金美

社員の声

	安全環境評価（SEA）

	緊急時の訓練

	高圧ガス認定（完成・保安）検査実施者

保安防災

※四捨五入により、合計値が一致しない場合があります。
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物流安全、化学品・製品安全

当社では、社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、2019年度は、不休業労災が四日市工場で2件、千葉

工場で1件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。

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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（強度率）
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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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■ 不休業労災　■ 休業労災労働災害発生件数

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

レスポンシブル・ケア

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。

 イエローカード

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

 化学物質管理

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。

 容器ラベル

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。

 SDS

労働安全衛生

当該期間において、休業労災は発生しませんでした。
詳細は当ページ左下部の「労働災害の発生状況」の欄をご覧ください。
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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。工場での取り組み

四日市工場の主な取り組み 千葉工場の主な取り組み

執行役員	
工場長	

近藤	佳明

執行役員	
工場長	

中橋	彰夫

	カーブミラー清掃

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、前年を大幅に上回る92カ所のカーブミ
ラーを清掃しました。

	五井臨海まつり

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
のマスコットキャラクター「オッサくん」にもお越しい
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。

	地元ロゲイニング大会への協力

地元NPOが主催する、「ミニロゲイニング大会（四日
市市委託事業）」の運営に協力しました。ロゲイニング
とは、地図を用いて多数のチェックポイントを制限時
間内に回り、得点を競うスポーツですが、工場敷地内を
チェックポイントの一つとしてご利用いただくとともに、
記念撮影やヨーヨー釣りなどを楽しんでもらいました。

	小学生工場見学会

近隣各社と連携し、地元小学校の工場見学会を実施
しました。当日は約110名の児童が参加し、工場の
中を大型バスで見学して、石油化学コンビナートが
身近なところで役立っていることについて理解を深
めてもらいました。

四日市工場 千葉工場
所在地 所在地

環境・安全関連トピックス 環境・安全関連トピックス

● 午起製造所
　三重県四日市市大協町2-3

千葉県市原市五井南海岸11-1● 霞ヶ浦製造所
　三重県四日市市霞1-4

● 四日市市のプロボノイベントに参加
● 地元NPO主催のロゲイニング大会に協力
● 地元教育機関向けの工場見学会を開催
● 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

● 橋北地区のカーブミラー清掃を実施
● 川越町高松海岸ボランティア清掃に参加
● 橋北通りのボランティア清掃・花壇整備に参加
●  国道23号線歩道のボランティア清掃に参加
（国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所長より
道路愛護団体表彰）

● 五井臨海まつりを共催
● 国道16号線のボランティア清掃に参加
● 地元教育機関の工場見学会を開催

● 国道16号線の交通安全活動を実施
● 千葉労働基準協会より１名が優良労働者表彰
● 千葉県高圧ガス保安協会より１名が保安功労者表彰
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ブランディング活動

基本的な考え方

2019年度の取り組み

企業価値の持続的向上に向けて、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

るとともに、当社の認知度を向上させていくこ

とが重要だと考え、これらを踏まえたブラン

ディング活動を展開しています。

2019年度は、「VISION 2030」の初年度とい

うこともあり、ブランドイメージを策定し各種

広告や発行物に展開しました。また、世界の舞

台で活躍する、ショートトラックスピードス

ケート・菊池萌水選手の支援を通じた、社内

外へのブランディング活動を行いました。

  「VISION 2030」ブランドイメージの策定 1  2

 ショートトラックスピードスケート・
 菊池萌水選手の支援 3

  ・テレビ番組への出演
  （BS11 ザ・チーム 勝ち負けの向こう側）
  ・活動報告会開催（社内）
  ・有志役職員による試合応援イベント実施

 主要駅デジタルサイネージ広告
  （５月スポット　東京駅・名古屋駅・新大阪駅） 4

 新幹線車内電光掲示板テロップ広告
  （５月スポット） 5

 会社四季報広告（夏号・新春号）

 各種新聞広告　 など

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。

塗装作業風景

記念植樹セレモニーの様子
左:森市長 右:髙橋社長

四日市市からの感謝状
左:森市長 右:髙橋社長

●	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

2019年度 ●	三重県四日市市	 総合運動公園内の設備の塗装作業を実施

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

ベンチの寄贈と塗料を用いた総合運動公園の設備の塗装作業(三重県四日市市)

	背景

今回、活動を行うに当たって、まず四日市市役所の方々に「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、

四日市市役所より活動候補のご提案をいただき、当社の「社

会貢献活動のキーポイント」に沿って活動を精査したところ、

合致する項目が最も多い活動内容として、今回「霞ヶ浦緑地

での木製ベンチ寄贈、および緑地内ベンチ・ガードパイプの

塗装作業」が選ばれました。

今回の活動では、四日市市霞ヶ浦緑地内に木製ベンチ５基を

新設。また、当社の製品が使用されている塗料を用いて、社

員とその家族が既存ベンチおよびガードパイプを手作業で塗

装しました。

当日は全社から計98名が参加して活動を行いました。今回

は活動範囲が広範囲にわたったことや、塗装が難しい鉄製の

ガードパイプの作業もあったため、大変な作業でしたが、参

加者のひたむきな作業により、無事に予定通り塗装作業を終

えることができました。自分の作業箇所が終了した後も、他

の箇所の手伝いに駆け付けたりするなど、社員同士の良いコ

ミュニケーションの様子も垣間見ることができました。また、

塗装作業には四日市市長の森智広様にも駆け付けていただ

き、参加者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植樹セレモニーを

行った後、森市長よりお言葉を賜るとともに感謝状を頂戴し

ました。最後には当社四日市工場長の近藤佳明より、「今後

も地域の皆様の信頼を得て、この四日市の地で事業を継続し

ていきたい」と、閉会の挨拶を行い、本活動を終了しました。

霞ヶ浦緑地は、2021年に開催される予定の「三重とこわか

国体」の競技開催地として使用されることが決定しています。

当社にとって、多くの皆様がご利用になる場所に少しでも貢

献することができた今回の活動は、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、2020年は

市原市役所とご相談のうえ、千葉工場周辺での活動を計画し

ています。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。

社会貢献活動

	活動報告

1

3

5

4

2

Photo：Aflo Sport

http://www.khneochem.co.jp/kikuchimoemi/

菊池萌水選手応援ページを開設
当社が活動を支援している、ショートトラックス

ピードスケート・菊池萌水選手の応援ページを

開設しました。菊池選手の試合

結果やフォトギャラリーなど、随

時更新していきますので、ぜひ

ご覧ください。

Photo：Aflo Sport
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No. 時期 活動内容 ご参考

1 ２月 第３次中期経営計画・決算説明会 2018年決算

2 ２月 東証IRフェスタ 東京都

3 ３月 欧米機関投資家コンファレンス 東京都

4 ４月 海外IR 米国

5 ５月 決算説明会（電話会議） 2019年第１四半期

6 ５月 欧米機関投資家コンファレンス 東京都

7 ６月 機関投資家工場見学会 千葉工場

No. 時期 活動内容 ご参考

8 ６月 海外IR 英国

9 ８月 決算説明会・研究開発説明会 2019年第２四半期

10 ９月 個人投資家説明会 三重県四日市市

11 ９月 機関投資家工場見学会 千葉工場

12 10月 機関投資家工場見学会 四日市工場

13 11月 決算説明会（電話会議） 2019年第３四半期

14 12月 野村IR資産運用フェア 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。ご説明の際に映像を用

いるなど、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。今回は新型コロナウイルスの感

染拡大防止へ適切な対応を行いながらの開催となりました。

また、年に２度発行している株主通信には、2019年に開設し

た新研究拠点（KH i-Lab）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。

当社は、SOMPOアセットマネジメント株式会社の「SOMPO サステナ

ビリティ・インデックス」や、年金積立金運用独立行政法人（GPIF）が

ESG指 数に設 定している、MSCI社の「MSCI日本 株 女 性 活 躍 指 数

（WIN）」における構成銘柄に選定されました。

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2019年は上の表に

あるとおり、年間４回の決算説明会や研究開発の説明会、

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12月には野村

IR資産運用フェアに出展し、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

ESGインデックスの構成銘柄に選定

投資家とのコミュニケーション

株主通信 野村IR資産運用フェア

2019年IR活動のご紹介

※ ＫＨネオケム株式会社のMSCIインデックスへの組み入れや、MSCIのロゴ、商標、サービスマークやインデックス名の使用は、MSCIまたはその関係会社によるＫＨネオケム株式会社の後援、
宣伝、販売促進ではありません。MSCIインデックスはMSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCIインデックスの名称とロゴは、MSCIまたはその関係会社の商標またはサービスマークです。

株主・投資家との対話

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 8,822百万円

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
 KH Neochem Americas, Inc. 
 晟化（上海）貿易有限公司
 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12月31日現在） 国内・海外拠点

晟化（上海）貿易
有限公司

KH Neochem
Americas, Inc.

会社概要・投資家情報

株式の状況（2019年12月31日現在）

発行可能株式総数　136,200,000株 発行済株式総数　37,029,400株 株主数　6,010名

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,241 11.45

THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 2,627 7.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,379 6.43

東ソー株式会社 1,852 5.00

TAIYO FUND, L.P. 1,097 2.96

JP MORGAN CHASE BANK 385174 1,037 2.80

株式会社みずほ銀行 733 1.98

TAIYO HANEI FUND, L.P. 732 1.98

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 725 1.96

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 698 1.89

大株主 所有者別株式分布状況

外国法人等
43.60％

金融機関
32.87％

その他
国内法人
13.98％

個人・その他
8.48％

金融商品取引業者
1.07％

格付情報（2020年４月17日現在）

格付機関 発行体格付 短期格付

格付投資情報センター（R&I） BBB+ a-2

※格付の定義は、格付機関のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/index.html）をご参照ください。

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

KH i-Lab（川崎）
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