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「化 学 の 力」で 、 
よ り よ い 明 日 を 実 現 す る 。
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編集方針
この報告書では、当社のCSR（Corporate Social 
Responsibility：企業の社会的責任）に関する考え
方や取り組みについて、項目別にご紹介しております。
作成にあたってはできるだけわかりやすい表現とする
ように努めました。

報告対象範囲
対象期間 : 2016年1月1日から12月31日
※但し、法律に基づく環境報告データなどについては2016年

4月1日から2017年3月31日としています。

　また、一部2017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 : 2017年10月

会社概要

“Chemistry”という言葉は、「化学反応」という意味のほかに

「人と人を結ぶ共通点」を表します。

ＫＨネオケムは、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを

深化させ、さらなる「共通点」を見出し、

事業・CSR活動で「化学反応」を起こし、

社会を「よりよい明日」に導く企業であり続けたいと考えています。

私たちＫＨネオケムは、

「『化学の力』で、よりよい明日を実現」してまいります。

売上高（百万円）

連結財務ハイライト

■■ 第2四半期累計
　■ 通期

2015

60,403

39,319 45,514

88,500（予想）80,163

103,478

2016 2017

営業利益（百万円）

■■ 第2四半期累計
　■ 通期

2015

3,153
4,297

5,668

10,300（予想）
8,982

6,261

2016 2017

経常利益（百万円）

■■ 第2四半期累計
　■ 通期

2015

3,654 4,292
5,834

10,600（予想）
8,950

6,327

2016 2017

2010 年12 月
※前身の協和油化株式会社は1966年11月設立

8,765百万円

739名(連結、2017年9月現在)
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大阪支店
四日市工場
四日市研究所
千葉工場
堺物流センター

設立

資本金

従業員数

本社

事業所

海外ネットワーク

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

ＫＨ Neochem Americas, Inc.
晟化(上海)貿易有限公司/
Shanghai Seika Trading Co., Ltd.
曄揚股份有限公司/
Taiwan-Japan
Oxo Chemical Industries Inc.※
※台湾プロジェクト合弁会社。P.9参照

せいか

いえやん
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快適な暮らしを世界へ提供する
ファインケミカルメーカーとして
社会に価値ある存在であり続けます

浅井 惠一

ＫＨネオケム株式会社
代表取締役社長

企業使命のもとに
将来的な飛躍を目指して

当社は、“「化学の力」で、よりよい明日を実現する。”を
企業使命とし、様々な産業分野に特色ある高品質な製品
を提供するファインケミカルメーカーです。各種溶剤・可
塑剤原料を供給することで幅広い分野の産業を下支え
している「基礎化学品」、オゾン層を破壊しない環境配慮
型のエアコンに対応した潤滑油原料や、身近な日用品に
も活用されている化粧品原料などの「機能性材料」、高純
度化技術と品質管理技術を融合しIT産業の発展に貢献
する「電子材料」と3つの分野で事業を展開しています。
2016年10月12日には、東京証券取引所市場第一部へ
の上場を果たしました。あらためて、上場企業としての社
会的責任を全うしてまいります。
現在、当社では2016年から2018年にかけて第二次
中期経営計画（P.11参照）を推進しています。「基礎化学
品の収益強化」「機能化学品のグローバル拡販」「将来に
向けた地盤固め」を3本の柱とし、将来的な飛躍を目指し

て“コアビジネスの強化”に取り組んでいます。海外ビジ
ネスにおいては、台湾において現地国営企業とイソノニ
ルアルコール（INA）の製造・販売を行う合弁会社を設立
するなど、グローバルでの事業展開により一層注力して
まいります。

CSRの実践を通じて「地球にやさしく
快適な暮らし」を実現していく

私は、「CSR」とは“社会に対して自社がどんな価値を提
供できるのかを考えるきっかけ”だと考えています。そし
て、技術進歩を通じて人々の幸せや快適な生活に貢献し
ていくことこそ、化学メーカーである私たちの使命です。
CSRの名のもとに、絶えず“社会・時代の要請”を敏感に
感じ取り、先んじて事業展開へ結び付けていく姿勢を持
ち続けたいと考えています。例えば、当社には世界で数
社しか作れない化粧品原料やエアコン向け潤滑油原料、
高純度溶剤などの製造技術があります。それは、他なら

ぬ当社ならではの強みであり、大きな価値を生み出す力
でもあります。独自の技術力を活かして社会から求めら
れる製品を提供し、社会課題の解決や人々に喜ばれる価
値を提供することこそ、当社の本業を通じたCSRだと考
えています。そして、CSRを実践する歩みの先に、“「化学
の力」で、よりよい明日を実現する。”という当社の企業使
命の実現があると信じています。

企業の成長は人材が支える

事業を展開する推進力の源泉は、他ならぬ人材の力で
す。どんなに技術が高くとも、先進的な設備を導入しよう
とも、それらを扱う人材がいなければ成り立ちません。
当社では組織にとって重要な“5つのC”を掲げています。
Compliance（法令遵守）
Communication（コミュニケーション）
Challenge（挑戦）
Curiosity（好奇心）
Courtesy（相手の尊重）
これら“5つのC”を従業員全員がいま一度自覚し、実
践することで、永続的に成長し続ける企業を目指してま
いります。

ファインケミカルメーカーとして
社会課題の解決に貢献していく

環境保全の重要性の高まりや人口増大など、今や社会
課題は全世界的なレベルで考え、対処すべき時代となりま
した。そして、化学産業はそれらと密接にかかわっており、
本業を通じて課題解決に貢献していかねばなりません。
例えば、EV（電気自動車）やPHV（プラグインハイブ

リッド自動車）は、環境保全や省エネルギーに貢献する次
世代自動車として期待されています。搭載されるモー
ターや燃料電池には化学品が多数使われており、製品や
技術提供を通じて化学産業の存在感も高まっています。
また、新興国では生活水準が向上すると考えられており、
その結果としてエアコンやスマートフォンなどの需要が
大幅に伸びていくことも予想されます。また新興国の文

化発展によるスキンケア化粧品の市場拡大も大きな潜
在需要と考えています。
こうした社会の変化に対し、当社はファインケミカルメー
カーとして、地球にやさしく快適な暮らしの実現を、事業を
通じて目指します。当社の製品を通して現在の、そして未
来の地球環境を守ることに貢献する。そのためにはまず、
全世界的なレベルで社会課題やニーズの変化を敏感に
察知することが第一歩です。今、社会では何が求められ
ているのか。快適な暮らしを提供するために、当社にでき
ることは何なのか。生活の様々なシーンで活用される
ファインケミカル製品を提供するKHネオケムだからこそ、
社会の変化やニーズを真摯に見つめ、技術力に基づいた
解決に導く提案やソリューションを提供し、社会に価値を
提供できると考えています。

ステークホルダーの皆様へのメッセージ

ステークホルダーの皆様の存在があってこそ、私たち
は事業を展開することができます。“社会・時代の要請”に
応え、皆様から求められる企業であり続けることを目指
し、事業を伸長させてまいりますので、ぜひとも見守って
いただきたく存じます。CSR報告書を通じて、当社の事業
やCSR活動をより一層ご理解いただき、さらなるご支援
をお願い申し上げます。

Top interview
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世界中のモノづくりと皆様の暮らしを縁の下で支えています
日々の暮らしの中で使用される、様々なモノ（製品）。
ＫＨネオケムはモノづくりに欠かせない様々な素材を、独自の確かな技術により製造し、
世界に向けて安定供給しています。 
皆様の身近に、当社の素材が使われているモノがたくさんあります。

エアコン

パソコン

スマート
フォン

化粧品
洗剤

冷蔵庫 アルミ缶
床材

車

壁紙

橋

木製
デッキ

住宅

エアコン

ラップ

ビニール
ハウス

テレビ

スチール
缶

基礎化学品
機能性材料 電子材料

幅広い商品ラインナップで、自動車部品、住宅資材、各種
生活用品など、多彩な用途で利用されています。

可塑剤原料溶剤

塗料・インキ・粘接着剤 可塑剤

自動車 住宅 ソファ生地、壁紙、
床材、食品包装材

ユニークな機能化学品が、化粧品やエアコン、電子機器などに
利用され、快適な暮らしを下支えしています。

暮らしを支えるＫＨネオケム

高純度溶剤

半導体用フォトレジスト

スマートフォン、
パソコン、テレビ

潤滑油原料

エアコン

化粧品原料

冷凍機油 化粧品基材

高級化粧品、
スキンケア製品

機能化学品
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ＫＨネオケムの歩みと強み
ＫＨネオケムは、独自のコア技術を強みとして、社会のニーズに

沿った特色ある素材を創り続けてきました。これからも社会の

「よりよい明日の実現」に向けて、安全・安定操業に努めながら、供給

体制の拡充や新製品・新規事業の創出に取り組んでまいります。 1948 (昭和23年)

1949 (昭和24年)

1963 (昭和38年) 1966 (昭和41年)

2011 (平成23年)

2015 (平成27年)

2016 (平成28年)

● 協和産業(後の協和発
酵工業)が、日本で初
めて、発酵法により糖
蜜からアセトン・ブタ
ノールの大量生産を
開始

● 協和発酵工業設立

● 四日市工場午起製造所
完成

● 協和発酵工業の化学品製造子会社
として協和油化設立（当社の前身）

●東京証券取引所市場第一部に上場東京証券取引所市場第一部に上場

● 現地政府系石油企業の台湾中油（CPC）との
合弁※により、台湾で曄

いえ
揚
やん

股份有限公司を設立

● 日本産業パートナーズの支援を受け、
協和発酵キリングループから独立

● 翌年KHネオケムへ社名変更

基礎化学品 機能性材料
機能化学品

電子材料

世界の産業を支える
幅広いラインナップと確かな品質

様々な材料をその用途に応じて溶解するため
に、当社では豊富な種類の「溶剤」を取り揃え
ています｡当社の製品は建物、自動車、食品包
装材などの「塗装」・「印刷」・「接着」等、身近で
幅広い用途に使用されています｡

環境配慮型エアコンの圧縮機（室外機内）には、
特殊な潤滑油が使用されています。当社の製
品は、このような潤滑油の原料として世界中で
使用されています。

DAAMは塗料の水系化によるVOC（揮発性
有機化合物）の削減と、丈夫な塗膜形成とを両
立させることができる画期的な原料として､市
場で高く評価されています。

当社の技術で製造された1,3-ブチレングリ
コールは、その品質の高さから、化粧品等の
原料として、お客様から高い評価をいただい
ています。

コンピュータのCPU・メモリなどの半導体や
ディスプレイの製造プロセスには、高純度な
溶剤が必要とされています。この分野におい
て、当社は長年培ってきた高純度化技術と高
い品質管理技術を駆使して、非常に純度の高
い製品を提供しています。

可塑剤は､素材に柔軟性を付与したり､加工性
を向上させたりする添加剤であり、プラスチッ
ク製品には不可欠なものです。この可塑剤の
原料として、当社のオキソアルコールが使用さ
れています。

非フロン・非塩素系のためオゾン層を破壊せ
ず、高機能で安全性の高い工業用洗浄剤で
す。自動車部品、光学部品などの洗浄に使用
されています。

人と環境にやさしい
ユニークな高機能素材

卓越した高純度化技術で
エレクトロニクスの進化に貢献

ブタノール　　　酢酸ブチル 他多数 オクチル酸
（プロピレングリコールモノメチル
エーテルアセテート高純度品）

オクタノール

キョーワゾールシリーズ 1,3-ブチレングリコール

オキソコール900 
（イソノニルアルコール）

キョーワノイック-Ｎ
（イソノナン酸）

DAAM
（ダイアセトンアクリルアマイド）

（プロピレングリコールモノメチル
エーテル高純度品）

溶剤（塗料、インキ、粘接着剤など）

可塑剤原料

洗浄剤

1988 (昭和63年)
●日本オキソコール設立
(現:千葉工場)

2004 (平成16年)
● 四日市工場 
  業種別無災害
  最長記録（当時）を達成※

潤滑油原料

水系塗料原料

化粧品原料

高純度溶剤（半導体・液晶向け）

KHネオケムの代表的な製品

•オゾン層保護　•地球温暖化抑制

•低VOC

•高い保湿性　•抗菌作用　•低刺激性•オゾン層保護　•高い安全性

PMA-P

PM-P

※他に日本政府系の国際協力銀行や、台湾の兆豐國際商業銀行も
参画。日台間の石油化学分野で最大級のプロジェクト

※P.20に詳細
※写真は設立当時の経営陣

※写真は1970年完成の四日市工場霞ヶ浦製造所
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より快適な暮らしを世界へ
３つの事業分野「基礎化学品」「機能性材料」３つの事業分野「基礎化学品」「機能性材料」
「電子材料」をコアとして、地球環境保護や地球環境保護や
人々の快適な暮らしに貢献するための製人々の快適な暮らしに貢献するための製
品を世界中に提供しています。

中期経営計画「変革への挑戦」（2016～2018年）

成長性と安定性を兼ね備えつつ、さらなる飛躍に向けた３年間とする

高成長が期待される
冷凍機油・化粧品分野
等へ資源を集中配分
　　

さらなる合理化・コス
ト削減を実現し、安定
的な収益を確保

成長性 安定性 将来性

戦略の柱Ⅰ

機能化学品の
グローバル拡販

戦略の柱Ⅱ

基礎化学品の
収益強化

戦略の柱Ⅲ

将来への
地盤固め

2019年以降稼働予
定の台湾製造拠点の
準備、新たな事業創出
の取り組み加速

ＫＨネオケムのステークホルダー

ＫＨネオケムは、「『化学の力』で、よりよい明日を実現する。」を企業使命とし、様々な産業分野に特色あ
る高品質な素材を提供する化学品メーカーです。
社会課題を的確に捉えつつ、中期経営計画に沿った事業活動や、CSR活動などの各種取り組みを通じ
て「さらなる高みに挑戦」し、ステークホルダーの皆様の「夢を『かたち』に」していく会社であり続けたい
と考えています。

ＫＨネオケムのCSRの考え方
企業使命の実現

「化学の力」で、
よりよい明日を
実現する。

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。

ＫＨネオケムの
事業活動

基礎化学品

機能性材料 電子材料

環境
P.14

地域・社会
P.30

従業員
P.26

中期経営計画

経営姿勢

確かな技術と
豊かな発想で、

夢を「かたち」にする。

ＣＳＲ活動

顧客
P.12

末端消費者
P.6  P.13

株主・投資家
P.28

さらなる高みを
目指した挑戦

解決 改善

障壁・問題・
課題
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ＫＨネオケム

ＫＨネオケム製品の
社会への価値提供

代表的な高機能製品

●  高級・高機能化粧品の開発と
 安定供給

● 美容・健康の維持・向上

●オゾン層保護　● 地球温暖化抑制

化粧水

エアコン

フェイス
マスク

美容液

スマート
フォン

パソコン

IoT機器

お客様への提供価値 社会への提供価値

美容・健康を保つために欠かせないスキンケア製品。
直接肌にふれるため、保湿性だけでなく、

肌への刺激も気になります。
これを解決させるのが、当社の化粧品原料です。

エアコンの室外機の中にある圧縮機は、
部屋から熱を外に運び出すための冷媒を圧縮するもので、

エアコンの肝の部分です。当社はこの圧縮機がスムーズに
動くために必要な潤滑油の原料をつくっています。

1,3-ブチレングリコールは保湿性が高く、適度な抗菌
性で皮膚に対する刺激性が低いことから、高級化粧品
をはじめとした世界中の様々なスキンケア製品に利用
されています。

オクチル酸・キョーワノイック-Ｎ（イソノナン酸）は、エア
コン（圧縮機）の潤滑油原料として使用されています。
当社の素材は環境配慮型エアコンとの相性に優れ、国
内外で高いシェアを維持しています。環境配慮型エアコ
ンは世界の環境規制とともにニーズが高まっており、市
場のさらなる成長が予想されています。

半導体の回路をつくるときに必要な薬剤であるフォト
レジスト。このフォトレジストの主な原料の一つが溶剤
です。当社の溶剤は純度が高く、最先端のモノづくりに
欠かせない、精密な半導体の製造を支えています。

世界の環境規制が厳しくなることで、オ
ゾン層保護や地球温暖化抑制にも配慮
した「地球にやさしい」エアコンのニー
ズが世界中で高まっています。当社の
原料は地球にやさしいエアコンとの相
性に優れており、既にエアコンが普及し
ている先進国はもちろんのこと、急速
に需要が拡大している新興国において
も、より快適でサステイナブルな暮らし
に貢献しています。

化粧水やフェイスマスク、美容液など
を使用したときに感じるしっとりとした
肌ざわり。この成分として使われてい
るのが、当社の化粧品原料「1,3-ブチ
レングリコール」です。当社の原料は
高い保湿性と適度な抗菌性を持ち、高
品質なスキンケア製品となって皆様の
元に届きます。

● 利便性の高い電子デバイス
近年、急速に微細化の進む半導体回
路。微細化が進むと、小型化や軽量化、
省電力化、性能アップなど、電子デバイ
スの進化を促すことになります。
当社の溶剤はチリや金属などの不純物
を極力取り除いており、非常に高純度
です。微細化する半導体の製造工程で
力を発揮し、利便性の高い電子デバイ
スの世界的な普及に陰ながら貢献して
います。

●  環境配慮型エアコンの
 世界需要拡大に対応

オクチル酸

● 半導体の性能向上

スマートフォンやパソコンなどの電子機器内にある
半導体は、機器の小型化や高機能化の鍵を握ります。

当社では、優れた半導体づくりに
欠かせない原料をつくっています。

■当社が提供する製品

■当社が提供する製品

■当社が提供する製品

ＫＨネオケムは、国内において当社しか製

造できない製品や、世界でもトップレベ

ルのシェアを持つ製品など、社会のニー

ズに合った独自で高機能な製品を、世界

中に供給しています。

本特集では、当社の代表的な高機能製品

が、世界中のモノづくりと人々のより快適

な暮らしを、どのようにサポートしている

かについてご紹介します。

提供価値 提供価値

提供価値 提供価値

提供価値提供価値

潤滑油原料

高純度溶剤

化粧品原料

特集

1,3-ブチレングリコール

PMA-P　　PM-P

最終製品

最終製品

最終製品

キョーワノイック-Ｎ
（イソノナン酸）
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ＣＳＲ活動報告

レスポンシブル・ケア

ＲＣ活動方針及び体制

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全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、物流関係者及び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  社員及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。

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
至る全ての過程において、環境、安全及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。

ＫＨネオケムは、様々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、保安・安全の確保に努めています。

■ 基本的な考え方 ■

ＲＣ活動方針

■ ＲＣ活動方針

２０１６年度ＲＣ活動目標及び実績、並びに２０１７年度目標

■ 保安管理の基本方針

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」及び

「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。

四日市工場及び千葉工場では、品質マネジメントシステム
（ISO９００１）及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。

ＲＣ活動体制

認証取得状況

◎：達成　○：ほぼ達成　△：未達成

ＫＨネオケムでは、四日市工場、千葉工場及び堺物流センター
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。環境保安査察及び品質監査により
事業場のＲＣ活動に対する評価を行っています。

四日市工場及び千葉工場では、ＩＳＯ９００１※１及びＩＳＯ１４００１※2

並びに高圧ガス認定（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。

四日市工場及び千葉工場では、ＩＳＯ９００１※１及びＩＳＯ１４００１※2

に基づく外部審査（維持審査及び更新審査）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、工場内部監査及び外部審査
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。

査察及び監査
■ 環境保安査察及び品質監査 

■ 工場内部監査

■ 外部審査

※１ P.14参照　※2 P.14参照　※3 P.19参照

ＲＣコード 
２０１６年度 ２０１７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　２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 １件（千葉工場）

◦協力会社休業労災 １件（千葉工場）

◦協力会社不休業労災 １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年間の平均値以下）
◦トラブル ３１件（２０１１～１５年度の平均値）
　　　　　　↓ 
 ２３件（２０１６年度）

◎ ◦トラブル削減（５年間の平均値以下）

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

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

環境保安査察（四日市工場） 

環境保安査察（千葉工場） 

■ 査察の様子 ■
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ＣＳＲ活動報告

環境保全

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。
環境負荷実績フロー

環境保全コスト

経済効果

単位：百万円

単位：百万円
内容 金額

収益 廃棄物（廃触媒、スクラップ品等）の売却、回収容器の売却 ６

環境保全にかか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。
環境会計

ＫＨネオケムは、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。２０１６年
度のエネルギー使用量及びＣＯ₂排出量は、それぞれ前年度
比１００．７％、１０１．３％に増加しました。エネルギー原単位に
ついては、使用する燃料及び蒸気等の改善により、前年度比
９３．３％に改善しました。今後も、エネルギー原単位の改善及
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。

ＫＨネオケムは、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。２０１６年
度の物流におけるエネルギー原単位は、エネルギー原単位
が小さい船輸送において、１船あたりの積付率が高かったこ
とにより、前年度比９６．６％に改善しました。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に取り組んでいきます。

地球温暖化防止
■ エネルギー使用量・原単位及びＣＯ₂排出量

■ 物流におけるエネルギー使用量・原単位

※１ 省エネ法：エネルギーの使用の合理化等に関する法律
※2 温対法：地球温暖化対策の推進に関する法律

ＫＨネオケムは、ＰＲＴＲ法※3に基づき、毎年、製造又は使用した
第一種指定化学物質の環境への排出量及び移動量を国に
届け出ています。排出量は下図のとおりであり、２０１３年度以
降、２０１２年度に対して約２０％から約３５％まで削減できてい
ます。なかでも、２–アミノエタノールの大気排出量は２０１２
年に設備の改善を行い、２０１１年度の１３．１ｔから２０１６年度は
0.7ｔへ大幅に削減しました。

環境への排出量の削減
■ 化学物質

単位：ｔ

※  四捨五入により、合計値が一致しない場合があります。

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：２０１６年１月１日～１２月３１日

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：２０１６年４月１日～２０１７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 ……………………１６２,４２４ｋＬ
購入蒸気 ……………… ２４,１７３ｋＬ
購入電力 ……………… １９,８１４ｋＬ

水
水道水 ……………………… １４千ｔ
地下水 ……………………… ３７千ｔ
工業用水 …………………７,４０９千ｔ

原材料
４９９,５８８ｔ

OUTPUT

製品
４９７,１３３ｔ

大気への排出
ＣＯ₂ …………………… ４４６,０２３ｔ
ＳＯｘ ……………………………２．４ｔ
ＮＯｘ …………………………３３１．５ｔ
ばいじん…………………………５．７ｔ
ＰＲＴＲ物質 ………………………５．１ｔ

水域への排出
総合排水量 ………………３,６１７千ｔ
ＣＯＤ ………………………… ３０．３ｔ
Ｔ-Ｎ…………………………… １１．０ｔ
Ｔ-Ｐ………………………………２．３ｔ
ＰＲＴＲ物質 ………………………４．７ｔ

廃棄物
発生量 …………………… ５１,３９６ｔ
最終埋立処分量 …………… １６．８ｔ

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 ２２５ ２,４３２

内 

訳

公害防止コスト 大気汚染防止、水質汚濁防止等 （４７） （７６６）

地球環境保全コスト 地球温暖化防止、省エネルギー対策等 （９２）  （５８５）

資源循環コスト 資源の効率的利用、廃棄物のリサイクル等  （８５） （１,０８１）

上・下流コスト 再生文具類（エコマーク品）の購入等 ０ ２

管理活動コスト 環境マネンジメントシステムの整備・運用等 ０ ４１

研究開発コスト 環境保全に資する製品等の研究開発等 ０ １７１

社会活動コスト 環境保全を行う団体への寄付、支援等 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 ８

合計 ２２５ ２,６５４

2012 2013 2014 2015 2016（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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■ エネルギー使用量（原油換算）（kL） エネルギー原単位（kL/t）
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エネルギー使用量・原単位

物流におけるエネルギー使用量・原単位

ＣＯ₂排出量

集計範囲：ＫＨネオケムの全事業場
対象期間：２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日

2012 2013 2014 2015 2016（年度）

（t） ■ 大気　■ 水域
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排出量

ＰＲＴＲ法第一種指定化学物質の排出量（２０１６年度） 
［排出量上位５物質］

※3 ＰＲＴＲ法： 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促
進に関する法律

政令
番号 物質名

排出量

大気 水域 土壌 合計

１２ アセトアルデヒド １．７ １．１ ０．０ ２．８

３５ イソブチルアルデヒド ０．４ １．７ ０．０ ２．１

３００ トルエン １．７ ０．０ ０．０ １．７ 

２０ ２–アミノエタノール ０．７ ０．８ ０．０ １．５

１３２ コバルト及びその化合物 ０．０ ０．６ ０．０ ０．６

KH Neochem  |  CSR報告書 2017 KH Neochem  |  CSR報告書 201716 17



ＣＳＲ活動報告

ＫＨネオケムは、ボイラー、廃液燃焼炉及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）及びば
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。

■ 大気汚染物質
ＫＨネオケムは、排水中の化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、全窒素

（Ｔ–Ｎ）及び全りん（Ｔ–Ｐ）についても、水質汚濁防止法に基
づく排出基準及び地域との協定値を遵守しています。

■ 水質汚濁物質
ＫＨネオケムでは、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。廃酸及び廃アルカリの工場内での再使用及び
減量化、廃触媒の再資源化処理委託、並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。

■ 廃棄物

保安防災

四日市工場及び千葉工場では、「保安管理の基本方針」（Ｐ.14
参照）に基づき、工場の「保安管理方針」を定め、安全環境評
価や防災訓練等の様々な活動により工場の保安の確保に努
めています。

ＫＨネオケムでは、新技術・新プロセスの導入、新規設備・機械
の導入及び新規化学物質の導入を行う場合、環境、安全及び
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。

ＫＨネオケムでは、緊急事態の発生を想定して定期的に防災
訓練、初期消火訓練及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。

保安防災への取り組み

■ 安全環境評価（ＳＥＡ）

■ 緊急時の訓練

高圧ガス保安法で定められた制度で、保安管理、運転管理及
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及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５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。

■ 高圧ガス認定（完成・保安）検査実施者
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※1 ばいじん： 四日市工場では装置毎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おります。

ＳＯｘ ＮＯｘ ばいじん※1
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四日市工場 201.2 133.9 46.0 28.1 13.00 9.18 

千葉工場 124   58 90 38 12.5 1.5

単位：kg/日
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廃棄物発生量 ： ５１,３９６ｔ　１００％

廃棄物排出量 ： ８,８０７ｔ　１７．１％

内部リサイクル量 ： ３,０９１ｔ　６.０％

内部埋立処分量 ： 0ｔ　０.0％

外部最終埋立処分量 ： １７ｔ　０.0％

内部減量化量 ： ３９,４９７ｔ　７６.８％

外部リサイクル量 ： ３６１ｔ　０.７％

外部減量化量 ： ８,４３０ｔ　１６.４％

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：２０１６年４月１日～２０１７年３月３１日

総合防災訓練（四日市工場）

地震津波避難訓練（千葉工場）総合防災訓練（千葉工場）

総合防災訓練（四日市工場）
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ＣＳＲ活動報告

物流安全、化学品・製品安全

ＫＨネオケムでは、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

ＫＨネオケムでは、当社が品質を保証してい
る全ての製品について、ＳＤS を作成し、顧客
及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

ＫＨネオケムの製品を取り扱う人々への警告
として、全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

労働安全衛生

ＫＨネオケムでは、従業員及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。その他、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。

労働安全衛生への取り組み

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、
２０１６年度は、不休業労災が千葉工場で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、2004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、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）
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。

労働災害の発生状況

ＫＨネオケムでは、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及び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。

■ 化学物質管理

※1   ＧＨＳ（Globally Harmonized System of Classification 

   and  Labelling of Chemicals）：化学品の分類及び表
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

※1 リスクアセスメント： 
  作業における危険性又は有害性を特定し、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上で、リスクの
除去又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。

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
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ＣＳＲ活動報告

産業保安に関する行動計画

経済産業省からの産業事故の防止に向けた業界団体の行動計画策定の要請に基づき、２０１３年７月４日に石油化学工業協会にお
いて「産業保安に関する行動計画」が取りまとめられ、２０１６年６月７日に一部見直しが行われました。この「行動計画」に基づき、ＫＨ
ネオケムが実施する取り組みのガイドラインについて、以下のとおり公表いたします。

項目 状況 関連ページ

❶ 企業経営者の産業保安に対するコミットメント

保安・安全に関する基本理念・基本方針 社長は、「安全基本理念」１．安全は会社経営の基盤である。２．安全は全員の参加と自覚と努力により得られる。）に基づき、「ＲＣ活動
方針」及び「保安管理の基本方針」を定めて、保安管理活動を含むＲＣ活動を推進している。 

P.14産業保安への資源配分 人材：定年退職者を再雇用し、若手社員への技術伝承に取り組んでいる。将来の人員構想を見据えた人材採用をしている。 
修繕、設備投資：予防保全を目的とした外面腐食点検を計画的に実施している。 

安全メッセージＤＶＤ 石油化学工業協会より配布されたＤＶＤを四日市工場及び千葉工場の全部署で視聴し、従業員の教育に活用している。

❷ 産業保安に関する目標設定 「労働災害ゼロ」、「保安事故ゼロ」、「環境事故ゼロ」、「コンプラインアンス違反ゼロ」及び「トラブル削減」の目標を設定している。 P.15

❸ 産業保安のための施策の実施計画の策定

リスクアセスメント（ＲＡ） 作業時に労働災害の発生が予測される危険有害要因、ヒヤリハット・気がかりメモによる危険予知活動、新規プロセス立ち上げ時
（プラントに内在する潜在危険及び操作上の問題点）及び非定常時を対象としてリスクアセスメントを実施している。 

P.19
及び
P.20

人材育成のための教育訓練 

プラント運転手順を逸脱した場合の影響について、「Ｗｈａｔ－ｉｆ」あるいは「ＨＡＺＯＰ」の手法により、原理原則（Ｋｎｏｗ－Ｗｈｙ）を理解
するとともに、プラントに内在する潜在危険及び操作上の問題点を洗い出し、安全対策が十分であるか否かを系統的に検討するこ
とで安全性向上を図っている。 
技術的な基礎知識を理解させるための技術教育、教育用資機材による教育、緊急時想定訓練及び緊急通報訓練を実施している。 

事故情報の活用 
自社で発生した事故及びその他の危険な状態に関し、原因を調査・究明し、是正措置について問題ないか議論している。 
他社で発生した事故に対し、事業所に類似と考えられる事故情報については、事故事例研究を実施し、従業員の安全意識の向上と
同様のトラブルの未然防止に努めている。 

組織運営 技術検討会を毎月開催し、本社と工場間で情報の連絡を緊密にしている。 
三部門連絡会議を必要に応じて開催し、各部門間の連携・コミュニケーションを図っている。 

設備保全、老朽化対策 予防保全を目的とした外面腐食点検を計画的に実施している。 

高圧ガス設備既存配管系自主耐震診断 重要度Ⅲの設備のみであるが、高圧ガス認定事業者として、優先度を策定し、既存配管系の耐震診断を行った。 

安全性向上のための新たな手法、技術の取り入れ 高圧ガス保安のスマート化に関する新技術について、現時点で取り入れているものはないが、高度制御プログラムを運転管理に
取り込み、プラントのさらなる安定化を図っている。 

協力会社も含めた安全管理の実施
工事現場監督者、工事作業員、運行管理者及び運行乗務員等に対して、教育訓練を実施している。 
工場内で行う工事及び物流に関する作業の円滑な遂行と安全確保の向上を目的として、安全協力会を設置している。 
協力会社もヒヤリハット・気がかりメモによる危険予知活動に積極的に参加している。

❹ 目標の達成状況や施策の実施状況についての調査及び評価 社長を委員長とする環境保安委員会において、目標の達成状況や重点施策に係る活動の進捗を報告し、評価している。 P.14

❺ 自主保安活動の促進に向けた取り組み 「安全表彰基準」を定め、優れた安全管理体制を確立・維持し、かつ所要時間無災害・無事故を達成した事業場を表彰している。
 事業場主催で外部講師による講演会を開催している。外部主催の会議及び研究会等に参加している。

❻ 社外の知見の活用
四日市工場及び千葉工場において、第三者機関（保安力向上センター）による保安力評価を受けた。この結果を踏まえて、弱みとし
て提示された事項への対応及び弱みの中でも全社として取り組むべき事項への対応をＲＣ活動の重点項目として取り上げ活動し
ている。

❼ 地域社会等とのリスクコミュニケーション

２年ごとに開催される千葉地区及び四日市地区ＲＣ地域対話に参加している。 
毎年、工場周辺道路のボランティア清掃活動を実施している。 
四日市工場において、定期的に近隣大学から教師及び学生を招き、工場見学を実施している。 
千葉工場において、毎年、小学校から教師及び児童を招き、工場見学を実施している。

P.30
及び
P.31

❽ 地震・津波による産業事故の発生防止に向けた取り組み

東海地震をはじめとする南海トラフ地震に備え、関連文書を改訂し、津波時の対応の充実を図った。 
三重県が公表した津波浸水予想のうち、最も影響の大きい平成２３年版を基に、浸水によるタンクの浮動を評価し、管理液面を変更
する対応とタンク元弁を手動閉止する対応を取ることとした。 
全事業場において、地震・津波を想定した避難訓練を実施している。

P.19

KH Neochem  |  CSR報告書 2017 KH Neochem  |  CSR報告書 201722 23



ＣＳＲ活動報告

マネジメントについて

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

取締役会の構成
当社は、取締役会の監督機能を一層強化し、経営の透明性と
健全性及び企業の成長性を高めることを目的として、2017
年3月に社外取締役を1名増員し、3名体制に移行しました。
また、監査役については、2017年3月に財務・会計に関する
豊富な経験及び適切な知見を有する者を常勤社内監査役に
選任するなど、取締役会の監督機能の向上につながる体制
構築を進めています。

指名・報酬委員会の設置
2016年12月に従来の報酬指名委員会を発展的に改編し、
取締役候補等を審議・立案する機能を付加した指名・報酬委
員会を設置しました。本委員会は過半数を社外取締役が占
め、取締役会に対して役員の指名や報酬に関する助言を行う

コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスに関する基本方針の企画・立案・取
締役会への具申、コンプライアンス上の重篤な問題への対応
及びコンプライアンス上の助言・指導・教育・啓発、その他の当
社のコンプライアンスに関連する規程類の審議等を行うため、
コンプライアンス委員会を設置しています。同委員会は、常勤
取締役、常勤監査役、執行役員、本社部室長及び事業場長等を
構成員とし、原則として年２回開催しています。

私たちは、「『化学の力』で、よりよい明日を実現する。」という
企業使命、及び「確かな技術と豊かな発想で、夢を『かたち』に
する。」という経営姿勢の
もと、高い倫理観をもって
行動し、社会から信頼され
る企業を目指します。

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顕在化に対する予防や、
影響度を低減する対策案を立案し、その進捗状況と、対策案
の評価、それらを踏まえたリスクレベルの設定を行います。リ
スクの棚卸の結果については、リスク管理事務局により対策
案やリスクレベルの適正を審査し、重要度の高いものについ
ては経営への付議または報告を行います。

当社では、法令や「コンプライアンス
ガイドライン」などに違反する行為を
未然に防止するとともに、万一起きて
しまったときに適切に対処できる体制
として、「ホットライン」という内部通報
制度を設置しています。
役員・社員・派遣社員等が利用できる
ホットラインとして、「企業倫理担当役
員ホットライン」、「常勤監査役ホットラ
イン」、「弁護士ホットライン」「事業場
コンプライアンス目安箱」を開設して
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、及び記録媒体の紛失等による情報漏えいを防ぐ
よう努めています。内閣府の指定する重要インフラとして、新
たに化学分野が加えられたことから、工場の制御系システム
に対してリスクアセスメントを実施しました。

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。詳細はP.22-23にてご報告しています。

当社グループは、「『化学の力』で、よりよい明日を実現する。」という企業使命の下、持続的な成長及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の実現に向けて、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、適切な情報開示、株
主以外のステークホルダーとの適切な協働、執行に対する実効性のある監督を基本とし、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでいます。 

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並びにコンプライアンス規程に
基づき、規程類整備や遵法状況点検を行い、その徹底に努めて
います。その活動及び結果についてはコンプライアンス委員会
において確認し、点検結果に対応した適正な措置を講じてい
ます。

当社グループではリスク管理規程を定め、お客様や地域社会の
皆様より信頼を獲得できるよう、リスクのマネジメントを行って
います。

■ 基本的な考え方 ■

■ 基本的な考え方 ■ ■ 基本的な考え方 ■

コーポレートガバナンス体制

コンプライアンスへの取り組み

コンプライアンス ガイドライン

リスクマネジメントシステム

内部通報制度について

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

コーポレートガバナンス強化の取り組み

ことによって、決定プロセスの一層の透明性・公正性の向上
を図っています。

取締役会
当社の取締役会は、法令・定款等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及び取締役の職務
執行の監督機関として機能しており、社外取締役３名を含む
取締役９名で構成されています。また、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、取締役の任期は1年としています。
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。

監査役及び監査役会
当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む監
査役３名により監査役会が構成されています。監査役は、取
締役会、経営会議、その他重要な会議体へ出席し、必要に応
じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、
取締役の職務執行を監査しています。また、監査室及び会計
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
に連携を図っています。
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、監査結果等の検討など、監査役相互の情報共有
を図っています。

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

報告

指示

対策立案リスク
評価

株主総会

指名・報酬委員会

監査室

執行役員会

執行役員

コンプライアンス委員会

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 取締役9名
（うち社外取締役3名）

監査役会 監査役3名
（うち社外監査役2名） 会計監査人

選任・解任 報告 選任・解任 選任・解任

選定
・
解職
・
監督

監査
提案

報告

助言
・
指導

内部監査

具申

報告

担当

指示

連携

連携 連携

評価
・
解任

指示

報告

会計監査

経営会議

リスクマネジメントシステム

匿名可のホットライン連絡票

当社Webページにて概要公開

内部通報制度 ポスター
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職群 管理職 S R（上級） R（初級） 未格付

階層 部長クラス以上 課長クラス 係長クラス
D C B・A

新入社員クラス職長・専門
スタッフクラス 中堅クラス 一般社員クラス

1 階層別教育

2 テーマ別教育

❶ コミュニケーション

❷ ビジネススキル

3 語学教育など

4 ビジネスリーダー育成教育

ＣＳＲ活動報告

従業員とともに

働きやすい職場づくり

教育研修を通じた人材の育成

働きがいのある職場づくり

人材育成の一つの手段とし
て、集合研修に力を入れてい
ます。参加者の階層や職種
などに応じ、必要となるプロ
グラムを作成し、効果的な教
育・研修を実施しています。こ
の他にも自ら成長しようとす
る積極的な意志を持つ従業
員に対し、業務上必要な資格
の取得や、自己啓発への取り
組みについて積極的に支援
する制度を設けています。

従業員が仕事と家庭を両立し、十分に能力を発揮することが
できるよう、働きやすい職場環境づくりに努めながら、「働き
方改革」を推進しています。

■ 育児、介護に関する人事制度
当社では社会的要請に応え、働きながら子育て・介護を実現
するための様々な制度の構築、環境づくりに取り組んでい
ます。

■ 労働時間に関する取り組み
年次有給休暇
年次有給休暇の取得率向上を目的として、計画的付与、年休
取得奨励日の設定などの取り組みを行っています。
 

フレックスタイム制度
生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができるよ
う、フレックスタイム制度を導入しています。

時間外労働時間の削減
従業員の仕事と生活の調和を図るため、事業場ごとにノー残
業デー（定時退社の日）を設けています。

組織としての成果、そして人材を育成するという狙いを実現
するため、当社では年２回のMAP面談を行っています。この
MAPについては一人一人の成長のための最も重要な仕組み
と位置付けています。上長は部下がより高い目標の達成や行
動・能力の発揮ができるよう導き、部下はより高い目標の達
成や行動・能力の習得へのチャレンジができるよう面談を通
して次の目標に向かう動機付けを図っています。

チャレンジ・ポスト制度（社内公募制）とは、希望する部署の
ニーズにより、他の部署に所属する社員の中から広く異動希
望者を募集する制度をいいます。2016年は２つの部署から募
集があり、書類選考、小論文審査、面接を経て意欲のある従業
員のローテーションが実現されました。今後も通常のローテー
ションに加えてチャレンジポスト制度を通じたローテーション
も推進していきます。

テーマ別研修に参加して

研修では、日常の業務で活かせるような実践的
なスキルやノウハウを中心に学びました。普段
は接することができない他工場の方とも交流
できたのでとてもよかったです。他工場の業務
内容や業務に対する取り組み方を聞くことがで
き、中には共感できる部分もありました。研修で
学んだことを工場へ持ち帰り、早速業務に活か

すことができているので、研修は大変有意義な
ものでした。
今後さらに提案活動やVC運動※等へも、より積
極的に取り組もうと思います。また研修があれ
ば是非参加したいです。

当社は、従業員に「働きやすい職場」「働きがいのある職場」を提供し、「健康な職場づくり」を推進しながら、従業員一人一人の能力発揮を支
援しています。具体的には、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた人事制度の運用、従業員の育成計画やローテーション、教育研修や福利厚
生活動を積極的に推進しています。

■ 基本的な考え方 ■

ワーク・ライフ・バランスへの取り組み

MAP（Mission & Action for the Progress）
制度（目標管理）を通じた人材育成

チャレンジ・ポスト制度を活用したローテーション

2016年の法律施行にあわせ、当社でも一般事業主行動計
画を策定しました。 計画達成に向けた活動として、働きがい
に関するアンケートを実施し、その結果をもとに管理職と女
性従業員向けにキャリア研修を実施しました。その中では上
司と部下双方の立場から、MAP面談のより効果的な活用方
法を指導することで、コミュニケーションの活性化を図りまし
た。今後も女性だけでなく従業員全員がいきいきと働けるよ
うな取り組みを企画していきます。

女性活躍推進への取り組み

従業員の

■ 定年退職者の積極活用
再雇用制度
60歳の定年を迎えた後も、健康で就労意欲のある方には、引
き続き経験と知識を活かしていただけるように再雇用の制度
を整えています。

職場活性化方法

リーダーシップ

新任管理職研修
フォローアップ研修
新入社員研修

中堅社員研修

コーチング 改善・創造
ビジネス財務・会計戦略（通信教育）

海外語学研修

プレゼンテーション（通信教育）

語学　eラーニング（英語）

ビジネススクール派遣

チームビルディング
ロジカルシンキング

高圧ガス製造保安責任者（乙種）

健康な職場づくり

メンタルヘルス対策、並びにハラスメント防止対策は当社に
とっても重要な課題と捉え、定期的に従業員向け、管理監督
者向けの研修を実施しています。

メンタルヘルス対策

社員同士の交流やコミュニケー
ションの円滑化を目的とし、全体
行事でのパーティやボウリング
大会の企画、また各職場のレク
リエーションや各種クラブ活動
への補助などを行っています。

健康保険事業として事業場ごとに健康セミナーを実施してい
ます。例えば本社オフィスでは
握力検査や上体起こし、バラン
ス能力チェックなど、普段の職場
から離れてリフレッシュすること
で心身ともに健康で働けるよう
取り組んでいます。

社友会活動

健康セミナーの実施

定年後再雇用者数
※2017年7月時点 46人（うち女性5人）

月間平均残業時間
※2016年度 18.06時間

声

※ＶＣ（バリューチェンジ）運動：
当社四日市工場で行っている独自の改善活動

四日市工場 
管理部 品質保証Ｇ
末永 ちづる

ＫＨネオケムの教育体系図

2016年度の年休取得実績 約84％（全社員）

教育研修の様子

社友会全体行事の様子

健康セミナーの様子
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ＣＳＲ活動報告

株主・投資家とともに

株主とのコミュニケーションの機会

当社へのご理解をより深めていただくために、当社は、株主・投資家の皆様への積極的な情報発信と建設的な対話を行ってまいります。

■ 基本的な考え方 ■

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
と直接対話す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。ご説明にはナレーショ
ン等を用い、内容をよりご理解していただけるよう取り組ん
でいます。第7回定時株主総会（2017年3月24日午前10時
開始）では、全決議事項が承認・可決され、多数のご質問と貴
重なご意見をいただきました。

4月にはアナリスト・機関投資家の皆様を四日市工場にお招き
し、工場見学会を開催しました。当社製品のモノづくり現場を
ご覧いただき、当社の製品がど
のような分野で社会に貢献して
いるのか、また、安全操業や環境
に対する方針・取り組みなどを
ご紹介しました。

6月には海外IR活動を行いました。当社の事業や将来性など
に関して海外からもお問い合わせが増加しているため、ロン
ドンとヨークで投資家の皆様と面談を行いました。面談では
当社の技術基盤や、成長市場で高いシェアを有している点な
どに高い関心が示されました。

このように当社は株主・投資家の皆様との対話を重要な経営
課題と位置付け、今後も経営陣が率先して取り組んでまいり
ます。

株主総会の開催

決算説明会など各種IR活動
当社は2016年10月に東証一部へ上場しましたが、その翌月
に実施した決算説明会では決算や業績予想とともに3カ年の
中期経営計画を説明しました。その中では「成長性と安定性
を兼ね備えつつ、さらなる飛躍に向けた3年間とする」という
目標の下、「機能化学品のグローバル拡販」「基礎化学品の収
益強化」「将来への地盤固め」といった目標達成への戦略を説
明しました。また、当社の技術や事業環境なども併せて紹介
しました。

2017年2月には東証IRフェスタに出展し、個人投資家の皆様
に事業紹介や中期経営計画・業績の説明を行いました。2日
間にわたる開催期間中に多くの方々とコミュニケーションを
図り、非常に有意義な機会となりました。

ＣＳＲ活動報告

工場の活動

四日市工場・四日市研究所
工場概要
所在地
■ 午起製造所・四日市研究所
　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

従業員数
356名

（2017年 9月現在）

工場概要
所在地
■ 千葉県市原市五井南海岸11-1

従業員数
110名

（2017年 9月現在）

● 川越町高松海岸のボランティア清掃に参加
● 霞ヶ浦緑地公園ボランティア清掃に参加
● 日本ボイラ協会三重支部より2名が優良化学設備関係

第一種圧力容器取扱作業主任者表彰を受賞
● 石化協保安推進会議において保安管理活動の内容を報告

環境・安全関連トピックス
● いちはら環境フェスタに参加
● 防火安全協会より1名が優良危険物取扱者表彰を受賞
● 千葉労働基準協会より1名が優良労働者表彰を受賞
● 千葉県労働基準協会連合会より安全管理優良事業場表彰を受賞
● 千葉県高圧ガス保安協会より1名が優良保安責任者表彰を受賞

環境・安全関連トピックス

環境データ

四日市工場全景

※原油換算

単位：t

項目 数値
エネルギー原単位［L※/t］ 205
SOx排出量［t］ 0
NOx排出量［t］ 290.5
ばいじん排出量［t］ 2.0
総合排水量［千t］ 1,958
COD排出量［t］ 19.5
T-N排出量［t］ 2.2
T-P排出量［t］ 1.9
廃棄物発生量［t］ 48,331
最終埋立処分量［t］ 0.4

PRTR法第一種指定化学物質の排出量

対象期間：2016年4月1日～2017年3月31日 対象期間：2016年4月1日～2017年3月31日

物質名 排出量
アセトアルデヒド 2.8
2-アミノエタノール 1.4
イソブチルアルデヒド 2.1
2-エチルヘキサン酸 0.2
エチレンオキシド 0.4
トルエン 1.7
ほう素化合物 0.1
無水フタル酸 0.2
ダイオキシン類（単位：mg-TEQ） （100.2）
その他（11物質） 0.0

環境データ

※原油換算

単位：t

項目 数値
エネルギー原単位［L※/t］ 193
SOx排出量［t］ 2.4
NOx排出量［t］ 41.0
ばいじん排出量［t］ 3.7
総合排水量［千t］ 1,659
COD排出量［t］ 10.8
T-N排出量［t］ 8.8
T-P排出量［t］ 0.4
廃棄物発生量［t］ 3,065
最終埋立処分量［t］ 16.4

PRTR法第一種指定化学物質の排出量
物質名 排出量

2-アミノエタノール 0.0
コバルト及びその化合物 0.6
デシルアルコール 0.0
3、5、5-トリメチル-1-ヘキサノール 0.3
トルエン 0.0
1-ノナノール 0.0
無水フタル酸 0.0
ダイオキシン類（単位：mg-TEQ） （1.0）

執行役員 
工場長 
緒方利明

千葉工場全景

執行役員 
工場長 
斎藤誠司

千葉工場

アナリスト・機関投資家の皆様への決算説明会

東証IRフェスタでの個人投資家の皆様への
IR説明会

決算説明会での中期経営計画発表

東証IRフェスタでの当社紹介ブース

http://www.khneochem.co.jp/ir/presentation

工場見学会を開催した三重県の四日市
工場

KHネオケム　決算説明会資料 検索

※  2016年10月に上場したため、こちらでは上場後の取り組みを中心に 
ご紹介しています。
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四日市市自然保護推進委員会の呼び掛けで、南部丘陵公
園南ゾーンの里山保全活動に参加しました。里山再生に向
けて地元と一体になって取り組んでいます。

ＫＨネオケムは、「社会・時代の要請」に応え、皆様から
求められる企業であり続けるため、社会貢献活動を重要
な施策の一つと考えています。工場周辺での様々な地域
貢献を継続するほか、2017年からは「全社一丸での社
会貢献活動」にも取り組んでまいります。

毎年の地域清掃活動は、今回で７回目を数え、すっかり定
着してきました。いつもより早く出勤し、始業前に総勢56
名の従業員が霞ヶ浦地区国道23号線歩道の清掃を行い
ました。

第６回ＲＣ四日市地区地域対話会が開催され、当社も加盟
企業の一員として参加しました。「安全・安心を目指した企業
の保安防災・環境保全活動」をテーマに、２２９名の方々に参
加いただきました。

四日市市と近隣3社による「四日市コンビナート見学会」を開
催しました。地元大学の機械、電気・電子系を専攻している学
生を招いて、将来の就職先としてコンビナートの企業に関心
を抱いてもらうよう取り組んでいます。

国道１６号線中央分離帯の清掃活動を毎年４回実施してい
ます。交通量が多いためゴミも多くありましたが、定期的に
活動を行うことでクリーンな道路の維持に努めています。

市原市の環境月間への協力として、地元小学校の児童９０名
を受け入れて工場見学会を開催しました。皆さんメモを取っ
たり、たくさんの質問をしたりして、石油化学工場について
熱心に学習していました。

市原緑地運動公園で開催された五井臨海まつりに参加し、
恒例の菓子パンの販売を行いました。悪天候にもかかわら
ず、多くのお客様に来ていただき、お昼過ぎには完売するこ
とができました。今後もさらにこの輪を広げ、地元地域に貢
献していきます。

ＫＨネオケムは社会貢献の取り組み
をより強化すべく、2017年より「全社
一丸での社会貢献活動」を行ってまい
ります。2017年5月に全従業員対象の
アンケートを行い、その意見をもとに、
活動のテーマと方向性を定めました。
活動は全事業場より集った社員が
一堂に会し、10月に行う予定です。

四日市工場

南部丘陵公園南ゾーンの里山保全活動

地域清掃活動

四日市コンビナート見学会

第６回ＲＣ四日市地区地域対話会

国道１６号線中央分離帯の清掃活動

五井臨海まつり

小学生工場見学会

千葉工場
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地域・社会とともに

全社一丸での
社会貢献活動
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