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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。
作成に当たってはできるだけ分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 : 2017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

2017年4月1日から2018年3月31日としています。

　また、一部2018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 : 2018年9月

The Power of 
Chemistry

売上高（百万円）

連結財務ハイライト

■■ 第2四半期累計
　■ 通期

2016

39,319 45,514 44,357

101,500（予想）94,661
80,163

2017 2018

営業利益（百万円）

■■ 第2四半期累計
　■ 通期

2016

4,297
5,668

4,015

10,800（予想）11,495

8,982

2017 2018

経常利益（百万円）

■■ 第2四半期累計
　■ 通期

2016

4,292
5,834

4,243

11,300（予想）11,906

8,950

2017 2018

2010 年12 月
※前身の協和油化株式会社は1966年11月設立

8,775百万円（2018年6月末現在）

760名(連結、2018年8月末現在)
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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

“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。

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

せいか

いえやん

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）
日本オキソコール設立(現:千葉工場)

1948年

1949年
1963年
1966年

1988年

2004年

2011年

2016年

四日市工場 
業種別無災害最長記録（当時）を達成
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
東京証券取引所市場第一部に上場

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

会社概要

沿革
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ステークホルダーの皆様とともに成長し
「化学の力」で社会に広く貢献し続ける
企業を目指し邁進していきます
 

浅井 惠一

ＫＨネオケム株式会社
代表取締役社長

※1　営業利益、経常利益について。　※2　対象製品について。　※3　P30のコラム参照。

化学の力で
世界中の人々の暮らしを支える

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、「基礎化学品」「機能性材料」「電子材料」
の3つの分野で事業を展開するファインケミカルメーカー
です。
基礎化学品では、溶剤や可塑剤原料など豊富な製品
ラインナップを取り揃え、国内外の幅広い分野の産業を
下支えしています。機能性材料では、オゾン層保護や地
球温暖化防止に寄与する環境配慮型のエアコンに対応
した潤滑油原料の需要がアジア、中南米など各国におけ
るエアコン台数増加とともに大きく伸びていることに加
え、高級化粧品などに使われている保湿性に優れた化粧
品原料も世界中でニーズが拡大しており、人々の暮らし
に役立っています。電子材料においては高純度化技術と
品質管理ノウハウを生かした高純度溶剤が、AIやIoTの
活用により重要性が高まっている半導体の製造を支え、
エレクトロニクス分野の発展に貢献しています。
近年、世界人口の増加及び新興国の発展に伴う中間
層の急激な拡大を背景に、化学製品の需要は世界的に
伸長を続けています。当社は、こうした環境変化にも柔軟
に対応しながら、製品を安定的に供給することを通じて
世界中の人々の暮らしを支えています。

3年間の中期経営計画で
成長に向けた基盤づくりに注力

2016年から2018年にかけて進めている第2次中期経
営計画「変革への挑戦」（今中計）では、「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」の3つの戦略を柱に取り組んでおります。2018年は
積極的な大規模定期修理を実施したことにより減益とな
る見込みですが、3つの戦略の着実な実行に加え、良好な
市場環境が追い風となり、今中計最終年度（2018年）の
営業利益目標80億円を大幅に上回る見込みです。また、
今中計以前の2015年に続き、2016年、2017年と3年連
続最高益※1を更新することができました。
今中計期間においては、機能化学品の生産能力増強
や、徹底的なコストダウン、台湾での新たな生産拠点建
設に向けた準備、積極的な定期修理による生産基盤強
化、人財の採用・育成、組織体制の整備など、3年間を通
じて「今後の成長に向けた基盤づくり」に力を注いでおり
ます。

2030年に向けて
さらなる飛躍を目指す

現在は、長期ビジョン「VISION2030」と2019年度か
ら始まる第3次中期経営計画（次期中計）の策定を進め
ておりますが、次期中計は2030年までに大きく飛躍を遂
げるための最初のステップと位置付けております。引き続
きコアビジネスの強化に努めてまいりますが、世界的な人
口増や中間層の拡大に加え、新興国の女性の社会進出、
AI、IoTの活用など様々な変化が急速なスピードで進み、
需要増加が想定される中、当社製品の生産能力を高めて
いくことは非常に重要です。その一環として当社は、
2017年12月に、環境配慮型エアコン向け潤滑油原料の
生産設備増設を決定しました。2020年の稼働開始を目
指し準備を進めており、これにより従来の1.5倍の生産が
実現可能※2となる見込みです。
また、国内では人口減少により市場が飽和状態になる
と想定されますが、環境・省エネルギー、ヘルスケア、エレ
クトロニクス分野などにおいて新たなビジネス展開にも
積極的に挑戦してまいりたいと考えています。さらには海
外企業とのコラボレーションやグローバル人財の育成な

ど、次期中計の3年間は「海外展開のための基礎づくり」
にも取り組んでいきます。

強みを活かして
社会課題の解決に取り組んでいく

様々な取り組みの軸にあるのがCSRであり、当社ならで
はの強みを生かして社会に提供できる価値はたくさんあ
ると考えています。例えば、世界では今、プラスチックによ
る海洋汚染が大きく取り沙汰されています。こうした環境
問題に対し、化学産業が積極的に取り組むことは社会的
使命であると捉えています。地球環境に負荷をかけてしま
う製品の使用を抑制することにとどまらず、問題の根本を
解決するためにはどうすればいいのか。ファインケミカル
メーカーとしての視点を生かし、未来のために私たちにで
きることをたえず考えていきます。

日々の事業活動に関しては、無事故・無災害で安全操業
を続けることが何より肝心であり、これが安定供給の実現
につながっていきます。また、社会貢献活動を通じて地域
の皆様に喜んでいただき、絆を育んでいくことも重要な取
り組みです。これからも社会とともに歩み、さらなる企業価
値の向上を目指し邁進してまいりたいと思います。

コンプライアンス第一の意識を
従業員一人ひとりが胸に刻んで

CSRの推進においては、従業員一人ひとりがコンプラ
イアンス第一の意識を常に持っていなければなりませ
ん。そのために「5C Credo（クレド）」※3を制定し、全社員
に私からのメッセージと携行カードを配布しました。品質
や安全に対するわずかな甘えが甚大な損害をもたらした
昨今の事例を見ても明らかですが、「これまでのやり方が
正しいはず」と決めつけたり固定観念に縛られたりしたま
まで改善を怠れば、それは必ず結果に表れてきます。どん
な時も“コンプライアンス・カムズ・ファースト”を胸に刻
み、各々が業務と真摯に向き合い続けることで、これから
もステークホルダーの皆様にご支援いただける企業であ
り続けることが私の願いです。これからも社会から求め
られる存在を目指し邁進してまいりますので、さらなるご
支援とご指導をよろしくお願い申し上げます。

Top interview
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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」
「電子材料」をコアとして、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
品を世界中に提供しています。

経営姿勢

確かな技術と
豊かな発想で、

夢を「かたち」にする。

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

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

さらなる高みを
目指した挑戦

解決 改善

障壁・問題・
課題

ＣＳＲ活動

末端消費者
P.8、P.12

株主・投資家
P.34

地域・社会
P.10、36

環境
P.12、P.18

顧客
P.12、P.25

従業員
P.16、P.31

中期経営計画

企業使命の実現

「化学の力」で、
よりよい明日を
実現する。
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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。

住宅

壁紙

橋

車

床材

化粧品

エアコン

洗剤

冷蔵庫
木製
デッキ

アルミ缶

ラップ

スチール
缶

テレビ

スマート
フォン

パソコン

ビニール
ハウス

スチール
缶

スチール
缶

暮らしを支えるＫＨネオケム 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。

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

環境配慮型
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ネオケムの社会貢献活動
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、工場の所在する四日市市と
市原市では、これまでにも清掃活動や祭事への参画など地域に根差した活動
を行ってきました（P37,39参照）。2017年より、さらに取り組みを強化すべく、
「全社的な社会貢献活動」を企画し、全社一丸で取り組みました。

社員アンケート結果と社内検討の結果、2017年度の社会貢献活動は「三重県四日市市でのスポーツ施設の塗装補修作
業」に決定しました。
四日市市は当社の塗料原料の製造拠点であり、この機会に近隣地域の皆様に当社をより身近に感じていただくとともに、
日頃、お世話になっている近隣地域の方々への恩返しができると考え、実施を決定しました（2018年の活動は千葉県
市原市での活動を予定しています。P39参照。）。

2017年度の社会貢献活動

総括と今後の展望

当日の様子

三重県四日市市での塗料を用いたスポーツ施設の塗装補修作業

●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

■ 背景
当社製品の中には、ブタノールや酢酸ブチルなどの塗料原料（溶剤）があることから、塗装作業は当社に大きく関係する活動です。
中でも四日市工場は、製造している製品の約3割が塗料原料として利用され、塗料とのかかわりが深いことなどから、四日市ス
ポーツランドのローラースケート場の柵を再塗装することとなりました。

■ 活動内容
今回の補修作業では、全役員・従業員を対象に参加者を募り、代
表取締役社長の浅井惠一をはじめとする有志約100名が、10月
下旬に現地作業を行う予定でした。しかし、台風の影響により延
期を余儀なくされたため、11月中旬、四日市工場の従業員を中
心に約20名が作業に参加しました。｠

■ 塗料贈呈式

三重県四日市市のスポーツ複合施設「四日市スポーツランド」に、ローラースケー
ト場塗装作業用の塗料を寄贈しました。
贈呈式当日は天候に恵まれ、晴天の下、四日市市副市長の藤井信雄様よりお言葉
を賜るとともに、四日市スポーツランドを所轄する公益財団法人四日市市文化ま
ちづくり財団より感謝状を頂戴しました。
また、贈呈式後には、今回の社会貢献活動を記念した植樹も実施しました。
※今回寄贈した塗料は、大日本塗料株式会社様、サンデーペイント株式会社様に協賛いただきました。

■ 補修作業

塗料贈呈式で寄贈した塗料を用いて、四日市工場の従業員等約20名が、
四日市スポーツランドのローラースケート場の柵を再塗装しました。慣れ
ない作業に最初は戸惑う姿が多く見られましたが、ベテラン従業員を中心
に連携をとり、参加者全員が集中して作業に当たったため、本来ならば複数
日かかる予定であった補修作業を1日で完遂することができました。

これまで、当社事業を生かした社会貢献活動の実績はありま
せんでしたが、今回の活動により、新たな社会貢献活動の可
能性を感じることができました。また、四日市市民の皆様に

「KHネオケム」という企業をより身近に感じていただける機会

化学品メーカーである我々に、このような社会貢献の仕方があ
るのだと、新たな発見がありました。四日市出身の私が、地元地
域に貢献できたことも良かったです。また、今回の活動で何より
もうれしかった事は、ＫＨネオケムデーの際、市民の方から見て、
感謝の言葉を直接いただいたことで、社会に貢献することの喜
びを直に感じることができました。
これからも、地域の皆さんに喜ばれる活動を続けていきたいと
思います。

過去に、災害時の支援として地域の方に力をお借りしたことは
ありましたが、企業のCSR活動を受け入れさせていただくの
は、初めての経験でした。季節外れの台風により予定を変更い
ただくなどのアクシデントもありましたが、結果としてお願いし
て良かったと、スポーツランドとしても大変感謝しています。
ＫＨネオケムデーでは、参加した市民の方から感謝の言葉をい
ただきました。また、陽に輝く手すりを見て「あっ、ピッカピカだ」
という感動の声を上げたお子さんが印象的でした。

 

塗料贈呈式 四日市スポーツランド
ローラースケート場 補修作業

四日市市制施行120周年
記念協賛事業「KHネオケムデー」

2017年11月1日（水） 2017年11月13日（月） 2017年11月26日（日）

● 四日市スポーツランド（三重県四日市市）に、
ローラースケート場補修用の塗料を寄贈

● 記念植樹

四日市市副市長 藤井信雄 様
ＫＨネオケム四日市工場長 緒方利明

ＫＨネオケム四日市工場の従業員等 約20名

● 寄贈した塗料を用いて、ＫＨネオケムの従
業員が、四日市スポーツランドのロー
ラースケート場の柵を再塗装

200名の中学生以下の子供たちとそのご家族
四日市スポーツランド所長 近藤弘様
ＫＨネオケム四日市工場長 緒方利明

●ローラースケート場（靴貸出付）、アスレチックコース、
スーパースライダーの無料回数券を四日市市在住の
中学生以下の子供200名に配布

●ローラースケート場補修作業完了の報告とお披露目
● 四日市スポーツランド所長 近藤弘様よりご挨拶
● KHネオケム四日市工場長 緒方利明より取り組みにつ
いての説明

活動
内容

日程

主な
参加者

実施
内容

2017年4月～
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

2017年5月～
社員アンケートの結果を集計し、
実施活動について検討開始。

2017年8月～
経営層を含め議論を行い、
活動内容を決定。

特集

四日市工場 総務課
課長補佐

横井 亮介

四日市市文化まちづくり財団
まちづくり振興事業部長

長谷川 秀範 様

をつくることができました。
塗料が剥落して安全に遊ぶことのできない遊具は数多く存在
します。塗料原料を製造・販売している当社の社会的責任とし
て、今後も継続的に実施していきたいと考えています。

ステークホルダーの

社会貢献活動の　 つの方針5

声

200名

参加者

1

+ご家族

■ KHネオケムデー

四日市市制施行120周年記念協賛事業「ＫＨネオケムデー」
として、四日市スポーツランドに、市内在住の中学生以下の
子供200名を無料で招待し、ローラースケート場(靴貸出
付)、アスレチックコース、スーパースライダーが利用できる
無料回数券を配布。一緒に来園いただいたご家族とともに
お楽しみいただきました。当日は、四日市市マスコットキャラ
クターの「こにゅうどうくん」も応援に駆けつけてくれました。
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ＫＨネオケムの強みと事業を
通じた社会への価値提供

機能性材料分野

Case 01

2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの国際目標です。“Sustainable 
Development Goals”の略で、持続可能な世界を実現するための、17のゴール・169のター
ゲットから構成されています。

当社は「『化学の力』で、よりよい明日を実現する。」を企業使命として、独
自の強みを生かした製品を通じ、社会に価値を提供しています。世界で
は2015年に持続可能な開発目標：SDGs（Sustainable Development 
Goals）が発表されました。当社も高付加価値な製品を皆様にお届けする
ことで、SDGsなどの社会課題の解決を意識し、社会の一員としての使命
を果たすために、各種取り組みを行っています。本特集では各分野におい
て、製品を通じてどのように社会へ価値を提供しているかを紹介します。

エアコンの仕組み　ーなぜ潤滑油が必要なのかー

特集

当社技術を通じて得られるユニークな機能性材料は、環境配慮型エアコン向け潤滑油の原料として、地球環境の保護に貢
献しています。また、化粧品や家庭用洗剤など、私たちの身の回りにある日用品の原料としても皆さまの生活に寄与してい
ます。

オクチル酸・キョーワノイック-Ｎ（イソノナン酸）は、エアコンの室外機の中にある圧縮機の潤滑
油原料として使用されています。当社の製品は環境配慮型エアコンとの相性に優れ、国内外で
高いシェアを誇ります。環境配慮型エアコンはオゾン層保護や地球温暖化防止といった世界の
環境規制とともに需要が高まっており、市場のさらなる成長が予想されています。

エアコンは室内の暑い空気を取りこみ、熱のみを外へ運び出す
ことで部屋を涼しくします。この「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機能します。そして、こ
の圧縮機がスムーズに動くために必要なのが、潤滑油（冷凍機
油）です。潤滑油はまさに、エアコンの根幹を担っています。

環境配慮型エアコンの普及促進

社会への提供価値

当社の潤滑油原料は環境配慮型エアコンの稼働に欠かせないものであり、オゾン層保護や地球温暖化防止に貢献しています。また、エ
アコンの冷媒においては、さらに環境にやさしい次世代冷媒の実用化が求められており、当社もそれに対応する新たな素材の研究開発
にも積極的に取り組んでいます。

※SDGs（持続可能な開発目標）とは

コア技術 ： 国内随一のグローバルニッチな技術力
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多くの素材を提供しています。

信頼の歴史 ：  70年続くステークホルダーの皆様との信頼関係
1948年に創業し、2011年に協和発酵キリングループより独立。2016年に東証
一部上場を果たしました。70年にわたるステークホルダーの皆様との信頼関係の
積み重ねが、当社の大切な基盤となっています。

世界有数の生産設備 ： 高シェアかつ豊富な製品群を安全・安定供給
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、当社ならでは
の製品を作り出しています。

当社では潤滑油原料の需要増を見込んで、四日市、千葉の両工場の生産能力を強
化しています。千葉では2018年春に、最大3割※の生産能力増強を実施。四日市で
は生産設備の増設を決定。75億円を投資して、2020年の稼働開始を予定していま
す。これにより生産能力を5割増※とします。当社は世界規模での需要増加に対応す
るために生産体制を強化しています。
※対象製品につき、従来の生産能力に対しての増加割合

環境配慮型エアコン向け潤滑油原料の生産能力を強化

COLUMN

冷たい冷媒 熱い冷媒

熱を持った冷媒

熱を放出

冷風

室内機

室外機

圧縮機

潤滑油

屋内 屋外

エアコンの仕組み 環境配慮型エアコンの市場予測
（単位：百万台）

環境配慮型
エアコン

旧型エアコン

2016年

27 10

82 127

109

137

2021年

環境配慮型　年間平均成長率9.1％

出所：当社推定（2018 年）

強みを生かした
独自性のある
製品づくり

1

2

3

コア技術

世界有数の
生産設備

信頼の
歴史

ＫＨネオケムの強み

2

1

2 3

また、潤滑油は使用される冷媒との相性が重要となります。世界
中で環境配慮型エアコンへの移行が進むにつれ、それに適合し
た冷媒の需要も急速に増加していますが、当社はこの冷媒と相
性の良い潤滑油の原料分野において高いシェアを誇ります。環
境配慮型エアコンの世界需要は2021年までに年間平均成長率
約9％程度で伸びると予測されています。

環境配慮型エアコンに
使用される潤滑油原料＊の
当社世界生産シェア

（＊冷凍機油向け・当社推定）

オクチル酸

イソノナン酸

高いシェア！
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機能性材料分野

Case 02

化粧品に含まれる「1,3－ブチレングリコール（BG）」

美容や健やかな肌を保つために欠かせないスキンケア製品。肌に直接触れるため、保湿性だけ
でなく、肌への刺激にも配慮した製品が求められます。新興国においても、生活水準の向上に
伴い、高品質なスキンケア製品を求める声が高まっています。

世界中の人々の美容と健やかな生活に貢献

社会への提供価値

化粧品グレードの1,3－ブチレングリコールは日本で2社、世界でも計3社しか製造できない製品です。高品質な化粧品を製造する化粧
品メーカーへの1,3-ブチレングリコールの安定供給を通じて、世界中の人々の美容と健やかな生活に貢献しています。

世界の美容や健康に対するニーズは年々高まっています。当社の1,3ーブチレングリコールは美容・スキンケア意識が高いと言われ
る日本や韓国のほか、欧州などの化粧品に使われています。また、中国、マレーシア、シンガポール、インドといったアジア諸国のスキ
ンケア製品購入額は日本や韓国に比べると少ないものの、大きな潜在需要があると見込まれています。既に表面化している例とし
て、訪日観光客の大量購入や、「e-コマース」の発達による、新興国を中心とした高品質な「メイドインジャパン化粧品」の需要拡大が
あげられます。特に東南アジアなどの高温多湿な地域においてエアコンが普及し、乾燥しがちなオフィスで働く人々に、保湿性の高
い高品質な化粧品が求められています。当社は拡大が期待されるこの市場に向けても、国内外の化粧品メーカーを通じて積極的に
供給を行ってまいります。

世界でニーズが広がる化粧品原料

COLUMN

基礎化学品分野

電子材料分野

基礎化学品分野

Case 01

幅広い分野で活躍

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､｢溶剤｣・「可塑剤原料」・
「洗浄剤」等の製品群が幅広い分野で暮らしを支えています。

車、住宅、食料品やインフラなどは我々の生活には欠かせません。安全かつ高品質な製品が求められま
すが、当社は、豊富な品揃えと確かな品質で、人々の生活を支えています。

世界の産業を支える多様で高品質な素材

社会への提供価値

当社の基礎化学品は品揃えが豊富で、「溶剤」・「可塑剤原料」・「洗浄剤」等、用途分野は多岐にわたります。お客様のニーズに合った高品
質な製品を安定的に供給することで、国内外の産業・社会基盤の発展に貢献しています。

電子材料分野

Case 01

高純度が生み出す微細化

高純度化技術と品質管理技術の融合により、エレクトロニクス分野向けに高品質の製品を供給しています。

高度情報社会においては、電子機器の利便性向上のため、半導体回路の微細化ニーズが高まっています。電
子機器のさらなる軽量化、小型化、省電力化、性能向上といった技術革新ニーズが年々大きくなっているた
めです。高純度溶剤は半導体の回路をつくるときに必要な薬剤（フォトレジスト）の原料のひとつであり、精密
な半導体づくりに欠かせません。

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
あると、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。この不具合を少なくするため、
製造工程で使用される薬剤は、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
杯分の水の中に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、当社はそのような極めて高純度な溶剤の供給実現に向け、挑戦をしています。

AI・IoTなど、新たな技術革新を支える高純度溶剤

社会への提供価値

高純度溶剤を通じ、エレクトロニクス分野における「最先端のモノづくり」に貢献しています。利便性の高い電子機器の開発と普及に陰な
がら寄与し、AI・IoT化など社会基盤のイノベーションと世界の人々のより快適な暮らしに貢献していきます。

アジア諸国のスキンケア購入額（一人あたり）
150

120
130 123　

19 20

90

60

30

0

大きな
潜在需要

出所：当社推定（2018年）

化粧水、フェイスマスク、美容液等に求められる、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、当社の化粧品原料で
ある、1,3－ブチレングリコール（BG）です。1,3－ブチレングリ
コールは高い保湿性と適度な抗菌性を持ちながらも、皮膚に対
する刺激性が低いこと、臭気が少ないことが特徴としてあげら
れ、高級な化粧品を中心に幅広く使用されています。皆様が普段
お使いになっている、化粧品の成分表示をご覧ください。“BG”

と表記があれば当社の製品が
使用されているかもしれませ
ん。

当社で製造する溶剤と可塑剤原料は、幅広い分野で使用され
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・電線などをつくる際に使われる、プラスチック

を柔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。

BG

溶剤による半導体の品質差
チリ・金属

ショート等の
原因に…溶剤

通常品

微細化の実現！溶剤

高純度品
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VISION
2030

さらなる成長の基盤をつくる現場での取り組み
ＫＨネオケムでは2016年度に発表した第2次中期経営計画「変革への挑戦」の柱の一つとして「基礎化学品の収
益強化」を掲げ、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すべく取り組んできました。本特集では、
生産の効率化やコスト削減を進めるために、製造現場を中心に推進してきた２つの活動についてご紹介します。

成長の基盤づくり
～コスト削減と人財育成～

継続的なコストダウンに向けて

工場の変革と価値向上を目指して

「第2次中計期間中の20億円削減」を目標に掲げた、コスト削減プロジェクト「TACKLE20」を実施しています。「過去の慣習にとら
われない、全社的・部門横断的な業務改革」をキーワードに、現場を中心に各部署が連携し合って、コスト削減を進めています。
意欲的な取り組みにより、2017年終了時点で、既に約16億円の削減（進捗率80％）を達成しています。

「TACKLE20」に連動した表彰制度も新設しました。効果の高い
事案に対し、年に1度、社長をはじめとする経営陣より表彰状と
賞品の授与を行っています。2017年は計25件、延べ43名の
表彰が行われました。

四日市工場では2011年から「VC（Value Change）運動」、千葉工場では2015年から「チバップ活動」と称し、工場の変革と価値
向上を目指した改善運動に取り組んでいます。
高品質・高付加価値な製品を、より安全・安定に低コストで供給できるよう、工場幹部と現場が一体感を持って、ムリ・ムダ・ムラを
部門横断的に改善しています。
また、改善活動による創意工夫や技術・知識の共有により、人財育成や
働きがい向上につなげることも活動の重要な目的としています。

特集 3

コスト削減 人財の育成
さらなる効率化・コスト削減を実現
し、安定的な収益を確保

改善活動を通じて、各自のコスト・
安全・創意工夫の意識をさらに向上

2017年時点での進捗率
（目標：2018年20億円）

工場の社員が装着する、
場内浸透バッジ

約80%削減

TACKLE20

従業員の 声

「TACKLE20」を通じて感じたことは、日々当たり前に行っている作業や設備
を、一歩引いた視点で洞察することの重要性です。これにより改修・改善すべき点が
浮かび上がり、創意工夫により一つひとつ改善することで、著しい業務の効率化や
大きなコストダウンが可能となります。さらに、これらの改善の成果が数字として目
に見えて分かると、働きがいの向上にもつながります。今後も作業・設備の改善に挑
戦し、働きやすい職場環境と使いやすい設備を作り上げていきたいと思います。

改善の成果が働きがいに

四日市工場 午起製造部
動力課
山野 順司

千葉工場
工務課
北見 友朗

TACKLE20

20192016

第2次中計で
掲げた20億円の
コスト削減活動

従業員の 声

ＶＣ運動を通じて、「ナゼと思うこと」、「ナゼを繰り返すこと」で「知る」チャンスが
生まれ、目的や背景の理解、問題の根源をつかむ起点となっています。これを維
持、管理といった視点で確立させることで、技術の伝承につながっていると実感
しています。
また、ＶＣ運動により、様々な人とコミュニケーションが取れ、新たな発見もありま
す。この運動を通して学んだ考え方や人とのつながりは、さらなる高みに挑戦する
礎となり、当社の将来を切り拓く原動力になっていくものだと考えています。

「ナゼ」が当社の将来を切り拓く原動力

VCバッジ

チバップバッジ

工場の
改善活動

工場の改善活動

成
長
の
基
盤
形
成

成長性と安定性、さらなる飛躍に向けた地盤固め

当社にとって、四日市・千葉の両工場は、世の中に価値を提供
するための大きな原動力です。よりよい品質で価値ある機能
の製品を、安全かつ安定的に、低コストで生産するべく、日々
改善活動に励んでいます。
以前より、「工場の改善活動」として、各種改善活動と、それを
推進し得る人財の育成に取り組んできました。さらに、

「TACKLE20」と称した、第二次中計のコスト削減目標20億
円を達成するためのプロジェクトも行っており、各現場が意欲
的に取り組んでいます。
これらの現場の取り組みが、VISION2030※1や、2019年から
始まる次期中計※2を実現していくための、「成長の基盤づく
り」に大きく貢献しています。

次期中計
（2019年～）

※1：2018年11月発表予定 ※2：2019年2月発表予定

「TACKLE20」表彰式の様子（左：四日市工場、右：千葉工場）

推進リーダーミーティング（ラベル会議）の様子

第2次中計
開始

（2016年）
「変革への挑戦」

※2
※1
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基本的な考え方

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。

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。また、ISO9001及びISO14001の新規格（2015
年版）へ移行しました。

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。

RC活動方針 RC活動体制

認証取得状況

査察及び監査

レスポンシブル・ケア

RC活動方針及び体制

当社では、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。

環境保安査察及び品質監査

工場内部監査

外部審査

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。

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

２０１7年度ＲＣ活動目標及び実績、並びに２０１8年度目標 ◎：達成　○：ほぼ達成　△：未達成

ＲＣコード 
２０１7年度 ２０１8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　1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 ゼロ

 協力会社不休業労災 2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 28件（2012〜16年度の平均値）

　　　　　　↓ 
 26件（2017年度）

◎  トラブル削減（５年間の平均値以下）

※１ P.18参照　※2 P.18参照　※3 P.23参照

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）
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地球温暖化防止

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。

環境負荷実績フロー

環境会計

環境保全

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 ……………………180,384ｋＬ
購入蒸気 ……………… 20,885ｋＬ
購入電力 ……………… 17,457ｋＬ

水
水道水 ……………………… １４千ｔ
地下水 ……………………… ３2千ｔ
工業用水 …………………７,3０1千ｔ

原材料
581,507ｔ

OUTPUT

製品
539,005ｔ

大気への排出
ＣＯ₂ …………………… 473,521ｔ
ＳＯｘ …………………………… 2.3ｔ
ＮＯｘ …………………………321.3ｔ
ばいじん………………………… 5.8ｔ
ＰＲＴＲ物質 ……………………… 4.7ｔ

水域への排出
総合排水量 ………………4,395千ｔ
ＣＯＤ ………………………… 25.8ｔ
Ｔ-Ｎ…………………………… 10.6ｔ
Ｔ-Ｐ……………………………… 2.1ｔ
ＰＲＴＲ物質 ……………………… 5.0ｔ

廃棄物
発生量 …………………… 54,705ｔ
最終埋立処分量 ……………… 1.1ｔ

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 9

※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：２０１7年１月１日〜１２月３１日

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 69 2030

内 

訳

公害防止コスト 大気汚染防止、水質汚濁防止等 （15） （668）

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 （0） （255）

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 （54） （1,086）

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 環境マネジメントシステムの整備・運用等 0 29

研究開発コスト 環境保全に資する製品等の研究開発等 0 168

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 7

合計 69 2,235

環境保全コスト

エネルギー使用量・原単位及びCO₂排出量

経済効果

集計範囲：四日市工場、千葉工場
対象期間：２０１7年４月１日〜２０１8年３月３１日

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。2017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105．
9％、105．7％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98．6％
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。

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。2017年度の物
流におけるエネルギー原単位は、販売量が増加しストックポ
イントではなく工場直送での出荷が増えたこと等の影響によ
り8.6％悪化しました。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。

2013 2014 2015 2016 2017（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

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（2017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

2013 2014 2015 2016 2017（年度）

（kL） （kL/t）

■ 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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環境への排出量の削減

当社は、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す。
2012年度に行った設備改善により、直近の5年間は、2012
年度比で約30％削減した数字を維持しています。

化学物質

※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

※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

2013 2014 2015 2016 2017（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

１２ アセトアルデヒド 1.6 1.1 0.0 2.7

３５ イソブチルアルデヒド 0.4 1.8 0.0 2.3

300 トルエン 0.9 1.0 0.0 1.9

20 ２–アミノエタノール 0.7 0.0 0.0 0.7

１３２ コバルト及びその化合物 0.0 0.5 0.0 0.5

集計範囲： KHネオケムの全事業場
対象期間： 2017年4月1日〜2018年3月31日
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VOICE
廃水処理設備の運転管理 
〜製造プラントの安定操業と地域の皆様の安心のために〜
四日市工場で廃水処理設備の運転管理業務を担当しています。製造プラントから排出される廃水中には、
多くの有機分等が含まれていますので、そのままでは自然界に放流することができません。
この廃水中の有機分等を、法律で定められた基準値以下まで減少させて放流可能な水質にするのが、廃水
処理設備です。当工場の廃水処理は、活性汚泥法と呼ばれる微生物の力を利用する方式で行われます。
生物処理ですので環境変化にはとても敏感です。処理する廃水の水質や処理水槽の条件が一定となるよ
うに保つのはとても大変な作業ですが、今後も製造プラントが安定して稼働するよう、また地域の皆様が安
心して暮らせるよう健全な廃水設備の維持管理に努めていきたいと思います。

従業員の声

四日市工場
環境保安課

石栗 雅彦

高圧ガス認定（完成・保安）検査実施者

大気汚染物質 水質汚濁物質 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
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。

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。

当社は、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。

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。

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おります。

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

30.6 
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

2.2
Nm³/h

4.5
kg/h

0.4
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 90.7 46.0 29.8 13.00 9.4

千葉工場 124 62.9 90 38.9 12.5 5.7

単位：kg/日

四日市工場及び千葉工場では、「保安管理の基本方針」（P.18
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。

保安防災への取り組み

保安防災
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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 ： ５4,705ｔ　１００％

廃棄物排出量 ： 9,958ｔ　１8．2％

内部リサイクル量 ： ３,194ｔ　5.8％

内部埋立処分量 ： 0ｔ　０.0％

外部最終埋立処分量 ： １ｔ　０.0％

内部減量化量 ： 41,553ｔ　７６.0％

外部リサイクル量 ： ３６4ｔ　０.７％

外部減量化量 ： 9,593ｔ　１7.5％

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：２０１7年４月１日〜２０１8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。

合同事業所総合防災訓練（千葉工場）

市民総ぐるみ総合防災訓練（四日市工場）
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当社では、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。

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、2017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。

労働安全衛生への取り組み

労働災害の発生状況

労働安全衛生 物流安全、化学品・製品安全

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上で、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。
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（件）
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■ 不休業労災　■ 休業労災
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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当社 化学工業平均（厚生労働省統計）

2013 2014 2015 2016 2017（年度）

（度数率）

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0

度数率（休業労災）

強度率

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。

容器ラベル

当社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。

当社では、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。

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。

※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

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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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、2017年5月25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、以下のとおり公表致します。

産業保安に関する行動計画

産業保安に関する取り組み

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、「Ｒ
Ｃ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.18

及び
P.31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。 

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.19

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.23
及び
P.24

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が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.18

❺ 自主保安活動の促進に向けた取り組み 従業員からの改善提案に対し得点をつけ、一人当たりの得点が高い上位グループを表彰している。
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.37
及び
P.39

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。 
両工場において、地震・津波を想定した避難訓練を実施している。

P.23
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基本的な考え方

基本的な考え方

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
（社外取締役を含む）

監査役会
（半数以上の社外監査役） 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
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

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を実現して
いきます。

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。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。

コーポレートガバナンス体制

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、高い倫理観を持って行動し、社
会から信頼される企業を目指します。

コンプライアンスへの取り組み

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。
具体的には、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」を開設しており、多様なルートを利用できる体制を整
えています。
また、通報者が不利益を被らないように、秘密を厳守するとと
もに通報者を保護することを社内規程で明確にしています。

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分かりやす
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。
 様々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。

内部通報制度について

当社は、迅速な業務執行と取締役の職務執行の適切な監
督を目的として、取締役会及び監査役会設置会社としてい
ます。当社は、コーポレートガバナンスの実施状況について、

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を作成し、開示し
ております。

コーポレートガバナンス強化の取り組み

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

当社は、当社グループの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。

コンプライアンス委員会

コンプライアンスガイドライン

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及び取締役の職務執
行の監督機関として機能しております。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。

当社の取締役会は、社外取締役3名を含む取締役8名で構成
されています。
常勤取締役は、それぞれに豊富な職務経験とともに、管理、
営業、生産、研究開発、経理・財務部門等の専門的な知見を有
し、その責務を実効的に果たすことができ、取締役会全体と
してバランスよく構成されています。
社外取締役は、その豊富な職務経験や高い専門性を生かし、
多様なステークホルダーや社会の視点から、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、建設的な助言及び監督を行っております。
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。

当社は、取締役及び執行役員の指名・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
設置しております。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

取締役会の構成

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等を
通じて、取締役の職務を監査しております。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

監査役及び監査役会

指名・報酬委員会

コーポレートガバナンス体制の概要

当社のHPのコンプライアンスガイドラインの項目

内部通報制度　ポスター

匿名可のホットライン連絡票

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、監査結果の検討等、監査役
相互の情報共有を図っております。
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基本的な考え方

5C CredoについてCOLUMN

2018年9月に、「5C Credo（クレド）※」を制定しました。当社の行動指針、“「新たな一歩」を踏み出して、さらなる高みに挑戦する”を、具
体的行動例に落とし込み、社員が行動を起こす際の判断の拠りどころとしたものです。
浸透施策として、グループ会社を含む全役職員に、社長からのメッセージと常に携行可能な「5C Credoカード」を配布しました。表面
には、「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）」で構成される、「5つのC」から始まる大切にすべきキーワードと、模範的な行動例を掲載しました。裏面は、
「Compliance」の重要性を踏まえ、コンプライアンスチェックリストとしています。また、視認性を意識したデザインの「5C Credoポ
スター」も各事業場の目に留まりやすい箇所へ掲示しました。
ＫＨネオケムは、「5C Credo」の実践を通じて、企業価値向上と人財のさらなる成長を実現します。

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、全社的なリスクマネジメントを行っています。

リスクマネジメント

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おりま
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、及び記録媒体の紛失等による情報漏えいを防ぐ
よう努めております。2017年に実施した工場の制御系シス
テムに対してのリスクアセスメント結果を基に、工場における
作業手順書の一部に対して更新・見直しを行いました。

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P26-P27にてご報告しています。

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

報告

指示

対策立案リスク
評価

※Credo（クレド）とは、ラテン語で「志」、「信条」といった意味があり、企業活動の
基本となる価値観や行動の規範をシンプルに表現した文言を示します。

5C Credoカード 5C Credoポスター
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VOICE

基本的な考え方

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ています。

育児関係制度を利用して

私は現在「育児短時間勤務制度」を利用
しています。一人目の出産時は制度がな
かったため、毎日延長保育を利用して大変
でしたが、二人目の出産後に制度ができ
たので現在1時間40分短縮して働いてい
ます。現在は3人の子供を育てながら働い
ていますが、看護休暇・フレックスタイム制
度等の制度を利用してがんばっています。
このように仕事と育児を両立しながら働く
ことができているのは、職場の方々のご理
解があるおかげだと感謝しています。

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。

ワーク・ライフ・バランスへの取り組み

従業員の声

従業員とともに

働きやすい職場づくり

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
取得奨励日の設定等の取り組みを行っています。

年次有給休暇の取得促進

ダイバーシティへの取り組み

健康で就労意欲のある方には、60歳の定年後も引き続き、経
験と知識を生かしていただけるよう制度を構築しています。
2018年6月現在、再雇用者数は44名です。

定年再雇用制度

障がいのある方の雇用拡大を促進し、職場で能力や適性を
発揮しながら、生きがいを持って働ける職場づくりに取り組
んでいます。

障がい者雇用

社会のグローバル化が進む中、当社でも外国籍従業員の採
用に積極的に取り組んでいます。

外国籍従業員

仕事と家庭の調和を図りながら効率的に働くことができるよ
う、制度を導入しています。労働時間の中であれば、従業員自
身が出社時間と退社時間を決めることができます。

フレックスタイム制度の活用

四日市工場
品質管理課

橋本 恵子

育児、介護に関する人事制度 年休取得実績 84.2％

従業員の仕事と家庭の調和を図るため、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。

時間外労働時間の削減

月間平均時間外労働時間 16.97時間

出産
母性健康管理
産前産後休暇（産前6週間、産後8週間）
分娩休暇（3日）

休職 育児休職（子供が２歳になるまで）

育児と
仕事の両立

育児時間（1日2回、各30分）
短時間勤務（子供が小学校3年生終了時まで）
時間外労働の免除・制限
休日労働の免除
深夜業の免除
 子の看護休暇（年5日（対象となる子が2人以上の場合は
10日））
子に関する積立年休利用

休職  介護休職（通算365日の範囲内、3回を上限として分割取
得可）

介護と
仕事の両立

短時間勤務
時間外労働の免除
休日労働の免除
深夜業の免除
 家族の介護休暇（年5日（対象となる家族が2人以上の場
合は10日））
介護に関する積立年休利用

育 

児

介 

護
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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。また、2016年に義務化され

たストレスチェックについては当社でも2回目となり、97.1％
の受検率となりました。

千葉工場全体行事に参加して

パーティーを企画、準備していただいた方々のおかげで、余
興や抽選会、豪華な料理やお酒など存分に堪能でき、とて
も楽しい時間を過ごすことができました。また、普段接する
ことが少ない他部署の方とも交流でき、とても良い思い出
になりました。今回は社名変更5周年記念という位置付けで
したが、10周年、20周年と続けていってほしいと感じてお
り、会社の成長とともに自身も一歩ずつ成長していけるよう
にがんばりたいと思います。

メンタルヘルス・ハラスメント対策

社友会活動

従業員の声

健康な職場づくり

四日市工場スポーツレク前の準備体操 本社全体行事

千葉工場
品質保証課

天笠 雄太

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、
計画達成に向けた活動を実施しております。2016年から実
施している働きがいに関する意識調査は2回目を終え、女性

の平均点が1回目よりもわずかではありますが上昇しました。
今後も従業員全員がいきいきと働けるような職場づくりに取
り組んでまいります。

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、費用の一部を
支援する制度を設けています。

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
ティーやバドミントン大会の企画、また各
職場のレクリエーションや各種クラブ活動
への参加費補助などを行っています。

集合研修に参加して

研修では固定観念や先入観をなくし自由
なアイディアを出す発想のメカニズムを
学びました。研修＝若手というまさに固定
観念を持って参加したところもあり、わが
身に思い当たる点も多く勉強になりまし
た。また、仕事でかかわりがありながらも
会う機会のなかった千葉・四日市工場の方
とも研修メンバーとして交流することがで
き、大変有意義な研修となりました。今後
も自分の経験を過信することなく常に前
向きに業務に取り組んでいきたいです。

語学eラーニングを受講して

本学習では、単語や文法、ヒアリングに加
えてマイクを使用した発音チェックの項
目があり、かなり実践的な学習ができまし
た。また、学習カリキュラムがストーリー仕
立てになっていること、自分の学習レベル
に合わせたステージから学ぶことができ
たため、無理せず継続して英語の学習が
できたと思います。実務では海外顧客との
接点もあるため、学習した英語を生かしな
がら、英語学習を継続し、今後のさらなる
ステップアップを目指したいと思います。

女性活躍推進への取り組み

教育研修を通じた人材の育成

従業員の声 従業員の声

働きがいのある職場づくり

KHネオケムの教育体系図

職群 階層 1 階層別教育
2 テーマ別教育

3 語学教育など   4 ビジネスリーダー
  　 育成教育❶ コミュニケーション ❷ ビジネススキル

管理職
部長クラス以上

課長クラス

S 係長クラス

R（上級） D 職長・専門スタッフクラス

C 中堅クラス
R（初級）B・A 一般社員クラス

未格付
新入社員クラス

内定者クラス

新任管理職研修

リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ

コ
ー
チ
ン
グ

改
善・創
造

職
場
活
性
化

方
法

ロ
ジ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ

ビ
ジ
ネ
ス
財
務・会
計
戦
略（
通
信
教
育
）

海
外
語
学
研
修

チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン（
通
信
教
育
）

ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
派
遣

語
学
　

e
ラ
ー
ニ
ン
グ（
英
語
）

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者

（
乙
種
）フォローアップ研修

新入社員研修

中堅社員研修

（株）ジェイ・プラス
出向

上田 尚子

本社
開発グループ

沖村 尚志

従業員がより健康に働けるように、日常的な健康維持のほか、様々な取り組みを
行っています。

健康管理への取り組み

禁煙活動 禁煙チャレンジ

運動不足対策 ウォーキングイベントへの参加

疾病予防 健康測定会、腫瘍マーカー簡易検査、健康講話の実施

その他 献血運動、ストレスチェック等
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基本的な考え方

VOICE
積極的なIR活動
財務部では、国内外の機関投資家や証券アナリストの皆様との積極的な対話を行っています。決算説明会
の開催や個別面談の実施に当たっては、正確で簡潔な資料作りと丁寧な説明を心掛けています。最近では
ESG経営に対する株主・投資家の皆様の関心が高まっており、事業内容や業績以外に、経営体制や社会課
題への対応などへの問い合わせも増加しているため、対話に当たっては各担当部署との連携が欠かせませ
ん。またIR部門の発言は企業の考え方と捉えられるため、責任感とともに担当者としてのやりがいもありま
す。今後も当社を応援していただけるよう、緊張感を持ってIR活動に取り組んでいこうと思います。

従業員の声

株主総会の様子 事業紹介用展示ブースの様子

本社
財務部

高木 健太郎

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。また、株主総会での
ご説明の際には、ナレーションや映像等を用いることで、当社
の事業内容や取り組みをより分かりやすくお伝えするよう取
り組んでいます。

当社は、株主・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
ケーションに取り組んでいます。

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。

株主総会の開催

株主・投資家の皆様とのつながり

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

加えて、第8回定時株主総会においては、初めての試みとして
事業紹介用の展示ブースを設置しました。生活の身近なとこ
ろで当社製品が使用されていることをご紹介し、株主の皆様
から数多くのご質問をいただくなど、株主の皆様との対話の
良い機会とすることができました。

当社は年間4回の決算説明会を開催するとともに、2017年
は国内及び欧米・アジアの機関投資家の皆様と約260件の
個別面談を積極的に行い、当社の経営方針や取り組み、業績
などについて建設的な対話を行いました。また、アナリスト・

機関投資家の皆様を、三重県四日市市や千葉県市原市にあ
る当社工場にお招きし、見学会を開催しました。モノづくりの
現場をご覧いただきながら、当社の製品がどのような分野で
どのように社会に貢献しているのか、また、安全操業や環境に
対する方針や取り組みなどをご紹介しました。

個人投資家の皆様とは、2017年2月の東証IRフェスタや、同
年11月の四日市での投資家説明会で数多くの方々とコミュ
ニケーションを図りました。当社の経営陣が個人投資家の皆
様から直接、貴重なご意見・ご感想をいただいたり、意見交換
をさせていただく場とし
て、非常に有意義な機
会となりました。

当社ではこれらの活動
状況をIRサイトで公開
しているほか、決算説明
会の動画・音声配信やア
ニュアルレポート、事業
紹介冊子「発見！くらし
の中のKHネオケム」の
発行、会社案内動画の配
信など、情報発信の充実 個人投資家の皆様へのIR説明会（千葉県市原市）

工場見学会を開催した三重県の四日市工場

東証IRフェスタでの個人投資家の皆様へのIR説明会

発見！くらしの中のKHネオケム

KHネオケム　会社案内動画

発見！くらしの中のKHネオケム 検索

検索

会社案内動画ページ

を進めています。また、株主・投資家の皆様から頂戴したご意見
やご感想などは、経営陣の間で毎月共有し、必要に応じ経営に
反映させていただいています。今後も、株主・投資家の皆様へ
のタイムリーで分かりやすい情報発信に努め、積極的なコミュ
ニケーションに取り組んでまいります。

No. 時期 活動内容 ご参考
1 2月 決算説明会 2016年決算
2 2月 東証IRフェスタ 出展、説明会
3 3月 海外投資家コンファレンス 欧米投資家
4 4月 機関投資家 工場見学会 四日市工場
5 5月 決算説明会（電話会議） 2017年第1四半期
6 6月 海外IR ロンドン、ヨーク
7 8月 決算説明会 2017年第2四半期
8 9月 海外投資家コンファレンス 北米投資家
9 10月 海外IR ニューヨーク、シカゴ
10 11月 個人投資家説明会 四日市
11 11月 決算説明会(電話会議) 2017年第3四半期
12 12月 機関投資家 工場見学会 千葉工場
13 12月 海外IR 香港、シンガポール

2017年IR活動のご紹介

WEB
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対象期間：2017年4月1日〜2018年3月31日

工場での取り組み

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
358名

（2018年 8月現在）

 川越町高松海岸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
 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
 三重県高圧ガス安全協会より1名が優良保安監督者
三重県高圧ガス安全協会長表彰を受賞

四日市港まつりのカッターレース大会に初参加
しました。全員が未経験者という中で臨みました
が、全チーム無事ゴールすることができ、貴重な
経験をさせていただきました。今後も、地域行事
に参加し、地域の方との接点を作ってまいります。

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。地元の大学の機電系を専攻して
いる学生を招いて、将来の就職先としてコンビ
ナート企業に関心を抱いてもらうために取り組ん
でいます。

地域清掃活動は、今回で8回目を数え、恒例行事
として定着してきました。いつもより早く出勤し、
始業前に総勢73名で午起地区国道23号線歩道
の清掃を行いました。

海の日に「伊勢湾　森・川・海のクリーンアップ
大作戦」の取り組みとして霞コンビナート付近の
高松海岸でボランティア清掃を行いました。

工場概要

環境・安全関連トピックス

環境データ

カッターレース大会

四日市コンビナート見学会

地域清掃活動

ボランティア清掃

PRTR法第一種指定化学物質の排出量

工場長※ 

近藤 佳明

内容 数値

エネルギー原単位［L/t］ 205

SOx排出量［t］ 0

NOx排出量［t］ 284

ばいじん排出量［t］ 2.1

総合排水量［千t］ 2626

COD排出量［t］ 13.8

T-N排出量［t］ 1.6

T-P排出量［t］ 1.6

廃棄物発生量［t］ 51445

最終埋立処分量［t］ 0.2

内容 数値

アセトアルデヒド 2.7

2-アミノエタノール 1.9

イソブチルアルデヒド 2.2

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 0.8

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） （135.0）

その他（12物質） 0.0

四日市工場・四日市研究所の取り組み

四日市工場・四日市研究所

※2018年10月1日より

単位：t
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対象期間：2017年4月1日〜2018年3月31日

執行役員 
工場長 

中橋 彰夫

所在地
千葉県市原市 
五井南海岸11-1

従業員数
116名

（2018年 8月現在）

 いちはら環境フェスタに参加
 国道16号線のボランティア清掃に参加
 千葉労働基準協会より1名が優良労働者表彰を受賞
 日本ボイラ協会千葉支部より1名が優良ボイラー技
士表彰を受賞

工場概要

環境・安全関連トピックス

環境データ

PRTR法第一種指定化学物質の排出量

内容 数値

エネルギー原単位［L/t］ 184

SOx排出量［t］ 2.3

NOx排出量［t］ 37.1

ばいじん排出量［t］ 3.6

総合排水量［千t］ 1769

COD排出量［t］ 12.0 

T-N排出量［t］ 9.0 

T-P排出量［t］ 0.6

廃棄物発生量［t］ 3260

最終埋立処分量［t］ 0.9

内容 数値

2-アミノエタノール 0.0

イソブチルアルデヒド 0.0

コバルト及びその化合物 0.5

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 0.4

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） （0.0）

単位：t

千葉工場の取り組み

千葉県のヒメコマツは、現在絶滅の危機に瀕し
ており、当工場では『ヒメコマツ系統保存サポー
ター』に登録し、事務所前に苗を植栽しました。房
総の生物多様性維持へ協力するため、まだまだ小
さな苗ですが、その成長を温かく見守っています。

第42回五井臨海まつりが市原緑地運動公園で
開催され今年も出店しました。昨年同様菓子パン
を販売しましたが、好天に恵まれたこともあり、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。

市原市の環境月間への取り組みとして、地元小
学校の児童約117名を受け入れて工場見学会を
開催しました。皆さんメモをとったり、たくさんの
質問をしていただき、石油化学工場について熱
心に学習してくれました。

第11回RC千葉地区地域対話が開催され、当社
も加盟企業の一員として参加しました。『企業の
環境保全と保安防災』をテーマに、各社のRC活
動事例紹介やパネルディスカッションが行われ、
131名の方々にご参加いただきました。

ヒメコマツの保全

五井臨海まつり

小学生工場見学会

第11回RC千葉地区地域対話集会

ＫＨネオケムは社会貢献の取り組みをより強化するため、昨年より
「全社的な社会貢献活動」を行っています（P10-11参照）。2018
年は千葉工場付近の「市原スポレクパーク」に全事業から社員が
集い、当社事業に関連する活動を行います（11月開催予定）。

2018年度の全社的な社会貢献活動

千葉工場
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