
経済的価値 売上高（億円）

営業利益（億円）

経常利益（億円）

親会社株主に帰属する当期純利益（億円）

売上高営業利益率（ROS）

自己資本利益率（ROE）

総還元性向（注）

環境、社会的価値 温室効果ガス（GHG）排出量（万t- CO2 e/y）

女性管理職比率（単独）

研究開発費（億円）

（注）総還元性向＝（配当金+自社株買い金額）/当期純利益

1983年 宇部興産(株)入社
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グループ CFO 並びに経営管理室長 兼 企画部長 

2010年 グループ CFO 並びに経営管理室長

2013年 常務執行役員

2015年 化学カンパニーバイスプレジデント 

2018年 専務執行役員

化学カンパニープレジデント(現) 

2018年 取締役(現)

2019年 代表取締役社長

CEO、化学カンパニープレジデント

代表取締役社長 
CEO

泉原 雅人
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　このたび代表取締役社長に就任いたしました
泉原でございます。
　私たちUBEグループは、2019年度より、経
営理念および経営方針の刷新、新中期経営計
画の始動、3カンパニー体制への再編、監査等
委員会設置会社への移行など、大きな変革に取
り組んでいます。
　これらの変革は、UBEグループの企業価値の
持続的な向上へ向けた「成長（攻め）とそのため
の基盤固め（守り）の強化・推進」という表現に集
約できます。新中期経営計画のもと、長期的な
成長を強く感じさせる会社となり、ステークホル
ダーの皆様に実績として着実にお示しする一方
で、「安全はすべてに優先する」を共通の価値観
とし、労働災害や設備・環境事故を起こさないこ
とを事業の大前提としながら、成長のための足
場を固めるためにガバナンスや内部統制を強化
していく、これら2つの方向性の強化・推進が私
の重要な役目であると認識しています。

経営理念および経営方針の刷新

120年の歴史の中で受け継ぐ
創業からの精神を
これからの時代に則したものへ
　地域社会をはじめとするすべてのステークホ
ルダーとの「共存同栄」、いずれ掘り尽くしてし
まう石炭に依存するのではなく、無限に続く価
値を生み出す事業へと踏み出す「有限の鉱業か
ら無限の工業へ」は、創業からの精神として
120年の歴史の中で受け継がれ、社内では深く
浸透しています。
　その精神を、今の時代と言葉に置き換え、UBE
グループの存在意義を示すものとして、このた
び改めて経営理念を刷新しました。それが「技術
の探求と革新の心で、未来につながる価値を創
出し、社会の発展に貢献します」というものです。
また、この理念のもとにUBEグループが事業活
動を行ううえで大切にする価値とでもいうべき
経営方針として、「倫理」「安全と安心」「品質」「人」
の４つを制定しました（詳細はP1をご覧くださ
い）。経営方針の制定は、昨年の品質検査に関す
る不適切行為に対する大きな反省を踏まえての
ものでもありますが、経営の大方針として、グ
ループ全体への周知徹底を図ってまいります。

前中期経営計画
「Change & Challenge 2018」の振り返り

化学部門の完全復活へ
向けた基礎体力が
着実に強化
業績推移
　左の表は、この3カ年の業績推移および原計
画に対する達成率を示したものです。2017年
度は特に化学部門の市況が好調であったため、
計画を大きく上回りました。2018年度は、宇部
地区でのアンモニア工場の定期修理の影響や、

イントロダクション・マネジメントメッセージ　

ステークホルダーの皆様へ
宇部興産の経営方針

「攻め」と「守り」
     双方の強化を図る

2016年度
実績

2017年度
実績

2018年度
実績

2018年度
計画

2018年度
計画に対する達成率

6,165 6,955 7,301 7,500 97%

349 502 445 500 89%

333 507 478 490 98%

241 316 324 290 112%

5.7% 7.2% 6.1% 6.5%以上 94%

8.7% 10.5% 10.1% 9.0%以上 112%

36% 25% 56% 30%以上 ̶

1,210 1,210 1,200 

1.4% 1.5% 2.4%

136 132 121 

前中期経営計画
「Change & Challenge 2018」
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●
化学カンパニー 

●
化学カンパニー 

●
医薬事業部 

●
建設資材カンパニー

●
建設資材カンパニー

●
機械カンパニー 

●
エネルギー・環境事業部

新事業セグメント従来の事業セグメント

●
機械カンパニー 

2017年度の合成ゴムでのスプレッドの一時的
な広がりという特殊要因の剥落、また石炭価格
上昇の影響などにより減益となり、最終年度の
目標値に対しては未達となりましたが、3カ年の
トータルでは、ほぼ計画を達成できたものと考
えています。
　UBEグループでは過去2つの中期経営計画
の中で、化学部門の収益力の回復を継続テーマ
として重視してきました。化学部門の2018年
度の営業利益は、200億円の原計画に対して、
237億円となりました。良好な外部環境が追い
風となったこともあり、この結果をもって「化学
部門の完全復活」とは言い切れませんが、この
ような追い風をしっかりと利益に結びつけるこ
とができたことは、完全復活に向けた基礎体力
が十分についてきた証であると捉えています。

主な取り組み成果と課題
　化学部門では、セパレータを中心とする電池
材料事業は計画どおりに拡大させることができ
ました。また、カプロラクタムとナイロンがチェー
ンとして安定化してきたことや、かつて機能性材
料の柱であったポリイミドが再び収益の柱として
復活してきたことが、大きな成果として挙げられ
ます。また機械部門では、三菱重工業（株）との射
出成形機事業の統合がインパクトのある取り組
みでした。その統合効果として、統一ブランド機
の販売やグローバル最適生産体制の構築が進
み、次の成長のベースができつつある状況です。
　一方、建設資材部門では、2020年東京オリン
ピック・パラリンピックによる需要増が当初予想
したほどではなかったこと、石炭価格が上昇しコ
スト増となったことなどにより、大幅な計画未達
となりました。原料コストが上昇する中で、セメ
ントが再投資可能な事業としての価格是正が
実現できず、今後の課題として残りました。

3カンパニーによる運営体制への再編

事業特性により組織を
大括りし、内部統制を
効果的に機能させる
　2019年度より、これまでの「化学カンパニー」
「建設資材カンパニー」「機械カンパニー」および
「医薬事業部」「エネルギー・環境事業部」の3カ
ンパニー・2事業部による運営体制から、小さな
単位で存在していた２つの事業部を、それぞれ
事業の親和性の高い「化学カンパニー」と「建設
資材カンパニー」へ組み入れ、「化学カンパニー」
「建設資材カンパニー」「機械カンパニー」の3カ
ンパニーによる運営体制へ再編しました。また、
コーポレート研究を担う研究開発本部も、その
出口の多くは化学カンパニーであることから、
化学カンパニーに組み込みました。
　運営体制再編の最大の目的は、攻めの面で
も守りの面でもより機動的に動くことを可能に
するためです。守りの面では、組織を大括り化
することにより、経営資源を効果的に配分でき
るようになり、内部統制も充実させやすくなりま
す。すでに3カンパニーにはそれぞれ、環境安
全・品質保証の専任組織を置く体制を整えまし
た。攻めの面では、カンパニーで自立的に運営
することにより、意思決定のスピードアップにも
つながるものと考えています。

　新中期経営計画は、2025年とその先を見通し、
長期的視野に基づく、成長を強く意識した　　　　

3カ年の行動計画です。
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新中期経営計画

の始動

新中期計経営計画について
　新しい中期経営計画（詳細はP6‒7をご覧く
ださい）は、まず2025年のありたい姿として掲
げる「Vision UBE 2025̶すべてのステーク
ホルダーに価値を創出し続ける企業̶」を描い
たうえで、2025年とその先を見通し、長期的視
野に基づく、成長を強く意識した3カ年の行動
計画として策定しました。

各部門の方向性
　UBEグループの成長の中心に据えていくの
は化学部門です。化学部門では、より安定化を
図るベーシックケミカルズ、より成長を追い求
めるスペシャリティケミカルズ、この両輪で「安
定」と「成長」の両立を目指します。具体的には、
カプロラクタムや合成ゴムを中心とするベー
シックケミカルズ事業は市況によって利益が大
きく変動するため、コストダウンや差異化により
利益の安定化に努め、化学部門の確固たるベー
スとしていきます。一方で、機能品やファインな
どのスペシャリティケミカルズ事業はさらなる
成長を目指し、結果として化学部門全体の利益
率を高めていきます。その柱となるのは、セパ
レータなどの電池材料、高機能コーティング、ポ
リイミドです。またベーシックケミカルズ事業の
中でもナイロンや合成ゴムは積極的に伸ばして
いきます。

　建設資材部門は、市場は成熟化しています
が、2020年東京オリンピック・パラリンピック
大会後も懸念された需要下落は緩やかにとど
まると見込まれることから、引き続き安定的に
キャッシュ・フローを創出しながら、バイオマス、
資源リサイクルなど成長が期待できる事業に注
力し、着実に利益を拡大させていきます。
　機械部門では、グローバル化とサービス化が
重要なキーワードです。先にご説明した三菱重
工業（株）との射出成形機事業の統合効果の実現
や、海外におけるサービス事業の拡大により、収
益性をより高めることができると考えています
（詳細はP32‒37をご覧ください）。

地球環境問題への対応
　石炭を主要なエネルギー源として事業展開し
てきたUBEグループは、自ずとエネルギー多消
費型の事業構造となっており、地球環境問題へ
の取り組みは大きな課題であると強く認識して
います。

億円

2018年度
実績①

2019年度
計画

2020年度
計画

2021年度
計画②

差異
②－①

売上高 7,301 7,600 7,400 7,700 399

営業利益 445 470 490 550 105

経常利益 478 470 510 580 102

親会社に帰属する当期純利益 324 310 320 350 26

（注）2021年度前提条件（環境要因）： 為替 105円/ドル　ナフサ（CIF）640ドル/t　豪州炭（CIF）125ドル/t

新中期経営計画「Vision UBE 2025̶Prime Phase̶」の概要については
P6‒7をご覧ください。

地球環境問題への対応の続きはP8をご覧ください。

計画数値

環境貢献型事業の売上高比率推移

（％）

30

25

0 2016
実績

2017
実績

2018
実績

2021
目標

（年度）

25%
1,520億円

27%
1,880億円

27%

30%

2,000億円

主な環境貢献型技術・製品

軽量化素材（ナイロン、合成ゴム）
高機能コーティング
ポリイミド製品
分離膜
セパレータ
電解液
バイオマス燃料 
リサイクル事業
モスハイジ
省エネ機器

2021年度までに環境貢献型事業の売上高

30%以上

Vision UBE 2025

  Prime Phase
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新中期経営計画の概要

UBEグループは市場ニーズを先取りし、 
環境に調和した製品・サービスを創り出し、

グローバルに存在感を発揮する企業として社会とすべてのステークホルダーに貢献します。

2019年度を初年度とする新中期経営計画「Vision UBE 2025̶Prime Phase̶」は、2025年度とその先を見通
し、長期的な成長を強く意識した3カ年の行動計画です。

基本方針

事業の
成長基盤強化

経営基盤
(ガバナンス)
の強化

資源・
エネルギー・

地球環境問題への
対応と貢献

Vision UBE 2025

  Prime Phase

「すべてのステークホルダーに価値を創出し続ける企業」

UBEグループの2025年のありたい姿と
その方向性を示したビジョン

1. 化学部門を中心とした次なる成長の実現（注1） 

2. 海外拠点の拡充と国内外グループ会社の連携進化および
  グローバルな事業環境変化へのスピーディな対応 

3.  安定的・持続的なキャッシュフロー創出と成長投資の実施 

4. 人材確保と競争力向上のため、人材と働き方の多様化を推進（注2）

5. 価値創出と業務効率化へのICT技術活用と関連する人材の育成

1. 2021年度目標の確実な達成と2030年を意識した新たな長期目標の設定 

2. サプライチェーン全体での環境負荷低減 

3. 環境負荷低減に貢献する新たな技術・製品の創出と拡大

1. 経営の監督機能強化と意思決定の迅速化

2. 品質問題に対する再発防止策の確実な遂行と
      継続的な改善および品質保証体制の強化

3. 内部統制システムの強化による適切な企業活動の実践（注3）

事業の成長基盤強化

経営基盤(ガバナンス)の強化

資源・エネルギー・地球環境問題への対応と貢献（注4）

（注1）  マテリアリティ「化学事業の安定的な成長」選定の基となっています。詳細はP25をご覧ください。
（注２） マテリアリティ「人材の採用と育成」選定の基となっています。詳細はP25をご覧ください。
（注３） マテリアリティ「内部統制の強化」選定の基となっています。詳細はP25をご覧ください。
（注４） マテリアリティ「地球環境問題への対応」選定の基となっています。詳細はP25をご覧ください。
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億円

2018年度
実績

2019年度
計画

2020年度
計画

2021年度
計画

売上高 化学 3,242 3,450 3,300 3,500

建設資材 3,210 3,300 3,250 3,300

機械 972 1,000 1,000 1,050

その他 49 50 50 50

調整額（注） (173) (200) (200) (200)

合計 7,301 7,600 7,400 7,700

営業利益 化学 246 265 270 320

建設資材 144 150 160 165

機械 54 60 65 70

その他 8 7 5 5

調整額（注） (7) (12) (10) (10)

合計 445 470 490 550

事業ポートフォリオ

3年間の設備投資・投融資額 1,600 億円

3年間の研究開発費 450 億円

合計2,050
 

億円

営業利益

550億円
経常利益

580億円

● 育成事業 チラノ繊維、LTO(チタン酸リチウム)

● 積極拡大事業 ナイロン、ファインケミカル、高機能コーティング、合成ゴム、ポリイミド、分離膜、セパレータ

マグネシア・カルシア、バイオマス燃料、資源リサイクル

● 基盤事業 カプロラクタム、工業薬品、電解液、医薬

セメント・生コン、エネルギー

成形機、産機、製鋼

育成事業 7%

積極拡大事業 34% 基盤事業 59% 

投資の内訳（事業ポートフォリオ）

数値目標(2021年度)

セグメント別売上高・
営業利益の計画

（注）セグメント間消去を含む

売上高営業利益率(ROS)

7%
自己資本利益率 (ROE)

10%

主要項目

経営指標

資本効率を意識しつつ、積極
拡大事業への経営資源投入
の比率を高めるとともに、安
定的収益を確保するための
基盤整備と合理化コストダ
ウンも継続して実施します。

設備投資・投融資・研究開発費
内訳 設備投資:1,400億円、投融資:200億円
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　CO2の排出には、エネルギー起源によるもの
とプロセス起源によるものがあります。UBEグ
ループの場合、セメントやアンモニアの製造に伴
うプロセス起源のCO2が全体の排出量の半分
を占めています。プロセス起源のCO2は事業活
動を続ける限り、如何ともし難い部分があるの
が実情です。一方、エネルギー起源によるCO2
の発生・排出は、省エネや効率性を高めていくこ
とで削減できる余地のある部分であり、自らの
責務として、引き続きエネルギー起源CO2の排
出削減に向けて徹底的に取り組んでまいりま
す。また、環境貢献型ビジネスの拡大にも努め、
これらの課題への対応が我々にとって新たな
チャンスに変わるべく挑戦していきます（詳細は
P28‒29をご覧ください）。

ステークホルダーへのメッセージ

長期的な価値創出を支える
「人のチカラ」を高める
　会社の置かれている環境は、時代に応じて大
きく変化していきます。この変化を支えている
のが「人のチカラ」です。企業は人で成り立って
います。研究開発でも、研究者のモチベーショ
ン、つまり、この技術を確立して事業につなげて
いきたいという強い思いが、UBEグループのさ
まざまな事業を生み、発展させてきたと思って
います。UBEグループは宇部という地域でス
タートし、今ではグローバルに事業を行っていま
す。それぞれの地域で「人のチカラ」をどう高め、
ベクトルを合わせて結集していくのか、これが経
営の一番大きなポイントだと思っています。
　また、昨今の労働力不足の中、時代の変化に
応じて変革していける人材を確保していかなけ

ればなりません。そのためには、多様性のある
人たちが働きやすい職場環境にするとともに、
会社が成長することでやりがいを感じられる場
や事業を社員へ次々に提供していけるようにし
たいと思います（詳細はP18‒19、50‒51をご
覧ください）。

「人のチカラ」を
支えとしながら、
自己変革を繰り返し、
次の成長を目指す
　ガバナンスについては、2019年６月より監査
役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移
行しました。守りの面では取締役会の監督機能
の強化により内部統制やガバナンスをしっかり
と担保しながら、攻めの面では業務執行の決定
の委任拡大により経営のスピードアップを図る
ことができるものと考えています（詳細は
P39‒49をご覧ください）。
　UBEグループは、これまでも「人のチカラ」を
支えとしながら、事業環境の変化や時代の要請
に応じて、次の成長のための自己変革を繰り返
してきました。今後もその基本姿勢は変わるこ
とはありません。ステークホルダーの皆様にお
かれましては、これからも引き続きご指導ご鞭
撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2019年8月

代表取締役社長 CEO

エネルギー起源CO2の排出削減に向けて徹底的に取り組むとともに、
　　　　　　　　環境貢献型ビジネスの拡大にも努め、
　　　　地球環境問題への対応が我々にとって

新たなチャンスに変わるべく挑戦していきます。　
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