
中期経営計画の方針

●   ベーシックケミカルズ事業による安定的な収益確保と
スペシャリティ事業のけん引による成長力の強化

●   アジア・ヨーロッパに加えてアメリカなどでもプレゼンスを
向上させ、グローバル市場での存在感を一層拡大

● 人材活用・働き方改革の推進による労働生産性の向上

●   環境貢献型製品・技術のさらなる開発と拡販、
および低炭素社会を見据えた新規ビジネスの創出

●   RDTP-B（注）の連携推進による開発テーマの早期刈り取りと次世代事業の創出

セパレータ

2020年度の事業戦略

合成ゴム
　顧客との共同開発を積極的に展開し、ニーズ
を的確に捉え、高付加価値品をタイムリーに供
給していきます。また、高付加価値品を中心とし
た生産能力増強も進めてまいります。

代表取締役社長
CEO
化学カンパニープレジデント

泉原 雅人

合成ゴム

化学はUBEの成長の中心。足元の状況への対応と、
将来の成長に向けた施策の両方を複眼的に、かつスピードを上げて実行します。

カプロラクタム

ナイロン

合成ゴム
ナイロン・ファイン ● ナイロン

● カプロラクタム、硫安
● 工業薬品、高純度化学薬品
● ファインケミカル
● 高機能コーティング

機能品 ● ポリイミド 
● セラミックス、三塩化ホウ素
● 分離膜 
● チラノ繊維
● 電池材料（電解液・セパレータ）

医薬（原薬、中間体） ● 自社医薬
● 受託医薬

PCD、
PUD

（注）Research（研究）、Development（開発）、Technology（生産技術）、Production（生産）、Business（営業）

ナイロン・ファイン
　カプロラクタム事業（日本・タイ・スペイン）
は、フル生産・フル販売によるコスト削減に取
り組むとともに、ナイロン原料としてのメリット
最大化を推進、硫安事業は付加価値の高い大
粒品の増産・増販を実行します。ナイロン事業
は、スペインおよび北米のコンパウンド拠点確
保により、コンポジットとしてのソリューション
提供型ビジネスを加速・拡大していきます。工
業薬品事業は、国内アンモニアチェーンでの
確固たる地位をより強固なものにしていきま
す。ファインケミカル事業は、UBEグループの
強みであるC1ケミカルの海外事業展開を進
めます。また、高機能コーティング事業では、
タイでの2期PCD設備の立ち上げにより、グ
ローバルトップメーカーとして市場拡大をけん
引していきます。PUDも需要拡大に対応した
設備増強も視野に事業推進を図ります。

エイベリス®

価値創造と持続的な成長に向けた取り組み

化学カンパニーの事業戦略

主要製品・事業
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ESG（環境保全や社会への貢献）関連の取り組み
●  環境にやさしい高機能コーティング材料、自動車の低燃費や軽量化に貢献する合成ゴムやナイロン、EV・HEVに使用される電
池材料や燃料電池自動車用水素タンク向けナイロン、航空機エンジンの低燃費に貢献するチラノ繊維、天然由来に代わる合成
香料のヘリオフレッシュ等、環境負荷低減に寄与する製品をお客様へ提供し、社会へ貢献していきます。

●  低炭素社会を見据えた鉱物化などのCO2利用に資する研究開発・実証試験に取り組み、CO2削減とともに新規ビジネスの創
出により社会への貢献を目指します。プラスチック問題への対応に関しましては、ケミカルリサイクル／加圧二段ガス化技術
（EUP）の普及および新規リサイクル技術の研究開発・実証試験に取り組んでまいります。

SWOT分析

● 基幹事業であるナイロン・ラクタムチェーン、合成ゴムなどのベーシックケミ
カルズ事業と機能品、高機能コーティング、電池材料などのスペシャリティ
事業を併せ持ち、幅広い製品領域を有している

● 多様な素材・技術の複合化で差異化された製品・サービスを提供し、グロー
バルに展開している

● 顧客ニーズの高度化に対応し、共同開発パートナーとして信頼される技術開
発力とモノづくり力を持ち、お客様に対してソリューションを提供している

強み

● 機能品、高機能コーティング、ナイロンなどで良好な市場の拡大が見込まれる

● 短期的には自動車の需要急減により市場環境は悪化しているものの、中長期
的には電気自動車（EV)やハイブリッド車（HEV)へのシフトは確実であり、塗
布型セパレータの市場も拡大

● 新規電池材料、EV向け製品、モビリティ軽量化、燃費向上等に資する環境貢
献型製品によるビジネスチャンスの拡大

機会

● 温室効果ガス（GHG）多量排出企業として、環境税などの規制
対策：  UBEグループ全体でのGHGの削減に加えて、サプラ

イチェーンにおけるGHG削減に貢献する製品・技術の
提供

弱み

● 新興国の市場参入による価格競争の激化
対策：徹底したコストダウンによる競争力強化、他社とのア

ライアンスによるポジションの強化

● 製品寿命の短縮化および外部環境変動スパンの短縮化
対策：  お客様との共同開発等ソリューションの提供による

ニーズの先取りおよび新規アプリケーションの創出

脅威

機能品
　ポリイミド事業は、フィルム中心の売上構成
から、ワニス・モノマー・パウダーの拡販も積
極的に進め、継続的な収益拡大と事業構造の
変革を進めます。また、増産投資の着実な実行
により利益の最大化を目指します。分離膜事
業は、主力窒素膜の継続的競争力強化に加
え、鉄道や航空機用途のモビリティ分野および
バイオガス・バイオエタノール用途の環境・エ
ネルギー分野での拡販を目指します。セラミッ
クス事業は、成長が期待される軸受・基板等市
場の要求に対応し、高品位品による優位性を
確保しつつ、増産体制を整備して事業基盤を
強化していきます。チラノ繊維事業は、民間航
空機エンジン向けCMC用繊維およびその量
産化技術の開発を進め、次世代焼結繊維とし
ての確立を進めます。
　電池材料事業では、電解液については中国
での三菱ケミカル㈱との協業を基盤とし、グ
ローバルでの協業体制構築を進めます。セパ

レータについては主要顧客の次世代案件の確
実な獲得および新規顧客の開拓を推進すると
ともに、供給能力およびコスト競争力の強化を
進めます。

医薬
　核酸原薬受託の本格始動、フッ素化原薬の受
託の取り込みを強化します。また、原薬の少量・
多品種化へ適応するために、第5医薬品工場の
設置や工場とサプライチェーンの最適化を進め
ます。

研究開発
　既存事業の持続的発展とその周辺領域の拡
充および新規事業創出の基盤となる技術・知財
の強化を進めます。また、外部ソースを積極的
に利用したテーマ企画・提案から事業創出まで
の推進体制を構築します。低炭素対応、環境貢
献技術・製品開発、廃プラ問題へもグループ内
外との連携を通じて貢献してまいります。
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代表取締役
専務執行役員 
建設資材カンパニープレジデント

小山 誠

2020年度の事業戦略

　当カンパニーが供給している建設資材は、将
来にわたり社会にとって不可欠な基幹製品であ
り、安定した事業基盤の上に新たな事業の拡大
を進めていけば、今後も収益を確保し続けるこ
とが可能です。2020年度は、昨年からの経済の
減速に加え、新型コロナウィルスの影響で先行
き不透明感がより強まる中、各製品の販売は厳
しい状況が続くと予測しています。一方、新型コ
ロナウィルスの影響を脱し、経済の反転を実現
するには時間がかかるかもしれませんが、その
後は、セメント国内需要は一定の水準まで回復
し、その状況が数年は継続、自動車生産につい
ても回復してくるものと見ています。
　このような中、当カンパニーとしては、大きな
方針の変更は行わないものの、諸施策の実行に
あたっては優先順位を見直すなど、環境変化に
柔軟に対応しながら、基盤事業の収益力強化と

中期経営計画の方針

● 事業基盤の強化

● 成長戦略

● グループ・シナジーの追求

● セメント・生コン
● バイオマス、リサイクル
● 建材（セルフレベリング材、防水材、リニューアル）
● マグネシア・カルシア
● ファイン
● エネルギー（石炭、電力）

成長に向けた足場固めを加速させていくことで、
中期経営計画に掲げた目標の達成を目指します。

事業基盤の強化
　セメント・生コン、マグネシア・カルシア、エネ
ルギーの各事業は、省エネ・省コスト、安定出荷
体制の構築を推進するとともに、価格の維持・是
正や新規顧客の開拓への継続的な取り組みによ
り収益力アップを図り、経営環境悪化に適切に対
応していきます。
● 省エネ・省コストのため、伊佐セメント工場に排
熱発電設備を設置し2020年１月に稼働開始。
また、苅田セメント工場に高効率クリンカクー
ラーを導入（2021年9月稼働予定) 

● マグネシアの安定操業と高付加価値化へ対応
するため、宇部マテリアルズ(株)宇部工場のリ
ニューアルⅡ期を実施（2019～2021年度）

● 競争力のあるエネルギーを安定供給するため、
環境対策、老朽化対策、効率化を実施

成長戦略
　ファイン、バイオマス、リサイクルの各事業は、
成長事業と位置づけ、既存事業の枠にとらわれ
ず新規テーマを探索し、事業化および利益創出
を目指し拡大を図っていきます。

環境変化に柔軟かつスピーディに対応し、
2025年のありたい姿を見据えた強固な事業基盤の構築に取り組みます。

価値創造と持続的な成長に向けた取り組み

建設資材カンパニーの事業戦略

主要製品・事業
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ESG（環境保全や社会への貢献）関連の取り組み
●  伊佐セメント工場に設置した排熱発電設備は、2020年１月に稼働を開始しました。また、苅田セメント工場に導入する高効率クリ
ンカクーラーは2021年9月に稼働予定です。
  　2020年4月に立ち上げたカンパニーの地球温暖化対策グループを舵取り役として、さらなる省エネ推進、廃棄物のエネルギー化、
再生可能エネルギーの利用拡大等を進めて、2030年には2013年度比で15％の温室効果ガス（GHG）削減を計画しています。

●  石灰石採掘後の鉱山緑化に取り組んでおり、苅田鉱山では2008年度より採掘後の残壁に柑橘類・ツタなどの植樹を、また、
宇部伊佐鉱山では2011年度より最終残壁にヤマザクラ・クロガネモチなどの植樹を継続的に行っています。

SWOT分析

● 幅広い製品・事業をグループ全体で担うことにより、グループ・シ
ナジーを最大限に活用することができる

● 石炭・電力の供給体制と大型の港湾設備を保有し、インフラの充
実度が高い

● 多種多様な廃棄物を利用し、省資源化できる高い技術力を有する

強み

● 再開発、リニア、大阪万博、IRといった大型プロジェクトに加え、
防災・減災対策などでセメント・固化材の潜在需要が見込める

● 社会資本の整備に欠くことのできない資材と、競争力あるエネ
ルギーの安定供給が継続的に求められている

● 三菱マテリアル（株）とのセメント事業およびその関連事業の統
合により、さらなる収益力向上が期待できる

機会

● 設備の老朽化
対策：長期視点に基づく設備保全と、

ＩＣＴ活用による設備保全情報の
集約により機会損失の減少を図る

弱み

● セメントの国内需要の低迷とマグネシア・カルシア等の販売減
対策：低コストかつ強固な操業基盤を構築する一方、価格の維持・

是正や新規顧客の開拓にも継続的に取り組む

● 地球環境問題
対策：省エネ施策の推進： 1.高効率設備 2.排熱利用 

3.発電用バイオマス燃料利用推進 4.キルン運転効率化

脅威

● ファイン事業は、モスハイジの営業力、開発力
を強化し、新規案件の獲得と低コスト化、用途
拡大を推進

● バイオマス、リサイクルの各事業は、ＩＰＰでの
バイオマス燃料使用拡大、トレファイドペレッ
ト海外生産検討や、新規リサイクル事業創出、
中性固化材・重金属不溶化材などの環境資材
の拡販を推進

シナジーの追求：三菱マテリアル（株）とのセメン
ト事業およびその関連事業の統合
　2020年2月、UBEと三菱マテリアル（株）は、
セメント事業およびその関連事業の統合を検
討することに関して基本合意書を締結しまし
た。両社の強みを活かし、かつシナジーを追求
しながら、さらなる収益力の向上を目指します。

9月の最終合意、2022年4月の統合新会社の発
足に向けて具体的な協議を進めてまいります。

ガバナンスの強化
　2020年4月に業務統制部を新設しました。カ
ンパニー直轄の業務統制、環境安全、品質保証
体制のもと、グループ会社を含めたより一層の
ガバナンスの強化を進めてまいります。

　最後に、2020年度は中期経営計画2年目の
年となります。中期経営計画の方針のもと、諸
施策を柔軟かつスピーディに推し進め、足元の
厳しい事業環境下を乗り切るとともに、2025
年のありたい姿を見据えた強固な事業基盤の
構築に取り組んでまいります。

メガソーラー
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専務執行役員 
機械カンパニープレジデント

岡田 德久

2020年度の事業戦略

　米中貿易摩擦に端を発した景気減速が設備
投資にも世界的に影響を及ぼしています。当カ
ンパニーの主要市場である、自動車、電力、セメ

中期経営計画の方針

●   自動車軽量化、EV化ニーズに対応した製品開発と市場開拓（ダイカストマシン、押出プレス）

●   事業統合に伴う、グローバルでの事業の一体運営と海外拡販の強化（射出成形機）

●   環境貢献・資源リサイクル新市場への参入（産業機械）

●   海外サービス拠点のさらなるサービス・サポート力の強化（機械サービス）

厳しい事業環境の中、
競争力強化と需要回復を見据えた、事業体質強化に取り組みます。

● 成形機（ダイカストマシン、押出プレス、射出成形機）
●  産業機械（窯業機、粉砕機、運搬機、除塵機、破砕機）、橋梁、
甲板機械、グラブバケット

● 機械サービス
● 製鋼品（ビレット、鋳造品）
● 制御基板

ント、製鉄、造船など、国内外とも厳しい事業環
境が継続しており、ますますの競争激化が予想
されます。先行きを見通した戦略と行動計画を
明確にし、一層の事業体質強化に取り組みます。

成形機事業
　年度後半以降の需要回復を見据え、製品ごと
に市場で勝てるコストダウンと製作リードタイ
ム短縮、市場ニーズに合致した製品開発に注力
するとともに、生産管理強化による事業体質強
化を推し進めます。また、ダイカストマシンでは、
急拡大する自動車の軽量化、ＥＶ化に対応する
新規機器とそのプロセス開発を行っており、順
次市場へ投入していきます。射出成形機は、国
内外の事業拠点の統合・再編を進めており、８月
の新工場（名古屋事業所）の稼働を機に、グロー
バルでの一体運営と最適な生産体制の構築に
より、効率化・競争力強化を図ります。

射出成形機

価値創造と持続的な成長に向けた取り組み

機械カンパニーの事業戦略

主要製品・事業
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ESG（環境保全や社会への貢献）関連の取り組み
●  機械カンパニー各社では、環境保全に貢献する製品開発に注力するとともに、既存設備への活用を行うサービスの提供に取り
組んでいます。

●  当カンパニーのグループ会社である（株）宇部スチールでは、製造工程において産業廃棄物や医療廃棄物の完全溶融処理を
行っており、環境リサイクル事業を第三の柱とすべく取り組んでいます。

SWOT分析

● 自動車や電力、セメント、製鉄等の基幹産業に多数の納入実績
があり、お客様より高く評価されている

● 国内外の多くの拠点を軸に、開発からアフターサービスまで、
すべてにわたりお客様のニーズに応えることができる

●  大型の加工設備と熟練した技術・技能者が揃っている

強み

機会

● 個別受注生産型の事業特性からICT技術の利活用において遅れをとって
いる
対策：ICT活用推進プロジェクトを立ち上げ、商品開発と生産効率の向上

に取り組んでいる

弱み

● 世界的な景気の急減速から主要市場における再編が進むことが考え
られる
対策：強みを活かして競争力を強化し、需要回復時のプレゼンスを高める

● 新型コロナウィルスの影響により世界経済が低迷し、設備需要が大幅に減
少する
対策：製品のコストダウンや製作リードタイム短縮を行い、回復時のビジ
ネスチャンスを確実につかむ

脅威
● 対象市場のグローバル化により、お客様のニーズ・ご要望が
多様化している

● グローバルで、迅速に対処できるサービス・サポート体制が必須
となっている

● 自動車軽量化および環境貢献・資源リサイクル分野に資する
技術ニーズが高まっている

産機事業
　2020年度も、受注済み国内電力向けを中心
とした、中大型案件の生産工程および原価管理
に取り組みます。加えて、環境貢献・資源リサイ
クル新市場への参入に向けて取り組んでいる、
環境機器や新製品開発の成果出現とアライア
ンスや協業を拡大し、収益貢献に向けた活動を
加速させます。また、（株）日立プラントメカニク
スからの化学機器事業の円滑な承継（2019年
度発表）および製品ラインナップ、人材の拡充を
活かし、収益向上に向けた活動に注力します。

機械サービス
　成形機は、海外ローカルスタッフの育成・増
員を含む体制強化やパーツ供給力の拡充によ
り、さらなるサービス・サポート力の充実を図り

ます。また、射出成形機を中心に米国、中国・ア
ジア地区での拠点統合・再編により、サービス
力を強化します。
　産機は、アライアンス強化による海外での
サービス提案活動を強化し、他社製品のサポー
トにも取り組み、事業拡大に努めます。

製鋼事業
　世界的な景気低迷と生産能力過剰により、厳
しい事業環境が継続すると予想されます。した
がって、強みである特殊・ニッチ品、大型品の生
産能力を活かし、量から質への最適事業構造の
構築を推進中で、着実に成果が出てきました。
引き続き、安定した収益体質作りを目指します。
環境リサイクル（医療・産業廃棄物の処理）事業
を第三の柱と位置づけて拡大します。

橋梁橋梁橋梁
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