
新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
スペシャリティケミカルズ事業の牽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業の創出出

セパレータ

2020年3月期の事業戦略

　化学事業は、中国や新興国企業が新規参入や
大増設を行ったことで需給バランスが崩れ、厳し
い状況が続いていました。2017年度半ばから、
中国での環境規制の影響で市況が改善しました
が、2019年度は中国の景気後退の影響を受け、
事業環境が悪化すると見ています。このような
状況の中、前中期経営計画よりカプロラクタム
はナイロンの原料と位置づけてコストダウンを

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

状況の中、前中期経営計
はナイロンの原料と位置

代
C
化

泉

合成ゴム

UBEグループの成長を牽引すべく、
　　  今後の成長のための足場を固め、

収益の安定化・利益率向上につなげます。

カプロラクタム

硫安

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
● 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）

実施し、ナイロンはUBEグループの強みを活か
せる押出用途での増設と拡販を行い、成果が出
てきました。今後もナイロンや合成ゴムは、UBE
グループの強みであるお客様との共同開発など
で生み出された差別化品を安定的に供給すると
ともに、セパレータやポリイミドなどUBEグルー
プ独自の技術を活かせるスペシャリティケミカ
ルズを積極的に拡大し、UBEグループの成長を
牽引していきます。新規事業や研究開発におい
ては、明確な方針・方向性のもと、次の成長ドラ
イバーとなる事業の育成に注力していきます。

積極拡大事業
　ナイロン事業は、グローバル視点で顧客との
密接な関係を構築し、生産規模の拡大および高

エフィエント® 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

ポリオレフィン
多層フィルム
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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向け分離膜、航空機エンジンの低燃費化に貢献するチラノ繊維など、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新規ビジネスの創出、CO2削減・利用に資する研究開発・実証試験に取り組んでいきます。

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ケミカルズ
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

● 電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HEV）の需要が旺盛であり、塗布型セパレータの
市場も拡大している

● 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

● 中進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

収益構造へシフトします。ファインケミカル事業
では、UBEグループの強みであるC1ケミカル
事業の海外展開を強化していきます。高機能
コーティング事業は、ソリューションプロバイ
ダーとしてのビジネスを一層推進するととも
に、アジア地域での拡大と北中米地域における
ボリュームゾーンでの拡大を目指します。
　合成ゴム事業は、お客様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、生産
能力も高付加価値品を中心に増強を進め、第5
拠点設立の検討を進めます。
　セパレータ事業は2019年1月に原膜から塗
布膜までの事業を宇部マクセル（株）に全面移
管しました。この統合効果をフルに発揮すると
ともに、コスト競争力強化と次世代向け案件へ
の安定供給体制を確立していきます。
　ポリイミド事業は既存設備のフル稼働および
さらなる設備能力の拡大により継続的な収益
拡大と安定化および事業構造の変革を進めま
す。分離膜事業は主力の窒素膜の競争力を強化
し、モビリティ分野でのシェア拡大を進めます。

基盤事業
　カプロラクタム事業はナイロンの原料として
日本、タイ、スペインの３極での一層のコストダ
ウンを推進します。工業薬品事業は、国内アン
モニア業界トップの地位を確立するとともに、
グローバル展開も検討していきます。
　医薬事業は、核酸医薬の研究体制の確立、
フッ素材料の開発・生産営業体制を強化します。
また、少量・多品種案件に応じた生産体制を確
立するため、宇部工場の再編を進めます。

育成事業
　チラノ繊維事業は民間航空機エンジン部材向
けＣＭＣ用繊維およびその量産化技術の開発を
進め、競合繊維の性能を凌駕する次世代焼結繊
維としての確立に取り組みます。

研究開発
　「環境・エネルギー」、「モビリティ」、「建築・イン
フラ」、「ヘルスケア」の各事業ドメインにおける
新規事業の早期創出を目指し、テーマパイプラ
インの拡充を進めます。
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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3月期の事業戦略

　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。2019年度は、東京オリンピッ
ク・パラリンピック関連工事により一定の需要
が見込まれる反面、石炭・重油価格の高止まり
の影響が継続し、足元の業績を圧迫する状況
が続くと予測しています。

新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

生コン

● 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）

宇部伊佐鉱山

　このように厳しい事業環境の中、当カンパ
ニーとしては将来の目標・到達地点を再確認
し、ありたい姿を実現するため、前中期経営計
画で実行してきた施策の成果を確実に刈り取
るとともに、中期経営計画に掲げた目標を確実
に実行します。

1. 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、価格是
正の継続的な取り組みにより収益性アップを
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、苅田工場に高効率
クリンカクーラーを導入（2019年度着工、
2020年度稼働予定)。また、伊佐工場に設置
中の排熱発電設備が2019年度稼働予定

自立した事業運営を加速し、
　　　安全・安心・安定の確保と成長を目指します。

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
●  2020年2月の稼働に向けて伊佐工場に排熱発電設備を設置中です。また、苅田工場では高効率クリンカクーラーの導入を2020
年夏の稼働に向けて計画中です。これらの施策により、約8万トン -CO２ e/y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

● 東京オリンピック・パラリンピックや再開発、大阪万博等
により、都市圏の需要が引き続き堅調である

● 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

● エネルギー・環境事業の統合により、シナジーのさらな
る深化が期待できる

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熱エネルギー価格の上昇
　対策：低コストかつ強固な操業基盤を構築する一方、

セメント価格の是正にも継続的に取り組む

● 環境規制の強化
　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

セルフレベリング材

● 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

2. 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。
● ファイン事業は、モスハイジの生産能力を増
強（タイ工場建設は2018年4月着工、2020
年度稼働予定）

● 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

3. グループ・シナジーの追求
　エネルギー事業（石炭、電力）が2019年度よ
り新たに加わりました。セメント工場・グルー

プ会社とは密接に関わりを持っている事業で
したが、同じカンパニーになることで、廃棄物・
バイオマス活用の最大・最適化など新たなシ
ナジー効果が生まれることや、人材の有効活
用、人材育成の活性化につながることを期待し
ています。

　最後に、2019年度は新たな中期経営計画
のスタート年です。今後の事業環境の変化に
も柔軟に対応しながら、新カンパニーとして自
立した事業運営を加速し、安全・安心・安定の
確保と成長を目指します。

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3月期の事業戦略

成形機事業
　国内市場は自動車軽量化ニーズの高まりを
受けて老朽機の更新や能力増強計画が増加し
た一方、北米市場では自動車販売減少の影響を
受けて新規設備投資には一服感が見られます。

新中期経営計画の方針

●   自動車軽量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）

2025年のありたい姿の実現を目指し、
経営基盤の強化に積極的に取り組みます。

● 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、橋梁
● 機械サービス
● 製鋼品
● 制御基板

また、中国市場は米中貿易摩擦の影響により、
堅調であった自動車部品製造設備の投資計
画見直しや納期延期の動きが一部で生じてい
ます。
　2019年度は例年に比べて多くの受注残を確
保していることから、これらを確実に出荷するた
めの生産効率の改善に取り組みます。
　ダイカストマシンにおいては、自動車軽量化
ニーズに応えるべく次世代製品の開発を進め
ます。押出プレスは、大幅な省エネ性能を達成
した新製品の拡販を開始します。
　また、射出成形機においては、海外現地顧
客向けグローバル戦略機と現有機の性能を向
上させた新シリーズ機の開発を推し進め、効率
的なグローバル最適生産体制を構築し拡販を
図ります。

産機事業
　国内市場は価格競争が激しくなるとともに、
大型設備投資がピークを過ぎました。また、海

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

● 欧米中および新興国メーカーの台頭による競争激化が進む
　対策：新商品開発、海外拠点の拡充とサービス・サポート力を強化し、

顧客満足度の向上を推進する

● 原材料の高騰と部品の長納期化による製品の競争力低下が懸念される
　対策：全社活動によるコストダウン、新規ベンダー開拓と生産性の向

上で打開する

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

外市場は中国の過剰設備、新興国の原油安・資
源安に起因した新規設備投資意欲の減退など
により減速の傾向にあります。
　2019年度は、受注済みの国内電力大型案件
の生産工程および原価管理に注力するととも
に、UBEグループの持つ燃焼、粉砕、マテリアル
ハンドリング技術の強みを活かした環境貢献・
資源リサイクル新市場への参入を狙った新製
品開発を進めます。また、ライセンスビジネスに
も注力します。

機械サービス事業
　機械サービス事業は、さまざまな要因に影響
を受けやすい機械製品事業に対し、安定した収
益を生み出せる「大きな柱」です。近年では競合
企業もサービス事業の強化を掲げており、さら
なる強化が必要な状況にあります。
　2019年度は海外サービス拠点のサービス
とサポート力をさらに強化します。具体的には、
拠点の統合・拡充を進め、サービス員の育成・

増強を行うことで、サー
ビス体制を充実させ、さらに部品
のストックを増やすことで、タイム
リーな対応を行えるようにします。

製鋼事業
　原材料、副資材、電力価格高騰の
影響を受けて、厳しい事業環境にあります。
　2019年度もこうした事業環境は継続すると
考えられることから、資材調達と生産効率の改
善に引き続き取り組むと同時に、事業環境に対
応した最適生産体制の構築と産業廃棄物リサ
イクル事業を拡大し収益改善に努めます。

橋梁
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