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UBEと三菱マテリアル（株）は、2022年4月を目途に両社のセメント事業およびその関連事業等の
統合を実施します。この特集では、本統合の理由、新会社の成長ストーリーなどを説明するととも

に、本統合後にUBEの唯一の事業と
なる化学事業が目指す姿、2050年
カーボンニュートラルへの挑戦に向
けた取り組みについて紹介します。

本事業統合の理由
　UBEと三菱マテリアル（株）は、1998年に折半出資により宇部三菱セ
メント（株）(以下、宇部三菱セメント)を設立し、両社のセメント販売・物
流機能を統合して、物流費や営業拠点費用の削減などの効果を実現し
てきました。
　現在、国内セメント事業は、需要の大幅な減少や著しいエネルギー
価格変動など、事業を取り巻く環境が大きく変化しており、両社のセメ
ント事業の将来の成長のためには、従来の関係を発展させた新たな
体制の構築が必要となっていました。
　本統合により生産機能を含む両社の建設資材事業を完全一体化す
ることで、国内セメント事業で創出されるキャッシュ・フローを国内外で
成長が期待できる事業に集中的に投下することが可能となり、社会イ
ンフラの整備および循環型社会の発展に貢献する企業として、今後も
持続的な成長が期待できます。

伊佐セメント工場（クリンカ製造能力377万トン/年（注））
（注）出典：一般社団法人セメント協会
「セメントハンドブック2020年度版」
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宇部三菱セメントの歩み
　1998年の設立以来、宇部三菱セメントは、その充実した国内流通
網を通じて、インフラ形成に欠かせないセメントの安定供給に努め
てきました。国内セメント販売数量は市場第２位の規模を誇ってい
ます。近年のセメント需要の減少により、セメントの安定供給を持続
させるため、さらなる事業の効率化が必要となってきています。

事業統合
Business

持続的な成長を実現するための価値創造ストーリー

［特集］化学事業の成長と建設資材事業の統合
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宇部三菱セメント（株）設立



1919

成長ストーリー
　国内セメント事業においては、生産体制の最適化や川下領域の生コン
クリート事業を含めた販売・物流体制の再構築等、バリューチェーン全体
で効率化を推進しシナジー効果を最大限に発揮することで、事業基盤の
さらなる強化を図り、社会インフラの整備および循環型社会の発展に貢
献する企業としての地位を高めていきます。また、国内セメント事業で創
出される経営資源を、海外のセメント・生コンクリート事業や高品質の石
灰石をベースとした高機能無機材料事業等、将来的に国内外で成長が期
待できる事業に集中的に投下していきます。
　これらの取り組みを通じて、最適な事業運営の体制を構築し、持続的な成
長を図っていきます。

強み、ビジネスモデル

UBEのセメント事業の強み

●  宇部地区の大型港湾施設、
コールセンター等のインフラ設備

●  全国に拡がる生コンクリートの製造・販売網
●  宇部マテリアルズ（株）の無機材料事業

両者の強みを結集 + 統合効果

三菱マテリアル(株)のセメント事業の強み

●  国内最大の生産能力を誇る九州工場
●  豊富な石灰石資源を有する東谷鉱山
●  高い競争力を持つアメリカのセメント・生コンクリート事業

新会社新会新会社社新会 の概要の概要の概要概要

名称名称名称名名名 UBEUBEBEUB 三菱セ三菱セ菱セ三 メントメントメ ト（株）（（株）

所在地所所在地所在地在地 東京都京都東 都千代千代千代田千代田代田代田田千代 区内幸区内区内幸幸町二丁町二二丁二丁二丁目1番目1番番番番1号1号1号(号(1号(飯野ビ飯野ビ野ビビ飯 ルディルディルディルデルデルデ ング)ング)ング)グ)ング)))  

事業事業内事業内事業事業内内内容容容 国内・国内・国内・国内国内 海外海外ののののセメンセメンンセメセメセメ ト事ト事事業事業業業業ト事 およびおよびおよびおよび生コン生コンココ クリークリーク ト事業ト事業ト事業事業業業業ト事業、、、
石灰石石灰石灰石石灰石石灰石灰石灰石石灰石事業事業事業、業事業、事業事 エネルエネルエネルエネルエネ ギギー・ギーギー・ギ 環境関関関環境関環境関環境関環境 連事業連事業連事業連事業連事業業 建、建材、建材、建材、建材、建材建材建材材事事業事業事業事業事業事業事事
そその他その他その他その他の関の関連の関の関連連事業事業事業業業

資本金金金資本金資 50,50,050,50,00000000百万円万百万円百万円

代表表者表者表者表者表者表者者者者者者代 者 代代表代表代表代表取代表取代表取代表代表取表表取取締役社締役社締役社締役社締役社役社社役社社長 長 長長長長 小山小山小山小山山小山 誠　誠誠誠誠誠
代表取代表取代表取取取締役副締役副締役副締役副締役副役副副締締役副締役 社長社社長社長社長社長社長社長 平野平野平野平野平野平野 和人和人和

新会社新会社事業開事業開始予定始予定日日 2022022年442年4月1日月1日月1日月1日

三菱マテリアル(株)
九州工場 （クリンカ製造能力661万トン/年（注））
（注）出典： 一般社団法人セメント協会「セメントハンドブック2020年度版」
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ポリイミド
●1  ディスプレイ向けCOFフィルム、フレキシブル回路基板、
フレキシブルディスプレイ基板向けポリイミド

●2   原料BPDAから一貫生産している世界唯一のメーカー

ナイロンコンポジット
●1  自動車部品等
●2   自動車メーカー各社への供給実績に裏づけられた技術力、 
国内最大の自社原料ナイロン供給能力

●3  REPOL社(スペイン、2019年)、PCTNA社(アメリカ、2020年）
の2社を買収、グローバルな生産体制と
品質保証体制を確立

ファインケミカル
●1  リチウムイオン電池材料、半導体材料、ポリウレタン・ポリエステル樹脂原料、医農薬中間原料、
香料など

●2  UBE独自のナイトライト技術から生み出されたC1ケミカル製品をはじめ、
二価フェノール製品やC12ケミカル製品、アミン製品など、世界唯一、国内唯一等の
スペシャリティ製品

●3  C1ケミカルではDMO-MEG製造技術のライセンスビジネスを中国で展開。
C1ケミカルチェーンのさらなる世界展開として新たなDMC製造拠点の確立
（中国・アメリカ）を検討

分離膜
●1 CO2、H2、N2、除湿、バイオアルコール脱水など、各種ガス・蒸気の分離・回収
●2 グリーン社会の実現に貢献する高度分離技術を備えた、
国内唯一のガス分離膜メーカー

高機能コーティング
PCD（ポリカーボネートジオール）、PUD（ポリウレタンディスパージョン）など
●1 自動車内装材（合成皮革）、自動車外装塗料、床材など
●2  PCDの特徴を活かした高性能、かつ無溶剤系の低VOC※タイプの
環境対応型コーティング材料として需要伸長中

●3 今後も需要拡大に合わせて能力増強を計画

化学事業の成長
本統合による新会社発足後、セメント事業は統合によるシナジー効果で収益力を高め、これによって持分法適用関連
会社として、UBEグループに貢献していくことになります。今後、UBEは化学事業会社として、事業構造を転換し
スペシャリティ化を推進することでより一層の成長を目指すとともに、エネルギー負荷が低く市況の変動に左右され
にくい体制へ転換し、レジリエンスと成長性を兼ね備えた事業ポートフォリオを構築していきます。特に注力する事業・

製品である、ファインケミカル（高機能コーティングを含む）、
ナイロンコンポジット、ポリイミド関連製品（分離膜を含む）等
とその周辺領域に、経営資源を重点配分することでグローバル
に規模を拡大し、UBEグループの成長を牽引してまいります。

トヨタ「MIRAI」の高圧水素
タンクライナー部材に採用

記述内容　
●1 用途　
●2 特色　
●3  生産体制

れた技術力、

メリカ、2020年）

用語解説
※ VOC（Volatile Organic Compounds）:揮発性を有し、
大気中で気体となる有機化合物の総称。
浮遊粒子状物質および
光化学オキシダントの生成原因となる。
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2022年度より、化学はＵＢＥ単独、建設資材はUBE三菱セメント(株)、機械は宇部興産機械(株)
を中心とした体制となりますが、日本政府がカーボンニュートラルに舵を切ったことを重く受け
止め、各セグメントが引き続きカーボンニュートラルを目指してさまざまな取り組みに注力して
いきます（P15をご覧ください）。

2050年カーボンニュートラルへの挑戦に向けた
事業別の取り組み

2020年度0年度0年度年度の実績の実の実の実 2021年度1年度ののの取取取取りりの 組み組み組み組

セメンセメンントト工場ト ●クリンカクークークーラーBF排気気気気フファンァンのイインンバータバーバー ー化（化ー化 伊伊佐）
●●設備を設備を設備を設備を省省エ省エネ省 タイプタ へ更へ更更新

● セメンセ トト粉粉粉砕粉砕砕砕工程の工程程のの工程の合合理化合合理化合理化（苅田（苅（苅（苅 ）
● 設備を備ををを省省省省エネ省エネエネタイタイプイププへへへへ更新へ更新

発電発電所 ●バイオバイオママス燃マ 料の使用用量用量増用 増（IP（IPP）P）））
●設設設備を設 省エネタイプタイプタイプタイプへ更新更新

●●●● 設設設設備を設備を設備を省エネ省省エネタイタタイププへ更へ更へ更新へ更

COO2削減量削減量減 約94約94,20002 00トン0トンン0 約10約10,3,300000トン0トン0トン0トンン

● 化学部門　新技術の開発と環境貢献型製品・技術の拡販を進めるとともに、徹底した省エネ推進、
プロセス改善などに取り組んでいます。さらに、事業のスペシャリティ化を推進することで、化石資源
に大きく依存しない事業構造へ再構築していきます。また、足元では以下の取り組みを進めています。

2020年度の実績 2021年度の取り組み

国内工場、
国内グループ会社

● 機器設計改善によるユーティリティ使用量削減
● プロセス上のボトルネック解消による電力使用量削減

●  他社の未利用ユーティリティの
受入拡大

● 設備を省エネタイプへ更新 ● 設備を省エネタイプへ更新

海外グループ会社 ●  ラクタム工場の運転最適化によるユーティリティ使用量
削減（タイ）

●  ラクタム工場の運転最適化による
ユーティリティ使用量削減（タイ）

● 設備を省エネタイプへ更新 ● 設備を省エネタイプへ更新

CO2削減量 約17,300トン 約9,700トン

● 機械機械機械械カカカンカンンパパニパニー 機械械カンンカンカ パパニパニー各各ー 社で社ででではは、は、は、環境環境境環 保全保全保全保全保全保全に貢に貢に貢に貢献す献する製る製品開品開開開開開発発に発にに注力注力注力するるす ととととととももも
ににに、に、既存存存既存設設備設備へのののの活活活用活用活 を行を行うサうササービー ススの提提供供供に取に取に取取り組りり組り んでででいままい す。す。
　製鋼事鋼事事業業で業で業で業 はは、は、は、は 製造製製造製 工程工程におにおおに いていててい 産産産産業業廃廃棄廃棄廃棄棄物や物やや医療医療療医 廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の物の完全完全溶融溶融溶融処理処理処理理理といといといといといい たったったったった環環環境環境環 リサ
イククイ ル事事業の業の業の業の拡大拡大大大ににももににに 取り取り取り取り組組ん組んんでいでいでいますますますす。。
こここのよのよの うなうな社会社会会会全体全全体体へのへのへのへのの貢貢献貢献貢献ののほのほのほかにかにかにに、足足足元で元で元で元では以は以下の下の取取りりり組み組み組みをを行を行行行っってっていまます。す。

2022020年度度年 の実績の実実績 2022022021年1年度年度年度年度の取りの取の取りの取り取り組み組み

●●宇部ス部スチチーチーチールールール 余余余余熱余熱装置更置 新に新によによによによる燃る燃料る燃る燃料燃料削減削減削減減
●●設備を設備を備を省エネ省エネネネネ省エネタイププへ更へ更新新

● 宇部ス部スス宇部宇 チーチーチールルチチ 余熱余余熱熱熱装置更装置更装置更装置更新によ新によ新によよる燃る燃料る燃料燃料る 削減削減
●●設備設備備をを設 省省エネ省エネエネエ タイプタイプププへ更新へ更新へ更新更

CO22削減削減量量 約80約8 0トンン 約60約約60約60600トン0トントントントン

● 建設資材カンパニー　2020年1月に稼働した伊佐工場の排熱発電、2022年度稼働予定の苅
田工場の高効率クリンカクーラーなどの大型投資に加え、廃プラスチックをはじめとする熱エネル
ギー代替廃棄物のさらなる使用促進等、脱炭素化に向けた取り組みを継続的に実施しています。
加えて、2021年4月にカンパニー横断組織として地球温暖化対策プロジェクトを設立し、カーボン
ニュートラルに向けた対策の検討を加速化させています。このような取り組みと並行して、足元で
は以下の取り組みも行っています。




