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神戸製鋼グループは、グループブランド「KOBELCO」の活用範囲を拡大しています。グループ各社

が「KOBELCO」を価値あるブランドに育てるべく一致団結していくことにより、グループとしての強

固な一体感の醸成と社会からの信頼性向上が実現できると考えています。

神戸製鋼グループは、ものをつくる力や文化も含めた、
わたくしたちグループの存在そのものが信頼されて初めて、
製品やサービスに対する信頼が獲得できると考えています。

神戸製鋼グループがひとつの組織体としての力を発揮していくためには、
様々なタイプの人が集まっていることが重要です。

この様々なタイプの人が、一人ひとりの意識として刺激し合い、力を高め合い、互いに尊重して
同じゴールに向かって一丸となった動き方ができる企業集団となることを目指しています。

神戸製鋼グループの「オンリーワン製品」は、様々な分野のお客さまに評価を得ています。
従って常にビジネス環境の変化を意識して永遠にチャレンジしていく気構えが必要であり、
このことが積極的に新たな価値を創造する、という神戸製鋼グループの前向きな決意です。

信頼される技術、製品、サービスを提供します。

社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊びます。

たゆまぬ変革により、新たな価値を創造します。

神戸製鋼「グループブランド」

神戸製鋼「グループ企業理念」

神戸製鋼グループ
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　私たちは、1905年の創立以来、「ものづくり」を通じて社会に

貢献しています。鉄鋼、溶接、アルミ・銅など素材系の事業、産

業機械、建設機械、資源・エンジニアリング、環境ソリューション

など機械系の事業を中心に、電力卸供給、不動産、電子材料

など幅広い事業分野で、当社グループならではの付加価値を

持つ製品・技術・サービスを提供しています。

　当社グループの強みや特長を最大限に発揮して創り出す

“独自の付加価値がお客様から高く評価されている技術や製

品”を、当社グループでは「オンリーワン」と呼んでいます。当社

グループは、「オンリーワン」をさらに強化し、付加価値の高い

「ものづくり」をさらに進化させることで、これからも社会を支え

続けてまいります。

神戸製鋼グループは
「ものづくり」を通じて、
社会を支える企業グループです。

5年から10年先のグループ像を
見つめた中長期経営ビジョン
「KOBELCO VISION“G”」を推進。

各事業で、世界各地で、
“G”の成長戦略が始動しています。

　「KOBELCO VISION “G”」の推進にあたっては、グループ

の総合力を発揮することが欠かせません。組織や事業間の壁

を乗り越えて、互いに良い議論を行い、社員一人ひとりが成長

していくことが大切です。私たちはこれを“バリアフリー”と呼ん

でいます。

　“バリアフリー”を進め、グループの総合力をさらに発揮する

ために、本社内に「ものづくり推進部」を設置しています。先進

的な取り組み事例の情報やノウハウの共有化、製造拠点間の

交流促進など、グループ内に横串を通す活動を積極的に進め

ているところです。こういった活動により、“バリアフリー”型の新

たな技術を融合したプロジェクトを生み出していきます。

グループの総合力を発揮させる
“バリアフリー”を。

　最後になりましたが、2011年3月11日に発生した東日本大震

災による犠牲者の方々に、深く哀悼の意を捧げるとともに、被

災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。私たちは1995

年の阪神・淡路大震災において、本社ビルや製鉄所の生産設

備などを中心に甚大な被害を受けました。その際に多くの方々

からご支援を賜り、企業としての基盤を立て直すことができまし

た。震災を経験した企業として、被災地への支援はもとより、独

自の製品や技術の提供を通じて社会のニーズに的確に応える

ことで、少しでも復興のお役に立ちたいと考えております。

　当社グループは、今後ともさまざまな事業を通じて、社会に貢

献してまいります。皆様におかれましては、引き続き、ご理解、ご

支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

東日本大震災の復興支援に、
独自の製品・技術で貢献したい。

　さて、2010年度の経済は、中国をはじめとする新興国経済が

拡大するとともに、日米欧においても穏やかな回復傾向が続き

ました。このような環境のもと、当社グループは、国内外におけ

る製造業の需要が堅調に推移したことなどにより、鋼材やアル

ミ・銅圧延品の販売数量が前年度の水準を大きく上回りまし

た。また、油圧ショベルの販売台数も、中国における需要が拡

大したことなどから、前年度を大きく上回りました。

　この結果、連結売上高は前年度比1,875億円増の1兆8,585

億円となりました。一方、連結経常利益につきましては、鉄鋼原

料価格の上昇や東日本大震災による生産の減少などの影響

を受けましたが、788億円増の890億円となりました。これらの結

果、当期純利益は前期に比べ466億円増益の529億円と、当

社グループは着実な成長を果たしています。

　「KOBELCO VISION “G”」に基づく新たな事業展開は、す

でに世界各地で始まっています。たとえば素材系事業では、自

動車の軽量化に寄与する冷延ハイテン（高張力鋼板）の北米

での製造開始が決定したほか、溶接材料の中国での製造販売

拠点の強化、アルミ鍛造部品の中国での生産販売会社の設

立など、オンリーワン製品を軸とした積極的な事業展開が進ん

でいます。

　また、機械系事業では、圧縮機の中国・北米での生産能力

増強を行ったほか、当社が開発した低品位の原料から高品位

のアイアン・ナゲット（粒鉄）を製造する次世代の製鉄法

「ITmk3®（アイティー・マークスリー）」は、既に北米で商業プラ

ントが稼動しており、今後新興国などへの展開も検討していき

ます。建設機械事業は中国での生産体制の強化に加え、インド

でも新工場が本格稼動を開始しました。

　当社グループは、このような施策を通じて海外の成長市場へ

の進出深化を図るとともに、当社製品が持つオンリーワンの付

加価値を最大限に発揮することで、新しい価値の創造とグロー

バルな成長を目指してまいります。

　将来へ向けた成長軌道を確かなものとするために、当社グ

ループは2010年4月、新しい価値の創造とグローバルな成長を

目指す中長期経営ビジョン「KOBELCO VISION “G”」を策

定しました。“G”には、「Global（グローバル）」「Group（グルー

プ）」「Growth（成長）」などの意味が込められています。

　「KOBELCO VISION “G”」では、5年から10年後に目指す

グループ像として、「グローバル市場において存在感のある企

業グループ」「安定収益体質と強固な財務基盤を備え持つ企

業グループ」「株主・取引先・従業員・社会と共栄する企業グ

ループ」の3つを掲げています。このようなビジョンの実現に向け

て、「オンリーワンの徹底的な追求」「『ものづくり力』の更なる強

化」「成長市場への進出深化」「グループ総合力の発揮」「社会

への貢献」の5つの基本方針に沿って事業を展開しています。

新興国経済が拡大し、
着実な増収増益を達成しました。

ご挨拶

中長期経営ビジョン
「KOBELCO VISION “G”」を推進力に、
新たな価値の創造とグローバルな成長を目指します。

［神戸製鋼グループ］のビジョン

株式会社神戸製鋼所  代表取締役社長
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KOBELCO VISION “G”

50%

50%

35.8%

64.2%

業績イメージは連結売上高3兆円程度、経常利益2,000億円超
　神戸製鋼グループは、2010年4月より中長期経営ビジョン「KOBELCO 
VISION “G”」をスタートしました｡従来の数値計画を中心とした中期経営
計画とは異なり、概ね5年から10年後の将来を見据えた当社グループの方
向性、すなわち中長期ビジョンを中心に策定しています。
　策定にあたっては、中長期的な世界経済ならびに事業環境などを見通
したうえで、当社グループが目指すべきグループ像を掲げました。このグ
ループ像の実現に向けて、5つの基本方針の下、連結売上高3兆円程度、

「KOBELCO VISION “G”」の“G”は、「Global（グローバル）」「Group（グループ）」
「Growth（グロース）」などの意味が込められています。世界に広がるマーケットで
グループ一体となって、新しい価値の創造とグローバルな成長を目指します。

●多様な知識や技術を融合して、当社グループならではの新たなオン
リーワンを創出
●変化する顧客ニーズを常に発掘・捕そくし、より良い製品・技術とし
て反映することで顧客満足度を向上
●既存ビジネスの川下や川上の領域にも事業展開することで、付加価
値を飛躍的に向上

●新興国を中心とする成長地域での事業
展開を強化
●環境・資源・エネルギーなど国内外の
成長分野への取り組みを加速

●技術・人材・情報・アイデア・知恵などを、
価値観や組織の枠を超えて有機的に結
合し、新たな価値を創造する
●事業基盤の強化・変革を担うことのでき
るグループ人材、グローバルな事業展開
にも対応可能な人材を計画的に育成

●コンプライアンスに対する「感度」の高
い企業風土を醸成するとともに、地域社
会や環境問題への貢献を中心として、積
極的に社会的責任を果たす

●「ものづくり力」とは、「“永続的に”信頼される技術、製品、サービ
スを提供する力」であり、成長のための「エンジン」
●この当社グループの競争力の源泉であるものづくり力の強化に、グ
ループ全体で取り組む

「KOBELCO VISION “G”」 5つの基本方針

●グローバル市場において存在感のある企業グループ
●安定収益体質と強固な財務基盤を備え持つ企業グループ
●株主・取引先・従業員・社会と共栄する企業グループ

欧州

3拠点 中国

35拠点
北米

17拠点

アジア

27拠点

海外

国内
5～10年後の想定

経常利益

D/Eレシオ

890億円

1.4倍

2,000億円

1.0倍

景気悪化時でも
1,000億円超

1.0倍を目指す

連結売上高のイメージ

1兆8,585億円

経常利益2,000億円超、デッド・エクイティ・レシオ1.0倍の達成を目指しま
す。また、積極的なグローバル展開の推進により、海外売上比率を50%程
度まで引き上げることを想定しています。
　私たち神戸製鋼グループは、持続的成長を実現する中長期経営ビジョ
ン「KOBELCO VISION “G”」の達成に向けて、日々、着実に進化してい
ます。

“G”神戸製鋼グループ中長期経営ビジョン

a

オンリーワンの徹底的な追求

グループ総合力の発揮

ものづくり力の更なる強化

社会への貢献成長市場への進出深化

1

4

2

53

主要海外拠点・人員数（2011年5月現在）

海外全体

a

従業員数

グループ従業員数
素材（鉄鋼・溶接・アルミ・銅）

資源・エンジニアリング

機械・建機・クレーン

その他

計

10

1

21

3

35

14

– 

11

2

27

5

1

6

5

17

1

–

2

–

3

現地採用従業員数
（うち中国）

グループ海外駐在員数
（うち中国）

約35,000名

約9,000名（約3,400名）

約400名（約100名）

a 海外主要拠点数82ヶ所a

中国 アジア 北米 欧州

「KOBELCO VISION “G”」
～KOBELCOのグローバル展開～

5～10年後のグループ像

3兆円

10年後

約9,000名

KOBELCO VISION
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China
中国統括会社「神鋼投資有限公司」設立
　中国におけるグループ総合力を高め、収益拡大を実
現する目的で設立。中国国内での投資、資金管理の
一元化、グループガバナンス強化、グループ会社のサ
ポート、グループ内横串活動の推進等を担い、ますま
す拡大する中国事業に対応していきます。

神鋼投資有限公司

溶接材料および溶接システムの販売会社が営業開始　
　高付加価値溶接材料の販売、溶接システムとパーツ
の販売ならびにメンテナンス・サービスを行う「上海
神鋼溶接器材有限公司」が営業を開始しました。

上海神鋼溶接器材有限公司
溶接事業部門

軟鋼用ソリッドワイヤ生産能力増強
　自動車、建設機械向けなどに使用されるソリッドワイ
ヤを製造・販売する「唐山神鋼溶接材料有限公司」
が増産投資を実施しました。

唐山神鋼溶接材料有限公司
溶接事業部門

軟鋼用フラックス入りワイヤ能力増強
　主に造船分野で使用される軟鋼フラックス入りワイ
ヤを製造・販売する「青島神鋼溶接材料有限公司」
で増産投資を実施しました。

青島神鋼溶接材料有限公司
溶接事業部門

アルミ鍛造部品の製造・販売会社設立
　自動車サスペンション用のアルミ鍛造部品の製造・
販売会社を設立し、2012年8月の操業開始を目指し
ます。これにより、同製品の日米中 3 極生産体制が確
立されます。

神鋼汽車鋁部件（蘇州）有限公司
アルミ・銅事業部門 機械事業部門

圧縮機メーカーへの資本参加
　中国におけるプロセスガス圧縮機（非汎用圧縮機）
の需要拡大に対応するため、中国の圧縮機メーカーで
ある無錫圧縮機股份有限公司の株式44.3%を取得し
ました。今後、当社から無錫圧縮機に対して新たな技
術供与を実施し、中国国内での拡販を図っていきます。

無錫圧縮機股份有限公司

汎用圧縮機の生産能力増強
　汎用圧縮機の年間生産能力を 2,200 台から約
60%増強し、3,500台に引き上げました。

神鋼圧縮機製造（上海）有限公司
機械事業部門

油圧ショベルの生産能力増強
　中国における需要増加に対応するため、成都･杭州
の生産拠点では、2012 年に生産能力を25,000 台
／年（両拠点合計）まで引き上げる予定です。 

杭州神鋼建設機械有限公司

成都神鋼建設機械有限公司
コベルコ建機

クローラクレーン事業で合併会社設立
　世界最大のクローラクレーン市場である中国への取
り組みを強化するため、同市場で現地生産の開始を決
定しました。得意とする 250トンを中心とした大型機
種をターゲットとし、2012 年 8 月からの生産開始を
目指します。

成都神鋼起重机有限公司
コベルコクレーン
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India North America

タイヤ・ゴム機械事業において合弁会社設立
　インドの建設エンジニアリング最大手で産業機械な
ども手掛けるラーセン・アンド・トゥブロ社と合弁で、
タイヤ・ゴムの製造工程で使用されるゴム混練機およ
びゴム二軸押出機の製造販売会社を設立しました。こ
れにより、当社グループのタイヤ・ゴム機械事業は、
日米印中の四極体制が確立することになります。

L&T KOBELCO MACHINERY PRIVATE LIMITED
機械事業部門

　低品位の鉄鉱石を有効活用するという観点で、国営
製鉄会社であるSAIL社（所在地：ニュー・デリー市）と
当社が開発した新製鉄法であるITmk3®プロセスの事
業化検討を行うことで合意に至り、企業化調査に着手し
ました。

印SAIL社との包括的MOU締結
資源・エンジニアリング事業部門

水処理ビジネスを行う合弁会社を設立
　神鋼環境ソリューションが保有する水処理分野にお
ける技術力、エンジニアリング力、運転・維持管理ノ
ウハウと、Jindal 社の保有するインド国内での情報ネ
ットワークおよびプロジェクト遂行能力を活かし、イン
ドにおいて水処理事業の展開を図っていきます。

JINDAL ITF KOBELCO ECO LIMITED
神鋼環境ソリューション

油圧ショベルの新生産拠点で稼働開始
　20トンクラスの油圧ショベルを、年間 1,200 台生
産する能力を備えた新工場が本格稼働を開始しました。

KOBELCO CONSTRUCTION EQUIPMENT INDIA PVT. LTD.
コベルコ建機

自動車用鋼板事業の新プロジェクト
　自動車用冷延ハイテン（高張力鋼板）を製造するた
めの連続焼鈍設備を新たに設置することについて、合
弁相手の United States Steel Corporation 社と
合意しました。
　自動車用冷延ハイテンは、衝突安全性能と車体軽量
化による燃費性能を両立させるニーズの高まりを背景
に、北米においても需要拡大が見込まれます。新設備
は2013年初頭の営業運転開始を目指します。

PRO-TEC COATING COMPANY
鉄鋼事業部門

非汎用圧縮機の生産能力増強
　非汎用圧縮機事業の米国拠点「KOBELCO EDTI 
COMPRESSORS, INC.」で取り組んできた生産能
力増強工事ならびに本社移転工事が完工し、本格操業
を開始しました。
　生産能力は、これまでの 50百万ドル／年から100
百万ドル／年に増加します。
　また、新工場への移転に合わせ社名を「KOBELCO 
COMPRESSORS AMERICA, INC.」に変更しました。

KOBELCO COMPRESSORS AMERICA, INC.
機械事業部門

　本プロジェクトは、米国・ミネソタ州ホイット・レイ
クスにおいて当社と米国電気炉メーカー「スチール・
ダイナミックス社」が合弁で進めている、ITmk3® プ
ロセスを用いた商業機第一号プラントです。昨年の生
産開始以来のこれまでの操業実績、また現在実施中の
改善・改良作業の展望から、本プロジェクトが期待さ
れる結果を成功裡に達成することを確信するとともに、
今後 ITmk3® が高品位鉄源の供給を通じて世界の鉄
鋼業界に貢献していくことを確信しています。

新製鉄法のビジネス展開
資源・エンジニアリング事業部門

KOBELCO CRANES INDIA PVT. LTD.
コベルコクレーン

クローラクレーン事業で新会社設立
　アンドラ・プラデッシュ州でクローラクレーン新工場
の起工式を実施しました。2011 年 11 月より生産開
始予定です。

溶接事業の販売会社設立
　溶接材料の販売、溶接システムの販売支援・メンテ
ナンス業務の支援などを行う新会社を設立しました。

KOBELCO WELDING INDIA PVT. LTD.
溶接事業部門
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研究開発活動

　神戸製鋼グループでは、技術開発本部の基礎的・先端的技術を、顧客や生産現場に密着した各事業部
門の豊富な技術と融合させ、材料、機械、環境、エネルギー、電子技術等の各事業分野における「オンリーワン
製品」の創出と「ものづくり力」の強化を効率的に推進しています。
　技術開発本部はグループの研究開発拠点として、各研究所の専門技術を効果的に組み合わせながら、事
業収益力強化に向けた研究開発に取り組むとともに、将来に向けた新商品・新技術の先導的な研究も行っ
ています。

｢オンリー･ワン｣の技術開発

最近の技術開発成果
新製品・新技術創出を支える原子レベルの材料構造解析技術
　当社は、鉄やアルミニウム、銅など金属の性能を決める微細構
造を原子レベルで解析する手法を開発しました。金属の元素分
布を明らかにすれば、元素の添加が少量でも従来と同じ性能を
持った金属をつくり出すことができるなど、高機能材のコスト低減
やさらなる高機能材の開発を進めることができます。
　原子の立方体分布が調べられる最新鋭装置の「3次元アトム
プローブ」を導入し、試料調製、測定および解析方法の技術確
立を行いました。調べる金属を針状にして極低温で高電圧をか
けると、試料の表面の原子がイオン化して分離する現象を活用し
て、検出器に到達するまでの飛行時間が元素によって異なること
などを利用し、金属試料中の元素の3次元分布を明らかにするこ
とができます。
　これまでに、本手法を用いて自動車端子用銅合金を調査しま
した。自動車の電装化に伴い端子用銅合金の需要が拡大してい
る中で、エンジンルームのような高温環境で使用されることも多く
なり、端子の信頼性確保のため、耐熱性の要求レベルが厳しく
なっています。銅合金の耐熱性は、製造工程における圧延や熱

省エネ化を加速する油圧ショベル開発プロセス
　近年の環境問題の顕在化や、省エネルギー化の要求から、建
設機械においても低燃費化の要求が強くなってきています。
　機械研究所では、独自に開発した非線形動的解析プログラム
SINDYSをベースに、油圧制御系やリンク機構系などを複雑に
組み合わせた機械である油圧ショベルの実作業における動的挙
動や燃費性能を試作前に評価できる解析技術を開発しました。
さらに、実機器と解析とを組み合わせて性能評価を行うHILS※

評価技術を開発しました。これらの技術を活用して、ショベル実
作業時の損失寄与度分析に基づく対策案の抽出や、対策案の
効果検証および改善を行うことで、効率的で効果的な油圧ショ
ベルの低燃費化開発・設計が行えるようになりました。
　コベルコ建機（株）が商品化した3次排ガス規制対応機である
ACERA Geospecでは、徹底的な油圧損失削減、および油圧シ
ステムと動力源の最適化制御により、従来機に対して20%の燃

※Hardware In the Loop Simulationの略。実機器とコンピュータシミュレーショ
ンを組み合わせることにより、機械の実作業状態をベンチ試験機上で高精度
に再現する技術であり、試験対象機器単独で実作業に近い条件下での性能
試験が可能になる。

600℃の耐熱性を有するAl合金薄膜の開発
　当社では、液晶ディスプレイ基板の配線材料としてAl合金薄
膜など新規合金材料の開発を進めています。これまでに耐熱温
度400℃を有するAl-Nd合金薄膜などを開発し、業界標準材とし
て使用されてきました。
　昨今、同市場では、スマートフォンに代表される高精細ディスプ
レイが注目を集めています。この高精細を得るためにディスプレイ
の製造プロセス温度が上昇し、配線材料には600℃の耐熱性が
求められ、高融点金属薄膜を用いる他ありませんでした。しかし高
融点金属には、電気抵抗率が高い、高材料コストといった課題が
あります。電子技術研究所では、この課題解決のために600℃の

　精錬凝固・材質制御・加工技術・表面制御の4つの技術分野を基盤とし、素材系事業分野では、材質・表面の設計・制御による高性
能な新製品の開発、製造プロセスの最適化など、また機械系事業分野では、材料技術による差別化商品の創出に注力しています。さら
に高付加価値製品による新規ビジネスの開拓も目指しています。

材料研究所

　構造・強度、振動・音響、流動・伝熱、燃焼、化学分野の高度・先端的なシミュレーション技術や実験・計測・分析技術を核に、機械、
素材、環境、エネルギー、鋼構造分野などの製品開発力を強化するための高性能化・プロセス改善、設計合理化および新製品・新技
術の開発に注力しています。

機械研究所

　先進高度な計測／検査技術、制御技術、生産計画技術、情報システム技術、信号処理技術をベースに、当社グループのものづくり
力強化に向けて生産技術の革新を進めています。さらに、そこで培った強みある技術をコアとして当社製品の新たな付加価値の創出に
取り組んでいます。

生産システム研究所

　薄膜材料や微細加工技術、超電導技術をコア技術として、主としてナノテク、環境、エネルギーなどの成長分野で、神戸製鋼グルー
プの事業競争力の強化に貢献しています。また、電磁気設計や電子制御技術をベースとして、パワーエレクトロニクス分野における新
製品開発と、新規事業の開拓を進めています。

電子技術研究所

　低品位石炭の改質（脱水、脱灰）や液化、重質原油の軽質化など、エネルギー転換技術の開発を通じて、世界の未利用資源の活用
推進と日本におけるエネルギー源の多様化・安定化を目指しています。

石炭エネルギー技術開発部

• （株）コベルコ科研
• 神鋼リサーチ（株）

研究開発関連会社

3次元アトムプローブ装置外観

ACERA Geospec HILS性能評価システム

Ni、Pのクラスターマッピング

処理の条件によって大きく変動しますが、従来の電子顕微鏡を
用いたナノレベルの観察では耐熱性を高めるための金属組織
の制御方法が未解明でした。今般、3次元アトムプローブを用い
た解析により、銅合金中のニッケルとリンのクラスター（原子の
集合体）の個数の違いにより、耐熱性が大きく異なることを世界
で初めて発見しました。
　今後は、自動車用のハイテン、特殊鋼や高強度アルミニウム
合金などの自動車の軽量化に貢献できる研究開発に活用して
いきます。

費低減を達成しました。今後、次世代の省エネ建設機械の実現
に向けて、さらなる省エネ化技術の開発を進めていきます。

耐熱性と、高融点金属の1/2以下の電気抵抗率を有するAl合
金薄膜の開発に取り組みました。Alに複数の添加元素を効果的
に添加することで、600℃の耐熱性、5.3μΩcmの低電気抵抗率
（Moの1/2以下、Taの1/5）を達成することができました。
　現在、既にディスプレイメーカーで評価が進んでいる段階にあ
ります。また、今回開発したAI合薄膜は、ディスプレイ分野に限ら
ず、蛍光真空管の配線材料やパワー半導体の電極材料への展
開も開始しています。今後、高融点金属薄膜が用いられる分野
へのさらなる展開を進めていきます。
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高強度で、車体の軽量化と衝突安全性を両

立させた、業界初、世界初の薄板「ハイテン」

を続々と製品化。世界最高強度の試作にも

成功しています。

■高張力（ハイテン）鋼板
世界最強強度!

新開発のワイヤ表面処理化技術で、｢画期

的なワイヤ送給性｣と、｢抜群のアーク安定

性｣を実現した銅めっきなしソリッド･ワイ

ヤ。製造工程で銅めっき処理を廃止して、地

球環境に対する負荷を低減しています。

■自動車アルミパネル材

製造・加工・商品開発のバランスのとれた統

合力により、弁ばね、懸架ばねなどのばね用

線材、軸受用鋼、歯車用鋼、冷間圧造用線材

（ボルト・ナット用）などでは国内外で高い

シェアを獲得しています。

■自動車用弁ばね用鋼
世界の車の2台に1台！

神鋼神戸発電所は、発電規模140万kw、国

内最大規模の電力卸供給事業で、国内最高

水準の環境保全を実現している都市型発電

所です。

■電力卸供給事業（IPP）
発電規模日本一！

REGARCTM搭載省スペース型鉄骨コア・仕

口兼用溶接システムは、デジタル制御溶接

機と施工プロセス技術により、溶接ワイヤの

最適供給を実現したシステムです。炭酸ガ

ス溶接における飛散スパッタ量を従来比１０

分の１まで低減可能にしました。

■アルミディスク材

■電子材料用銅板条
回転軸「ジャーナル」と、ピストンにつながる

部分「スロー」を分けて作り、後で組み合わ

せる組立型クランク軸は、厳しい品質管理

のもとで製造される精度の高さや、正確な

納期とともに、他の追随を許しません。

■クランクシャフト（組立型クランク軸）
世界のシェア40％！

施工能率の高い溶接を実現する材料です。

造船、橋梁、産業機械など広い産業分野で

適用されています。溶接工数を大幅に削減

し、溶接能率を大幅にアップさせ、美しい溶

接ビード外観が実現できます。

■アルミボトル缶材

近年の石油精製リアクタや火力発電ボイラ

の使用条件の高温･高圧化による使用鋼材

の材料特性高度化に応えて神戸製鋼が開

発した、各種高強度低合金耐熱用の溶接材

料です。

■半導体・液晶製造装置用
　アルミチャンバー

■鉄道車両用
　アルミ長尺大型形材

■自動車サスペンション用
　アルミ鍛造部品

鉄鋼事業部門 溶接事業部門

現在、国内の飲料缶の約50％を占めるア

ルミ缶。当社ではその素材の30％以上を

供給しています。特にボトル缶については、

約70%のシェアを有しています。

IC用リードフレーム材や自動車用端子・コネ

クタ材などの銅合金板条製品を生産。半導

体用リードフレーム材ではアジアで約

30％、自動車用端子コネクタ材としては国

内の約30％のシェアを有しています。

■REGARCTM搭載省スペース型
　鉄骨コア・仕口兼用溶接システム

■銅めっきなしソリッドワイヤ（SEワイヤシリーズ）
一体成形により溶接を省略できることから、

軽量化ニーズの高い高速車両の新幹線や

地下鉄車両に採用されています。

■低合金用溶材

独自の材料と技術！

世界60％の磁気ディスク用基板供給！

高い合金開発力で世界をリード！ボトル缶国内シェア70％！ 

素材から完成加工まで一貫生産！

一体成形で軽量化ニーズに対応！

鉄製比40％以上の軽量化を実現！

コストダウンと高品質化に貢献します！

材料特性高度化に応えて！

量産車種でのアルミ使用が定着しつつあり

ます。神戸製鋼は、これにいち早く着目し、

材料から設計、組み立てまでの総合技術力

を活かし、自動車のアルミ化のニーズに対

応しています。

優れた加工性などによって、これまでのステ

ンレス製をはるかに上回る｢軽量化｣、｢コス

ト･ダウン｣、｢真空性能の向上｣を実現してい

ます。

世界の磁気ディスク用アルミ基板の約

60％を供給。生産拠点を国内とマレーシア

に置き、高度情報社会に貢献しています。

■フラックス入りワイヤ

環境に対する負荷を低減！

コストダウンに大きく寄与！

高度な鍛造技術と最新の解析技術、さらに

高強度合金を採用することにより、従来の鉄

製比で40％以上の軽量化を実現するとと

もに、運転性能や乗り心地が向上。2005年

6月から北米現地生産も開始、2012年に

は中国でも現地生産開始予定です。

アルミ・銅事業部門

価値ある製品・技術の創出
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世界最高レベルの圧縮能力を誇る高圧スク

リュ圧縮機や、地球温暖化問題に対応する

天然ガス回収・再利用スクリュ圧縮機など、

高性能の非汎用圧縮機を世界のユーザー

に提供しています。

■非汎用圧縮機

水処理の先進メーカーとして培ってきた信

頼と実績をベースに、上下水処理設備、用

水・排水処理設備、汚泥処理設備、純水・超純

水製造設備など、水処理に関するフルライ

ンナップを用意しています。また、純水・超純

水などを販売する「水供給」ビジネスも展開

中です。

■水処理設備

低品位粉鉱と一般炭から良質な鉄を10分

前後で製造することができる第三世代の新

製鉄法として注目される「ＩＴｍｋ３®（アイ

ティ・マークスリー）」は、商業1号プラントが

アメリカ・ミネソタ州で稼働しています。

■ITmk3®

スクリュ式は世界トップ･クラス！

独自開発の改良鋼を採用して高性能化を図

る一方で、最近の圧力容器の大型化のニー

ズに対応し、世界最大級の1基2,000トンク

ラスまで製造可能な設備をそろえています。

■石油精製用高圧反応器
　　（単肉高圧圧力容器）

世界最大級の圧力容器！

2翼、4翼、6翼、噛合といったロータをライ

ンアップし、多種多様なコンパウンドに対応

できる混練機。サイズも、テスト用から世界

最大級の生産用まで、さまざまなニーズに

応えることができます。

■バッチ混練機「BBミキサー」
テスト用から世界最大級の生産用まで！

ほとんど商品価値のなかった低品位の石炭

（褐灰など）を改質・高品質化し、石炭火力発

電などに有効利用します。インドネシアに建

設した大型プラントで実証運転を行いまし

た。

■改質褐灰（UBC）プロセス
未利用資源の有効活用！第三世代の新製鉄法！

徹底的なエネルギー･ロスの削減によって、ランニング・コストを大幅に削減することができま

す。その優れた技術が評価され、「日本機械学会賞」をはじめ、数々の賞を受賞しています。

■汎用圧縮機「コベライアン」
国内トップ･クラスのロス削減！

ごみの持つエネルギーを利用して焼却から

灰溶融（減容・スラグ化）まで行うことで、

最終処分場の負荷を低減すると共にＣＯ2削

減等にも寄与する人と環境に優しい処理シ

ステムです。

■流動床式ガス化溶融炉

神鋼環境ソリューション

■PCB無害化処理設備
金属ナトリウム分散体法「SPプロセス」、容

器溶媒抽出分解法「SEDプロセス」、多種多

様なPCB汚染物を一括して処理できる「プ

ラズマ溶融分解法」が各地のPCB廃棄物処

理施設に採用されています。

■下水道バイオガス
　都市ガス導管注入設備
自治体とガス会社と共同で、下水汚泥から発

生するバイオガスを家庭用（都市）ガスと同等

の品質に精製するための都市ガス化設備を

開発し、平成２２年１０月より都市ガス導管へ

の注入事業を開始しました。

バイオガスは、下水汚泥や食品残渣などのバ

イオマスをメタン発酵する際に発生する可燃

性ガスで、カーボンニュートラルなエネルギー

であることから、化石燃料の使用量削減に向

けて、その利用が大きく期待されています。

■環境リサイクル製品
建設・金属・資源・林業リサイクルを4本柱と

して、ショベル技術、クレーン技術、ニブラー

に代表されるアタッチメント技術を融合した

独創的な環境関連製品を幅広く提供してい

ます。作業高さ21階建てビルに相当する

65mを誇る超大型ビル解体専用機

「SK3500D」は「世界一ノッポなビル解体

機」としてギネスブックに認定されました。

■クローラクレーン
長大橋や風力・火力・原子力発電などの大型

構造物の建設に活躍する大型から、強靭さ

と先進制御で汎用性の高い中小型までの幅

広いラインナップ。クレーンづくりの長い経

験と実積に先進の設計、生産技術を加えて、

競争力ある商品開発に取り組み、グローバ

ルなユーザーニーズに応えています。

コベルコクレーン

資源・エンジニアリング事業部門

その他のオンリーワン製品・技術

線材・棒鋼：

薄板：

厚板：

鋳鍛鋼：

チタン：

鉄粉：

■鉄鋼事業部門
●懸架ばね用鋼
●自動車向け冷間圧造（CHQ）用線材
●スチールコード用線材
●自動車用棒鋼
●軸受線材・鋼線
●自動車用590Mpa以上ハイテン
　（冷延鋼板・溶融亜鉛めっき鋼板）

●クロメートフリー電気亜鉛めっき鋼板
　「コーベグリーンコートGXシリーズ」

●放熱性鋼板「コーベホーネツ」
●低漏洩電磁波鋼板「コーベデンジシールド」
●LPG船用低温用鋼
●大型球形タンク用厚板（550Mpa級）
●超大型コンテナ船用大入熱溶接型鋼板
●造船用残留応力制御型鋼板「ヒズミレス」
●橋梁用塗装用耐候性鋼板「エコビュー」
●建築用ハイテン
●建築用高HAZ靱性鋼「コーベスーパータフネス」
●一体型クランクシャフト
●圧延用ロール
●純チタン
●合金チタン
　（航空機部品用・熱交換器用・ゴルフクラブ用・

　IT関連用・バイクマフラー用・腕時計用など）

●磁性用鉄粉
●環境用鉄粉
●プレアロイ
●セグレス・プレミックス

アルミ板：
アルミ押出：

アルミ鋳鍛品：
銅板：

●自動車用熱交換器材
●自動車用バンパー材
●感光体ドラム用管材
●航空機用アルミ鋳造品
●自動車端子・コネクタ用銅板条
●自動車・民生端子用低挿入力めっき

機械：

■機械事業部門
●ゴム混練機
●タイヤ試験機
●樹脂混練造粒装置
●ハードコーティング用 PVD受託・装置
●ギアードターボ圧縮機
●小型蒸気発電装置
●LNG関連機器

■資源・エンジニアリング事業部門
●MIDEXR®プロセス
●FASTMET®プロセス
●格子形鋼製砂防えん堤
●フレア護岸
●ゴムタイヤ式新交通システム

■神鋼環境ソリューション
●高効率二段燃焼炉
●ＤＴモジュール
●ツインスター反応機
●水電解式高純度水素発生装置

■アルミ・銅事業部門

オンリーワン製品・技術

機械事業部門

コベルコ建機
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鉄鋼事業部門
■線材棒鋼

■厚板・薄板

■チタン

■鉄粉・その他

■電力卸供給

●神鋼鋼線工業（株）
●神鋼ボルト（株）
●（株）テザックワイヤロープ
●日本高周波鋼業（株）
●Grand Blanc Processing, L.L.C.（アメリカ）
●Kobe CH Wire (Thailand) Co., Ltd.（タイ）
●Mahajak Kyodo Co., Ltd.（タイ）
●神鋼線材加工（佛山）有限公司（中国）
●江陰法爾勝杉田弾簧製線有限公司（中国）
●神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司（中国）

●KSサミットスチール（株）
●堺鋼板工業（株）
●三和鐵鋼（株）
●神鋼建材工業（株）
●神鋼鋼板加工（株）
●PRO-TEC Coating Company（アメリカ）

●（株）大阪チタニウムテクノロジーズ

●関西熱化学（株）
●（株）神鋼エンジニアリング＆メンテナンス
●神鋼スラグ製品（株）
●神鋼総合サービス（株）
　※2011年10月1日
　　神鋼エンジニアリング&メンテナンスと合併の予定

●神鋼特殊鋼管（株）
●神鋼物流（株）
●（株）セラテクノ
●Kobe Steel Asia Pte. Ltd.（シンガポール／香港）

●神鋼神戸発電（株）

溶接事業部門
■溶接材料

■溶接システム

■試験・検査他

●エヌアイウエル（株）
●エヌアイ・コウベ・ウエルディング（株）
●（株）ＪＫＷ
●（株）タセト
●阪神溶接機材（株）

●コベルコロボットサービス（株）

●神鋼溶接サービス（株）

■不動産
●神鋼不動産（株）

その他

●（株）インダストリアルサービス・インターナショナル
●神戸熱供給（株）
●（株）神鋼エンジニアリング＆メンテナンス（プラント事業部）
●トランスニュークリア（株）
●ATSC（株）

●Midrex Technologies, Inc.（アメリカ）

●神和木材工業（株）
●Kobelco Advanced Coating (America), Inc.（アメリカ）
●Kobelco Compressors Manufacturing Indiana, Inc.
　（アメリカ）
●Kobelco Stewart Bolling, Inc.（アメリカ）
●Kobelco Compressors America, Inc.（アメリカ）
●Kobelco Machinery Asia Pte. Ltd.（シンガポール）
●Kobelco Machinery India Pvt. Ltd.（インド）
●L&T Kobelco Machinery Pvt. Ltd.（インド）
●益陽益神橡膠機械有限公司（中国）
●神鋼圧縮機製造（上海）有限公司（中国）
●無錫圧縮機服份有限公司（中国）

■高機能材

■海外事業展開

●神鋼アクテック（株）

●Kobelco Welding of America Inc.（アメリカ）
●Kobelco Welding of Europe B.V.（オランダ）
●Kobe Welding (Singapore) Pte. Ltd.（シンガポール）
●Kobe Welding (Malaysia) Sdn. Bhd.（マレ－シア）
●Kobe MIG Wire (Thailand) Co., Ltd.（タイ）
●Thai-Kobe Welding Co., Ltd.（タイ）
●Kobe Welding of Korea Co., Ltd.（韓国）
●Kobelco Welding Marketing of Korea Co., Ltd.（韓国）
●Kobelco Welding India Pvt. Ltd.（インド）
●唐山神鋼溶接材料有限公司（中国）
●青島神鋼溶接材料有限公司（中国）
●上海神鋼溶接器材有限公司（中国）

■アルミ板

■アルミ押出品・加工品

■アルミ・マグネシウム鋳鍛造品

■銅板条

■銅管

●サン・アルミニウム工業（株）
●豊通非鉄センター（株）
●Kobe Precision Technology Sdn. Bhd.（マレーシア）

●神鋼アルミ線材（株）
●神鋼ノース（株）
●Kobe & Shinsho Tube Specialities Sdn. Bhd.（マレーシア）

●神鋼汽車鋁部件（蘇州）有限公司（中国）
●Kobe Aluminum Automotive Products, LLC（アメリカ）

●神鋼リードミック（株）
●Singapore Kobe Pte. Ltd.（シンガポール）
●Kobe Electronics Material (Thailand) Co., Ltd.（タイ）
●蘇州神鋼電子材料有限公司（中国）

●（株）コベルコ マテリアル銅管
●神鋼メタルプロダクツ（株）
●Kobelco & Materials 
　　Copper Tube (Malaysia) Sdn. Bhd.（マレーシア）
●Kobelco & Materials 
　　Copper Tube (Thailand) Co., Ltd.（タイ）

■電子材料

■その他

●（株）コベルコ科研
●ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー（株）

●神戸ウイングスタジアム（株）
●（株）国際健康開発センタービル
●コベルコシステム（株）
●（株）コベルコパーソネル
●コベルコビジネスサポート（株）
●コベルコフィナンシャルセンター（株）
●神鋼機器工業（株）
●神鋼ケアライフ（株）
●神鋼商事（株）
●（株）神鋼ヒューマン・クリエイト
●神鋼リース（株）
●神鋼リサーチ（株）
●（株）ツインフーズ
●日本メディカルマテリアル（株）
●Ｋｏｂｅ Ｓｔｅｅｌ ＵＳＡ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ．（アメリカ）
●Ｋｏｂｅ Ｓｔｅｅｌ ＵＳＡ Ｉｎｃ．（アメリカ）
●Ｋｏｂｅ Ｓｔｅｅｌ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （ＵＳＡ） Ｉｎｃ．（アメリカ）
●神鋼投資有限公司（中国）
●神商精密機材（蘇州）有限公司（中国）
●蘇州神商金属有限公司（中国）

■ショベル
●コベルコ建機（株）
●コベルコ建機インターナショナルトレーディング（株）
●コベルコ建機エンジニアリング（株）
●コベルコ教習所（株）
●西日本コベルコ建機（株）
●東日本コベルコ建機（株）
●New Holland Kobelco Construction 
　Machinery S.p.A.（イタリア）
●Kobelco Construction Machinery America LLC.
　（アメリカ）
●成都神鋼工程機械（集団）有限公司（中国）
●成都神鋼建設機械有限公司（中国）
●成都神鋼建機融資租賃有限公司（中国）

コベルコ建機

■クレーン
●コベルコクレーン（株）
●ＫＣサービス（株）
●ＫＣテクノサービス（株）
●コベルコクレーントレーディング（株）
●Kobelco Cranes North America Inc.（アメリカ）
●Kobelco Cranes Europe Ltd.(イギリス)
●Kobelco Cranes Middle East Fze.(UAE)
●Kobelco Cranes South East Asia Pte. Ltd.
　（シンガポール）
●Kobelco Cranes India Pｖｔ. Ltd.（インド）
●神鋼起重机（上海）有限公司（中国）
●成都神鋼起重机有限公司（中国）

●杭州神鋼建設機械有限公司（中国）
●神鋼建機精密機械（杭州）有限公司（中国）
●Kobelco International(S)Co.,Pte.Ltd.（シンガポール）
●Thai Kobelco Construction Machinery Ltd.（タイ）
●Kobelco Construction Equipment India Pvt. Ltd.
　（インド）
●Kobelco-CNH Australia Pty.Ltd.（オーストラリア）

コベルコクレーン

アルミ・銅事業部門

■機械
●コベルコ・コンプレッサ（株）
●コベルコ産機サービス（株）
●神鋼エア・ウォーター・クライオプラント（株）
●神鋼エアーテック（株）
●神鋼検査サービス（株）
●神鋼造機（株）
●神鋼テクノ（株）

機械事業部門

神鋼環境ソリューション
■環境ソリューション
●（株）神鋼環境ソリューション
●神鋼環境メンテナンス（株）
●（株）イー・アール・シー高城
●豊田環境サービス（株）
●（株）加古川環境サービス
●（株）生駒環境サービス

資源・エンジニアリング事業部門
■エンジニアリング

■新鉄源ビジネス

KOBELCOの事業領域

神鋼環境ソリューション
■水処理
■冷却塔
■廃棄物処理・リサイクル
■化学・食品機械
■環境分析

鉄鋼事業部門
■線材・棒鋼
■厚板・薄板
■鋳鍛鋼
■チタン
■鉄粉
■電力卸供給

溶接事業部門
■溶接材料
■溶接システム
■試験・検査他
■高機能材
■海外事業展開

コベルコクレーン
■クローラクレーン
■ホイールクレーン
■土木・基礎機械
■作業船

アルミ・銅事業部門
■アルミ板
■アルミ押出品・加工品
■アルミ・マグネシウム鋳鍛造品
■銅板条
■銅管

コベルコ建機
■油圧ショベル、ミニショベル
■ホイールローダ、ミニホイールローダ
■環境リサイクル機械

機械事業部門
■産業機械
■圧縮機
■機器

資源・エンジニアリング
事業部門
■エンジニアリング
■新鉄源ビジネス

その他
■不動産
■電子材料
■その他

鉄鋼、溶接、アルミ・銅、産業機械、建設機械、資源・エン
ジニアリング、環境ソリューション、電力卸供給、不動産、
電子材料など、KOBELCOの事業領域は多岐にわたり、
さまざまな分野で社会に貢献しています。

KOBELCO

Welding
Business

Machinery
Business

Iron & Steel
Business

Kobelco
Eco-

Solutions

Kobelco
Construction
Machinery

Other
Businesses

Kobelco
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Aluminum
& Copper
Business

Natural
Resources and

Engineering
Business
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Iron & Steel Business

製品の高度化・高付加価値化に向けた
「ものづくり力」の基盤強化を追及。

■ 鋼材：
● 線材・棒鋼：普通線材、特殊線材、特殊鋼線材、普通鋼棒鋼、特殊鋼棒鋼
● 厚板
● 薄板：熱延鋼板、冷延鋼板、電気亜鉛めっき鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装鋼板
● 銑鉄

■ 鋳鍛鋼：
● 舶用部品：クランクシャフト、機関部品、軸系、船体部品 他
● 産業機械部品：型用鋼、ロール、橋梁部品、圧力容器 他

■ チタン：
航空機部品用素材、熱交換器用素材、建材、ゴルフドライバー用素材、
バイクマフラー用素材、腕時計用素材、IT関連用素材

■ 電力卸供給
粉末冶金用鉄粉、カイロ用鉄粉、脱酸素材用鉄粉、汚染土壌・地下水浄化用鉄粉、
磁性材用鉄粉、金属射出成形用微粉末

鉄鋼事業部門

鋼材、鋳鍛鋼、チタン、鉄粉、電力卸供給の事業ユニットか

らなる鉄鋼事業は、生産性の向上・コスト競争力向上を見

据えた「ものづくり力」の強化を徹底するとともに、オンリー

ワン製品・技術のグローバル展開や成長需要分野へのシ

フトを進めています。また、（株）神鋼神戸発電所では、最大

出力１４０万キロワットの電力卸供給体制を整え、安定供

給に努めています。

線材・棒鋼製品
自動車のエンジンや足廻りに使用されるばね用線材、ボトル、ナッ
トなどに使用される冷間圧造用線材などを提供しています。

厚板製品
一般構造用、溶接構造用、ボイラ・圧力容器および低温用、耐
鋼・耐食性用、造船用、建築構造用などの鋼板は、その優れた品
質特性で好評を得ています。

薄板製品
自動車・家電業界の高付加価値化ニーズに応えた高張力鋼板、
表面処理鋼板、プレコート鋼板、環境に優しい「グリーンコート」な
どを生産しています。

鋳鍛鋼製品
長い経験と豊富な技術力をベースに、厳しい品質保証体制
（ISO9002）や、環境に配慮した生産体制（ISO14001）のもとで、
国際レベルの高品質鋳鍛鋼品を数多く生産しています。

チタン
チタンの溶解から最終製品まで手がけるわが国唯一のチタン総
合一貫メーカーであり、 世界に誇るチタン専用設備と鉄鋼製造
設備を高いレベルで組み合わせ、 最高品質のチタン製品を生産
し続けています。

鉄粉製品
長年蓄積したノウハウを駆使し、より良い品質の鉄粉を安定供給
するため、1992年にニューアトメルプラントを完成させ、優れた生
産技術と、徹底した最新の品質管理体制のもとで、 常に最良の
鉄粉をお届けしています。

電力卸供給
神鋼神戸発電所は発電規模１４０万ｋＷ、国内最大規模の電力
卸供給事業で、国内最高水準の環境保全を実現している都市
型発電所です。

冷間圧造部品

造船(厚板)

シートフレーム(薄板ハイテン)

組立型クランクシャフト(鋳鍛鋼)

チタン製バイク用マフラー

アトマイズ鉄粉（アトメル）神鋼神戸発電所
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溶接材料
建設、造船、石油備蓄設備、パイプライン整備などに欠かせない
溶接材料、高水準の技術で作られる神戸製鋼の溶接材料は、
被覆アーク溶接棒から自動・半自動溶接用ワイヤ、フラックスに
至る迄約800 銘柄におよび、さまざまな溶接条件に適応した技術
製品として、内外の産業界から高い信頼を得ています。

溶接システム
溶接施工のノウハウとコンピュータ技術を融合。
鉄骨溶接において、夜間を含めた長時間無人運転を可能にしま
した。必要に応じてトーチ先端やワイヤ先端を自動的にリフレッ
シュしたり、軽微なトラブルはロボット自らが解決します。これらの優
れた無人化機能により、稼働率を大幅に高めています。

試験・検査他
溶接トップメーカーとして、長年に亘って培われてきた技術ノウハ
ウや豊富な経験に基づき、各種試験（引張、衝撃、硬さなど）、化
学分析、環境測定、溶接エンジニアリング、溶接研修、溶接技術
指導などを行っております。

開発
アーク現象・溶融現象の研究、原材料の研究、システム制御の
研究などを通じて得た成果を、溶接材料・溶接施工法、溶接シス
テムといった、広い溶接技術分野で総合的に生かした商品開発
を行っています。

海外事業展開
その国が求める技術や製品ニーズをよく理解し、価値ある製品を
時間をかけて根付かせ、世界同一品質の製品提供を目指すのが
私たちの事業姿勢です。現在、技術提携先も含み13ヶ所に生産
販売拠点を設けていますが、中国、アセアン、欧米を軸とした現地
密着型の事業展開でグローバリゼーションのさらなる推進を図っ
ていきます。

「溶接ソリューション」で
世界のリーディングカンパニーに。

グループ事業
Profile

溶接事業部門

溶接材料・溶接電源・装置を組み合わせた「溶接ソリュー

ション」をコンセプトに、”溶接”に関するあらゆる商品・サー

ビスを提供しています。

アジアＮＯ．１の地位を堅持しつつ、海外展開をさらに推進

し、グローバルトップメーカーを目指します。

■ 溶接材料：
被覆アーク溶接棒、半自動溶接用フラックス入りワイヤおよびソリッドワイヤ、
サブマージアーク溶接用ソリッドワイヤおよびフラックス、ティグ溶接棒、溶接用裏当材

■ 溶接システム：
鉄骨溶接ロボットシステム、橋梁溶接ロボットシステム、建設機械ロボットシステム、
その他溶接ロボットシステム、オフラインティーチングシステム、溶接ロボット、溶接電源

■ 試験・検査他：
試験・分析・検査・受託研究、教育指導、コンサルティング業務、
産業ロボット・電源・機器の保守点検

■ 高機能材：
脱臭・除湿・オゾン分解・有毒ガス除去、
油煙除去等用高機能フィルター、脱臭装置

■ 海外事業展開

KOBELCO “Only one” Products & Technology Welding Business

溶接材料

造船

試験・分析・測定・受託調査

展示会（アメリカ）

唐山神鋼溶接材料概観

唐山神鋼研修センター

青島神鋼溶接材料概観

溶接システム

溶接電源

建設機械ロボットシステム
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自動車分野、ＩＴ関連分野などに注力し、
国内トップ･クラスを堅持。

グループ事業
Profile

アルミ・銅事業部門

自動車およびＩＴ関連産業向けを重点分野と位置付けて、

当社特有の価値を持つ「オンリーワン製品」の強化と拡充

を図っています。国内トップクラスのアルミ・銅メーカーとし

て、長年にわたり培ってきた技術と信頼をもとに、海外展開

を強化しています。

■ アルミ板：
●缶材　●自動車パネル材　●ディスク材　●アルミ箔　●一般材

■ アルミ押出品・加工品：
●押出品（形材、管、棒）　●加工品

■ アルミ・マグネシウム鋳鍛造品：
●鋳造品　●鍛造品　●加工品

■ 銅板条：
●リードフレーム材　●端子・コネクタ材

■ 銅管：
●エアコン用銅管　●建築・給湯用銅管

アルミ板
神戸製鋼が永年に亘り培ってきた高度な圧延技術から生み出さ
れるアルミ板は、飲料用アルミ缶材、コンピュータディスク材、エア
コン用表面処理フィン材、自動車用パネル材、半導体・液晶製造
装置向厚板など多方面の用途に幅広く使われています。
 

アルミ押出品・加工品
世界のトップクラスの技術力を誇る神戸製鋼のアルミ押出材。そ
こには長年育んできた豊富な経験と絶えず新しい時代が求めて
いる品質を生み出す技術があります。

アルミ・マグネシウム鋳鍛造品
神戸製鋼では、航空機部品製造により培われてきた「高精度・高
品質」の鋳鍛造技術を継承。多彩な製造方法により、さまざまな
アルミニウム鋳造、鍛造品のニーズに対応しています。

銅板条
銅板条分野では、パワーデバイス及びICの高集積化に対応した
高強度・高伝導率性リードフレーム材、耐熱性に優れた端子・コ
ネクタ用新合金など電子材料用高付加価値製品を生産していま
す。また、自動車・民生用端子向け低挿入力めっきなど、新たな
ニーズにも対応しています。

銅管（コベルコ マテリアル銅管）
銅管分野では、海外に展開するエアコンメーカーのニーズに早く
から対応しています。2004年4月には三菱マテリアル（株）との事
業統合により（株）コベルコ マテリアル銅管として、日本および東
南アジアでの供給体制を強化しています。

Aluminum & Copper Business

アルミコイル

アルミ電磁成形ステイ付
バンパーシステム

エアコン熱交換機用
アルミフィン及び鋼管

ディスク材

アルミ箔

感光体ドラム

アルミ押出形材

制振刑材「ダンシェープ®」

航空機用ギアボックス

新幹線用ベアリングサポート

熱交換機用異形伝熱管電子材料用銅板条
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産業機械
産業機械分野では、タイヤ、ゴム業界向けに各種混練機、タイヤ
加硫機、タイヤユニフォーミティ測定装置、またプラスチック業界
に対しては、各種混練押出機から技術革新の速い光ファイバー関
連製造装置といった各種プラスチック加工機械と、様々な業界・
分野に独自の技術を活かした製品を提供し、好評を得ています。

圧縮機
非汎用分野では、スクリュ、ターボ、レシプロの3種類の方式すべ
てを提供する他に例のない総合圧縮機メーカーとして信頼を得
ています。中でもスクリュ圧縮機は高効率、コンパクト性、長期連
続運転性などで高く評価され、世界シェアの約40％を占め、業界
トップの地位を築いています。また、汎用分野では、省エネニーズ
を徹底追求した画期的な超高効率コンプレッサを開発し、世界の
マーケットに大きなインパクトを与えています。

機器
エネルギー、石油精製および化学分野において、高度な技術と豊
富な実績に裏打ちされた圧力容器（リアクタ）や熱交換器、LNG気
化器の製造を手掛けています。また、原子力分野では使用済燃料
輸送・貯蔵容器（キャスク）のトップメーカーとして高い評価を得て
います。更に、1934年に初の国産化に成功した空気分離装置は
マーケットニーズに沿った最適な装置を提供し続けています。

機械事業部門

グループ事業
Profile

世界を舞台に高収益事業体をめざし、
成長戦略を推進。
機械事業部門は、産業機械や圧縮機、エネルギー・原子力

関連機器など幅広い製品メニューを揃えています。環境・エ

ネルギー・自動車分野など成長市場におけるグローバル需

要を取り込むべく、独自性のある製品・技術の創出に取り

組むとともに、生産技術力の強化と最適生産体制の構築

を図っています。

■産業機械
タイヤ・ゴム機械：
バッチ式ミキサ、ゴム二軸押出機、タイヤ加硫機、タイヤ試験機、タイヤ・ゴムプラント、光ファイバー関連製造装置、電線被覆装置

樹脂機械：
大型混練造粒装置、連続混練押出機、二軸混練押出機、成形機

高機能商品：
真空成膜・表面改質装置（AIP/UBMS）、検査・分析評価装置

金属加工機械：
鉄鋼・非鉄圧延機、自動形状制御装置、連続鋳造装置、等方圧加圧装置（HIP/CIP）

■圧縮機

非汎用圧縮機：
スクリュ圧縮機、遠心圧縮機、往復圧縮機、スクリュ冷凍機、ヒートポンプ、無停電電源装置

汎用圧縮機：
汎用圧縮機、蒸気発電機

■機器

化学・エネルギー機器：
圧力容器（リアクタ）、アルミ熱交換器「ALEX」、LNG気化器（ORV/SMV/中間媒体式/空湿式/温水式）、空気分離装置

原子力機器：
使用済燃料輸送・貯蔵容器（キャスク）、燃料チャンネル

４条スリット圧延設備

樹脂混練造粒システム「ＬＣＭシリーズ」

ＡＩＰ装置

タービン内臓ターボ圧縮機「エコセントリ」

ターボ圧縮機

オープンラック式LNG気化器「ORV」 スクリュ圧縮機

圧力容器「石油精製用リアクタ」

空気分離装置

汎用圧縮機
「コベライアン」

スクリュ式小型蒸気圧縮機
「スチームスター」
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資源・
エンジニアリング

先進技術との融合による高付加価値化で、
さらなる価格競争力を追求。

グループ事業
Profile

事業部門

当事業部門は、製鉄、エネルギー分野を中心に各種のプラ

ントエンジニアリングを手がけ、豊富な実績を有しています。

また、高炉を必要としない直接還元鉄プロセスや次世代製

鉄法の開発に先駆的に取り組み、この分野で業界をリード

しています。世界を舞台に積極的な事業展開を図り、収益

拡大を目指します。

■ 低品位炭改質：
改質褐炭（ＵＢＣ）プロセス

■ 還元鉄製造：
MIDREX®プロセス、FASTMET®プロセス、FASTMELT®プロセス、ITmk3®プロセス

■ 原子力：
放射性廃棄物処理設備、原子力機器（使用済み燃料輸送機器・燃料チャネル）

■ 遺棄化学兵器処理：
遺棄化学兵器処理に関するコンサルティング・探査・分析・安全モニタリング・処理設備の建設・運転

■ 鉄構・砂防：
鋼製砂防構造物（えん堤／流木補足工など）、フレア護岸、防音システム、裏面吸音板、ケーブル製作架設工事

■ 都市システム：
新交通システム（ゴムタイヤ式中量軌道システム／スカイレール／ガイドウェイバス）、プラットホームドアシステム、建設総合エンジニアリング

低品位炭改質
ほとんど商品価値のなかった低品質の石炭（褐炭など）を改質・
高品質化し、石炭火力発電などに有効利用します。

還元鉄製造
＜MIDREX®プロセス＞
神戸製鋼の100％子会社ミドレックスが独自開発した、焼結炉・
コークス不要の還元鉄製造プロセスです。還元剤として天然ガス
を使うため、天然ガス産出地（北米・中南米・中東・旧ソ連地域な
ど）が主要マーケットです。

＜FASTMET®/FASTMEＬT®プロセス＞
ＦＡＳＴＭＥＴ®は神戸製鋼とミドレックスが共同開発した、回転炉
床炉を用いる還元鉄製造プロセスです。原料には粉鉱や製鉄ダ
ストを使用し、還元剤として一般炭を利用できるのが特長です。

ＦＡＳＴＭＥLＴ®はＦＡＳＴＭＥＴ®に溶解炉（メルター）を組み合わせ
ることで、還元鉄を溶解して溶鉄を製造できるプロセスです。

＜ＩＴｍｋ３®プロセス＞
神戸製鋼の独自開発による次世代製鉄プロセスです。低品位鉱
や粉鉱と一般炭を造粒機で粒状に固め、回転炉床炉内で10分程
度加熱するだけで、高炉銑に匹敵する高品位（鉄分96～97％）の
アイアンナゲットが製造できます。

原子力
各種廃棄物の処理・貯蔵施設の納入実績があり、マテリアルハンドリ
ングシステムに強みを持っています。今後は処理・貯蔵の他、拡大が
見込まれる処分やリサイクル分野にも取り組みます。

遺棄化学兵器処理
当社独自の制御爆破技術DAVINCH®は、あらゆる種類・形状の遺
棄化学兵器の処理が可能です。探査や分析技術、運転ノウハウを
組み合わせた総合力で、国際社会に貢献しています。

鉄構・砂防
近年ますます多様化する砂防事業のニーズに適応するため、鉄の
強さ・柔軟性・粘りを活かした格子形砂防えん堤をはじめ、流木補
足工・床固め工・牛枠水制・雪崩対策工など自然環境と共生しや
すい製品を提供しています。

都市システム
ゴムタイヤ式中量軌道システムや、短距離交通システム、市街地の
交通混雑を緩和するガイドウェイバスシステムなどを提供しています。

ＬＮＧ気化器「ＯＲＶ」

鋼製砂防堰

アイアンナゲット

原子力プラント

新交通システム
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水処理
水処理の先進メーカーとして培ってきた信頼と実績をベースに、
上下水処理設備、用水・排水処理設備、汚泥処理設備、純水・超
純水製造設備など、水処理に関するフルラインナップを用意して
います。また、純水・超純水などを販売する「水供給」ビジネスも展
開中です。

冷却塔
省スペース型冷却塔、白煙対策型冷却塔、超低騒音型冷却塔な
ど周辺環境に配慮した冷却塔をはじめ、工業用のみならず地域
冷暖房用冷却塔まであらゆるニーズに応えられる製品開発を行
い、最新の冷却システムを提供しています。
 

廃棄物処理・リサイクル
ＣＯ２排出量削減や埋立処分場の負荷低減等のニーズに応える
「流動床式ガス化溶融炉」については、日本一の納入実績を保有
しています。また、多様なPCB廃棄物に対応する豊富な処理メ
ニューを取り揃え、都市ごみからPCB廃棄物までの幅広い廃棄
物処理ニーズに応えています。
 

化学・食品機械
ファインケミカル、医薬品、石油化学、食品等の幅広い分野で、製
造プロセスの心臓部となるグラスライニング製機器や蒸発機、乾
燥機、醸造用機器等の機器・装置を取り揃えています。また、次
世代エネルギーの分野として高純度水素発生装置も取り扱って
います。

時代の要請に応える
環境ソリューション企業
神鋼環境ソリューションは、「時代の要請に応える環境ソ

リューション企業」として、地球環境保全や生活環境改善

に役立つ技術の提供を通じて、社会に貢献していきます。

■ 水処理：
工業用水および上・下水道の設備および装置、超純水・純水・工業用水および廃水および廃水の処理装置、
下水汚泥・食品等有機廃棄物の資源化設備

■ 冷却塔：
工業用冷却塔、地域冷暖房用冷却塔、超低騒音冷却塔

■ 廃棄物処理・リサイクル：
都市ごみの焼却・溶融施設（流動床式ガス化溶解炉、ストーカ式焼却炉、流動床式焼却炉、プラズマ溶解炉）、
粗大ごみ・各種リサイクル施設、PCB廃棄物処理施設

■ 化学・食品機械：
化学工業用機器・装置、粉粒体機器・装置、醸造用機器、水素酸素発生装置

■ 環境分析：
上下水道に関する水質検査、工場・研究所等の水質試験、環境基準項目の検定、
産業廃棄物に関する測定（PCB、金属、有機物等）

神鋼環境
ソリューション

グループ事業
Profile

下水道バイオガス都市ガス導管注入設備

高効率二段燃焼炉

白煙対策型冷却塔

水電解式高純度水素発生装置
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コベルコ建機（株）は、油圧ショベルの専業メーカーとして、

「低燃費」「低騒音」を核とした独創的な商品開発に取り組

み、多様化するお客様のニーズにお応えしています。

CNＨ Global N.V.とのグローバルアライアンスをもとに、

成長著しい中国、東南アジア、インドに経営資源を集中し、

世界の中での存在感をさらに高めています。

コベルコ建機
グループ事業
Profile

油圧ショベル、ミニショベル
用途と現場を徹底的に調査・分析して開発した油圧ショベル群。
後方超小旋回でありながら標準機並みの安定性を確保したビー
トル。高い作業能力と経済性を兼ね備えたアセラ・ジオスペックな
ど、すべての機種でユーザー志向の新性能をお届けします。

ホイールローダ、ミニホイールローダ
乗用車感覚で運転できるミニクラスをはじめとし、さまざまな現場
で土砂積み込み作業を効率化するホイールローダ。寒冷地での
ニーズに対応した除雪機。ともに充実したラインナップを誇ります。

環境リサイクル機械
建設・金属・資源・林業リサイクルを4本柱として、ショベル技術、
クレーン技術、 ニブラーに代表されるアタッチメント技術を融合し
た独創的な環境関連製品を幅広く提供しています。

■ 土木・建設機械：
油圧ショベル、ミニショベル、ホイールローダ、ミニホイールローダ

■ 環境リサイクル機械：
● 建設リサイクル：分野建物解体機、破砕処理機など
● 金属リサイクル分野：自動車解体機、ハンドリング機など
● 資源リサイクル機：資源セパレータなど
● 林業機：プロセッサ仕様機など

ミニショベル

成都神鋼工程機械（集団）有限公司

ハイブリッドショベル

通常型油圧ショベル後方超小旋回ショベル
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Kobelco Cranes

08グループ事業
Profile

クローラクレーン
長大橋や風力・火力・原子力プラントなどの大型構造物の建設
に活躍する大型から、 さらに強靱さと先進制御で真にオールマイ
ティな中小型までの、幅広いラインナップ。 
そして土木・基礎工事用のベースマシンBMシリーズ。信頼のマシ
ン群が、あらゆる舞台で力を発揮しています。

ホイールクレーン
荒れ地（ラフテレーン）ではなく、都市で活躍することを意識して開
発したコベルコのシティコンシャスクレーン。
つり作業を行うクレーンとしての作業能力の維持はもちろんのこ
と、独自のスラントブームやエンジンアッパーレイアウトによるコン
パクト化を実現しています。グッドデザイン賞を受賞した都市に溶
け込むデザインも好評です。

土木・基礎機械
大きなパワーとスピードを誇るパイルドライバをはじめ、さまざまな
基礎工事機械を扱っています。

作業船
海上という特殊かつ過酷な作業環境に独創の技術で打ち勝った
クレーン・グラブ兼用船の他、浚渫船も取り扱っています。

コベルコクレーン（株）は、クレーン事業に特化した建設機

械メーカーとして、魅力ある商品づくりと経営のグローバル

化に向けた事業基盤の強化に努めています。これまでに

培った技術・ブランド力をベースに、世界を舞台にさらに活

躍できる企業を目指した取り組みを推進していきます。

コベルコクレーン
■ クローラクレーン：
汎用クローラクレーン（吊上能力：35～200トン）、
大型クローラクレーン（吊上能力：300～800トン）、テレスコピックブーム・クローラクレーン　　

■ ホイールクレーン：
ラフテレーンクレーン・ミニラフテレーンクレーン、
ラチスブーム・ホイールクレーン、オールテレーンクレーン

■ 土木・基礎機械：
パイルドライバ、TRD工法機、DJM工法機

■ 作業船：
クレーン・グラブ兼用船、クレーン船、グラブ浚渫船

クローラクレーン

大久保事務所

ラフテレーンクレーン

オールテレーンクレーン クローラクレーン
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企業
倫理規範

　

　『企業倫理綱領』は、法令・社会的規
範などを遵守し、より良い会社になるため
の理念と行動指針を示しており、「企業
倫理規範」「企業行動基準」、およびその
「実施要領」によって構成されます。
　「企業倫理規範」は、神戸製鋼がさまざ
まな企業活動を行う上で、会社および役
員・社員が遵守すべき7つの規範を示して
います。「コンプライアンスの強化・徹底」
を基本に、環境への貢献と、顧客、取引
先、従業員、地域社会など多様なステー
クホルダーとの関わりを通じて、企業とし
ての社会的責任を果たす基盤となるもの
です。「企業倫理規範」を日々の業務の
中で実践するために、とりわけ重要な行
動の基準について定めたものが「企業行
動基準」です。「企業行動基準」の各項
目については、その内容をさらに詳しく解
説した運用マニュアルを作成し、従業員
一人ひとりが実践に努めています。
　神戸製鋼グループは、全ての企業活
動を「企業倫理規範」「企業行動基準」
に則って行うことで、より良い環境や社会
に貢献していきます。

神戸製鋼グループは、企業としての社会的責任（CSR）を果たすことをグ
ループ経営の重要な施策と位置付け、具体的な行動指針として「企業倫
理綱領」を制定しています。特に、ものづくりを担うメーカーとして、環境に
配慮した生産活動や製品開発を重視し、環境と社会に貢献しながら持続
的に発展する企業グループを目指します。

CSR活動の
基本的な考え方

企業としての社会的責任を果たす心が、
神戸製鋼グループの全ての活動の原点です。

持続可能な社会へ

環境
活動

社会
活動

企業活動

企業行動基準
地球環境・
社会への貢献

海外の現地社会への貢献
海外においては、
その文化や慣習を尊重し、
現地の発展に寄与する。

地域社会との共生
地域社会に貢献する
良き「企業市民」たることを目指す。

ステークホルダーとの
関係強化
ステークホルダーの
立場を尊重する。
顧客、取引先、社員、株主等を含む
幅広い社会との
健全で良好な関係維持に努める。

優れた製品・サービスの提供
安全性や個人情報・顧客情報の
保護に十分に配慮し、
優れた製品・サービスの提供を
通じて社会に貢献する。環境への貢献

地球環境の保全と
豊かで住みやすい
社会づくりに貢献する。

社員の尊重
社員の人格・個性を尊重し、
ゆとりのある
豊かな職場環境を実現する。

コンプライアンスの
強化・徹底
法令その他の
社会的規範を遵守し、
公正で健全な企業活動を行う。

グループ事業
Profile

Other Businesses

不動産事業の安定的な展開と
プロパティマネジメント事業の拡大

その他 ※代表的な2社を取り上げてます

神鋼不動産（株）

神鋼不動産（株）は、株式会社神戸製鋼所グループの総
合生活関連の中核企業として、不動産開発、建設、分
譲、賃貸、仲介、リフォーム、ビルマネジメント、マンション
管理、保険代理業、ゴルフ場運営などの事業を営み、不
動産開発から管理、サービス等のノンアセットビジネスま
で一貫して手がけています。

■ 不動産開発
■ 建設
■ 分譲
■ 仲介・リフォーム
■ 賃貸
■ ビルマネジメント
■ マンション管理
■ 保険代理店

■ 材料分析・試験
■ 構造物評価
■ ターゲット材の製造・販売
■ 半導体・ＦＰＤ・太陽光発電分野の
   検査装置の製造・販売

先端産業の素材分野

（株）コベルコ科研

（株）コベルコ科研は、材料・化学・機械・電子等の多様な
高度技術を有しており、それらを活用して材料・構造物など
の試験・分析や液晶配線膜用ターゲット材の製造等を手
掛けています。
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監査役会

会計監査人
会計監査

選任 選任

選任

選任

監査役5名
うち社外監査役

3名

取締役、執行役員 

役員連絡会

経営審議会

各種委員会

監査

監査

諮問

勧告

監査部

内部通報システム

社外弁護士

コンプライアンス
委員会

代表取締役社長

代表取締役副社長

社外有識者

株主総会

コーポレートガバナンス

取締役会

事業部門

取締役11名
うち社外取締役

2名

代表取締役社長

コンプライアンス委員会

コンプライアンス担当役員

法務部コンプライアンス統括室

事業部門企画管理 

コンプライアンス責任者 

全従業員 

取締役会 

内部通報システム 

諮問

勧告

共通リスク

点検要請

確認報告

リスク管理計画
（共通＋事業リスク）本

社
部
門 

事
業
部
門

（ （（（

経営システム
（意思決定・情報共有）

代表取締役社長

取締役会

経営審議会

従業員関連

環境経営推進

株主・投資家関連

顧客・取引先関連

事業活動

環境経営委員会
(事務局：環境防災部) 

CSR委員会
 (事務局：経営企画部) 

社会貢献

財務報告の
信頼性確保 リスクマネジメント コンプライアンス

内部統制に関する活動

コンプライアンス
委員会

(事務局:法務部) 

《 推進体制図 》

《 コーポレートガバナンス体制 》

　神戸製鋼は、役員およびグループ企業の経営幹部を対象とした「コンプ
ライアンス トップセミナー」をはじめ、各階層別研修にコンプライアンスに
関する内容を織り込み、社員がキャリアの節目ごとに幅広く研修を受ける
機会を設けています。特にコンプライアンス責任者に対しては、毎年研修

●コンプライアンス教育

　神戸製鋼は、『企業倫理綱領』の「企業行動基準」に記載された各項目
について、より詳しく説明した「社員のための行動手引き」を作成し、全社
的なコンプライアンス・マニュアルとして社員に配布しています。このマ
ニュアルは、後述のリスク管理活動で全社が共有する「共通リスク」の項
目と連動しており、リスク管理活動の基本マニュアルにもなるものです。　
　さらに、独占禁止法、下請法、個人情報保護法、安全保障貿易管理など
の個別の法令マニュアルも整備し、社員が業務の中で疑問に思ったこと
を参照しやすい形で整理しています。

●コンプライアンス･マニュアルの整備

　神戸製鋼は、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員会」を
設置しています。社内委員2名に対し、公正中立な立場の社外委員が5名
と過半数を占める同委員会では、「コンプライアンス」推進計画の立案、進
捗状況の確認、「内部通報システム」への通報事案に関する審議など
行っています。
　また、「コンプライアンス担当役員」、専門部署としての「法務部コンプラ
イアンス統括室」を設置し、事業部門の企画管理担当部署や各部署に設
置する「コンプライアンス責任者」と連携しながら取り組みを行っています。

　神戸製鋼は、自らの部署のリスクを、自らが点検し、改善につなげていく
という「リスク管理活動」に取り組んでいます。
　この活動は、本社スタッフ部門が、法令や社会の変化を踏まえた上で発
信した全社の「共通リスク」に基づいて、各部署が独自の「事業リスク」も
加えて、「リスク管理計画」を策定し、事業の中で実行していくというもので
す。また、年度末には、一年間の活動結果を経営トップも含めた事業部
門、部署の責任者が点検・確認して、次年度以降の取り組みにつなげて
います。
　すなわち、各事業部門の中で、コンプライアンスも含めたリスク管理の
PDCA（Plan, Do, Check, Action）のサイクルが回るしくみとし、この取り
組みを継続することで、それぞれの事業の中に、コンプライアンスに対する
「感度」が高い組織文化が定着することを目指しています。

●コンプライアンス体制
　神戸製鋼グループのCSRに関する基本方針の決定およ
びその活動を集約する機関として、2006年より「CSR委員
会」を設置しています。
　また、取締役会の諮問機関として「コンプライアンス委員
会」を設置しており、重要事項に関する審議・提言・進捗確認

●CSR推進体制

　神戸製鋼は執行役員制度を採用していますが、経営の意
思決定と日常業務の執行は密接不可分と認識しています。し
たがって、業務執行の中核は株主および取引先などの関係
者に対し法的責任を負う取締役が担うべきであると考え、主
要な事業部門は取締役が業務執行を統轄しています。
　現行の取締役会は、経営トップ、本社部門の重要な役割を
担う者、経営に重要な影響を与える事業部門の長、および経営
の透明性・公平性を確保し業務執行の監督機能を強化する観

●コーポレートガバナンスの強化と充実

●“リスク管理活動”について
《 リスク管理活動のサイクル 》

を行っています。
　CSR委員会の下部組織である報告書作成部会では、これ
らのCSRに関する活動を取りまとめ、「環境・社会報告書」とし
て発行しています。

点から招聘した社外取締役2名を含む11名で構成しています。
　執行役員は、取締役会から選任され、取締役から委嘱され
た業務を執行する重要な役職であると位置付けています。
　また、神戸製鋼は監査役制度を採用し、社外監査役3名を
含む5名の監査役による経営監査機能を一層強化すること
で、企業統治の実効性を高めています。また、内部監査につ
いては、独立した監査組織として監査部を設け、全社的な業
務執行に関する監査を行っています。

を受講することを要請しています。また、法令教育e‐ラー
ニングを毎年実施し、全社員がコンプライアンスへの理
解度を確認する機会としています。

●
●
●
●
●
●
●
●
●

独占禁止法遵守マニュアル
下請法遵守マニュアル
知的財産情報イントラネット
個人情報管理マニュアル
企業秘密ガイド&管理マニュアル
安全保障貿易管理ホームページ
企業対象暴力対策マニュアル
公務員との付き合い方マニュアル
セクシュアルハラスメント防止マニュアル

各種詳細マニュアル
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グループ環境経営推進体制

取締役会

代表取締役社長

環境経営委員会 環境経営推進懇話会

事務局

実行委員会

＜テーマ別分科会＞

経営審議会

　当社の地域交流施設「灘浜サイエンススクエア」は、
COP10の開催に合わせて（財）都市緑化基金が全国で募
集した「生物多様性保全につながる企業のみどり100選」
の一つに認定されました。
　灘浜サイエンススクエアでは、施設内にビオトープを設け
て生物多様性の保全に努めるとともに、NPO法人や専門
家と連携を図りながら、地域の子供たちを対象とした生き物
の観察会などを定期的に開催しています。海岸の埋立地と
いう厳しい自然環境にあるにも関わらず、このビオトープで
は希少種を含む生態環境が再生できつつあり、地域の環
境教育の場としても活用されていることなどが評価されまし
た。当社は、このビオトープを、大切に守っていく考えです。

灘浜サイエンススクエアのビオトープ
　神戸製鋼グループは、地球環境の保全がすべて
の生命体に共通する最も重要な課題であり、より健
全な地球環境を次世代に引き継ぐことが私たちの使
命であると認識し、環境経営基本方針を策定し、事
業活動のあらゆる面で環境に配慮する環境経営の
推進に努めています。社内に環境経営委員会を設
け、グループ全体で環境経営に取り組んでいます。

　当社グループは、2010年度、グループ全体で223PJのエネル
ギーを使用しました。そのうち約95%が鉄鋼関連事業、約4%が
アルミ・銅関連事業によるものでした。
　各事業部門において、高効率設備導入、排熱回収などの省エ
ネルギー対策や、燃焼管理改善・生産効率向上などの操業改
善を実施しています。

生産工程における省エネルギー

　当社グループは、生物の多様性の保全が重要であることを認
識し、ここに指針を定め、生物多様性の保全のための活動を推
進する。

コベルコ生物多様性指針

地球温暖化対策
　いま、企業は、地球温暖化問題への早急な対応を求められてい
ます。神戸製鋼グループは、地球温暖化問題への対応において
も、あらゆる事業活動において省エネルギーなどの合理化や研究
開発を推進し、各業界の自主行動計画の目標達成と将来に向け
た更なる省エネルギー・CO2排出量削減に取り組んでいきます。

生物多様性への貢献
　当社グループは、環境経営として取り組んできた活動を生物
多様性の視点で整理した、独自の指針を策定しました。当社グ
ループの主な取り組みを紹介します。

■『グループ環境経営の実践による
 更なる企業価値向上』
―グループの環境力向上―
神戸製鋼グループは、環境先進企業グループとして
① 環境に配慮した生産活動
② 製品・技術・サービスでの環境への貢献
③ 社会との共生・協調
を実践することにより、社会的責任を果たすとともに、環境力を
高め企業価値を向上させる。

■グループ環境経営推進体制
　環境経営基本方針に基づく6つの実施事項を検討、提言する
機関として「環境経営委員会」を設置し、環境経営を推進してい
ます。
　環境経営委員会は年1回開催し、年間の取り組み実績を確
認・チェックするとともに、今後推進すべき事項を明確にして経営
審議会に報告、提言します。
　また、特に取り組むべきテーマについてはテーマ別分科会を組
織し、迅速かつ的確に対応すべく活動を推進しています。
　なお、必要に応じて環境経営推進懇話会を開催し、社外の学
識者より適宜アドバイスをいただく体制としています。

環境経営基本方針

1.  事業活動が生物多様性に影響を与えていることを認識し、
 その影響を低減するため継続的に努力する。
2.  生物多様性に貢献する「製品・技術・サービス」の
 開発に積極的に取り組む。
3.  生物多様性に関する取り組みを開示し、社会と共有する。
4.  地域社会と連携して生物多様性に関する活動を推進する。
5.  すべての従業員が、生物多様性に配慮した行動を積極的に行う。

多様な生き物とふれあう観察会

五十沢川砂防えん堤（新潟県）

「生物多様性保全につながる企業のみどり100選」に認定されました。

　当社では、鉄鋼製造の副産物である「鉄鋼スラグ」を環
境保全修復材料として活用するため、神鋼スラグ製品
（株）・神鋼建材工業（株）・（株）コベルコ科研と共同して、
鋼製魚礁と組み合わせた「鋼製藻場魚礁」を、家島諸島
（兵庫県姫路市沖）海域、神戸空港北側護岸や沖縄県与
那原町の周辺に設置し、産官学の協力/連携のもと、海藻
の育成や漁場環境の改善を目的とした調査研究を開始し
ています。
　鉄鋼スラグに含まれる鉄分やミネラルなどの栄養分によ
り海藻が繁茂するなど、海洋環境修復への効果が期待さ
れます。現在のところ、海藻の繁茂や魚の回遊が見られ、順
調な経過となっています。

鉄鋼スラグを使った新型魚礁の開発

綱製藻場魚礁

兵庫県姫路市沖に設置した魚礁の3ヵ月後（左）と6ヵ月後（右）の様子

鉄の副産物が、海藻や魚を育みます。

　当社の格子形砂防えん堤は、全国各地の土石流危険
渓流に設置され、土石流を効果的に捕捉して人々の安全
を守っています。近年、環境保全の観点からも、自然と共生
しやすい格子形砂防えん堤が脚光を浴びています。
　格子形砂防えん堤は河川の水流を阻害しないため、平
常時は無害な土砂を下流に流し、海岸線の後退や河床の
低下を防いでいます。また、格子形砂防えん堤は魚などの
自由な往来を妨げないため、水棲生物の生態系の保全に
も効果を発揮しています。当社では、格子形えん堤の更な
る普及を目指し、大規模な格子形砂防えん堤の開発を推
進しています。

格子形砂防えん堤の建設
人々の安全と、川の生態系をともに守ります。



職場環境

4241

Corporate Social Responsibility Working Environment

神戸製鋼は、社員の人格・個性を尊重し、活力溢れた魅力ある職場環境を実現していくために、
各種人事諸制度の活用を図っています。また、「社員一人ひとりを活かし、和を尊ぶ」という神戸製鋼グループの
企業理念を実現するために、グループ各社とさまざまな形で連携を強めていきます。

　神戸製鋼は、魅力ある働く環境づくりに向けて、仕事と生活の両立を図るための雇用環境の整備に積極的に取り組んでいます。

●仕事と生活の両立支援

● 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定と実行
● 年次有給休暇の取得率向上や生産性向上等、総実労働時間縮減に向けた取り組みの展開
● 育児・介護に関する法定を上回る支援の拡大

〈近年の主な取り組み〉
・ 育児休業期間の延長（子が満3才に達するまで）…2008年度より
・ 育児のための就業時間等配慮期間の拡大（子が小学校を卒業するまで）…2008年度より
・ 介護休業期間の延長（最大3年間まで）…2008年度より
・ 子の看護・家族の介護休暇の有給化…2010年度より

〈2011年度導入に向けた取り組み〉
・ 育児・介護のための在宅勤務日制度の導入…2010年度
・ 高齢者介護支援の社外サービスの提携契約…2010年度

多様性の尊重

総合職育成体系

　神戸製鋼では、夫婦だけで育児を
している世帯が全体の約25%あり、
子育て世代の社員の生活に育児が
占める割合は大きくなっています。
　神戸製鋼では女性社員のみならず
男性社員も子育てに積極的に参画
できる環境整備（各種制度の新設や
制度運用の定着活動）に取り組んで
います。

VOICE メッセージ

参与

参与補

参事

主幹

主査

主務1級

主務

副務

共通・階層別教育（必須） ビジネススキル研修

新任参与研修
（対象：新任ライン部長、
新任参与）

管理者のための
実践的労務管理

林敏之の
実践力強化研修
「感性フォーラム」

仕事の効率化を図る
ビジネス・ツール

効果的
プレゼンテーション・スキル

コーチング研修

中堅社員活性化研修

OJTコーチング研修
チームビルディング研修

SPTC-AD
（事業戦略策定研修）

事業部門主催財務研修
企業人が知っておくべき
経営財務研修 Ⅰ
企業人が知っておくべき
経営財務研修 Ⅱ

SMART
（シミュレーションで学ぶ
キャッシュフロー経営研修）

課題形成研修
ロジカルシンキング
研修問題解決のしくみ

MACS
（マネジメント・サイクル・
シミュレーション）

経営財務の
実践力向上研修
（対象：新任ライン室長
クラス、新任参与補）

課題形成研修Ⅱ
（主幹前研修）

課題形成研修Ⅰ
（主査前研修）

総合職3年目
集合研修
総合職2年目
集合研修
総合職1年目
集合研修
総合職新入社員
集合研修

新任室長・グループ長
マネジメント研修
（対象：新任室長、
グループ長クラス）

管理職
コーチング研修
（対象：新任から3年目
までの参事）

管理職労務管理研修
（対象：新任参事）

OJTリーダー研修
（対象：OJTリーダー）

総合職5年目研修

参与補面接

主幹面接

主査面接

主務面接

3年目面談

1年目面談

2年目面談

フライトプラン

語学資格 面接など 個別課題

企画スタッフ研修
企画担当者

モノづくり研修
新入社員

専門技術コース
品質管理・
生産管理コース

技術担当者

新任営業マネージャー研修
提案営業プロセス研修
営業担当者の
対人能力向上研修
新任営業担当者研修 Ⅱ
（わかりやすい与信・
債権管理の実際）
新任営業担当者研修 Ⅰ
（営業の基礎）

営業担当者

n2KOSMS
（シミュレーションで学ぶ競合戦略）

管理者のための
実践管理会計 Ⅰ
管理者のための
実践管理会計 Ⅱ

MTP
（管理・監督者の基本）

マネジメントスキル向上
ファシリテーション研修

財務・
マーケティング

組織・
人材マネジメント

財務・
問題解決

組織・
人材マネジメント
コミュニケーション

職種別・専門分野キャリア開発

人
権
教
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止
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　神戸製鋼は、社員のキャリア形成について、自己申告制度を通じ
て、上司と部下の間で業務目標と将来のキャリアプランについて話
し合う場を設けています。これをもとに、本人の希望と事業上の必
要性を勘案しつつ、育成的見地からのジョブローテーションを行っ
ています。また、自律的なキャリア形成を促進するため、人材公募制
度を実施しています。

●キャリア形成
　神戸製鋼は、能力開発について、実務経験を重ねる中でのＯＪＴ
（On the Job Training）教育を中心としながら、これを補完するた
め、ビジネスや技術・技能の特性に応じた専門能力の向上を狙い
としたオフライン研修を実施しています。

●能力開発支援

　神戸製鋼の人事処遇制度は、社員に求める育成ターゲット像によ
り区分される「社員制度」と、成果業績主義を基本とし、それぞれの
担当する役割を重視した「賃金・一時金制度」に基づき実施していま
す。2007年度には、各人の能力・士気の向上や働きがいの創出を図
るため、社員制度を中心とした人事処遇制度改正を行いました。

　また、評価制度においても、「直属上司－部下」という「線」の評
価だけではなく、幅広い関係者からの多面的な評価制度である適
性観察制度を実施するなど、納得性の高い公正な評価に努めてい
ます。

●人事処遇制度

　神戸製鋼は、社員が仕事への誇りと働きがいを持つことを人材
育成の目標としています。そのためには、社員一人ひとりが、具体的
目標を持ち、日々成長していくことが重要です。社員自らのたゆみな
き研鑚による成長を会社は全面的に支援します。

●方針

人材育成

社員が働きやすい職場環境

多様な人材がのびのびと活躍できる
「働きやすく、働きがいのあるKOBELCO」の
実現を目指していきます。

　また、社員一人ひとりが多種多様な価値観を共有し、誇りと意欲
を持って日々の仕事をやり遂げることを目指して、「神戸製鋼のある
べき人材像」 を以下のとおり定め、人材育成の取り組みを進めて
いきます。

　3つのあるべき人材像を念頭において、事業基盤の強化・変革
を担うことのできる人材、グローバルな事業展開にも対応可能な人
材を計画的に育成していくことを目指しています。具体的には、階
層別教育の増強による若手・中堅層の研修強化や、OJT教育へ
の支援強化、グローバルな人材の採用や育成についての取り組み
をスタートしています。
　また、社員のキャリア形成については、自己申告制度を通じて、
上司と部下の間で業務目標と将来のキャリアプランについて話し
合う場を設けています。これをもとに、本人の希望と事業上の必要
性を勘案しつつ、育成的見地からのジョブ・ローテーションを実施し
ています。また、自律的なキャリア形成を促進するために人材公募
制度を実施しています。

神戸製鋼グループのあるべき人材像
『私たちは、グローバルに展開するKOBELCOの信頼に貢献する人材でありたいと日々努力します。』

誠 実
事実を真摯に受け止め、
誠意を持って行動する人材

協 働
自分の考えを発信し、
相手の意見を受信し、
切磋琢磨しながら
取り組む人材

変 革
現状に満足せず、
常に挑戦し

変革を目指す人材

　「育児のための特別休暇」を、出産や子供の予防接種などに合わせ
て利用しています。妻は24時間休まず育児に関わっているため、相当
なストレスを感じているようです。職場の仲間のことも気にかけつつ、
今後もこの制度を活用してできる限り育児に協力していきたいです。

別休暇を上手に使って、できる限り育児に協力しています。
高砂製作所
高砂機械センター加工部  物流計装室 大城 剛志
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スポーツ支援活動

●灘浜スポーツゾーン
　スポーツを通じた交流の場を提供

　2016年の夏季オリンピックから男女の７人制ラグビーが正
式種目として採用され、また、2019年にはラグビーワールドカッ
プの日本開催が決定しました。2016年のオリンピックやワール
ドカップ日本開催時の中心世代となる高校生に対する普及
や強化が一層求められています。
　神戸製鋼グループは2005年度から夏の菅平で行われる
「全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会」と、冬
の花園で行われる「全国高等学校ラグビーフットボール大会」
に特別協賛しており、男子・女子高校生ラガー育成の支援を
行っています。また、神戸製鋼ラグビー部は両大会に出場する
高校生への指導など、両大会を盛り上げるための支援を行っ
ています。

　神戸製鋼ラグビー部（コベルコスティーラーズ）の拠点であ
る灘浜（神戸市）に人工芝グラウンドを整備し、隣接するテニ
スコートとともに「灘浜スポーツゾーン」と名付けて一般に開
放しています。
　人工芝グラウンドは、ラグビー、サッカー、アメリカンフットボ
ールのほか、グラウンドゴルフにもご利用頂けるよう、用具も
一式取り揃えております。現在は、小中学生を対象としたラグ
ビースクールや高校生のクラブ活動、大学生や社会人チーム
の練習や試合等で、幅広くご利用頂いており、地元神戸はも
とより、スポーツを愛する人々の交流の場として役立てられて
います。

●ラグビー
　高校ラグビー大会に特別協賛

　地域との交流・ラグビー普及活動・ファンサービスを目的
に、「コベルコラグビーフェスティバル2011」を開催しました。
　日ごろ選手達が練習しているグラウンドで、タックルが無く
女性や子供も楽しめるタッチフット大会を始め、選手が使用し
ていた練習着などを販売するガレージセールを開催。また、東
日本大震災の支援イベントとしてスクラム釜石から松尾雄治
氏を招き、平尾ゼネラルマネージャー兼総監督とのトーク
ショーやチャリティーオークションを実施するなど盛りだくさん
の内容となりました。
　本フェスティバルの売上の一部は、特定非営利法人「日本
せきずい基金」と、財団法人日本ラグビーフットボール協会を
通じて東日本大震災の被災者の方に寄付しました。

●コベルコラグビーフェスティバル

　神戸製鋼グループは、雇用管理セミナーを定期的に開催するな
ど、障害者雇用を積極的に推進しています。
　神戸製鋼の2010年度の障害者雇用率は2.17%と法定雇用率
（1.8%）を上回っており、雇用率アップに向けた取り組みを継続し
ていきます。

●障害者雇用への取り組み

　神戸製鋼は、「熟練社員再雇用制度」を導入しています。ベテラン
層が停年退職した後も、その技術・技能を引き続き活用することで、
技能継承の円滑な推進や職場活力の維持・向上を図っています。
　また、グループ各社でも同様の取り組みを進めています。

●高齢者雇用への取り組み

（年度）

（年度）

法定雇用率
雇
用
率
(%)

■障害者雇用率推移（神戸製鋼）

■停年退職者に占める再雇用者の割合推移（神戸製鋼）

　近年、女性従業員の採用数が大幅に増加す
る中、神戸製鋼は女性が自らの能力を十分に発
揮できる環境づくりを推進しています。その一環
として、総合職の女性社員を対象にメンター制
を導入しました。
　メンター制は、職場の上司以外の経験豊富な
部長職がメンター（助言者）となり、キャリア形成
や能力開発について心理的な側面から支援す
るもの。「自分の目指す方向性がはっきりした」と
利用者に好評です。

●女性の活躍推進への取り組み

女性管理職のいない職場で目指す働き方が見え
ず、将来に不安を感じていた私は、メンター制を活
用しました。これは、部長職の方にメンター（助言者）
になっていただき、直属の上司には相談しにくいこと
もフランクに話し合える制度です。相談の結果、メン
ターからいただいたアドバイスは、「前例がなくても
いい、自分らしい働き方を目指せばいい」ということ。
相談することで自分の目指す方向性がはっきりし、よ
り働きがいを感じるようになりました。

メンターのアドバイスで、目指す“働き方”が見えてきた。

VOICE メッセージ

鉄鋼事業部門
鋳鍛鋼事業部　技術開発部 松田 真理子

　神戸製鋼グループは、人権を尊重し、あらゆる差別のない健全な職場
環境を確保するために、各階層別教育における人権研修の実施などの
人権啓発活動を行っています。また、公正な採用選考を行うための採用
担当者に対する研修も実施しています。

●人権尊重の取り組み

コベルコ・カフェプラン 利用マニュアル

　神戸製鋼は、社員が長期にわたっ
て安心して働ける環境をつくるため
に、本人の病気療養や家族の看護・
介護などに利用できる福祉休暇制度
や、ライフステージに合わせた各種福
利厚生制度を運営しています。
　社員の価値観・ライフスタイルの多
様化に対応し、能動的なライフスタイ
ルを支援することを目的として、2006年
度より、カフェテリアプラン制度（コベ
ルコ・カフェプラン）を導入しています。

●多様化する価値観・ライフスタイルへの対応
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Japan

鉄鋼事業部門
加古川製鉄所／兵庫県加古川市
神戸製鉄所／兵庫県神戸市
高砂製作所／兵庫県高砂市

溶接事業部門
茨木工場／大阪府茨木市
西条工場／広島県東広島市
福知山工場／京都府福知山市
藤沢事業所／神奈川県藤沢市

アルミ・銅事業部門
真岡製造所／栃木県真岡市
長府製造所／山口県下関市
大安工場／三重県いなべ市

機械事業部門
高砂製作所／兵庫県高砂市
播磨工場／兵庫県加古郡

本社・支社・支店
神戸本社／兵庫県神戸市
東京本社／東京都品川区
大阪支社／大阪府大阪市

名古屋支社／愛知県名古屋市
北海道支店／北海道札幌市
東北支店／宮城県仙台市

新潟支店／新潟県新潟市
北陸支店／富山県富山市
四国支店／香川県高松市

中国支店／広島県広島市
九州支店／福岡県福岡市
沖縄支店／沖縄県那覇市

研究所
神戸総合技術研究所／兵庫県神戸市

グループ会社（主要生産拠点）

●鉄鋼事業部門
大阪チタニウムテクノロジーズ（株）／兵庫県尼崎市
関西熱化学（株）／兵庫県加古川市
KSサミットスチール（株）／千葉県市川市
堺鋼板工業（株）／大阪府堺市
三和鐵鋼（株）／愛知県海部郡
（株）神鋼エンジニアリング＆メンテンナンス／兵庫県高砂市
神鋼建材工業（株）／兵庫県尼崎市
神鋼鋼線工業（株）／兵庫県尼崎市
神鋼鋼板加工（株）／千葉県市川市
神鋼神戸発電（株）／兵庫県神戸市
神鋼特殊鋼管（株）／山口県下関市
神鋼ボルト（株）／千葉県市川市
（株）セラテクノ／兵庫県明石市
（株）テザックワイヤロープ／大阪府貝塚市
日本高周波鋼業（株）／富山県射水市

●溶接事業部門
神鋼アクテック（株）／兵庫県豊岡市
阪神溶接機材（株）／岡山県岡山市

●アルミ・銅事業部門
（株）コベルコ マテリアル銅管／神奈川県秦野市
サン・アルミニウム工業（株）／千葉県千葉市
神鋼アルミ線材（株）／大阪府堺市
神鋼ノース（株）／茨城県かすみがうら市
神鋼メタルプロダクツ（株）／福岡県北九州市
神鋼リードミック（株）／福岡県北九州市
豊通非鉄センター（株）／愛知県安城市

●機械事業部門
神鋼エアーテック（株）／兵庫県神戸市
神鋼検査サービス（株）／兵庫県高砂市
神鋼造機（株）／岐阜県大垣市
神鋼テクノ（株）／兵庫県高砂市
神和木材工業（株）／兵庫県加古郡

●資源・エンジニアリング事業部門
神戸熱供給（株）／兵庫県神戸市

●神鋼環境ソリューション
（株）神鋼環境ソリューション／兵庫県加古郡

●コベルコ建機
コベルコ建機（株）／広島県広島市、岐阜県大垣市

●コベルコクレーン
コベルコクレーン（株）／兵庫県明石市

●その他
（株）コベルコ科研／兵庫県高砂市
ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー（株）／兵庫県神戸市
神鋼機器工業（株）／鳥取県倉吉市
日本メディカルマテリアル（株）／兵庫県神戸市コベルコ建機（株） 神鋼機器工業（株）コベルコクレーン（株）日本高周波鋼業（株） 阪神溶接機材（株） （株）コベルコ マテリアル銅管

長府製造所 高砂製作所真岡製造所神戸製鉄所 藤沢事業所加古川製鉄所

国内主要拠点
（2011年8月現在）

鉄鋼事業部門

溶接事業部門

アルミ・銅事業部門

機械事業部門

資源・エンジニアリング事業部門

本社・支社・支店

研究所

（株）神戸製鋼所

東北支店

東京本社

名古屋支社
大安茨木

神戸本社

四国支店

大阪支社

高砂

播磨 神戸

加古川

福知山

研究所

中国支店九州支店

沖縄支店

長府

西条

北陸支店

新潟支店

北海道支店

藤沢

鉄鋼事業部門

溶接事業部門

アルミ・銅事業部門

機械事業部門

資源・エンジニアリング事業部門

神鋼環境ソリューション

コベルコ建機

コベルコクレーン

その他

グループ会社

真岡
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アジア・オセアニア
●アルミ・銅事業部門
Singapore Kobe Pte. Ltd.（シンガポール）
Kobelco & Materials 
   Copper Tube（Malaysia）Sdn. Bhd.（マレーシア）
Kobelco & Materials 
   Copper Tube（Thailand）Co.,Ltd.（タイ）
Kobe Precision Technology Sdn. Bhd.（マレーシア）
Kobe Electronics Material（Thailand）Co.,Ltd.（タイ）
Kobe & Shinsho Tube Specialities 
　Sdn. Bhd.（マレーシア）
蘇州神鋼電子材料有限公司（中国 江蘇省）
神鋼汽車鋁部件（蘇州）有限公司（中国 江蘇省）

●機械事業部門
益陽益神橡膠機械有限公司（中国 湖南省）
神鋼圧縮機製造（上海）有限公司（中国 上海市）
無錫圧縮機股份有限公司（中国 江蘇省）
Kobelco Machinery Asia Pte. Ltd. （シンガポール）
Kobelco Machinery India Pvt. Ltd.（インド）
L&T Kobelco Machinery Pvt. Ltd.（インド）

●コベルコ建機
成都神鋼工程機械（集団）有限公司（中国 四川省）
成都神鋼建設機械有限公司（中国 四川省）
成都神鋼建機融資租賃有限公司（中国 四川省）
杭州神鋼建設機械有限公司（中国 浙江省）
神鋼建機精密機械（杭州）有限公司（中国 浙江省）
Kobelco International (S) Co., Pte. Ltd.
　（シンガポール）
Thai Kobelco Construction Machinery, Ltd.（タイ）
Kobelco Construction Equipment India 
　Pvt. Ltd.（インド）
Kobelco-CNH Australia Pty. Ltd.（オーストラリア）

●コベルコクレーン
Kobelco Cranes Middle East Fze.（UAE）
Kobelco Cranes South East Asia 
　Pte. Ltd.（シンガポール）
Kobelco Cranes India Pvt. Ltd.（インド）
神鋼起重机（上海）有限公司（中国 上海市）
成都神鋼起重机有限公司（中国 四川省）

●その他
神鋼投資有限公司（中国 上海市）
神商精密機材（蘇州）有限公司（中国 江蘇省）
蘇州神商金属有限公司（中国 江蘇省）

（株）神戸製鋼所　現地法人＆事務所
●Kobe Steel USA Inc.
  （アメリカ／ニューヨーク、デトロイト）
●Kobe Steel Asia Pte. Ltd.（シンガポール、香港）
●バンコク事務所（タイ）
●北京事務所（中国）

アジア・オセアニア
●鉄鋼事業部門
Kobe Steel Asia Pte. Ltd.（シンガポール）
Kobe CH Wire （Thailand） Co., Ltd.（タイ）
Mahajak Kyodo Co., Ltd.（タイ）
神鋼線材加工（佛山）有限公司（中国 広東省）
江陰法爾勝杉田弾簧製線有限公司（中国 江蘇省）
神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司（中国 浙江省）

●溶接事業部門
Kobe Welding （Singapore） Pte. Ltd.（シンガポール）
Kobe Welding （Malaysia） Sdn.Bhd.（マレーシア）
Kobe MIG Wire （Thailand） Co., Ltd.（タイ）
Thai-Kobe Welding Co., Ltd.（タイ）
Kobe Welding of Korea Co., Ltd.（韓国）
Kobelco Welding Marketing of Korea Co., Ltd.（韓国）
Kobelco Welding India Pvt. Ltd.（インド）
唐山神鋼溶接材料有限公司（中国 河北省）
青島神鋼溶接材料有限公司（中国 山東省）
上海神鋼溶接器材有限公司（中国 上海市）

ヨーロッパ
●溶接事業部門
Kobelco Welding of Europe B.V.（オランダ）

●コベルコ建機
New Holland Kobelco Construction Machinery 
   S.p.A.（イタリア）

●コベルコクレーン
Kobelco Cranes Europe Ltd.（イギリス、オランダ）

北米
●鉄鋼事業部門
PRO-TEC Coating Company（オハイオ州）
Grand Blanc Processing, L.L.C.（ミシガン州）

●溶接事業部門
Kobelco Welding of America Inc.（テキサス州）

●アルミ・銅事業部門
Kobe Aluminum Automotive Products, LLC
　（ケンタッキー州）

●機械事業部門
KOBELCO Advanced Coating（America）, Inc.
　（イリノイ州）
Kobelco Compressors Manufacturing Indiana, Inc.
　（インディアナ州）
Kobelco Stewart Bolling, Inc.（オハイオ州）
Kobelco Compressors America, Inc.（カリフォルニア州）

●資源・エンジニアリング事業部門
Midrex Technologies, Inc.（ノースカロライナ州）

●コベルコ建機
Kobelco Construction Machinery America LLC.
　（ジョージア州）

●コベルコクレーン
Kobelco Cranes North America Inc.（テキサス州）

●その他
Kobe Steel USA Holdings Inc.（デラウェア州）
Kobe Steel USA Inc.（ニューヨーク州）
Kobe Steel International（USA） Inc.（ニューヨーク州）

Kobelco Welding of Europe B.V.

唐山神鋼溶接材料有限公司 神鋼圧縮機製造（上海）有限公司 杭州神鋼建設機械有限公司 Kobelco & Materials Copper Tube
(Thailand) Co.,Ltd. 

神鋼線材加工（佛山）有限公司

Kobe Precision Technology 
Sdn. Bhd.

Kobe Aluminum Automotive 
Products, LLC

PRO-TEC Coating Company

The NetherlandsU.K.

Italy

UAE

India

Thailand

China

South Korea

Australia

U.S.A

Singapore
Malaysia

海外主要拠点
（2011年8月現在）

Global

Main Operating Locations Overseas
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■会社名
■英文社名
■統一営業標識

■創　立
■資本金
■社　長 　  
■従業員数

株式会社神戸製鋼所
Kobe Steel,Ltd.
 

1905年9月1日（設立1911年6月28日）
2,333億1,324万8,065円（2011年3月31日現在）
佐藤　　士
単独：9,933人　連結：34,772人（2011年3月31日現在）

神戸本社
東京本社

大阪支社
名古屋支社

北海道支店
東北支店
新潟支店
北陸支店
四国支店
中国支店
九州支店
沖縄支店

高砂製作所

加古川製鉄所
技術開発センター
神戸製鉄所
藤沢事業所
茨木工場
西条工場
福知山工場
真岡製造所
長府製造所
大安工場
播磨工場

神戸総合技術
研究所

〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜町2丁目10-26（神鋼ビル）
〒141-8688 東京都品川区北品川5丁目9-12

〒541-8536 大阪府大阪市中央区備後町4丁目1-3（御堂筋三井ビル）
〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2丁目27-8（名古屋プライムセントラルタワー）

〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西5丁目1-3 （日本生命北門館ビル）
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目2-25（仙台NSビル）
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2丁目4-10（日本生命新潟ビル）
〒930-0858 富山県富山市牛島町18-7（アーバンプレイス）
〒760-0017 香川県高松市番町1丁目6-8（高松興銀ビル）　
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16-11（日本生命広島第二ビル）
〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1（新幹線博多ビル）
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1丁目3-31
　　　　　 （那覇新都心メディアビル西棟）
〒676-8670 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3-1

〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5-5

〒675-0137 兵庫県加古川市金沢町1
〒675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田2222-1
〒657-0863 兵庫県神戸市灘区灘浜東町2
〒251-8551 神奈川県藤沢市宮前100-1　
〒567-0879 大阪府茨木市東宇野辺町2-19　
〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇6400-1
〒620-0853 京都府福知山市長田野町3丁目36
〒321-4367 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘15　
〒752-0953 山口県下関市長府港町14-1　
〒511-0284 三重県いなべ市大安町梅戸1100
〒675-0155 兵庫県加古郡播磨町新島41

NEW YORK

DETROIT

SINGAPORE

HONG KONG

BANGKOK

BEIJING

SHANGHAI

Tel.(078)261-5111 
Tel.(03)5739-6000

Tel.(06)6206-6111
Tel.(052)584-6111

Tel.(011)261-9331
Tel.(022)261-8811 
Tel.(025)245-8681 
Tel.(076)441-4226
Tel.(087)823-7222 
Tel.(082)228-6111
Tel.(092)431-2211
Tel.(098)866-4923

Tel.(079)445-7111

Tel.(078)992-5600

Tel.(079)436-1111
Tel.(079)427-5000
Tel.(078)882-8030
Tel.(0466)20-3111
Tel.(072)621-2111 
Tel.(082)423-3311
Tel.(0773)27-2131
Tel.(0285)82-4111
Tel.(083)246-1211
Tel.(0594)77-0330
Tel.(079)436-2101 

Fax.(078)261-4123
Fax.(03)5739-6903

Fax.(06)6206-6101
Fax.(052)584-6105

Fax.(011)251-2533
Fax.(022)261-0762
Fax.(025)243-1645
Fax.(076)442-4088
Fax.(087)823-7333 
Fax.(082)223-0715
Fax.(092)432-4002
Fax.(098)869-6185

Fax.(079)445-7231

Fax.(078)992-5532

Fax.(079)436-1400
Fax.(079)427-5070
Fax.(078)882-8290
Fax.(0466)20-3115
Fax.(072)620-2051 
Fax.(082)420-0038
Fax.(0773)27-6358
Fax.(0285)84-0231
Fax.(083)246-1271
Fax.(0594)77-2249
Fax.(079)436-2199

神戸製鋼所組織図（2011年7月1日現在）

神戸製鋼所概要

本社・支社・支店

研究所

製鉄所・工場

海外統括会社・事務所
Kobe Steel USA Inc.
（米国統括会社 ニューヨーク本社）

535 Madison Avenue, 5th Floor ,New York, NY 10022, U.S.A.
Kobe Steel USA Inc.
（米国統括会社 デトロイト支社）

19575 Victor Parkway, Suite 250 Livonia, MI 48152, U.S.A.
Kobe Steel Asia Pte. Ltd.
（シンガポール本社）

72 Anson Road, #11-01A Anson House, Singapore 079911, Republic of Singapore
Kobe Steel Asia Pte. Ltd.
（香港事務所）

Room 1604, MassMutual Tower, 38 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
バンコク事務所
10th Floor, Sathorn Thani Tower ll, 92/23 North Sathorn Road, Khwaeng Silom,
Khet Bangrak, Bangkok 10500, Kingdom of Thailand 
北京事務所
中華人民共和国北京市朝陽区東三環北路3号
幸福大厦Ａ座1005号 （郵政編号 100027）
神鋼投資有限公司
（中国統括会社・投資性公司）
中華人民共和国上海市盧湾区淮海中路300号
香港新世界大厦3701 （郵政編号 200021）

Tel.+1-212-751-9400 Fax.+1-212-355-5564

Tel.+1-734-462-7757 Fax.+1-734-462-7758

Tel.+65-6221-6177 Fax.+65-6225-6631

Tel.+852-2865-0040 Fax.+852-2520-6347

Tel.+66-2636-8971～8974 Fax.+66-2636-8675

Tel. +86-10-6461-8491～8493 Fax. +86-10-6461-8490

Tel.+86-21-6415-4977 Fax.+86-21-6415-9409

経営審議会

本　　　社

技術開発本部

海外事務所

鉄鋼事業部門

溶接事業部門

アルミ・銅事業部門

資源・エンジニアリング事業部門

機械事業部門

取
締
役
会

社　
　

長

支　　　社

支　　　店

高砂製作所

経営委員会

Kobe Steel Directory

鉄鋼事業部門

溶接事業部門

アルミ・銅事業部門

機械事業部門

資源・エンジニアリング事業部門

神鋼環境ソリューション

コベルコ建機

コベルコクレーン

その他

消去 （セグメント間の内部売上高又は振替高）

0 5,000 10,000 15,000 20,000連結売上高の推移（億円）

0 250 500 750 1,000連結経常利益の推移（億円）

2009年度

2010年度

2009年度

2010年度

552 655

777 828 762

16,710

18,585

102

890

2,145 1,737 2,617 7,420

409 642

655 696 1,545 777

3,131 3,040 8,403

△788

△716
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