


The Kobe Steel Group’s Corporate Philosophy

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。

「KOBELCO」は神戸製鋼グループの統一ブランドです。
当社グループは素材系事業、機械系事業、電力事業など幅広い
事業分野で、信頼される特長ある製品・技術を提供しています。
2016年度より、素材系事業、機械系事業、電力事業の3本柱による
盤石な事業体を確立させる「KOBELCO VISION “G+”」への取り組
みを推進しています。
「KOBELCO」が「信頼される企業グループ」のブランドとして、
世界中の方 か々ら認めて頂けるよう、グループ全体で取り組んでいきます。

1.

2 .

3 .

グループ企業理念

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 な々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。

企業をとりまく環境の変化に対し、迅速かつ的確に対応する事が
必要です。神戸製鋼グループは、これまでに幾度も「変革」に挑み、
いくつもの試練を乗り越えてきた、という自信があります。
その自信を更に深め、グループの基盤を強固にする為に環境の変化を
常に意識したチャレンジ精神が必要であると考えています。

グループブランド
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Top Message

トップメッセージ

　神戸製鋼グループは、1905年の創立以来、幅広い分野でものづ
くりを進め、優れた製品や技術を提供することにより、社会や産業
の発展に貢献してきました。現在の事業領域は、鉄鋼、溶接、アル
ミ・銅などの素材系事業、産業・建設機械、エンジニアリングなどの
機械系事業や電力事業のほか、不動産、電子材料分野など多岐
にわたっています。このように多くの事業で構成される複合経営を
展開していることが、当社グループの大きな特長です。
　また、当社グループには、独創的な発想から生まれた特長ある製
品や技術が数多くあります。この中には、世界シェア№1の製品も
少なくありません。私たちは、長年培ってきた技術の多様性という
土壌から「ものづくり力」を高め、企業活動の原動力としてきまし
た。今後も独創的なものづくりを通して、常に新しい価値を創造し、
社会や産業の進歩に貢献して参ります。

　神戸製鋼グループでは、2010年4月より中長期ビジョン
「KOBELCO VISION “G”」をスタートさせました。“G”には「Global

（グローバル）」「Group（グループ）」「Growth（成長）」などの意味
を込めています。海外への積極的な事業展開や、当社グループな
らではの製品やサービスの創出に取り組んできました。第2期間で
ある「2013～2015年度中期経営計画」では、経営基盤の再構築
として鉄鋼事業を中心とした収益力強化や財務体質改善に取り
組むとともに、収益の安定および事業の成長を目指して各事業に
おいて布石を打ちました。具体的には、鉄鋼事業では加古川製鉄
所への上工程集約の決定、タイでの線材製造拠点設立、中国で
の自動車用冷延ハイテン製造拠点設立、アルミ・銅事業では、中
国での自動車用パネル材製造拠点の設立を決定しました。また、
建設機械事業では、北米での製造拠点設立、電力事業では、栃
木県真岡市と神戸製鉄所の高炉跡地の2ヵ所で発電所建設を
決定しました。
　そして今年度から、新たに「2016～2020年度グループ中期経営
計画」がスタートしました。素材系事業・機械系事業・電力事業の
3本柱による成長戦略をいっそう深化させ、盤石な事業体を確立
させる新たなビジョン「KOBELCO VISION “G+”（ジープラス）」に取
り組みます。「プラス」には、これまでの中長期ビジョンを引き継ぎ、
将来的な成長分野への取り組みをいっそう強化するという意味を
込めています。当社グループ独自の付加価値を更に高め、競争優
位性を発揮していくことで、事業を拡大・発展させるとともに、社会
への貢献を目指して参ります。

幅広い分野にわたる複合経営を通じて、
社会や産業に貢献しています。

2016～2020年度中期経営計画と
「KOBELCO VISION “G+”」をスタートしました。
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2016年7月

　素材系事業では、「輸送機軽量化への取り組み」と「鉄鋼事
業の収益力強化」を進めます。神戸製鋼グループは、鉄、アル
ミ、チタン、マグネシウムという様々な金属素材を扱っています。
超ハイテンやアルミなどの材料技術や接合技術などを用いたマ
ルチマテリアル化の提案は大きな強みとなり、今後着実な成長
が期待できます。需要拡大が期待される航空機分野では、チタ
ンの製造工程において、既存の上工程に加え、下工程にも進
出し、アルミ、マグネシウムとともに、アジア圏をリードするサプ
ライヤーとなることを目指します。一方、鉄鋼事業では、加古川
製鉄所への上工程集約や更なる設備投資などで、収益力の強
化を図ります。
　機械系事業では、「エネルギー・インフラ分野への取り組み」
と「建設機械事業の収益力強化」を進めます。圧縮機事業で
は、新領域である大型ターボ圧縮機市場への参入を図るとと
もに、汎用圧縮機の生産供給体制を強化します。今後の成長
分野として有望視される水素関連ビジネスは、新たに水素
ステーション総合テストセンターを開設し、研究開発の強化と
差別化技術の確立を目指します。建設機械事業では、2016年
4月にコベルコ建機とコベルコクレーンを事業統合しました。

また、中国市場での事業再構築を進めるとともに、欧米での拡販
を進め、グローバル市場において存在感のある企業を目指します。
　電力事業では、既存の神戸発電所と、現在進行中の栃木県
真岡市、神戸製鉄所高炉跡地での新規発電プロジェクトを着
実に遂行し、2022年度以降には安定収益事業として成長させ
ていきます。

　新しい事業戦略を計画どおりに遂行するには、企業としての経
営基盤の強化が不可欠です。神戸製鋼グループでは、コーポレー
トガバナンスの強化や、ダイバーシティ推進、働き方変革として年休
取得向上や長時間労働の是正の推進、多様な人材活用などの取
り組みを進めています。また、工場周辺を中心とした地域共生活動
や森林整備活動などの社会貢献活動にも力を注いでいきます。
　2016年度からの中長期ビジョン「KOBELCO VISION “G+”」は、当
社グループが今後いっそう強固なグループ体制を確立するための
重要な取り組みです。私たちは、常に積極的に行動する姿勢を持ち
ながらチャレンジを続け、グローバル企業としてさらに成長していき
ます。

素材、機械、電力の3本柱を中心とした
新たな成長戦略を推進します。

安定した経営基盤を基にグローバルな成長を狙います。

株式会社神戸製鋼所
代表取締役会長兼社長

神戸製鋼グループは

将来を見据えた新たなビジョンとともに

グローバルな成長を目指します。
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2 0 1 5年度売上構成

グループ概要
Group Profile

神戸製鋼プロフィール

株式会社神戸製鋼所

Kobe Steel ,  Ltd.

1905年9月1日

1911年6月28日

2，509億3,003万3,900円＊

会 社 名

英 文 社 名

グループブランド

創 立

設 立

資 本 金

川崎　博也

連結　36，338名＊
単独　10，833名＊
（単独は出向者を除く）

212社＊

56社＊

代 表 取 締 役
会 長 兼 社 長

従 業 員 数

子 会 社

関 連 会 社
＊2016年3月31日現在

2016年6月22日現在

アルミ・銅事業部門

鉄鋼事業部門

機械事業部門

エンジニアリング事業部門

電力事業部門

梅原　尚人　代表取締役副社長執行役員
森地　高文　専務執行役員
河原　一明　常務執行役員
山本　浩司　常務執行役員
大久保　安　執行役員
勝川四志彦　執行役員

三宅　俊也　取締役常務執行役員

技術開発本部

支　社

支　店

高砂製作所

海外事務所

　本　社　

経営審議会

取
締
役
会

社
　
　
長

経営委員会

監査等委員会

事業部門長　尾上　善則　代表取締役副社長執行役員
　　　　　　宮下　幸正　専務執行役員
　　　　　　水口　誠　　専務執行役員
　　　　　　柴田耕一朗　専務執行役員
　　　　　　松原　弘明　常務執行役員
　　　　　　岡　　欣彦　常務執行役員
　　　　　　宮崎　庄司　執行役員
　　　　　　永良　哉　　執行役員
　　　　　　西村　悟　　執行役員　　　　　　

溶接事業部門

事業部門長　輿石　房樹　取締役専務執行役員
　　　　　　山本　明　　執行役員

事業部門長　金子　明　　代表取締役副社長執行役員
　　　　　　加藤　宏　　常務執行役員
　　　　　　藤井　拓己　常務執行役員
　　　　　　磯野　誠昭　執行役員

事業部門長　山口　貢　　取締役専務執行役員
　　　　　　大濱　敬織　専務執行役員
　　　　　　竹内　正道　執行役員

事業部門長　眞部　晶平　取締役専務執行役員
　　　　　　森崎　計人　常務執行役員
　　　　　　石川　裕士　常務執行役員

事業部門長　北川　二朗　常務執行役員

＊セグメント売上高はグループ内売上を含む （単位 ： 億円）
＊新セグメントにて表記

連結売上高 18,228億円

神戸製鋼組織図

鉄　鋼　6,658（35.4%） 建設機械
3,362（17.8%）

電力
767（4.1%）

アルミ・銅
3,454（18.4%）

機　械
1,590（8.4%）

海外売上高　6626億円（36.4%）

エンジニアリング
1,317（7.0%） その他 745（4.0%）

溶接  922（4.9%）

単独売上高　9,790億円 （連単倍率 1.9 倍）

取締役
川崎　博也　 代表取締役会長兼社長
尾上　善則　 代表取締役副社長執行役員
金子　明　　 代表取締役副社長執行役員
梅原　尚人　 代表取締役副社長執行役員
眞部　晶平　 取締役専務執行役員
輿石　房樹　 取締役専務執行役員
山口　貢　　 取締役専務執行役員
三宅　俊也　 取締役常務執行役員
楢木　一秀　 取締役（非常勤）
藤原　寛明　 取締役（監査等委員）
山本　敬藏　 取締役（監査等委員）

越智　洋　　 社外取締役
沖本　隆史　 社外取締役（監査等委員）
宮田　賀生　 社外取締役（監査等委員）
千森　秀郎　 社外取締役（監査等委員）
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グループ事業展開

溶 　 接 アルミ・銅 機 　 械鉄　　鋼

加古川製鉄所
神戸製鉄所
高砂製作所
・鋳鍛鋼工場
・チタン工場
・鉄粉工場

高砂製作所
・産業機械工場
・回転機工場
・機器工場
播磨工場

播磨製作所
（神鋼環境ソリューション）

広島事業所
五日市工場
沼田工場
大垣事業所
大久保事業所

•線材・棒鋼
•薄鋼板
•厚鋼板
•鋳鍛鋼
•チタン
•鉄粉

•溶接材料
•溶接システム

•アルミ板
•アルミ・マグネ
 鋳鍛造品
•アルミ押出・
 加工品
•銅板条
•銅管

•タイヤ・ゴム機械
•樹脂機械
•金属加工機械
•高機能商品
•非汎用圧縮機
•汎用圧縮機
•化学機器
•エネルギー機器

•還元鉄プロセス
•改質褐炭プロセス
•原子力関連設備
•ＣＷＤ設備・処理
•鉄構・砂防設備
•都市交通システム
•水処理設備
•冷却塔
•廃棄物処理設備
•化学・食品機械
•環境分析

•重機ショベル
•ミニショベル
•環境リサイクル
 機械
•クローラクレーン
•ホイールクレーン

•不動産業
•ハイテク素材
•超電導製品
•高圧ガス容器
•有料老人ホーム
 他

•弁ばね・懸架
 ばね用線材
•自動車用
 CHQ線材
•自動車用
 ハイテン
•特殊化成処理
 鋼板
•大型船舶用
 クランクシャフト
•航空機用
 チタン合金

•被覆アーク溶接棒
•フラックス入りワイヤ
•銅めっきなしワイヤ
•各種エネルギー
 分野向け溶接材料
•海洋構造物向け
 溶接材料
•鉄骨等溶接ロボット
 システム
•造船板継用溶接
 装置
•ＲＥＧＡＲＣTMプロセス

•自動車用アルミ
 パネル材
•自動車
 サスペンション用
 アルミ鍛造部品
•鉄道車両用
 アルミ形材
•自動車用バン
 パー材
•アルミボトル缶材
•HDD用アルミ
 ディスク材
•端子・コネクタ用
 銅板条
•リードフレーム用
 銅板条

•ゴム混練機・
 タイヤ試験機
•樹脂混練造粒
 装置
•非汎用
 スクリュ圧縮機
•石油精製用
 リアクター
•ＬＮＧ気化器
•バイナリー発電機
•使用済み核燃料輸送・
 貯蔵容器（キャスク）

•MIDREX®
 プロセス
•ITmk3®
 プロセス
•鋼製砂防えん堤
•フレア護岸
•水処理設備
•冷却塔
•バイオ天然ガス化
 設備
•流動床式
 ガス化溶融炉
•PCB無害化処理
 設備

•ハイブリッド
 油圧ショベル
•超大型ビル解体機
•超大型クローラ
 クレーン
•マルチ解体機
•eマグ
•iNDr

•液晶配線膜用
 ターゲット材
 （コベルコ科研）
•ＮＭＲ用超電導
 線材・マグネット
 （ジャパンスーパー
 コンダクタテクノロジー）

エンジニアリング 建 設 機 械

神戸発電所

•電力供給

電 力 その他事業

主
要
生
産
拠
点

主
要
製
品
・
サ
ー
ビ
ス

特
長
あ
る
製
品
・
技
術

グループ内 バリアフリー

藤沢工場
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
秦野工場
（コベルコ マテリアル銅管）
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神戸製鋼
グループの
強み

神戸製鋼グループは、世界に類をみない
独自の事業領域を有した「複合経営」企業です。
「神戸製鋼」と聞くと、「鉄鋼メーカー」というイメージが一番に浮かぶかもしれませんが、当社グループは、鉄鋼、
溶接、アルミ・銅などの「素材系事業」、産業・建設機械、エンジニアリングなどの「機械系事業」、さらには、「電
力事業」を事業の3本柱とした複合経営を営んでいます。
1905年の創立から111年の歴史の中で、独自の事業領域を形成した当社グループならではの様 な々分野を
横断したシナジー効果を活かし、暮らしや産業、社会を支えています。
グローバルに勝ち残りを目指す私たちの「強み」である独創的な製品や技術を紹介します。

暮らしや社会に
貢献する
KOBELCO

1

＜特長ある製品・技術＞

素材系
事業

自動車用弁ばね用線材

クランクシャフト

高張力鋼板（ハイテン）

チタン

Rolls-Royce

溶接材料（FCW）

自動車用アルミパネル材 自動車サスペンション用アルミ鍛造部品 アルミボトル缶材

リードフレーム材 鉄道車両用アルミ形材

乗り物を軽くするKOBELCO［素材系事業］

自動車や鉄道、飛行機などの輸送機は、環境負荷低減のためますま
す軽量化ニーズが高まっています。当社グループでは、世界最高レベ
ルの強度を持ちながら軽い鋼材である「ハイテン」や国内約50%の
シェアを誇る自動車用アルミパネル材、航空機用チタン材などを通
じて軽量化に貢献しています。更に、当社グループだからこそ可能な
鉄鋼・アルミ・溶接の技術を組み合わせたマルチマテリアル化技術
に関する提案活動も進めています。

C
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水素社会に貢献するKOBELCO［機械系事業］

水素を燃料として走行中には水しか排出しない
ことから、「究極のエコカー」と呼ばれる燃料電池
車(FCV)が誕生するなど、水素社会に向けた動き
が活発になっています。当社は、インフラ設備であ
る水素ステーション向けの機器やトータルエンジ
ニアリング、また、燃料電池車に使用される材料ま
で特長のある製品・技術を有しています。

製鉄所のインフラと自家発電設備で培ったノウハウを基
に、2002年から電力供給事業を行っています。神戸発電
所の発電規模は、140万kWと神戸市の夏場のピーク需要
の7割を賄い、地域の電力の安定供給に貢献しています。
また、都市型発電所として最高レベルの環境対策設備を
有しています。更には、栃木県真岡市と神戸製鉄所の高
炉跡地でも新たに発電所建設計画を進めています。

エネルギーを創るKOBELCO［電力事業］

2 3

＜特長ある製品・技術＞

機械系
事業

電力
事業

ゴム混練機スクリュ式非汎用圧縮機

LNG気化器（ORV）

石油精製用リアクター

フレア護岸

キャスクMIDREX  プロセスR

油圧ショベル クローラクレーン

神戸発電所
新たに2ヵ所の
発電所建設計画を
推進中

＜国内最大級の発電規模（卸供給）＞
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Netherlands

GermanyUK

UAE

India
Thailand

China

South Korea

Singapore

Indonesia

Malaysia

Vietnam

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。

Australia

神戸製鋼グループの
主要な海外拠点

● 鉄鋼
Kobe CH Wire (Thailand) Co., Ltd. -タイ
Kobe Steel Asia Pte. Ltd. -シンガポール
Kobe Steel Asia Pte. Ltd. -香港
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
神鋼新确弾簧鋼線（佛山）有限公司 -中国 広東省
鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司 -中国 遼寧省
Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. -タイ
神鋼鋼線（広州）販売有限公司 -中国 広東省
蒂賽克神鋼鋼索商務諮詢(上海)有限公司 -中国 上海市
麦卡發商貿(上海)有限公司 -中国 上海市

● 溶接
Kobelco Welding Asia Pacific 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

アジア・オセアニア

● アルミ・銅
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
神鋼汽車鋁部件（蘇州）有限公司 -中国 江蘇省
神鋼汽車鋁材（天津）有限公司 -中国 天津市
蘇州神鋼電子材料有限公司 -中国 江蘇省

● 機械
神鋼圧縮機(上海)有限公司 -中国 上海市
神鋼圧縮機製造(上海)有限公司 -中国 上海市
北京神獅圧縮機有限公司 -中国 北京市
Kobelco Compressors (Malaysia) Ltd. -マレーシア
Kobelco Compressors (Thailand) Ltd. -タイ
Kobelco Compressors (Vietnam) Ltd. -べトナム
Kobelco Compressors India Pve. Ltd. -インド
無錫圧縮機股份有限公司 -中国 江蘇省
神和包装（無錫）有限公司 -中国 江蘇省
益陽益神橡膠機械有限公司 -中国 湖南省
神鋼産機系統工程（青島）有限公司 -中国 山東省
Kobelco Machinery Asia Pte. Ltd. -シンガポール
Kobelco Machinery India Pte. Ltd. -インド
L&T Kobelco Machinery Pte. Ltd. -インド
Kobelco Advanced Lube-system Asia Co., Ltd. -韓国

● エンジニアリング
米徳雷克思冶燎技術服務（上海）有限公司 -中国 上海市
Midrex Technologies India Pte. Ltd. -インド
Kobelco Eco-Solutions Vietnam Co., Ltd. -ベトナム

拠点数

76カ所

グローバル展開
Global Expansion
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Netherlands

GermanyUK

UAE

India
Thailand

China

South Korea

Singapore

Indonesia

Malaysia

Vietnam

USA

Brazil

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。

Australia

神戸製鋼グループの
主要な海外拠点

● 鉄鋼
Kobe CH Wire (Thailand) Co., Ltd. -タイ
Kobe Steel Asia Pte. Ltd. -シンガポール
Kobe Steel Asia Pte. Ltd. -香港
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
神鋼新确弾簧鋼線（佛山）有限公司 -中国 広東省
鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司 -中国 遼寧省
Kobelco Millcon Steel Co., Ltd. -タイ
神鋼鋼線（広州）販売有限公司 -中国 広東省
蒂賽克神鋼鋼索商務諮詢(上海)有限公司 -中国 上海市
麦卡發商貿(上海)有限公司 -中国 上海市

● 鉄鋼
PRO-TEC Coating Company -アメリカ オハイオ州
Grand Blanc Processing, LLC -アメリカ ミシガン州
Kobelco CH Wire Mexicana, S.A. de C.V. -メキシコ グアナファト州

● 溶接
Kobelco Welding of America Inc. -アメリカ テキサス州

● アルミ・銅
Kobe Aluminum Automotive Products, LLC -アメリカ ケンタッキー州
Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc. -アメリカ ケンタッキー州

● 溶接
Kobelco Welding Asia Pacific 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

北米・南米

アジア・オセアニア

● 機械
Kobelco Machinery Europe GmbH. -ドイツ
Kobelco Machinery Middle East FZE. -UAE

● エンジニアリング
Midrex UK Ltd. -イギリス

● エンジニアリング
Midrex Technologies, Inc. -アメリカ ノースカロライナ州

● 建設機械
Kobelco Construction Machinery Europe B.V. -オランダ
Kobelco Cranes Europe Ltd. -イギリス、オランダ
Kobelco Cranes Middle East FZE. -UAE

● アルミ・銅
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
神鋼汽車鋁部件（蘇州）有限公司 -中国 江蘇省
神鋼汽車鋁材（天津）有限公司 -中国 天津市
蘇州神鋼電子材料有限公司 -中国 江蘇省

● 機械
神鋼圧縮機(上海)有限公司 -中国 上海市
神鋼圧縮機製造(上海)有限公司 -中国 上海市
北京神獅圧縮機有限公司 -中国 北京市
Kobelco Compressors (Malaysia) Ltd. -マレーシア
Kobelco Compressors (Thailand) Ltd. -タイ
Kobelco Compressors (Vietnam) Ltd. -べトナム
Kobelco Compressors India Pve. Ltd. -インド
無錫圧縮機股份有限公司 -中国 江蘇省
神和包装（無錫）有限公司 -中国 江蘇省
益陽益神橡膠機械有限公司 -中国 湖南省
神鋼産機系統工程（青島）有限公司 -中国 山東省
Kobelco Machinery Asia Pte. Ltd. -シンガポール
Kobelco Machinery India Pte. Ltd. -インド
L&T Kobelco Machinery Pte. Ltd. -インド
Kobelco Advanced Lube-system Asia Co., Ltd. -韓国

● エンジニアリング
米徳雷克思冶燎技術服務（上海）有限公司 -中国 上海市
Midrex Technologies India Pte. Ltd. -インド
Kobelco Eco-Solutions Vietnam Co., Ltd. -ベトナム

ヨーロッパ・中東

● 溶接
Kobelco Welding of Europe B.V. -オランダ

● 建設機械
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
神鋼起重机（上海）有限公司 -中国 上海市
Kobelco International (S) Co., Pte. Ltd. -シンガポール
Ricon Private Limited -シンガポール
Kobelco Cranes South East Asia 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 Cranes India Pvt. Ltd. -インド
Kobelco Construction Machinery Australia Pty. Ltd. -オーストラリア
P.T. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia -インドネシア
Kobelco Construction Machinery Malaysia Sdn. Bhd. -マレーシア
Kobelco Construction Machinery Vietnam Co., Ltd. -ベトナム

● 建設機械
Kobelco Construction Machinery U.S.A. Inc. -アメリカ テキサス州
Kobelco Cranes North America Inc. -アメリカ テキサス州

● その他
北京事務所 -中国 北京市
神鋼投資有限公司（中国統括会社） -中国 上海市
Bangkok Office -タイ
Thai Escorp Ltd. -タイ
神鋼商貿(上海)有限公司 -中国 上海市
上海神商貿易有限公司 -中国 上海市
蘇州神商金属有限公司 -中国 江蘇省
神商精密器材（蘇州）有限公司 -中国 江蘇省
神商大阪精工（南通）有限公司 -中国 江蘇省
北京東方神通専業人才培訓有限公司 -中国 北京市
神鋼国際貨運代理(上海)有限公司 -中国 上海市

● その他
Kobe Steel USA Holdings Inc. -アメリカ デラウェア州
Kobe Steel International (USA) Inc. -アメリカ ニューヨーク州
Kobe Steel USA Inc. -アメリカ ニューヨーク州
Kobe Steel USA Inc. -アメリカ ミシガン州
Shinsho American Corporation -アメリカ ミシガン州

● 機械
Kobelco Advanced Coating (America), Inc. -アメリカ イリノイ州
Kobelco Compressors Manufacturing Indiana, Inc. -アメリカ インディアナ州
Kobelco Stewart Bolling, Inc. -アメリカ オハイオ州
Kobelco Compressors America, Inc. -アメリカ カルフォルニア州
Kobelco Machinery do Brasil Ltda. -ブラジル

拠点数

76カ所

拠点数

7カ所

拠点数

19カ所

（2016年7月現在）

グローバル展開
Global Expansion

16カ国
102 拠点

神戸製鋼グループの
主要な海外拠点
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神戸製鋼グループ
中長期経営ビジョン

神戸製鋼グループ 中長期経営ビジョン

3本柱の事業体確立

の3本柱の磐石な事業体確立へ

2016～2020年度中期経営計画と、新たな3本柱の事業体確立時のビジョンを持ち合わせた

　　　　　　　　　  を今年度からスタート

中長期的な環境認識
● 少子高齢化、製造業の国外移転などを背景に国内需要は総じて減少
● 新興国を中心に海外の需要が伸長
● 低炭素社会に向けて需要構造が急速に変化（国内での操業制約、自動車のHV/EV化など）

○多様な知識や技術を融合して、神戸製鋼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・捕捉し、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

オンリーワンの徹底的な追求1

○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成長市場への進出深化3

○「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」

○神戸製鋼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

ものづくり力のさらなる強化2

1

2020年度2016年度2013年度2010年度

強固な経営基盤

素 

材

機 

械

電 

力

収益の安定

持続的成長

素 材 機 械 電 力

　当社グループは、2010年4月より中長期経営ビジョン「KOBELCO VISION ”G”」をスタートさせました。これは概ね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、即ち中長期ビジョンを中心に策定したものです。「KOBELCO VISION “G”」を基に、「2013～2015
年度グループ中期経営計画」を経て、新たに今年度より「2016～2020年度グループ中期経営計画」をスタートさせました。今中期経営
計画では、素材系事業・機械系事業・電力事業の3本柱による成長戦略をいっそう深化させ、磐石な事業体を確立させるビジョン
「KOBELCO VISION “G+” (ジープラス)」への取り組みを推進しています。

オンリーワンの
技術・製品・サー
ビスでグローバ
ルに成長市場
を取り込む

第1期間 第2期間

「安定」と
「成長」への
布石

経営基盤の
再構築

第3期間

成長分野での
事業拡大

経営基盤強化

素 材

機 械

電 力

1

2 3

1 1



経営損益

D/E レシオ※2

2015年度目標※１

800～1,000億円

1.3倍
（早期に1.0倍実現）

※1 2013年５月29日時点の目標　※2 有利子負債÷自己資本　※3 2016年度分借入金の前倒し調達（900億円）含む。前倒し調達除く2015年度 D/Eレシオ 0.97 倍 

ミルコン社との調印式の様子

2013年度

850億円

1.11倍

2012年度

△181億円

1.75倍

2014年度

1,016億円

0.88倍

2015年度

289億円

1.10倍※3

　「2013～2015年度グループ中期経営計画」では、本期間を2020年度以降の神戸製鋼グループの将来像＝「KOBELCO VISION 
“G”」を実現するための「経営基盤の再構築」の期間と位置づけ、鉄鋼事業を中心とした収益力強化、ならびに財務体質の改善に
取り組みました。
　また、同時に本期間は、2016年度以降の中長期を見据えた収益の『安定』と事業の『成長』に向けた布石を着実に打って行く
期間でもあり、「鋼材事業の構造改革」、「機械系事業の戦略的な拡大」、「電力事業の拡大」などに着手しました。これらを通じ
て「素材系事業と機械系事業の2本柱に加え、電力事業を安定収益基盤とした神戸製鋼グループ独自の複合経営」の強化に向
けた取り組みを推進しました。

● 取り組み実績

● 財務実績

○鉄鋼事業の収益力強化策として、生産現場レベルでのコスト削減策や設備投資効果などにより、2012年度比約420億円の収益力向上を
実現

○財務体質の改善として、棚卸資産の削減や債権流動化を進め、2013～2015年度累計で目標の1,200億円を超える1,800億円のキャッシュ
を創出

「経営基盤の再構築」に向けた施策を実行

目指すグループ像
● 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

○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

グループ総合力の発揮4

○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社会への貢献5

2013～2015年度グループ中期経営計画

「安定と成長への布石」としての施策を推進

鉄鋼事業の
構造改革

● 2017年度に上工程設備を加古川製鉄所に集約
　・ 設備発注、現地工事など全体的に予定通り進捗
　・ 上工程変更に伴い必要となる需要家の承認取得を推進

上工程設備の集約
● 溶銑処理能力の更なる増強（脱りん炉2基目）を決定、推進
更なるコストダウン投資の実施

● 中国に自動車用冷延ハイテン鋼板の製造・
　販売合弁会社設立
● タイに特殊鋼線材の製造・販売合弁会社設立

● 中国に自動車パネル用アルミ板の
　製造・販売会社設立
● 米国で自動車サスペンション用
　アルミ鍛造部品の生産能力増強実施

成長分野・地域での
販売量確保に向けた素
材系事業の新規投資

● 北米に建設機械工場（油圧ショベル）を建設
● 大型ターボ圧縮機用試運転棟建設を決定、推進

● 水素ステーション総合テストセンターの新設
● 圧縮機の営業拠点をグローバルに拡充（ブラジル・インド・タイ）

機械系事業の
戦略的拡大

● 栃木県真岡市、神戸製鉄所の高炉跡地において新規発電所の建設推進電力事業の
拡大

2
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神戸製鋼グループ
中長期経営ビジョン

　「2016～2020年度グループ中期経営計画」では、素材系事業・機械系事業・電力事業の3本柱による成長戦略をいっそう深化さ
せ、磐石な事業体を確立させる新たなビジョンである「KOBELCO VISION “G +”(ジープラス)」への取り組みをスタートさせました。
具体的には、輸送機の軽量化やエネルギー・インフラなど中長期的に伸張する成長分野に経営資源を集中し、当社グループ独自の付加
価値を更に高め、競争優位性を発揮していくことで事業を拡大・発展させるとともに、社会への貢献を目指します。最終年度である20年度
には、「ROA※5%以上、D/Eレシオ※１倍以下の堅持」を目標とし、財務の健全性を確保しつつ、収益性（資本効率）の向上を実現します。

2016～2020年度グループ中期経営計画

3本柱の事業体確立時
（進捗中の新規電力プロジェクト稼動以降）

※ROA：経常損益÷総資産
※D/Eレシオ：有利子負債÷自己資本

目指すべき事業ポートフォリオ像（事業別利益構成）

機械
30～40％

素材
40～50％

① 輸送機軽量化への取り組み
　（自動車分野、航空機分野）
② 鉄鋼事業の収益力強化

① エネルギー・インフラ分野への取り組み
② 建設機械事業の収益力強化

電力事業の安定収益化への取り組み

●  経営基盤の強化

素　材 機　械 電　力

共通 ① コーポレートガバナンスの強化 ② 人材確保・育成 ③ 技術開発力・ものづくり力の強化

① 輸送機軽量化への取り組み

1  素材系事業

　自動車分野では、燃費・CO2排出規制が強化されていく一方で、安全性向上への対応も求められており、自動車軽量化のニーズは今
後ますます加速していくものと想定されます。軽量化効果とコストのバランスに優れた超ハイテン・アルミ素材の競争力強化に加え、マ
ルチマテリアル化を実現する当社独自のソリューション技術（異材接合技術等）を武器として、グローバル市場におけるシェアを拡大し、
自動車分野における成長を確固たるものとします。また、競争力の源泉となる国内マザー工場の強化や海外市場（北米・中国）での成長
取り込みに向け、1,000億円規模の戦略投資を検討します。

● 業績イメージ

●  3本柱の事業成長戦略

3

電力を安定収益基盤に
素材、機械で成長

素材（2015年度は鉄鋼除く）

機械（2015年度はコベルコ建機除く）

電力

その他

鉄鋼（2015年度）

コベルコ建機（2015年度）

2015年度実績

2020年度

経常利益
289億円

電力
20～30％

ROA5％以上

（1） 自動車分野
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需要動向

航空機部品製造工程

運行機数は今後20年でほぼ倍増
（2014年/19,900機→2034年37,100機）
・大型機/小型機ともにアジアで大幅に増加
・2014年航空機市場規模約60兆円→素材約1.6兆円

当社メニュー

・チタン
 機体・脚材向け大型鍛造品
 エンジン向け回転体/非回転体

・アルミ/マグネシウム
 機体・脚材向け鍛造品
 エンジン向け鋳造/鍛造品

需要家

（2） 航空機分野
　拡大が見込まれる航空機分野では、当社が保有するチタン・アルミ・マグネシウムなどの素材において、上工程（溶解、鋳造／鍛造）
を強化するとともに、下工程（機械加工、表面処理、塗装）参入・拡大に向けた研究開発を推進します。上～下工程一貫体制の確立により、
国内完結型サプライチェーンの構築などユーザーニーズに応え、アジア圏で存在感のあるサプライヤーを目指します。

● 各メニュー戦略と当社優位性

共通戦略 ・日系自動車メーカー対応を強化　・成長エリア（北米・中国）での欧米系自動車メーカーへの取り組みを推進

高強度・高加工性超ハイテンを
武器に、ボデー骨格の軽量化に集中

超ハイテン

・超ハイテントップランナーとしての実績、
  ノウハウ
・グローバル供給体制

当社優位性

海外成長市場での拡販
特殊鋼

・高品質な特殊鋼の
  グローバル供給体制
・国内外の二次加工拠点

当社優位性

拡大するグローバル需要を
確実に捕捉

アルミ鍛造材

・開発、設計、金型／鍛造技術力
・日米中3極体制

当社優位性

高強度合金（7xxx系）を
武器に、バンパー・骨格材の
グローバル対応

アルミ押出材

・軽量化効果の大きい
 高強度合金
・バンパー設計技術

当社優位性

グローバルに拡大する
アルミパネル需要への対応

アルミ板

・合金技術等の技術優位性
・缶材で培った高度な
  表面品質

当社優位性

航空機分野の動向と当社メニュー

上工程強化継続に加え、需要家ニーズに応じた下工程参入・拡大に向けた研究開発の推進

今後の取り組み

40,000

19,900

37,100
機数

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

2014年 2020年 2025年 2034年
※日本航空機開発協会データを基に当社作成

0

主要ジェット機運行機数見通し
北米 欧州 その他アジア／太平洋

原料 溶解 鋳造・鍛造 機械加工 表面処理・塗装
組立（Tier 1）

チタン
大型鍛造品の機械加工参入に向けた研究開発の推進

アルミ・マグネシウム
完成加工部品メニューの対象拡大に向け、機械加工／
表面処理の研究開発を推進

研究開発期間：～ 2018年度末

　高まる自動車軽量化ニーズに対して、当社は鉄鋼、アルミに加え溶接事業も有する世界的に類を見
ない複合経営の優位性を活かし、これらを駆使したマルチマテリアル化技術の開発を進めています。
現在、異材接合技術などを開発し、自動車メーカーへの提案を進めています。

当社のマルチマテリアル化技術！
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+250

輸送機分野
での成長

市場参入要件

特に、当社優位性のあるアジア市場の取り込みに注力

水素ステーション向けユニットの拡販
・圧縮機、冷凍機などコンパクト設計
・水素ステーションの
  トータルエンジニアリング力
⇒東京五輪に向けてシェア拡大

水素ステーション
総合テストセンターの新設
・様々な条件でのステーション
 関連機器の検証
・法規制や市場ニーズに対応した製品開発
・低コスト化、差別化技術の確立

再エネ水素ステーションの
実証試験

差別化技術、製品メニュー
【米国拠点の活用】日本での実績を武器に販売活動を展開

競
争
力
強
化

神戸製鋼グループ
中長期経営ビジョン

② 鉄鋼事業の収益力強化〈2015⇒2020年度 収益改善効果〉
　2017年度での加古川製鉄所への上工程集約（+150億円／年以上）に加えて、設備投資や生産現場でのコスト削減など追加の収益改
善策（+300億円／年）を実行、輸送機分野での成長（+250億円）との両輪で収益の底上げを図ります。

＜基本方針＞ 新領域：大型ターボ圧縮機市場への参入

非汎用圧縮機

当社グループの取り組み

来るべき水素社会に向けた実績作り

鉄鋼事業の収益改善イメージ （単位：億円）

+300

+150

30

△150

△100

△100

～

△200
400

～

300

2015年度 2020年度

その他
リスク

数量減

減価
償却費

追加
収益改善策

上工程
集約

一過性要因除く
鉄鋼経常損益

2  機械系事業

圧縮機事業の拡大に向けて、非汎用圧縮機事業において大型ターボ圧縮機市場への参入を図ります（世界最大級の試運転設備を2017
年4月に立ち上げ）。また、グローバル展開や商品競争力強化、生産基盤強化により汎用圧縮機事業を拡大し、アジアにおけるトップグ
ループの地位確立を目指します。
水素関連ビジネスについて、水素ステーション総合テストセンターの新設や、再生可能エネルギーを利用した水素ステーションの実証試
験などを通じて差別化技術を確立することで、国内外市場での競争力を強化し、水素ステーション向けユニットなどの拡大を目指します。

① エネルギー・インフラ分野への取り組み

非汎用
圧縮機市場
約1兆円

ギア内蔵ターボ圧縮機
 ［中小型］

一軸
ターボ

･現在は、欧州2社の寡占市場

スクリュ

レシプロ

再生可能エネルギーでCO2フリー水
素を製造し、水素ステーションへ（神
鋼環境ソリューションの技術を活用）

自動車（超ハイテン/特殊鋼）
航空機（チタン）
船舶（厚板/鋳鍛鋼）

設備投資や
生産現場レベルでの
コスト削減、
原料調達コスト削減

2017年に神戸製鉄所の高炉を
休止し、加古川製鉄所への
上工程集約を実施
計画したスケジュール通り進捗中

性能 世界トップクラス

製作能力 40万N㎥/hクラス大型機実績有

競争力 円高も想定したコストダウンを達成

最終品質確認 大型試運転設備による確認

世界最大級の試運転設備を導入
出力:40MW　完成:2017年4月･大容量･高圧･高効率ニーズの

 高まりによりギア内蔵型の
 市場が拡大

当社保有
メニュー

©Rolls-Royce

輸送機分野での成長と収益改善策の両輪で収益を底上げ

［大型］

ギア内蔵
ターボ
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電力事業の安定収益化への取組み

安定収益基盤確立
最新鋭設備によるコスト競争力実現

395万kW

265万kW

神戸1,2号機　安定操業の継続
［微粉炭火力 超臨界圧発電(SC)］

140万kW
真岡1,2号機　運転開始

［微粉炭火力 超々臨界圧発電(USC)］
神戸3,4号機　運転開始

神戸発電所

3  電力事業

経営基盤の強化

　大型戦略投資や事業基盤を支える定常投
資は、原則として事業キャッシュフローで賄う
ことを基本方針とします。しかしながら、事
業環境悪化時でも財務規律を維持しながら
着実に成長投資を実施できるように、最大
1,000億円をターゲットに資産売却や運転資
金改善などのキャッシュ対策を検討します。

財務戦略

　神戸発電所の安定操業を継続するとともに、意思決定済みの真岡・神戸の2つの新規発電プロジェクトを着実に推進し、2022年度
で395万kWの発電規模を達成、安定収益基盤の確立を図ります。

② 建設機械事業の収益力強化
　中国ショベル事業について、生産能力の見直しや2拠点の機能見直しによるクロスソーシングの推進（日本・米国・東南アジア向けに
本体／製缶部品を供給し操業度を確保）など収益力強化に向けた構造改革を断行し、事業の再構築を行います。2016年4月に北米ショ
ベル工場を稼働させるとともに、欧米・インドでの拡販なども実行していきます。さらに、コベルコ建機とコベルコクレーンの事業統合
（2016年4月）により、強靭な事業基盤を確立し、ショベルとクローラクレーンで、グローバルで存在感のある企業（グローバルシェア：ショ
ベル 10%、クレーン中小型 40%、大型 15%）を目指します。

建設機械事業の収益改善イメージ （単位：億円）

△50

300
以上

40
2015年度 2020年度

環境変化に追従できる強靭な事業基盤確立
→グローバルTOP10を目指す

+150

中国事業
再構築
＋販売増

+100
日本

東南アジア
プレゼンス
維持

+50
米国
欧州
インド

+70
クレーン
事業

（大型参入等）

 市場変動リスク
 販売リスク

 その他
変動要素シェアUP

北米ショベル生産拠点立上げ
（2016年4月より稼働開始）
場所 : サウスカロライナ州 スパータンバーグ
生産能力 : 1,800台/年

グローバル
TOP10

2020年度
目指す姿

ショベル
全世界シェア10%

クレーン
全世界シェア
中小型 40%
大型 15%
（中国除く）

コベルコ建機・
コベルコクレーン
経営統合 （2016年4月
より統合会社スタート）

・ 神戸発電所の安定稼動により収益最大確保
・ 真岡プロジェクトの完遂、円滑な立上げ
・ 神戸プロジェクトの着実な推進

　主力製品の競争力強化のための差別化技術や、自動車、航空機、エネルギー分野
で顧客価値を実現する製品・プロセスの創出に取り組みます。また、品質力や現場力の
強化、データ活用により、生産基盤強化とものづくり力の底上げを図ります。

● 

　ダイバーシティの推進や働き方変革を通じて安全で働きやすい職場作りに注力
し、当社グループの成長を牽引する人材の確保・育成を図ります。● 

　監査等委員会設置会社への移行、取締役会メンバーの見直し、独立社外取締役会
議の新設、業務執行体制の強化によるコーポレートガバナンス体制の強化を図ります。

● コーポレートガバナンスの強化

人材確保・育成

技術開発力・
ものづくり力の向上

［都市ガス燃料のガスタービン・コンバインドサイクル］

2019年度 2022年度

一過性要因除く
コベルコ建機

＋
コベルコクレーン
経常損益
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トピックス

技術・研究開発体制

グループ連携による「特長ある製品・技術の創出」と
「ものづくり力」の強化を目指します。

技術開発
Technical Development

　材料研究所では、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、当社事業部門
の競争力強化と新製品創出に貢献しています。素材系事業に対しては、材質・表面の高機能化や性能向上に
よる新製品の開発、製造プロセスの最適化などを通じた事業貢献を、機械系事業に対しては、材料技術による
格差商品創出に貢献しています。また、材料技術による新規ビジネスの開拓も目指しています。

　機械研究所では、構造・強度、振動・音響、流動・伝熱、燃焼、化学、衝突、接合の高度・先
端的なシミュレーション技術や実験・計測技術を核に、機械、素材、自動車、エネルギー分野などの
製品の高性能化・プロセス改善・設計合理化および新製品・新技術の開発に貢献しています。

●振動解析・制御
●音場解析・制御

●新防音構造開発
●振動音響応用計測技術

●流動・伝熱制御・解析技術
●素材プロセスシミュレーション
●高温・燃焼反応制御

●高度流体計測技術

●有機コーティング
●分離・精製

●潤滑・洗浄

●建設･機械製品の強度解析技術
●構造物設計

●材料プロセスシミュレーション
●材料強度信頼性評価

化学環境

反応・界面制御技術

大規模構造解析

廃熱・未利用エネルギ利用技術

流熱技術

振動音響

構造強度

音場解析技術

●バリア衝突評価
●高強度材破断予測

●異種金属接合
●金属樹脂接合

マルチマテリアル
構造・接合

マルチマテリアル車体の衝突解析技術

●金属組織制御・材料設計
●ナノ組織解析技術

●組織・材質予測技術
●疲労・破壊制御技術

●圧延・鍛造・成形・押出技術
●切削・研削技術

●プロセス解析／設計

●耐食・耐環境材料設計
●表面／界面設計・プロセス制御

●トライボ材料設計
●めっき・化成処理皮膜設計

●還元・精錬反応制御
●凝固挙動解析・制御

●介在物／スラグ制御
●活性金属特殊溶解

表面制御

脆化挙動解析

切削プロセス解析（ドリル加工）

加工技術

材質制御

精錬凝固

微細組織制御（～数10μm）

介在物形態制御

流体A

流体B

材料研究所

機械研究所

　当社電子技術研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)など4社は、高磁場を
発生させることで物質の分子構造を詳細に調べることが可能なNMR装置において、世界最高磁
場となる1020MHzを達成し、平成28年度文部科学大臣表彰「科学技術賞」を受賞しました。今
後、医薬や材料開発において本技術の活用が期待されています。

●  世界最高磁場のNMR装置（102 0MHz）が平成28年度文部科学大臣表彰を受賞

　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
た各事業部門の技術と融合させ、材料、機械、環境、エネルギー、電子技術などの各事業分野に
おける「特長ある製品・技術」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。
　2016～2020年度中期経営計画では、成長戦略を支える技術開発力の向上を目指し、事
業収益拡大を支える主力製品の競争力強化のための差別化技術の創出と当社グループならでは
の顧客価値を実現する製品・プロセスの創出に取り組んでいます。
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研究開発実績

2010年度　2011年度　2012年度　2013年度　2014年度　2015年度

● 研究開発費・特許出願件数

921件 838件 874件

1.6％ 1.6％ 1.8％ 研究開発費
（連結）

特許出願件数
（単独）

対売上高比率
298億円 314億円 307億円

790件

1.5％

284億円

800件

1.6％ 1.6％

299億円

785件

298億円

　電子技術研究所では、薄膜材料や微細加工技術、超電導材料や超電導マグネット技術などをコア技術
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において、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。

●スパッタリングターゲット材の開発
●成膜・微細加工技術
●デバイス形成技術

薄膜材料

超電導

有機EL電極膜

NbTi線材 Nb3Sn線材

●超電導線材
●電磁気設計

パワー
エレクトロニクス

●モータ・インバータ設計
●電子制御システム

　生産システム研究所は、計測・制御・生産計画・データ解析の技術をベースに、生産システムの高度化・
革新を通じて、神戸製鋼グループの事業競争力・収益力強化に貢献しています。さらに独自のシステム化技
術をコアとして、機械系を始めとするサービスメニューの創出に取り組んでいます。

●プロセス制御
●機械制御

制御技術
●非破壊検査
●機械計測・
　プロセス計測

計測技術

モーションコントロール 大規模プロセスの最適スケジューリング 超音波探傷技術

●生産管理／物流
●データ可視化・解析

システム応用

+Network

RealTime Control

電子技術
研究所

石炭エネルギー
技術開発部

生産システム
研究所

スパッタリングターゲット

モーター構造設計

　当社は、世界的な情報サービス会社であるトムソン・ロイター社が2011年より主催している
世界で最も革新的な企業・機関を選ぶ「Top100グローバル・イノベーター」に2年連続で選出
されました。今後も新たな価値の創造に向けて積極的な研究開発を進めるとともに、そこから
生み出される知的財産のグローバル市場における保護と活用に取り組んで参ります。

●  トムソン・ロイター「To p 1 0 0グローバル・イノベーター2 0 1 5」を受賞

水素化分解技術 ハイパーコールの製造／利用技術

　石炭エネルギー技術開発部では、日本におけるエネル
ギー源の多様化、安定化を図ることを目的として、オースト
ラリア、インドネシアなどの国 に々存在する未利用資源（低
品位炭、重質油など）の改質技術、エネルギー変換技術
および石炭ハンドリング、製鉄用コークス関連技術の開発
に取り組んでいます。
●水素化分解技術　●ハイパーコールの製造／利用技術　●低品位炭改質技術
●石炭ハンドリング技術　●製鉄用コークス技術 

設計解析
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鉄鋼
製品の高度化、高付加価値化に向けた
「ものづくり力」の基盤強化を追求

鉄鋼事業部門は、鋼材、鋳鍛鋼、チタン、鉄粉
の事業ユニットからなり、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輸送機分野など成長
需要分野へのシフトを進めていきます。

Iron & Steel

Distinctive
Products & Technologies

特長ある製品・技術

エンジン内のシリンダの動きを支え、
1分間に数千回もの伸縮に耐えうる
非常に高い品質が求められる製品
です。神戸製鋼はこの分野で世界
50%のシェアを有しており、「線材の
神戸」の代表的な製品として世界
で活躍しています。  

自動車用弁ばね用線材
一般的な鋼板より強度を上げた鋼
板で、主に自動車の車体骨格部材
に使用され、軽量化に大きく貢献
しています。中でも神戸製鋼は、よ
り強度の高い「超ハイテン」の開
発・製品化においてトップメーカー
としての地位を築いています。

高張力鋼板（ハイテン）

その他の
特長ある製品・技術

輸
送
機
軽
量
化
分
野

線 材
棒 鋼

・ ●  懸架ばね用線材
●  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

厚 板 ●  タンク用鋼板（LNG、LPGタンク用）
●  海洋構造物用鋼板（API規格500MPa鋼）　
●  造船用鋼板（残留応力制御型鋼板「ヒズミレス」）
●  橋梁用鋼板（塗装用耐候性鋼板「エコビュー」）
●  建築用鋼板（高HAZ靭性鋼板「コーベスーパータフネス｣）

世界の車の
2台に1台！

世界
最高強度 !
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©Rolls-Royce
チタン製ケースとジェットエンジン

厚板圧延機 リングミル

薄板コイル アトマイズ鉄粉（アトメル）

主に自動車用の特殊鋼を製造
しています。特に自動車のエン
ジンや足廻りに使用されるばね
用線材、ボルト・ナットなどに使
用される冷間圧造用（CHQ）線
材において、高い技術力により
「線材の神戸」として世界で高
い評価を得ています。

溶解から最終製品（展伸材）
までを手掛ける、チタン総合一貫
メーカーとして、航空機やロケット
部品向けの合金チタンからゴル
フクラブや屋根瓦といった民生
用途向けの純チタンまで、幅広い
分野を手掛けています。

鋳造（溶けた鉄を型に流し込み
冷やして成形）や鍛造（プレス
機で加圧し強度を上げながら
成形）により、主に船舶用クラン
クシャフトなどの複雑な形状の
大型構造物を製造しています。

鋳鍛鋼

主に造船用、建材用、建産機用
の鋼板を製造しています。また、
近年の世界的なエネルギー開
発需要の高まりを受けて、ライ
ンパイプ・圧力容器・タンク用
鋼板などにも注力しています。 

厚板 チタン

主に自動車用、家電用、建材用
の鋼板を製造しています。特に
高張力鋼板（ハイテン）に注力
しており、自動車の軽量化、さら
には燃費向上による環境負荷
低減に貢献しています。 

主に複雑な形状の自動車用部
品に使用される鉄粉を製造して
います。国内トップメーカーとして、
環境向け（汚染土壌・水の浄化
用）など、鉄粉の新たな可能性
を見出し、製品化しています。

薄板 鉄粉

13,000トンプレス

線材コイル

棒鋼

線材・棒鋼

主要製品

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

チタン
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

鉄粉鋼材
〈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〉

〈舶用部品〉
クランクシャフト
機関部品
軸系
船体部品 他 

鋳鍛鋼
〈産業機械部品〉
型用鋼
ロール
橋梁部品
圧力容器 他

薄 板

鋳 鍛 鋼
チ タ ン

●  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｣
●  圧延用ロール
●  純チタン（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）
●  合金チタン（航空機部品用）

鉄 粉 ●  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

エンジンの動力をプロペラへ
伝える船舶の基幹部品です。
神戸製鋼は船舶用の組立型・
一体型クランクシャフトで世界
40％のシェアを有しており、マ
イクロレベルの寸法制御技術
が高い評価を得ています。 

クランクシャフト

世界シェア
40％！

航空機エンジン部品向けチタン
エンジンの回転部をカバーし、空気流路の
形成、破損時の飛散防止のために使用され
る重要部品です。神戸製鋼は航空機エンジ
ンケース部品において、30年以上の納入実
績を誇り、世界のエンジンメーカーのご要望
に応えています。

そ
の
他

チタンの
パイオニア
チタンの
パイオニア
チタンの
パイオニア
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Iron & Steel

当社の独自性と強みを最大限に活かした競争力のある技術・製品を提供

Topics
トピックス 　　競争力強化を目的に神戸製鉄所の上工程(高炉、製鋼工程)の休止、加古川製鉄所への集約を決定しています。これに

伴い、加古川製鉄所では、約655億円を投資して上工程の集約に向けた設備投資（新連続鋳造設備など）を実施しており、
年間150億円程度の設備導入効果を見込んでいます。
　　その他にも、約850億円を投資して全面更新した加古川製鉄所の自家発電ボイラが2015年2月に稼働しています。ガス
タービン・コンバインド・サイクルシステム（GTCC）2基、ガス焚きボイラ2基を新設し、大幅なコストダウンと、年間約41万トン
のCO2排出量の削減に繋がりました。
　　また、約300億円を投資して加古川製鉄所に新たに新溶銑処理工場を建設しまし
た。2014年4月から稼動を開始しており、2015年8月には2基目の脱りん炉を建設する
ことも決定しています。これらの投資は、当社が得意とする特殊鋼線材、ハイテンや
エネルギー関連向け厚板など高い清浄度が必要とされる製品の製造の効率化を目
的にしたもので、オンリーワン製品の更なる拡販に向けた生産体制が整うことになり
ます。
　　また、加古川製鉄所第3高炉の改修を2016年9月末から90日間の短工期で実施
予定です。投資額は約200億円で、高炉の外部を覆う鉄皮を全て流用する方法での
改修は国内高炉では初めての試みで、投資額の抑制が可能です。

■ 鋼材事業の競争力強化に向けた積極的な設備投資

建設が進む新連続鋳造設備

Business Vision
事業ビジョン

　鉄鋼事業部門は、線材条鋼・鋳鍛鋼・鉄粉の分野ではトップメーカーとして、また、厚板・薄板・チタンの分野では
高級鋼メーカー・特長あるメーカーとして需要家から確固たる信頼を得ています。当社の独自性と強みを最大限に活
かした競争力ある技術・製品であるオンリーワン製品について、市場での更なる地位向上に注力するとともに、今後
も成長が想定される輸送機分野向けを中心とした拡販等により収益力の強化を追求していきます。
　特に「薄板ハイテン」「特殊鋼線材」の分野でグローバル供給体制を強化し、新興国を中心とした成長市場で伸長
する需要を確実に取り込んでいきます。これにより、海外も含めたオンリーワン製品の売上高を引き上げていきます。

　当社および日本エアロフォージ㈱(以下、Jフォージ)は、このほど日本で初めて航空機の
着陸装置用チタン大型鍛造品の開発・量産に成功致しました。量産を開始した着陸装置
用チタン大型鍛造品は、エアバス社の最新鋭中型ワイドボディ機「A350 XWB」に使用され
ます。当社がこれまで培ってきた品質・工程・設計技術に、Jフォージが持つ最先端の鍛造設
備が加わり高品質のチタン大型鍛造製品の供給が実現しました。

■ 日本で初めて航空機着陸装置用チタン大型鍛造品を量産開始

調印式の様子

航空機着陸装置用チタン大型鍛造品

●中国における冷延ハイテン製造拠点が営業運転を開始　
　　中国・鞍山鋼鉄集団公司の子会社である鞍鋼股份有限公司（以下、鞍鋼）と合弁で設立した鞍鋼神鋼冷延高張力自動車
鋼板有限公司が2015年12月より稼働を開始しました。約289億円を投資して、鞍鋼の鞍山製鉄所内に年産能力60万トンの
連続焼鈍設備（CAL）を建設し、開業式を2016年4月に執り行いました。2013年に稼動した米国・PRO-TEC Coating Company
の冷延ハイテン製造拠点と合わせて、海外での自動車軽量化ニーズに応えていきます。
●タイ・ミルコン社と線材の圧延・販売を目的とした合弁会社を設立
　　2016年2月に、タイ・Millcon Steel Public Company Limited（ミルコン社）との間でタイ
における線材の圧延および販売を目的とした合弁会社「Kobelco Millcon Steel Co.,  
Ltd(KMS)」を設立しました。線材圧延では唯一の海外製造拠点となり、グローバル供給
体制を深化させていきます。投資額は約241億円で年産能力48万トンを予定しています。
●中南米で初となる線材二次加工拠点が営業運転を開始
　　2016年1月、メキシコにおける冷間圧造用鋼線(CHワイヤ)の製造・販売を行う
「Kobelco CH Wire Mexicana, S.A.de C.V.(KCHM)」が稼働を開始しました。KCHMは、当社、神鋼商事㈱、㈱メタルワ
ン、大阪精工㈱など6社で2014年9月に設立しました。投資額は約43億円、年産能力は4万トンで、主に現地の自動車部品
メーカーへ自動車用のボルトやナットの素材として用いられるCHワイヤーを供給します。

■ ハイテン、特殊鋼線材のグローバル供給体制の拡充
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　 Grand Blanc Processing, LLC

　 Kobe CH Wire （Thailand） Co., Ltd.

　 Mahajak Kyodo Co., Ltd.

　 Kobelco Millcon Steel Co., Ltd.

神 神鋼線材加工（佛山）有限公司

　 神鋼新确弾簧鋼線（佛山）有限公司

　 江陰法爾勝杉田弾簧製線有限公司

　 神鋼特殊鋼線（平湖）有限公司

　 Kobelco CH Wire Mexicana, S.A. de C.V.

　 PRO-TEC Coating Company

　 鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司

　 Kobe Steel Asia Pte. Ltd.

20.0%

30.0%

27.5%

50.0％

60.0%

50.0％

60.0%

47.0%

10.0%

50.0%

49.0%

100.0%

CHQワイヤの製造・販売

CHQワイヤの製造・販売

磨棒鋼の製造・販売

特殊鋼および普通鋼線材の圧延・販売

磨棒鋼・CHQワイヤの製造・販売

高級ばね用鋼線の製造・販売

自動車懸架ばね用ワイヤの製造・販売

CHQワイヤ・軸受鋼ワイヤの製造・販売

CHQワイヤの製造・販売

溶融亜鉛めっき鋼板・冷延ハイテンの製造・販売

自動車用冷延ハイテンの製造・販売

鉄鋼関連の市場調査・技術サービス

アメリカ ミシガン州

タイ バンコク 

タイ バンコク 

タイ ラヨーン県 ムアンラヨーン郡

中国 広東省 佛山市

中国 広東省 佛山市

中国 江蘇省 江陰市

中国 浙江省 平湖市

メキシコ グアナファト州

アメリカ オハイオ州 リープシック

中国 遼寧省 鞍山市

シンガポール

線材・棒鋼

薄 板

そ の 他

鞍山鋼鉄集団

voestalpine
Stahl

Ascometal

自動車用冷延ハイテンの製造・販売を目的とした
鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板有限公司(合弁)を設立

自動車用特殊鋼線材・
棒鋼に関する包括的技術提携

Millcon Steel
線材の圧延および販売を目的とした
Kobelco Millcon Steel Co., Ltd（合弁）を設立

自動車用鋼板に関する
技術提携

U.S. Steel
PRO-TEC Coating（合弁）で
溶融亜鉛メッキ鋼板、
冷延ハイテン製品を製造

（資＝出資）

新日鐵住金

神戸製鋼

国内提携

資03 -  4

1997 -  8

資02 -  5

2016 -  2

2004 - 11

2012 -  1

2005 - 8

2007 - 11

2014 -  9

1990 -  3

2014 -  8

1990 -  1

Global Locations
海外拠点

7
8

　 神鋼特殊鋼線（平湖）8

10

　 PRO-TEC Coating10

5

　 神鋼線材加工（佛山）5

6

3
4

12

2

1

9

　 Kobe CH Wire（Thailand）2

会社名 設立年月 出資比率分類 事業内容 所在地

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Global Expansion
グローバル展開

11
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Iron & Steel

国内生産拠点
Domestic Production Locations

国内グループ会社
Domestic Group Companies

鋳 鍛 鋼
工 場

鉄 粉 工 場

加古川製鉄所

神戸製鉄所

●加古川製鉄所

●神戸製鉄所 ●高砂製作所

＊所在地 : 兵庫県加古川市  土地面積 : 5,036,522㎡  従業員数 : 2,846人  粗鋼生産能力 : 680万トン/年

＊所在地 : 兵庫県神戸市
  土地面積 : 1,202,185㎡
  従業員数 : 944人
  粗鋼生産能力 : 140万トン/年

炉容積5,400㎥
炉容積4,500㎥

575,000トン/月
140,000トン/月
250,000トン/月
115,000トン/月
125,000トン/月

140,000トン/月

主要設備 能  力

製 銑

製鋼工場

厚板工場

1号高炉（休止中）
2号高炉
3号高炉

250トン転炉（3基）
No.2連鋳設備（ブルーム）
No.3連鋳設備（スラブ）
No.4-1連鋳設備（スラブ）
No.4-2連鋳設備（スラブ）

粗圧延機（1基）
仕上圧延機（1基）

主要設備　 能  力

製 銑

製 鋼 工 場

線 材 工 場

棒 鋼 工 場

3号高炉

115,000トン/月

主要設備 能  力

線材工場

熱延工場

冷延工場

表面処理
工 場

第8線材工場

360,000トン/月粗圧延機（4基）
仕上圧延機（7基）

冷間圧延機
連続焼鈍設備（1基）

電気亜鉛めっき設備 No.1
電気亜鉛めっき設備 No.2
溶融亜鉛めっき設備 No.1
溶融亜鉛めっき設備 No.2

160,000トン/月
45,000トン/月

25,000トン/月
35,000トン/月
23,000トン/月
33,000トン/月

90トン転炉（2基）
No.3連鋳設備（ブルーム）
No.5連鋳設備（ブルーム）

第７線材工場

棒鋼工場

炉容積2,112㎥

115,000トン/月
63,000トン/月
55,000トン/月

55,000トン/月

68,000トン/月

高砂製作所

＊所在地 : 兵庫県高砂市
  土地面積 : 1,445,815㎡
　従業員数 : 917人
　　　　　 （鉄鋼事業部門のみ）

主要設備　 能  力

電気炉

電気炉
鉄粉還元炉（3基）

16,000トン/月

8,000トン/月

会社名分類 事業内容

神鋼鋼線工業

神鋼ボルト

テザックワイヤロープ

日本高周波鋼業

KSサミットスチール

堺鋼板工業

三和鐵鋼

神鋼建材工業

神鋼鋼板加工

大阪チタニウムテクノロジーズ

日本エアロフォ－ジ

関西熱化学

神鋼エンジニアリング＆メンテナンス

神鋼スラグ製品

コベルコ鋼管

神鋼物流

セラテクノ

線材二次製品の製造・販売および各種構造物の建設工事の請負

建築・建設機械用などの各種ボルトの製造・販売

鋼索・鋼線・鋼撚線の製造・販売

特殊鋼鋼材の製造・販売

薄鋼板の切断加工・販売

薄鋼板の剪断加工・販売

レベラー加工、スリット加工、鋼板の溶断加工・販売、線材保管業

土木・建築用製品の製造・販売

厚鋼板の溶断加工およびその製品販売

スポンジチタン・多結晶シリコンなどの製造・販売

大型鍛造品の製造・販売

コークス類その他各種化学工業品の製造・販売

各種プラント・機械の設計・製作・据付、配管および保全工事

鉄鋼スラグ製品販売、鉄鋼副生品販売、産廃処理処分事務代行、
土木建設資材販売他

ステンレス鋼管、精密鋼管の製造・販売

港湾運送、内航海運、通関、貨物自動車運送、倉庫、工場構内諸作業請負

耐火煉瓦・各種不定型耐火物・焼石灰の製造・販売

線材・棒鋼

薄板・厚板

チ タ ン

そ の 他

エコキューオンクリア（神鋼建材工業）

ステンレス鋼管（コベルコ鋼管）

神鋼丸（神鋼物流）

13,000トン鍛造プレス
10,000トン鍛造プレス
4,000トン鍛造プレス
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（百万トン）（万トン）

●日本の粗鋼生産量（年度） ●世界の主要鉄鋼メーカーと国別粗鋼生産量2015年（暦年）

2014 2015

注1） 粗鋼生産量の最高記録は2007年度の12,151万トン。
　　 （1973年度の12,002万トンを34年ぶりに更新）。　
注2） 住友金属は関連企業（小倉・直江津）分を含む。
注3） 新日鐵と住友金属は2012年10月に合併。

世　界
1,620.9

中　国
803.8

日　本
105.2

アメリカ
78.8

韓国
69.7

インド
89.4

ロシア
70.9

ウクライナ 23.0

ドイツ 42.7
ブラジル 33.3
トルコ 31.5

その他
272.6

提携会社

出典 ： 世界鉄鋼協会（World Steel Association）

粗鋼生産量
Crude Steel Production

全　国
10,985

その他
2,260

JFE
スチール
2,844

神戸製鋼
748
(6.8%)

新日鐵住金
4,496

全　国
10,646

全　国
11,151

その他
2,302

その他
2,234

住友金属
1,272

JFE
スチール
2,690

神戸製鋼
716
(6.7%)

新日鐵
3,020

その他
2,340

JFE
スチール
2,867

神戸製鋼
762
(6.8%)

新日鐵住金
4,567

全　国
10,730

JFE
スチール
2,797

神戸製鋼
701

（6.5%）

新日鐵住金
4,355

東京製鉄
239

東京製鉄
273

東京製鉄
222

東京製鉄
241

日新製鋼
398

全　国
10,422

その他
2,124

JFE
スチール
2,736

神戸製鋼
748
(7.2%)

新日鐵住金
4,217

東京製鉄
218

日新製鋼
379

日新製鋼
373

日新製鋼
393日新製鋼

402

順位 社   名 国   名 生産量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

48

49

50

51

52

53

54

55

ArcelorMittal

河北鋼鉄集団

新日鐵住金

POSCO

宝鋼集団

江蘇沙鋼集団

鞍山鋼鉄集団

JFEスチール

首鋼集団

Tata Steel

武漢鋼鉄集団

山東鋼鉄集団

現代製鉄

Nucor

馬鞍山鋼鉄集団

ThyssenKrupp

Gerdau

天津渤海鋼鉄

NLMK

建龍鋼鉄集団

本渓鋼鉄集団

湖南華菱鋼鉄集団

中国鋼鉄

U.S.スチール

Evraz Group

SAIL

voestalpine

酒泉鋼鉄集団

Citic Pacific

SSAB

神戸製鋼所

陝西鋼鉄集団

杭州鋼鉄集団

CELSA Group

97.1 

47.7 

46.3 

41.9 

34.9 

34.2 

32.5 

29.8 

28.5 

26.3 

25.7 

21.6 

20.4 

19.6 

18.8 

17.3 

17.0 

16.2 

16.0 

15.1 

14.9 

14.8 

14.8 

14.5 

14.3 

14.3 

7.7 

7.6 

7.6 

7.5 

7.5 

7.4 

7.1 

7.0 

ルクセンブルク

中国

日本

韓国

中国

中国

中国

日本

中国

インド

中国

中国

韓国

アメリカ

中国

ドイツ

ブラジル

中国

ロシア

中国

中国

中国

台湾

アメリカ

ロシア

インド

オーストリア

中国

中国

スウェーデン

日本

中国

中国

スペイン

鋼材の製造工程（加古川製鉄所） 
Steel Production Process

鉄鉱石

石炭

石灰石

焼結機

ペレット製造設備

コークス炉

高炉 転炉

厚板圧延機

熱間圧延機

分塊圧延機 線材圧延機 線材

冷間圧延機

溶融亜鉛めっき設備

電気亜鉛めっき設備

熱延鋼板

冷延鋼板

亜鉛めっき鋼板

厚鋼板

連続鋳造設備混銑車 溶銑予備
処理設備
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エ
ネ
ル
ギ
ー
・
イ
ン
フ
ラ
分
野

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。

フラックス入りワイヤ

近年の石油精製リ
アクターや火力発電
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。

低合金用溶材

溶接
「世界で最も信頼される
溶接ソリューション企業」として
アジアナンバーワンへ
溶接事業部門は、「世界で最も信頼さ
れる溶接ソリューション企業」としてアジ
アナンバーワンとなることを目指し、溶接
材料、溶接ロボットシステム、施工技術
などでの溶接のトータルソリューション
展開を進めております。

Welding

独自のワイヤ表面
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。

銅めっきなしソリッドワイヤ
（SEワイヤシリーズ）

コストダウン
に大きく寄与！

環境に対する
負荷を低減!

Distinctive
Products & Technologies

特長ある製品・技術
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主に自動車や建築、建設機械分野で使用されているワイ
ヤでロボットとの組み合わせによる連続溶接で、ユーザー
の生産性向上に貢献しています。

ソリッドワイヤ

主に造船や橋梁分野で使用されている、金属にフラックス
（酸化物粉）を内包したワイヤです。フラックス成分などの
最適化により、溶接時間の短縮や溶接部の品質向上に
貢献しています。

フラックス入りワイヤ(FCW)

建設機械ロボットシステム

柱大組立溶接ロボットシステム

神戸製鋼では「FAM I L I A R C™」
「TRUSTARC™」「PREMIARC™」の
ブランドで、約800種類の溶接材料を
製造・販売しており、造船・鉄骨・自動
車をはじめ、あらゆる産業のものづく
り力向上に貢献しています。

溶接ロボットシステムでは、特に建築鉄骨や
建設機械分野などの中板・厚板分野にお
いて国内トップの実績を誇ります。
溶接作業の自動化、高能率化のみならず、
お客様でのコストダウンと高品質化の実
現を図るなど、最適な溶接ソリューション
を提供しています。

溶接材料 溶接システム

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

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・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

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

溶接材料 溶接システム

主要製品

試験・検査他 高機能材

電弧棒（手棒）とも呼ばれる世界的に最も汎用的な溶接
材料です。比較的簡易な機器で溶接が可能なため、建築・
鉄骨をはじめ、あらゆる産業分野で広く使用されています。

被覆アーク溶接棒

鉄骨、建設機械など
中厚板溶接分野で
数多く使用されてい
る 溶 接 ロボット
ARCMANTMシリーズ
に、トーチやケーブル
の内蔵化を図り、狭
あい部へのロボット
適用率の向上を目
指し、また、タンデム
溶接での適用も可
能としました。

ARCMANTM-GS

新溶接プロセス「REGARC
法」は、炭酸ガスアーク溶接
で、大電流でもスパッタと
ヒュームを大幅に低減でき
る画期的な新溶接プロセス
技術。この「REGARC法」を
搭載した鉄骨溶接ステムで、
スパッタの少ない、高能率
で高品質な溶接を実現しま
した。

REGARCTM搭載
鉄骨溶接システム

コストダウンと
高品質化に
貢献！

世界
トップシェア！

ロボット
適用率の
アップに貢献！
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世界で最も信頼される溶接ソリューション企業へ

Topics
トピックス

Business Vision
事業ビジョン

Welding

　溶接事業部門は、「世界で最も信頼される溶接ソリューション企業」として、ニーズを先取りした技術先進性を
発揮し、溶接ソリューション提案力や国内のマザープラント機能の強化により、優れた製品、サービスを提供し、
世界の溶接をリードしていくことを目指しています。
　その実現に向けて、顧客の状況を知り、課題の解決につながる提案をし、豊富な技術を結集した革新的な商品
開発により、高いものづくり力で安定した品質を実現し、社会との共生の下、顧客のベストパートナーとして優れた
製品およびサービスを提供し続けています。
　アジアナンバーワンに向けて、国内ではエリア・マーケティング活動の強化や造船・鉄骨向けでの拡販等により
圧倒的なシェアを確保し、アセアン、中国では、市場ニーズに合った新商品投入、営業力強化を進めるとともに、溶接
の自動化提案拡充に向けた開発を推進し、ソリューション事業を追求して参ります。

　神溶会は、当社の溶接材料の販売組織として国内溶接業界では最大の約300社で構成され、販売キャンペーンなどで溶接
技術の普及や向上に大きく貢献してきました。当社の営業マンの技術営業力強化活動を、「溶接サポータ制度」として神溶
会にも展開し、現在では全国で約2,500人以上の資格者を認定するなど、強固なネットワークと技術営業力を誇っています。
　技術営業力の強化活動は、当社の営業部カスタマーサポートグループ（以下、CSG）を中心に推進してきましたが、2016年4
月1日より、更なる技術営業力の強化を目的に、CSGは神鋼溶接サービス㈱（以下、SWS社）の溶接研修事業と統合し、SWS社の
「CS推進部」として新体制でスタートしました。CSGの技術サービス力とSWS社の溶接・接合における専門性を統合することによ
り、技術サービスの充実による顧客満足度の向上や、溶接・接合に関する専門性の高い人材の育成に加え、神溶会、海外も
含めた当社グループの溶接事業における技術営業力のいっそうの強化を図ります。

■ 溶接業界最大の流通網「神溶会」と技術営業力の更なる強化

柱大組立溶接ロボットシステム

　アーク溶接ロボット ARCMANTMシリーズの新型コントローラ（CBコントローラ）の開発が完了し、建設機械向けの溶接ロ
ボットシステムとの組み合わせから販売を開始しました。
　溶接ロボットシステムのコントローラは、溶接ロボットや周辺機器の動きを制御するとともに、溶接の施工データを保存、
編集する機能をもち、システム全体の性能を左右するものです。顧客の溶接施工の品質、能率などへの要求が高度化し、より
複雑なロボット動作や、施工データなどの大量のデータ処理が必要となり、開発を進めて参りました。
　新型コントローラは、高速で高品質な溶接施工が可能です。加えて、溶接初心者でも安心して溶接条件を設定できるよう
350種以上の施工データをあらかじめ搭載しているほか、ロボットの動作・作成した施工データも現行比10倍以上を保存でき
ます。また、コントローラの計算能力の向上と通信の高速化により、顧客での生産性向上に貢献します。溶接ロボットシステムを
操作する教示ペンダントは、業界最軽量クラスの軽さで、操作キーの配置などを工夫し、見やすさ、操作性の良さにこだわりま
した。特に日・英・中の3ヵ国語に対応し、言語の切り替えもその場で簡単に行えるため、顧客の海外展開にも対応可能です。

■ 溶接ロボットの新型コントローラを開発、販売開始

　タイの電弧棒製造販売会社であるThai-Kobe Weldingは1968年に神戸製鋼グループで初めて海外に進出した拠点で、以
降長年にわたり東南アジアで高いシェアを誇っております。  「タイ神溶会」を中心とした販売活動を強化し、東南アジアでの
更なるプレゼンスの向上を目指した取り組みを進めています。中国においても、営業・マーケティング活動を精力的に進めて
おり、「中国神鋼神溶会」での拡販活動を進め、最大受注、売上の確保を目指しています。
　今後も、技術、営業、生産が一体となったソリューション活動を推進し、それぞれの市場に最高の品質、サービスを提供
できるよう競争力強化を目指して参ります。

■ 海外事業の強化 ～各市場ニーズにあった商品、技術の提供～

■ 建築鉄骨用アーク溶接ロボットシステムの売上好調
　建築鉄骨向けなどの中厚板分野に対する主要な溶接法である炭酸ガスアーク溶接で、
大電流でもスパッタとヒュームを大幅に低減できる画期的な新溶接プロセス「REGARC
法」とそれを搭載した鉄骨溶接システムを開発し、顧客での施工生産性向上と溶接品質
大幅向上の両立を実現しました。長年培ってきた顧客との信頼関係の下、顧客層に応じ
た営業活動の展開、規格制定や委員会活動などの業界への積極的な関与などにより、
東日本大震災後の建設需要の急増時に独占的なシェアを確保し、投資促進政策の効果
などもあり、高水準の売上が続いています。
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Intan Pertiwi Industri
技術供与により各種電弧棒の製造・販売

　 唐山神鋼溶接材料有限公司

10

9

6

8
7

11

　 Kobelco Welding of Europe6 9

512

4
1

3 2

Global Expansion
グローバル展開

Global Locations
海外拠点

Domestic Production Locations
国内生産拠点

Domestic Group Companies 
国内グループ会社

　 Kobelco Welding Asia Pacific Pte. Ltd.

　 Thai-Kobe Welding Co., Ltd.

　 Kobe MIG Wire (Thailand) Co., Ltd.

　 Kobe Welding (Malaysia) Sdn. Bhd.

　 Kobelco Welding of America Inc.

　 Kobelco Welding of Europe B.V.

　 Kobe Welding of Korea Co., Ltd.

　 Kobelco Welding Marketing of Korea Co., Ltd.

　 唐山神鋼溶接材料有限公司

　 青島神鋼溶接材料有限公司

　 上海神鋼溶接器材有限公司

　 Kobelco Welding India Pvt. Ltd.

100.0%

40.7%

66.0%

85.0%

100.0%

94.6%

91.0%

51.0%

48.0%

90.0%

100.0%

80.0%

被覆アーク溶接棒の製造・販売

被覆アーク溶接棒の製造・販売　

ガスシールドアーク溶接用ソリッドワイヤの製造・販売

被覆アーク溶接棒の製造・販売

溶接材料の輸入販売

ステンレス鋼用・軟鋼用フラックス入りワイヤの製造・販売

軟鋼用フラックス入りワイヤの製造・販売

溶接材料の販売

ソリッドワイヤの製造・販売

軟鋼用フラックス入りワイヤの製造・販売

溶接材料、溶接システムとパーツの販売

溶接材料、溶接システムとパーツの販売

シンガポール 

タイ サムットプラカーン

タイ サムットプラカーン

マレーシア ペナン

アメリカ テキサス州 ヒューストン

オランダ ヘールレン

韓国 慶尚南道 昌原市

韓国 釡山 広域市

中国 河北省 唐山市

中国 山東省 青島市

中国 上海市

インド ハリヤーナ州 グルガオン

1979 - 1

1968 - 4

1988 - 9

1995 - 4

1990 - 3

1994 - 6

1995 - 3

2011 - 4

2002 - 11

2008 - 2

2010 - 2

2011 - 6

会社名 設立年月 出資比率 事業内容 所在地

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

茨木工場

西条工場

福知山工場

藤沢工場

技術センター

フラックス入りワイヤ、被覆アーク溶接棒、配合溶剤

被覆アーク溶接棒、高機能材

マグ・ミグ溶接用ソリッドワイヤ、サブマージアーク溶接用ソリッドワイヤ、ティグ溶接棒

フラックス入りワイヤ、ステンレス用フラックス入りワイヤ・ソリッドワイヤ

溶接材料の研究・開発、溶接システム

大阪府茨木市

広島県東広島市

京都府福知山市

神奈川県藤沢市

生産・技術開発拠点 所在地 主要製品・事業内容 その他

阪神溶接機材
コベルコ溶接ソリューション
ＪＫＷ
タセト
神鋼溶接サービス
神鋼アクテック
コベルコロボットサービス

自動溶接用フラックスの製造
溶接材料・溶接機器の売買、仲介および輸出入業
溶接材料、溶接機械器具の販売
溶接材料およびケミカル品の販売
溶接に関する試験・分析・検査・受託研究、溶接技術に関する教育指導・コンサルティング業務
高機能脱臭フィルター・厨房排気用脱臭フィルターの製造・開発・販売および脱臭機の販売他
産業ロボット・溶接電源・機器の保守保全、同機器の定期点検、補修・改造工事、部品販売および据付・調整

会社名 事業内容

茨木工場

阪神溶接機材

敷地　　92,128㎡
従業員数　 274人
敷地　　68,104㎡
従業員数　 103人
敷地  　142,686㎡
従業員数　 215人

敷地　　87,416㎡
従業員数　 269人

神戸製鋼
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輸
送
機
軽
量
化
分
野

アルミ・銅
自動車・航空機の軽量化に資する分野に注力し
国内トップクラスを堅持

アルミ・銅事業部門は、輸送機分野を主な重
点分野と位置付け、オンリーワン製品の強化、
グローバル供給体制の構築と強化を図ってい
ます。国内トップクラスのアルミ・銅メーカーとし
て長年に渡り培ってきた技術と信頼を更に高
めることで、世界のお客様にとってなくてはなら
ない存在であることを目指します。

その他の
特長ある製品・技術

Aluminum & Copper

自動車のエンジンフードなどに使
用されるアルミパネル材は、軽量
化ニーズの高まりにより採用が拡
大しています。神戸製鋼は長年
培ったノウハウと高い技術力によ
り国内で約50％のトップシェアを
獲得しています。

自動車
アルミパネル材 鉄道車両の車体を形

成する部材として使用
されます。お客さまの
軽量化ニーズにお応
えするために、さまざ
まな形状提案を展開、
国内アルミ車両のトッ
プシェアを獲得してい
ます。最近では国内の
みならず英国の車両
にも採用されています。

鉄道車両用アルミ形材　

自動車の足廻りで使用
されるサスペンションは、
軽量化ニーズによりア
ルミ化が進んでいます。
神戸製鋼では、従来の
鉄製品と比較して40%
以上の軽量化を実現し
ており、国内でトップ
シェアを獲得しています。

自動車サスペンション用
アルミ鍛造部品

●  自動車用熱交換器材
●  高精度アルミ厚板「アルハイス®・アルジェイド®」

●  航空機用アルミ鋳造品
●  半導体・液晶製造装置（チャンバー）

アルミ板 ア ル ミ
鋳鍛造品

国内
トップシェア！

国内シェア
50％！

国内
トップシェア！

Distinctive
Products & Technologies

特長ある製品・技術
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そ
の
他

長年にわたり培ってきた高
度な圧延技術により、飲料
用缶材や自動車用パネル
材、ハードディスク用ディス
ク材、エアコン用フィン材、
半導体・液晶製造装置用
厚板など、高付加価値のオ
ンリーワン製品を、さまざま
な分野に提供しています。

アルミ板

世界トップクラスの技術力
を誇り、自動車部品用を
はじめ、鉄道車両用などの
オンリーワン製品を提供し
ています。また、電磁成形
技術によるステイ一体型自
動車バンパーを開発する
など、独自の取り組みを進
めています。

アルミ押出・加工品

缶材
自動車パネル材
ディスク材
一般材

アルミ板
押出品（形材、管、棒）
加工品

アルミ押出品・加工品

主要製品

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・マグネシウム
鋳鍛造品
鋳造品
鍛造品
加工品

半導体パッケージの配線材料として使
用されるリードフレーム材において、神戸
製鋼はアジアトップメーカーとして約20％
のシェアを有しています。高い合金開発
力により、従来品
より耐久性と導電
率を大幅に高め
た「SuperKFC®」
を開発しました。

リードフレーム材　
「SuperKFC®」

国内
シェア70％！ 

飲料用アルミ缶の材料として使用
されるアルミ板で、神戸製鋼は
アルミ缶材全体で国内約30％以
上のシェアを有しています。さらに、
複雑な加工を要求されるボトル
缶材では約
70％のトップ
シェアを獲
得しています。

アルミボトル缶材

●  自動車用バンパー材アルミ押出 ●  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

銅 板 条

世界シェア
60％！

主にデスクトップパソコンやデー
タセンター向けなどのハードディ
スクの基板として使用されるア
ルミディスク材は、非常に高い品
質が要求される材料です。神戸
製鋼は、世
界で約60％
のシェアを
有するトッ
プメーカー
です。

アルミディスク材

アルミコイルアルミコイル

優れた鋳鍛造技術や解析
技術、合金開発力により、
メカニカルプレスによる自動
車サスペンション用アルミ
鍛造部品や、砂型鋳造によ
る航空機部品、半導体・液
晶製造装置（チャンバー）な
どのオンリーワン製品を提
供しています。

アルミ・マグネシウム鋳鍛造品

航空機用ギアボックス

半導体用リードフレーム材や自
動車用端子・コネクタ材などの
銅合金板条を製造・販売して
います。独自の元素配合により
強度・導電率・耐熱性を両立し
た高付加価値製品を開発して
おり、半導体用リードフレーム材
ではアジアで約20％のシェアを
有しています。

銅板条

電子材料用銅板条

2004年に三菱マテリアル（株）と
の事業統合により設立した（株）
コベルコ マテリアル銅管は、国内
トップメーカーとして、エアコン用
をはじめとした銅管を製造・販
売しています。溝付管やエコ
キュート用銅管など高付加価値
品の開発を進めると共に、東南
アジア（タイ・マレーシア）での供
給体制を強化しています。

銅管（コベルコ マテリアル銅管）

熱交換器用異形伝熱管熱交換器用異形伝熱管

アルミ押出形材アルミ押出形材

アジア
トップクラス！
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グローバル競争に勝ち残り、
世界のお客様にとってなくてはならない存在になるために

Topics
トピックス

Business Vision
事業ビジョン

Aluminum & Copper

　当社グループの新幹線車両の車体向けアルミ製品は、2016
年3月に開業した北海道新幹線の車両をはじめ、JR 新幹線
200系を皮切りに現行の新幹線の全てのモデルに採用されるな
ど多くの実績を有しています。アルミの使用により、かつて使
用されていた鉄と比較し軽量化できることから、新幹線の走行
速度の高速化に繋がります。
　新幹線車両の天井と側面を構成する部材は、その多くが長
府製造所で製造しているアルミ押出形材です。長府製造所で
は、国内最大級の大型押出プレスと長尺に対応可能な熱処
理炉を有しているため、車両1両分にあたる最大25ｍまでの押
出材を製造することが可能です。
　また、新幹線車両の床材の多くが、グループ会社である神鋼ノース㈱が製造しているハニカムパネルです。ハニカ
ムパネルは、六角柱の集合体 ( 蜂の巣状の構造物 )をアルミの板で挟んだ構造をしており、体積の95％以上が空気
層であるため、軽さ、強度、剛性（たわみにくさ）に優れています。

N700系新幹線　JR西日本提供

■ 新幹線車両向けアルミ製品への取り組み

　アルミ・銅事業部門では、輸送機分野（自動車パネル、サスペンション、バンパー、航空機向け鋳鍛造品、車載用銅板
条、他）での成長追求と既存コア事業（缶材、ディスク材、他）の強化継続を重点課題と位置付けており、自動車用アル
ミ板、自動車サスペンション用アルミ鍛造部品、缶材、ディスク材、自動車用端子・半導体向け銅板条など、オンリーワン
製品の拡販を実行し、収益力の強化を目指します。
　特に自動車分野では、各国における燃費規制の強化を背景に、車体の軽量化ニーズが加速度的に高まるものと見
込まれます。地域別では、軽量化ニーズの特に高い大型車が多い北米や、自動車需要の拡大が最も見込まれる中国に
注目し、グローバル供給体制を構築、拡充して参ります。

●自動車パネル用アルミ板材の中国拠点が生産開始
　　2014年1月に自動車パネル用アルミ板材の製造・販売を目
的とした神鋼汽車鋁材(天津)有限公司を中国天津市の西青
(シーチン)経済技術開発区内に設立しました。約190億円を投
資して年産能力10万トンの工場を建設し、2016年1月から稼働
を開始しました。
　　現在、世界的に自動車の燃費規制は強化されており、車体
の軽量化に貢献する自動車パネル用アルミ板材の需要も増加
しています。また、現地供給ニーズも高まっている事から、グ
ローバル供給体制の拡充を通し対応していきます。
●自動車サスペンション用アルミ鍛造部品における米国拠点の生産能力を増強
　　2015年11月に米国における自動車サスペンション用鍛造部品の製造・販売拠点であるKobe Aluminum Automotive 
Products, LLC (KAAP)において、約68億円を投資して生産設備を増強することを決定しました。生産能力は月産75万本
まで増加します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　当社の自動車サスペンション用アルミ鍛造部品事業は、日本の大安工場、中国の神鋼汽車鋁部件(蘇州)有限公司
(KAAP-C)、米国のKAAPと日・米・中3極での生産体制を構築しており、米国KAAPの能力増強後はグローバルで月産
130万本の生産能力を有することになります。
●自動車用アルミ押出・加工品における米国拠点設立
　2016年4 月に、自動車のバンパー材や骨格材などの製造・販売を目的としたKobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.
を米国ケンタッキー州に設立しました。46.7百万ドルを投資し、自動車向け押出事業を手掛ける溶解から加工までの
一貫生産拠点として、月産能力約500トンの工場を建設します。
　2016年夏より建設を開始し、2017年後半の加工工程の稼動開始後、2018年後半に溶解・押出工程の稼動を順次開始す
る予定です。

■ 自動車用アルミ部材でのグローバル展開

神鋼汽車鋁材(天津)有限公司
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　 Kobe Precision Technology Sdn. Bhd.

　 神鋼汽車鋁材（天津）有限公司

　 Kobe Aluminum Automotive Products, LLC

　 神鋼汽車鋁部件 （蘇州）有限公司

　 Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.

　 Singapore Kobe Pte. Ltd.

　 Kobe Electronics Material （Thailand） Co., Ltd.

　 蘇州神鋼電子材料有限公司

　 Kobelco & Materials Copper Tube （Malaysia） Sdn. Bhd.

　 Kobelco & Materials Copper Tube （Thailand） Co., Ltd.

100.0%

100.0%

60.0%

60.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

ハードディスクドライブ用基板の製造・販売

自動車パネル用アルミ板材の製造・販売

自動車サスペンション用アルミ鍛造品、
コンプレッサ用鋳造棒の製造・販売

自動車サスペンション用アルミ鍛造品の製造・販売

自動車バンパー・骨格材用アルミ押出・加工品の製造・販売

リードフレームの製造・販売

電子材料用銅板条のスリット加工・販売

電子材料用銅板条のスリット加工・販売

空調・冷凍・冷蔵用銅管などの製造・販売

空調・冷凍・冷蔵用銅管、銅管加工品などの製造・販売

マレーシア ペナン州

中国 天津市

アメリカ ケンタッキー州
ボーリンググリーン市

中国 江蘇省 蘇州市

アメリカ ケンタッキー州
ボーリンググリーン市

シンガポール 

タイ アユタヤ バーンパイン

中国 江蘇省 蘇州市

マレーシア セランゴール州 

タイ ラヨーン県

ア ル ミ
鍛 造 品

アルミ押出・
加 工 品

銅 板 条

銅 管

アルミ板

Hydro
自動車パネル材の技術提携

Sapa
高級アルミ押出材分野の技術供与

Wieland-Werke
欧州における
電子材料用銅板条分野の技術供与

三菱マテリアル

神戸製鋼

UACJ JX日鉱

三菱伸銅

国内提携国内提携 国内提携

　  Kobe Aluminum Automotive
　  Products

1992 - 2 

2014 - 1

2003 - 5

2010 - 9

2016 - 4

1976 - 8

2001 - 9

2005 - 5

1987 - 10

1996 -  11
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会社名 設立年月 出資比率分類 事業内容 所在地

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

国内におけるアルミ
押出材分野の提携

電子材料用銅板条
分野の技術供与

銅板条分野の提携

Global Expansion
グローバル展開

北米における電子材料用
銅板条分野の技術供与

Aurubis Buffalo

4

2

87

10

9 1

6

Domestic Production Locations
国内生産拠点

Domestic Group Companies 
国内グループ会社

会社名分類 事業内容

真岡製造所

長府製造所

大安工場

アルミ板条　

アルミ押出材、アルミ加工品、銅板条

アルミ・マグネシウム鋳鍛造品

栃木県真岡市

山口県下関市

三重県いなべ市

生産拠点 所在地 主要製品・事業内容 その他

真岡製造所

敷地　　444,924㎡
従業員数　 816人

敷地　　431,010㎡
従業員数　  399人

敷地  　260,614㎡
従業員数　 418人

秦野工場（コベルコ マテリアル銅管）

ア ル ミ
押出・加工品

銅　板　条

ア ル ミ 板

銅　　　管

そ　の　 他

Global Locations
海外拠点

アルミ板材のスリット加工
各種アルミ加工品の製造・販売
アルミ合金線・棒およびアルミ線棒加工品の製造・販売
アルミ押出製品、加工品などの生産
電子部品、半導体、集積回路部品の製造・販売およびめっき加工・販売
復水管および銅管・加工品・複合材などの製造・販売
空調用銅管、建築・給湯用銅管などの製造販売　
長府製造所および関門地区向けのサービス業務
警備、保安、清掃、緑化
警備、保安、清掃、緑化

豊通非鉄センター
神鋼ノース
神鋼アルミ線材
神鋼ファブテック
神鋼リードミック
神鋼メタルプロダクツ
コベルコ マテリアル銅管
神鋼関門総合サービス
神鋼大安総合サービス
神鋼真岡総合サービス
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野

機械
世界を舞台に高収益事業体を目指し
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
ギー機器など幅広い製品メニューをそろえて
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、オンリーワン製品・技術の創出に取り組む
とともに、ものづくり力の強化と最適生産体制
の構築を図っています。

Machinery

複数ある圧縮方式の中でも、スクリュ式
は、圧縮比が高く高効率であり、負荷変動
に対する追従性に優れ省エネ性が高い
方式です。神戸製鋼は1956年に国内で初
めてスクリュ式圧縮機を製造して以降、
大型のプラント向けなどに納入しており、
世界で50％のシェアを有しています。

スクリュ式
非汎用圧縮機

数々の業界初の機能を開発し、最高水
準のスペックと省エネ性を誇る神戸製
鋼の汎用（小型）圧縮機を代表する機種
となっており、国内でトップクラスのシェ
アを有しています。

100℃前後の熱源で発電できるバイナ
リー発電において、小型かつ高効率を
実現した「マイクロバイナリー」を開
発・販売しており、従来は利用できな
かった工場廃熱や温泉水などの有効
利用に、また木質バイオマス発電向け
にも採用が進んでいます。

汎用圧縮機　
「コベライアン」

バイナリー発電機　
「マイクロバイナリー」

世界シェア
50％！

国内
トップクラス！

Distinctive
Products & Technologies

特長ある製品・技術

小型で
高効率！
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そ
の
他

その他の
特長ある製品・技術

非汎用（大型）ガス圧縮機から汎用（小型）空気圧縮機ま
で、あらゆる種類のコンプレッサをラインナップしています。
また、これを応用した冷凍機やヒートポンプなどの冷熱機器
も含め、ユーザーの大幅な省エネに貢献しており、世界トップ
クラスの総合圧縮機メーカーを目指しています。

圧縮機産業機械

主にエネルギー・化学分
野で使用される大型機器
をラインナップしており、
石油精製用リアクター
（圧力容器）やLNG気化
器、熱交換器、原子力機
器など、世界で認められて
いる高品質な製品を供給
しています。

タイヤ・ゴム機械や樹脂
機械、高機能商品（成膜
装置）、金属加工機械な
どのさまざまな産業機械
をラインナップしていま
す。特に、ゴム混練機や
タイヤ試験機、樹脂混練
造粒機などの得意分野
に特化しており、世界的
に競争力の高いオンリー
ワン製品の集合体となっ
ています。

〈タイヤ・ゴム機械〉
バッチ式ミキサー
ゴム二軸押出機
タイヤ加硫機
タイヤ試験機
〈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
光ファイバー関連製造装置

〈非汎用圧縮機〉
スクリュ圧縮機
遠心圧縮機
往復圧縮機
〈汎用圧縮機〉
汎用圧縮機
スクリュ冷凍機
ヒートポンプ

〈化学・エネルギー機器〉
圧力容器（リアクター）
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）
マイクロチャネルリアクター（SMCR®）
マイクロチャネル熱交換器（DCHE）

〈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

産業機械

主要製品

圧縮機
〈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
ロールツーロール成膜装置
〈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）

● 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
● LNG関連機器
● マイクロチャネルリアクター
 （SMCR®）
● ギアードターボ圧縮機
● 蒸気発電機

産業機械

圧 縮 機

キャスク

石油精製などの大型プラントの心
臓部を支える非汎用圧縮機におい
て、スクリュ式、ターボ式、レシプロ
式の3種類すべてをラインナップし
ている世界唯一のメーカーです。

非汎用圧縮機

大小あらゆる工場の動力を支える
汎用圧縮機では、1.5ｋWから600ｋ
Wまで、豊富なメニューをラインナッ
プしており、世界最高水準のエネル
ギー効率でユーザーの省エネに貢
献しています。

汎用圧縮機

世界最高水準のエネルギー効率を
誇る冷凍機やヒートポンプ、蒸気発
電機、蒸気圧縮機、バイナリー発電
機などの省エネ機器をラインナップ
しています。いずれもスクリュ圧縮
機の技術を応用したもので、小型
でも高効率を実現しています。

冷熱機器

タイヤ・ゴム機械

樹脂機械

機器

タイヤドラム試験機

樹脂混練造粒システム「LCMシリーズ」

オープンラック式LNG気化器「ORV」

自動車をはじめ大型
建設機械などに使用
されるタイヤは、その
形状・素材も多種多
様なものとなり、ゴムの
調合には分子レベル
での精度が要求され
ます。その調合の役割
を担うのがゴム混練
機で、神戸製鋼は世
界で40％のシェアを有
しています。

ゴム混練機

世界シェア
40％！

原子力発電所の使用済み核燃料を輸送・
貯蔵するための容器です。神戸製鋼は1981
年に国内メーカーで初めて大型鍛造キャス
クの製造を開始し、国内外に250基を超え
る世界トップの出荷実績を誇っています。

世界トップの
実績！
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競争力のある製品を基にグローバル展開を推進し、高収益な事業体へ

Topics
トピックス

Machinery

Business Vision
事業ビジョン

イメージ図

　2016～2020年度中期経営計画では、エネルギー分野に注力し、グローバル且つ高収益な事業体を実現し、「真の
グローバル企業」へ進化する事を目指しています。足元では、原油価格の低迷や中国市場の減速などがありますが、世界の
エネルギー需要は長期的には安定した増加が見込まれています。その様な中、新領域（大型ターボ圧縮機）、新用途
（LNG船や水素ステーション）への進出とグローバル拠点拡充による非汎用圧縮機事業の拡大、世界最高水準の
性能・コストを誇る「世界戦略商品」の投入、アジアでの展開強化による汎用圧縮機事業の強化、コスト競争力強化、
プロダクトミックス最適化による産業機械事業の高収益体質の追求に注力し事業拡大を進めます。

　高砂製作所にギア内蔵型ターボ圧縮機向けの大型試運転設備（最
大出力40MW）を導入することを決定しました。本設備は、世界最大クラ
スの試運転能力を持つ設備であり、約80億円を投資して現在2017年4
月頃の稼動を目指し、建設工事が順調に進んでいます。ターボ圧縮機は、
約1兆円と言われる非汎用圧縮機市場の7～8割を占める主要機種であ
り、中でも近年のプラント大型化の進展を受けて大型機市場が急成長
を見せています。今回の試運転設備の導入によって、この成長著しい大
型機市場への参入が可能となります。
　当社は、スクリュ・ターボ・レシプロの3機種を保有する世界でも唯一
の圧縮機メーカーであり、今後も積極的に新分野への進出に挑戦する
ことで、世界トップの総合圧縮機メーカーを目指します。

■ 非汎用圧縮機事業における大型投資

　2015年6月、早稲田大学スマート社会技術融合研究機構、一般財団法人エネルギー総合工学研究所と共同で、「断熱
圧縮空気蓄電システム」の開発に着手しました。「断熱圧縮空気蓄電システム」は、電力を圧縮空気と熱の形で貯蔵し、電
気が必要なときに発電するシステムです。今回の開発は、再生可能エネルギー(特に風力発電)の活用に不可欠な出力変動
の抑制や電力需要のピークシフトなどの平滑化・平準化に貢献するもので、活用場
所として、変電所、発電所などの電力系統の安定化が必要な場所、スマートシティー
や工場・公的施設などの大規模な需要がある場所を想定しています。当社は、長年に
亘って蓄積してきた技術を活用し、オイルフリータイプのスクリュー圧縮機、スク
リュー発電機、熱貯蔵タンク、空気貯蔵タンクなどからなる機器製造を担当します。

■ 「断熱圧縮空気蓄電システム」の共同開発

■ 水素ステーション普及への取り組み

水素ステーション総合テストセンター

●水素ステーションユニット「HyAC mini」
　　HyAC miniは、水素ステーションの主要機器（圧縮機、蓄圧器、冷凍機、制御盤など）を集約させたパッケージ型水素ス
テーションユニットです。2014年4月から販売を開始し、国内定置式水素ステーション向けに約30%のシェアを有します。
省スペースであることから、街中や既存スタンドの片隅などの狭小地への設置や設置費用のコストダウンが可能で、水素
ステーションの普及に貢献します。各機器を個別に設置した場合と比較して設置スペースを約50％(当社比)削減でき、諸
条件によっては建設費用も従来比で2割程度のコストダウンが可能です。また、当社グループでは他に超コンパクトな熱
交換器(DCHE)や㈱神鋼エンジ二アリング＆メンテナンスでの水素ス
テーショントータルエンジニアリングなども扱っており、様々な製品・
技術で水素インフラの普及に貢献しています。
●水素ステーション総合テストセンターの設置
　　2016年3月に、高砂製作所内に水素ステーションの実運用に近い
形で様々な運転パターンや充填シミュレーションの検証が可能な充
填試験設備を設置しました。テストセンターの設置により市場ニーズ
にあった製品開発を更に進め、本格的な普及が期待される水素ス
テーションなどの水素インフラ整備に今後も貢献して参ります。

ギア内蔵ターボ圧縮機
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　 Kobelco Compressors America　 Kobelco Stewart Bolling1
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11
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16
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Global Expansion
グローバル展開

Global Locations
海外拠点

Domestic Production Locations
国内生産拠点

Domestic Group Companies
国内グループ会社

高砂製作所

播磨工場

兵庫県高砂市

兵庫県加古郡播磨町

生産拠点 所在地 主要製品・事業内容 その他

敷地　  1,445,815㎡
従業員数　  1,255人
（機械事業部門のみ）

敷地  　  267,310㎡
従業員数　   193人

移動電源車（神鋼造機）

コベルコ・コンプレッサ
神鋼造機
神鋼テクノ
コベルコ シンワ

神鋼エア・ウォーター・クライオプラント

神鋼検査サービス

神鋼エアーテック

汎用圧縮機、冷凍機の販売・サービス
内燃機関、変速機、試験機などの製造・販売
機械・設備の設計・製造・販売、技術計算・コンサルティング・保守・サービス
梱包事業、冷却塔事業、家具事業
空気分離装置の設計・調達・製作・施工・販売および施工管理、試運転
調整ならびにメンテナンス・運転業務
非破壊検査、一般試験検査、検査装置の開発・製造販売、材料調査、
各種技術サービス・コンサルティング、代行検査、計量器校正
オンサイト方式によるガス販売およびガス発生装置の販売・保守サービス

会社名分類 事業内容

圧 縮 機

そ の 他

汎用圧縮機、蒸気発電機、ヒートポンプ

タイヤ・ゴム機械、樹脂機械、高機能商品、圧延機械、
非汎用圧縮機（スクリュ式・遠心式・往復式）、圧力容器（リアクター）、
アルミ熱交換器「ALEX」、LNG気化器、使用済み燃料輸送・貯蔵容器（キャスク）

会社名 設立年月 出資比率分類 事業内容 所在地

産業機械

圧 縮 機

そ の 他 Kobelco Advanced Lube-system Asia Co., Ltd.

タイヤ・ゴム機械の製造・販売

タイヤ加硫機の製造・販売・サービス

ゴム混練機・ゴム二軸押出機の製造・販売

タイヤ・ゴム機械・樹脂機械等の営業・アフターサービス

PVD装置を用いた成膜受託事業

製鉄機械のマーケティング・販売支援

プロセスガス用圧縮機システム、冷凍機システム、
圧力容器、熱交換器の製造・販売

圧縮機の設計・製造・販売

非汎用圧縮機の販売・部品調達

非汎用圧縮機のアフターサービス

スクリュ圧縮機の製造・販売

汎用圧縮機の製造・販売

汎用圧縮機・産業機械などの販売・サービス

汎用圧縮機のマーケティング・営業・アフターサービス

非汎用圧縮機のマーケティング・営業・アフターサービス

産機・圧縮機各種LOユニットなどの製造、販売、
アフターサービス、メンテナンス

100.0%

25.0%

49.0%

100.0%

100.0%

90.0%

100.0%

44.3%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.5%

100.0%

50.0%

アメリカ オハイオ州 ハドソン

中国 湖南省 益陽市

インド タミル・ナードゥ州 カーンチプラム

中国 山東省 青島市

アメリカ イリノイ州 バッファローグローブ

インド ウェストベンガル州 コルカタ

アメリカ カリフォルニア州 コロナ

中国 江蘇省 無錫市

ドイツ バイエルン州 ミュンヘン

UAE ドバイ

アメリカ インディアナ州 エルクハート

中国 上海市

シンガポール

インド ハリヤーナ州 グルガオン市

ブラジル サンパウロ市

韓国 釡山 広域市
（資＝出資、買＝買収）

買89 - 6

1995 - 9

2010 - 11

2015 - 12

2006 - 8

2009 - 6

2006 - 2

資11  - 4

2012 - 7

2012 - 7

買88 - 9

2004 - 2

1999 - 1

2015 - 9

2013 - 11

2013 - 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Kobelco Stewart Bolling, Inc.

益陽益神橡膠機械有限公司

L&T Kobelco Machinery Pte. Ltd.

神鋼産機系統工程（青島）有限公司

KOBELCO Advanced Coating （America）, Inc.

Kobelco Machinery India Pte. Ltd.

Kobelco Compressors America, Inc.

無錫圧縮機股份有限公司

Kobelco Machinery Europe GmbH.

Kobelco Machinery Middle East FZE.

Kobelco Compressors Manufacturing Indiana, Inc.

神鋼圧縮機製造（上海）有限公司

Kobelco Machinery Asia Pte. Ltd.

Kobelco Compressors India Pvt. Ltd.

Kobelco Machinery do Brasil Ltda.

神戸製鋼
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エンジニアリング
差別化できる技術・ノウハウを武器に、
強みを活かしたビジネスを世界で展開

エンジニアリング事業部門は、業界トップクラスの
独自プロセスや、各種技術・ノウハウを組み合わせ、
まとめるエンジニアリング力を有しています。幅広く
変化する顧客ニーズに柔軟に対応し、付加価値
あるソリューションを提供することで社会に貢献
します。

Engineering

神戸製鋼の100％子会社である
Midrex Technologies, Inc.が独
自開発した、天然ガスを還元剤
とした製鉄プロセスです。直接還
元製鉄のリーディングプロセスと
して、中近東を中心に世界で約
70基が稼動しています。

MIDREX®プロセス
台風などで発生する高潮の際に、
沿岸部への越波を押さえ、被害を
最小限に留める神戸製鋼独自の
護岸技術です。形状を緩やかな曲
線にする事で「波返し」させ、波の
力を減衰させます。従来ある様な
高い護岸や消波ブロックを使用
しないため、景観を損わず、また、
砂浜を維持できるなどの特長が
あります。沿岸部の安全を守る技
術として全国で採用拡大が期待
されています。

フレア護岸

世界トップの
実績！

独自の新しい
護岸技術！

Distinctive
Products & Technologies

特長ある製品・技術
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独自開発の製鉄プロセスである天然ガス還元法MIDREX®
プロセスや新製鉄法ITmk3®プロセスの他、製鉄ダストリサイ
クルに適したFASTMET®プロセス、鉄鉱石をペレットに加工
するKOBELCOペレタイジングシステム、改質褐炭（UBC）
プロセスなどを世界各地に展開しています。

新鉄源

MIDREX®プロセス
KOBELCOペレタイジングシステム
FASTMET®プロセス
FASTMELT®プロセス
ITmk3®プロセス
改質褐炭（ＵＢＣ）プロセス

原子力関連プラント
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
汚染された地域の環境回復業務

〈鉄構・砂防〉

鋼製砂防構造物
（えん堤／流木捕捉工など）
フレア護岸
防音システム
裏面吸音板
ケーブル製形架設工事

〈都市システム〉

都市交通システム
（ゴムタイヤ式新交通システム、
都市鉄道システム
／スカイレール／ガイドウェイバス）

新鉄源

主要製品

原子力・CWD 社会インフラ

その他の特長ある製品・技術

● KOBELCOペレタイジングシステム
● ゴムタイヤ式新交通システム
● ITmk3®プロセス
● FASTMET®プロセス

格子形をした鉄製のダムで、洪水
発生時には土石流・流木などを
塞き止める安全性を確保しつつ、
平時は水流や魚類などの往来を
阻害せず自然環境への影響が少
ない事が特長です。神戸製鋼は
国内トップの納入実績があり、防
災と自然環境保護に貢献してい
ます。

格子形鋼製砂防えん堤

国内トップの
実績！

原子力関連施設

鉄鉱石を回転式焼成炉（ロー
タリーキルン）で丸いペレット
状に焼き固める事前処理技
術で、国内唯一のペレットプ
ラントを加古川製鉄所に保
有している他、鉄鉱石産地・
燃料産地であるベネズエラ・
チリ・バーレーン・イラン向け
などに実績があります。

KOBELCO ペレタイジングシステム

放射性物質を扱う高い技術・
ノウハウにより、原子力関連
の廃棄物処理・貯蔵用途の
施設・機器で多数納入実績
があります。また、CWD（化学
兵器処理）事業では、神戸
製鋼独自の制御爆破技術
DAVINCH®は、あらゆる種
類・形状の化学兵器の処理
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。

原子力・C W D

鉄構・砂防

新交通システム

都市システム

ゴムタイヤ式新交通システム
においては国内トップのエン
ジニアリングメーカーで、「神
戸ポートライナー」や「ゆりか
もめ」など、国内外で多数の
実績を誇ります。海外の都
市鉄道分野でも新交通シス
テムで培った技術を活かし
ています。

フレア護岸

公共防災分野において、自然環境保護と安全性を両立し
た独自製品を提供しています。大型の鋼製砂防えん堤（格
子形の鋼製ダム）では国内トップの実績がある他、高波を
打ち返す構造のフレア護岸など、多様化する防災ニーズに
対応しています。

社会インフラ
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神鋼環境ソリューション

Engineering

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アップ
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

工業用水および
上・下水道の処理設備
超純水・純水・工業用水および
廃水の処理設備
下水汚泥・食品など有機廃棄物の
資源化設備

水処理
工業用冷却塔
地域冷暖房用冷却塔
超低騒音型冷却塔

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

廃棄物処理・リサイクル
グラスライニング製機器
重合機・反応機
分離精製装置
粉体機器
高純度水素発生装置

化学・食品機械
上下水道に関する水質検査
工場・研究所などの水質検査
産業廃棄物に関する検定
（PCB、金属、有機物など）

環境分析

主要製品

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。

冷却塔

CO2排出量削減や埋立処分場
の負荷低減などのニーズに応え
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そろえ、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。

廃棄物処理・リサイクル

ファインケミカル、医薬品、石
油化学、食品などの幅広い分
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
用機器などの機器・装置を
取りそろえています。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。

化学・食品機械

純水製造設備純水製造設備

白煙対策型冷却塔 水電解式高純度水素発生装置水電解式高純度水素発生装置

流動床式ガス化溶融炉流動床式ガス化溶融炉

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アッ
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
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、
2010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事から、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。

下水道バイオガス
都市ガス導管注入設備

充実の
フルライン
アップ！

バイオガスの
有効活用！

Distinctive
Products & Technologies

特長ある製品・技術
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　エンジニアリング事業部門は、原子力・製鉄・インフラ・環境などの分野において、独自プロセス・技術を
有し、それらを通じて社会に貢献しています。2016年4月より、エンジニアリングビジネスのよりいっそうの連携
と収益力強化を目的として、グループ会社である㈱神鋼環境ソリューションと一体となり、事業を進めています。
　2016～2020年度中期経営計画では、環境・エネルギー・インフラなどの成長市場において、当社グルー
プ内外の技術・ノウハウの組み合わせにより、当社グループの強みを活かしたビジネスモデルを展開してい
きます。また、幅広く変化する顧客ニーズに柔軟に対応し、付加価値のあるソリューションを提供することで
社会に貢献します。具体的には、原発の廃炉に伴う廃棄物処理ビジネスへの取り組み強化、水処理・廃棄
物処理関連事業の受注拡大・収益力強化、新規ビジネス創出に向けた取り組み強化、グループでのエンジ
ニアリングビジネスのよりいっそうの連携、などに注力して参ります。

付加価値のあるソリューションを提供し、社会に貢献する事業体

Topics
トピックス

Business Vision
事業ビジョン

当社の米国子会社であるMidrex Technologies, Inc.と、MIDREX®直接還元製鉄法（MIDREX®法）の建設ライセンスを
持つ、ルクセンブルグ・Paul Wurth S.A.のコンソーシアムは、アルジェリア・Algerian Qatari Steelが建設中の製鉄所向け
に環元鉄プラントとしては世界最大クラスとなる年産能力250万トンのMIDREX®プラントを受注しました。2018 年11月の
稼動開始を目指し、建設を進めていきます。
本コンソーシアムは、2015年5月にも同国Tosyali Algeria製鉄所向けに同規模のプラントを受注するなど、活発な受注
活動を進めています。今後もグローバルに営業展開を進め、事業拡大を図ります。

■ アルジェリアで世界最大規模のMIDREX®プラントを連続受注

当社は、日立造船㈱、㈱安藤・間と特定共同企業体(以下、当企業体) を組
成し、福島県浪江町に災害廃棄物の仮設焼却施設を建設し、2015年6月より
稼働を開始しています。
本施設は、当企業体が環境省福島環境再生事務所より「浪江町対策地域

内廃棄物処理業務（減容化処理）」を受注し、設計・建設したものです。放射性
物質汚染対処特措法に基づき、汚染廃棄物対策地域である福島県浪江町内
の災害廃棄物（津波廃棄物、家屋解体廃棄物、家屋の片付けごみなど、除染
廃棄物）の減容化処理を行っています。
当企業体は、これまでも被災地の復興に向けて、仮設焼却施設の設計、建
設、運営および放射性物質を取り扱う技術などの分野で、各 が々高度な技術・
ノウハウを提供しています。災害廃棄物を安全かつ適正に処理することにより、
復興への最大限の貢献を果たしていきます。

■ 福島県浪江町の仮設焼却施設が順調に稼働

2016年4月に、放射性廃棄物処理で豊富な実績と高い信頼を有するスウェーデン・STUDSVIK AB（以下、スタズビック
社）と、国内の原子力発電所における廃炉などに伴い発生する放射性廃棄物処理の諸課題に関し、有効な金属リサイク
ルや使用済樹脂などを安全に減容する技術・プロセスの提供などを、両社がより一体的かつ積極的に推進するための合
弁会社設立に合意し、合弁契約を締結しました。
2011年の東日本大震災を契機として、日本では老朽化した原発の廃炉に向けた動きが進展しています。廃炉では解体
工事に伴い大量の放射性廃棄物が発生するため、その処理・処分が課題となってきます。当社及びスタズビック社は
2005年に業務提携して以降、日本国内における放射性廃棄物の処理・処分といった課題解決に向けたマーケティングや
研究活動を行ってきましたが、より一体的、積極的に取り組むため今回、合弁会社を設立する事に合意しました。
当社は、原子力業界の主にバックエンド分野において、処理・処分技術を中心に事業展開しています。放射性廃棄物の
処理・処分や保管施設、使用済核燃料の輸送・貯蔵容器（キャスク）などの分野で30年以上の経験・実績があります。
新合弁会社では、両社の実績と経験を融合し、廃炉に伴って発生する放射性廃棄物の処理・処分の課題に対応し、
社会に貢献して参ります。

■ 国内における放射性廃棄物処理に関する新会社の設立

仮設焼却施設
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[　　　　　　　　 ]神鋼環境
ソリューション

Engineering

Hoang Mai社との調印式の様子

Topics
トピックス 　福井県大野市において、㈱神鋼環境ソリューションが出資する㈱福井グリー

ンパワー大野発電所（木質バイオマス発電設備）が完成し、本年3月より送電を開始し
ました。
　本事業は林野庁、福井県、大野市からのご支援、県内の森林組合他林業関係者
のご協力のもと、福井県内で発生する間伐材や一般木材などを燃料として発電を行
い、再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）に基づき売電を行う事業で
す。大野発電所の発電規模は7千kWで一般家庭約15,000世帯分に相当します。
　㈱神鋼環境ソリューションは、本事業を通じて、持続可能な森林づくりと福井県内の林
業再生、ならびに未利用エネルギーの有効活用による循環型社会の構築に貢献します。

■ 福井県大野市において大野発電所（木質バイオマス発電設備）が完成

大野発電所（木質バイオマス発電設備）

発電設備イメージ図

　㈱神鋼環境ソリューションは、昨年10月に、山口合同ガス㈱、ヤン
マーエネルギーシステム㈱と共同で、下関市と「下関市上下水道局
山陰終末処理場消化ガス発電事業」に関する基本協定を締結しま
した。
　山口合同ガスを代表企業とする企業グループは、山陰終末処理
場内に発電設備を建設し、処理場で発生する消化ガスを下関市より
買い取り、「再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）」の適用
を受けた消化ガス発電事業を行います。年間発電量は270万kWで一
般家庭約800世帯分に相当します。
　本事業は民間の資金とノウハウを活用した民設民営方式であり、
㈱神鋼環境ソリューションは発電設備の設計・建設、維持管理を担当します。
　下水汚泥の処理過程で発生する消化ガスの有効利用を促進し、地球温暖化防止に貢献します。また、地元企業が代表
企業となることで事業収益の地元循環に貢献し、再生エネルギーの地産地消を行います。

■ 山口県下関市と消化ガス発電事業の基本協定締結

Hoang Mai社との調印式の様子

　ベトナム現地法人のKobelco Eco-Solutions Vietnam Co., Ltd.（以
下、KESV）は、2015年6月にThang Long Water and Beverages Trading 
Investment JSC（以 下、Thalbeco社）より、同 年8月にHoang Mai 
Water Supply Co., Ltd.（以下、Hoang Mai社）より、日本の省エネ技
術を適用した水供給設備を連続で受注しました。
　この受注は、ベトナムにおける水供給設備の納入実績、ならびに水
源の水質や環境条件、規模など、各社のニーズに合ったKESVの技術
提案が評価されたものです。 
　Thalbeco社へ納入する設備は、フンイエン省タイロン地区の約
2,000戸の住宅へ水道水を、Hoang Mai社へ納入する設備は、ゲア
ン省ホアンマイ地区の工業団地及び約25,000戸の住宅へ用水（工
業、水道）を供給します。
　KESVは2010年11月のベトナム現地法人設立から5年、鉄鋼、メッキ、食品・飲料、薬品など広い分野で用水・排水処理の実
績を積み重ねてきました。KESVが持つ高い技術力・ソリューションで、ベトナムの人々の生活向上と産業発展に貢献して参
ります。

■ 日本の省エネ技術を適用した水供給設備を連続受注
  ～ベトナム北部にて現地法人が受注～

従属栄養培養方式によるユーグレナ

　㈱神鋼環境ソリューションは、昨年11月に食品原料用のユーグレナの製造・販
売に向け、食品製造業の「営業開始届出書」を神戸市保健所へ提出し、「届出済
証」を受領しました。
　製造する食品原料の同社固有の名称は、「ユーグレナグラシリスEOD-1」で、食
品製造設備の設置場所は、技術研究所内です。
　㈱神鋼環境ソリューションは、2014年9月に技術研究所内に閉鎖型の1㎥培養
槽を設置し、従属栄養培養方式によるユーグレナの生産性向上の検討を行って
参りました。これまで、生育に必要な炭素を有機化合物の形で生物に与える培養
方法である流加培養の採用により、ユーグレナの生産性の2倍化（当社比）に成功して
いますが、このたび食品原料としての安定的な品質および安全性の維持を目的とし
た設備へと改造しました。
　引き続き、その他の分野（化粧品・化成品分野）への適用についても検討を行い、事業化に向けた取り組みを進めて参ります。

■ ユーグレナ（食品原料）の製造・販売に向けた生産体制を整備
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Global Expansion
グローバル展開

Global Locations
海外拠点

MIDREX®プラント
ITmk3®プラント
KOBELCOペレタイジングシステム

　 Midrex Technologies, Inc.
　 -1 米徳雷克思冶燎技術服務（上海）有限公司
　 -2 Midrex UK Ltd.
　 -3 Midrex Technologies India Pte. Ltd.

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

直接還元鉄プロセスのエンジニアリングサービス
直接還元鉄プロセスのマーケティングおよび販売活動
直接還元鉄プロセスのマーケティングおよび販売活動
直接還元鉄プロセスのマーケティングおよび販売活動

アメリカ ノースカロライナ州 シャーロット
中国 上海市
イギリス ロンドン
インド ハリヤーナ州 グルガオン市

買83 - 8
2011 - 5
2009 - 5
2011 - 7

会社名 設立年月 出資比率 事業内容 所在地

1

1

1

1

2

Domestic Group Companies
国内グループ会社

（買＝買収）

FLSmidth
KOBELCOペレタイジングシステムに関するライセンス契約

Midrex
Technologies

Paul Wurth
MIDREX®法に関する
建設ライセンス契約

Primetals Technologies
MIDREX®法に関する建設ライセンス契約

2

100.0% ベトナム ホーチミン2010 - 11　 Kobelco Eco-Solutions 
　 Vietnam Co., Ltd.

水処理設備・排水処理設備・廃棄物処理施設の設計・
建設・維持管理・グラスライニング製機器の製造など

生産・技術開発拠点 所在地 主要製品・事業内容 その他

水・汚泥処理、PCB処理、リサイクルなどに関する技術開発、
上下水道・工場、研究所などに関する水質検査、産業廃棄物に関する検定

Domestic Production Locations
国内生産拠点

播磨製作所

技術研究所

兵庫県加古郡播磨町

兵庫県神戸市西区

グラスライニングおよびステンレス製プロセス機器、水素発生装置の製造 敷地  　  98,500㎡
従業員数　   157人

敷地  　  11,560㎡
従業員数　   62人

会社名分類 事業内容

原子力・ＣＷD

新 鉄 源

神 鋼 環 境
ソリューション

そ　の　 他

使用済み核燃料・放射性廃棄物に関するエンジニアリング、輸送、容器製造・販売
人材派遣業、および原子力関連施設、遺棄化学兵器処理施設などに関するエンジニアリング
各種環境プラントの設計・製造・建設・保守点検、各種産業用機器装置の設計・製造・保守点検
水処理設備・廃棄物処理施設の運転など
廃棄物の最終処分場運営
中間貯蔵・環境安全事業㈱の豊田PCB廃棄物処理施設の運転管理
加古川市新クリーンセンターの運営管理
木質バイオマスによる発電および売電

トランスニュークリア
コベルコプロフェッショナルサービス
神鋼環境ソリューション
神鋼環境メンテナンス
イー・アール・シー高城
豊田環境サービス
加古川環境サービス
福井グリーンパワー

インダストリアル サービス・
インターナショナル

製鉄プラント、一般産業プラント用機器・予備品・消耗品の調達・販売・輸出入、プロジェクトマネジメントサービス、
調達・検査サービス、製鉄プラント操業指導

神鋼エンジニアリング＆メンテナンス
（プラント事業部） プラント設計・機器調達・製作・建設

熱供給事業
神戸市立医療センター中央市民病院の維持管理・運営

神戸熱供給
神戸メディカルケアパートナーズ

神 鋼 環 境
ソリューション

神戸製鋼

神鋼環境ソリューション
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建設機械
Kobelco Construction Machinery

1999年に研究開発を開始し、2006年に世界初のハイブリッド油圧
ショベルを完成させました。その後、8トン級・20トン級のハイブリッド
機を販売し、2016年11月、「業界初」となる大容量リチウムイオンバッ
テリーを全面採用した最新鋭の20トン級ハイブリッド油圧ショベル
「SK200H」を販売開始します。最大
19%の燃費低減を実現し、作業量が
最大10%向上。コベルコ建機のフラッ
グシップ機と言える自信作です。コベ
ルコ建機は『低燃費、さらに高耐久』を
コンセプトに、お客様へさらなる商品
価値を提供していきます。

ハイブリッド油圧ショベル　
世界各地の規制に対応したラインナップでグローバルに展開してい
る中小型クローラクレーン。従来機比25%の燃費、CO2の削減を可能
にした「Gモード」を搭載。さらに、快
適なキャブ、使いやすいモニターや安
全機能で、環境にも人にもやさしい
クレーンを実現しています。2015年8
月には、基礎土木向けクローラク
レーン「BM1500G」を新たに発売しま
した。吊り上げ能力を大幅にアップ
し、鋼管杭などの大型化に対応しま
した。基礎土木実作業領域では国
内最大機種となります。

クローラクレーン Gシリーズ

世界シェア
トップクラス！

世界初
リチウムイオン
バッテリーを
採用！

Distinctive
Products & Technologies

特長ある製品・技術

ショベルとクレーンの
シナジー効果による新たな
ソリューションをご提供

2016年4月1日、コベルコ建機㈱とコベルコクレーン㈱の
経営統合により、ショベルとクレーン、2つの専門分野を
持つことを強みとする建設機械メーカーとして、コベルコ
建機は新たに生まれ変わりました。「低燃費」「低騒音」
といった従来からの環境技術の向上に加え、ICTの活用
などショベルとクレーンの技術融合による新製品・サー
ビスの開発に取り組み、多様化するお客様のニーズにお
応えしていきます。16年4月現在、中国、東南アジア、イン
ド、豪州、中東、米州、欧州に拠点を展開し、地域や製品
により異なるニーズに対応できる、グローバルな体制の
構築を加速させています。
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用途と現場を徹底的に調査・分析して
開発したショベル群。後方超小旋回
機に搭載されたiNDr（エンジン冷却
システム）機構は、業界No.1の低騒音
を達成し、現場環境を改善しました。
徹底した油圧ロス削減で生まれた
アセラ・ジオスペックは高い作業能力
と経済性を実現しました。

重機ショベル
ミニショベル

油圧ショベル
油圧ミニショベル
ミニホイールローダ
道路機械

土木・建設機械
〈建設リサイクル分野〉
ビル解体専用機など

〈金属リサイクル分野〉
自動車解体機
マグネット仕様機
スクラップローダなど

〈産廃リサイクル機〉
資源ハンドリング機など

〈林業分野〉
プロセッサ仕様機
ハーベスタ仕様機
グラップル仕様機など

環境リサイクル機械

ミニショベルミニショベル通常型油圧ショベル

世界初の建物解体機・自動車解体
機を作ったパイオニアとして、建設・
金属・産廃・林業リサイクルを4本柱
とした独創的な環境関連製品を幅
広く提供しています。

環境リサイクル機械

建物解体機 スクラップローダ仕様機

建設リサイクル分野 金属リサイクル分野

主要製品

長大橋や風力・火力発電所をはじめとしたプラントなどの大型
構造物の建設に活躍する大型SLシリーズから、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Mastertech-G
シリーズまでの、幅広いラインナップをそろえています。 
そして土木・基礎工事用のベースマシンBM-Gシリーズなど、信
頼のマシン群が、あらゆる舞台で力を発揮しています。

大型クローラクレーン SLシリーズ大型クローラクレーン SLシリーズクローラクレーン Mastertech-Gシリーズクローラクレーン Mastertech-Gシリーズ

2014年5月に港湾向けラチスブームホイールクレーン『MK650』
を国内向けに販売開始しました。港湾荷役作業のための能
力と機能、さらには機動性も向上させ、お客様からご好評い
ただいています。
また、荒れ地（ラフテレーン）ではなく街中で活躍することを
意識して開発したシティコンシャスクレーンのPANTHER-X
シリーズも、さまざまな現場で活躍しています。 ホイールクレーン MKシリーズ

クローラクレーン

ホイールクレーン

汎用クローラクレーン
大型クローラクレーン
超大型クローラクレーン
基礎・工木用クローラクレーン
テレスコピッククローラクレーン

クローラクレーン
シティコンシャスクレーン
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

ホイールクレーン
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　2016年4月、コベルコ建機とコベルコクレーンが経営統合し、ショベルとクレーン、2つの専門分野を有する新しい会社とな
りました。統合効果を出すこと、両社の強みを生かしシナジー効果を生み出すことが最大の課題となります。また、2020年ま
での新しい中期経営計画がスタートしました。低迷する中国や新興国への対応、間もなく本格稼働を開始する北米工場の
スムーズな立ち上げ、大型クレーン事業の推進に向けた具体的戦略の立案、国内においてはコベルコが目指すICT技術の
推進など具体的な課題を着実に取り組んでいきます。

■ コベルコ建機とコベルコクレーンが経営統合Topics
トピックス

　コベルコ建機グループは、2016～2020年度中期経営計画を策定しました。ショベル事業とクレーン事業を有する新
たなコベルコ建機としての最初の中期経営計画となり、2020年度の連結売上高4,000億円以上、経常利益300億円以
上、重機・ミニショベルグローバルシェア10％、クレーングローバルシェア40%以上（中国を除く）、業界売上高全世界10
位以内を目指します。中期的な経営方針として、「1.業界のチャレンジャーとして、『商品』と『ものづくり』さらに『流通・
サービス』の差別化を推し進め、グローバル市場で成長し続ける」「2.建機ビジネスを通じて、新たな価値を創造し、豊か
な社会の発展に寄与する」を掲げており、この基本方針の下、具体的な戦略に基づいて、事業活動を展開していきます。

業界のチャレンジャーとして、「商品」「ものづくり」「流通・サービス」の
差別化を推し進め、グローバル市場で成長し続ける

Business Vision
事業ビジョン

Kobelco Construction Machinery

コベルコ建機㈱は、2012年末にCNH Global N.V.社との全世界包括提携
を解消後、10年ぶりに米国、欧州において単独での事業活動の再参入を
開始しています。米国では、テキサス州にKobelco Construction Machinery 
U.S.A.を設立、欧州では、オランダにKobelco Construction Machinery 
Europeを開設し、欧米での販売・流通網を順調に拡大させています。ま
た、2015年5月より建設を進めていた米国サウスカロライナ州の新工場
は、2016年6月に本格的な生産をスタートしました。事業をさらに強化し、
米州でのエリア対応をスピードアップすること目的としています。

■ 2016年、北米の新工場が稼働開始

開所式の様子

　東京オリンピック関連や、都市の再開発工事需要の高まりに応える
ため、中・大型ショベルの生産を行う五日市工場に、建物解体機などの
大型建機増産のための設備能力を増強しました。2015年5月から本格
稼動を開始し、フル生産体制が続いています。また、クレーンメニューで
は、2016年に国内最大級の超大型クローラクレーン「SL16000J」を新た
に販売開始しました。都市の再開発現場にて超高層ビルなどの高揚程
作業で高い吊り上げ能力を発揮します。

■ 大型機生産設備増強、ラインナップの強化

大型クローラクレーン
「SL16000J」

50トン級建物解体専用機
「SK550DLC」

　コベルコ建機㈱は2013年10月より、地球温暖化防止や森林整備へ
のさらなる貢献のため、カーボン・オフセット制度を活用した独自のプロ
グラム、コベルコ「カーボン・オフセット」プログラムを実施しています。この
地道な取り組みが評価され、環境省、経済産業省、農林水産省が後援
する『第5回カーボン・オフセット大賞』にて、農林水産大臣賞を受賞し
ました。建設機械メーカーとして、カーボン・オフセット大賞の大臣賞に
選ばれるのは初めてのこととなります。

■ カーボンオフセットの農林水産大臣賞受賞

受賞式の様子
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Global Expansion
グローバル展開

Global Locations
海外拠点

Domestic Production Locations
国内生産拠点

Domestic Group Companies
国内グループ会社

東日本コベルコ建機
西日本コベルコ建機
コベルコ建機インターナショナルトレーディング
コベルコクレーン トレーディング

コベルコ建機エンジニアリング

コベルコ教習所

建設機械･運搬機械の販売ならびにサービス
建設機械･運搬機械の販売ならびにサービス
中古建設機械の買取および販売
中古建設機械の買取、販売、リースおよび賃貸
土木・建設機械および運搬機械のエンジニアリングならびに
改造、装置および部品の製造、技術資料の製作
土木・建設機械、運搬機械等のオペレーター資格取得
教習業務および附帯または関連する一切の事業

会社名 事業内容

五日市工場
沼田工場
大垣工場
大久保工場

広島県広島市
広島県広島市
岐阜県大垣市
兵庫県明石市

生産拠点 所在地 主要製品・事業内容 その他

敷地　50,000㎡ ／ 従業員数　112人
敷地　29,000㎡ ／ 従業員数　121人
敷地  135,000㎡ ／ 従業員数　358人

敷地  100,000㎡ ／ 従業員数　761人

西日本コベルコ建機東日本コベルコ建機

7トンクラス以上の油圧ショベルおよび環境リサイクル機械
油圧ショベル基幹部品
1～5.5トンクラスの油圧ショベル
クローラクレーン、ラフテレーンクレーン、土木機械、作業船など

12
3 5

14
12

15

10
11

9
6

8
7

13

4

ショベル事業
クレーン事業

コベルコ建機

会社名 設立年月 出資比率 事業内容 所在地
成都神鋼工程機械（集団）有限公司 中国における建設機械の販売・サービス 中国 四川省 成都市1 56.32%2003 - 7
成都神鋼建設機械有限公司 油圧ショベルの生産 中国 四川省 成都市2 88.74%1994 - 9
成都神鋼建機融資租賃有限公司 中国における油圧ショベルおよび、関連製品のリース業務 中国 四川省 成都市3 75.95%2008 - 2
杭州神鋼建設機械有限公司 油圧ショベルの生産 中国 浙江省 杭州市4 50.67%2003 - 12
神鋼建機精密機械（杭州）有限公司 建設機械用部品の製造・販売 中国 浙江省 杭州市5 100.0%2010 - 12

神鋼起重机（上海）有限公司 中国におけるクレーンの販売・サービス 中国 上海市16 100.0%2010 - 2

Kobelco International （S） Co., Pte. Ltd. 東南アジアにおける建設機械の販売・サービス シンガポール 6 100.0%1999 - 9

（Kobelco Global Parts Center）
Kobelco Cranes South East Asia Pte. Ltd.

補修用部品倉庫
東南アジアにおけるクレーンの販売・サービス

シンガポール17
100.0%

2007 - 6
2015 - 1

Ricon Private Limited シンガポールにおける建設機械の販売・サービス シンガポール 7 75.0%1975 - 4
P.T. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia インドネシアにおける建設機械の販売・サービス インドネシア 南ジャカルタ市8 100.0%2000 - 11
Kobelco Construction Machinery Malaysia Sdn. Bhd. マレーシアにおける建設機械の販売・サービス マレーシア セランゴール州9 100.0%1982 - 12
Kobelco Construction Machinery Vietnam Co., Ltd. ベトナムにおける建設機械の販売・サービス ベトナム ドンナイ省10 100.0%2004 - 6
Thai Kobelco Construction Machinery Ltd. 油圧ショベルの生産 タイ ラヨーン県11 100.0%1996 - 2

Kobelco Construction Equipment India Pvt. Ltd. インドにおける油圧ショベルの生産・販売・サービス インド デリー市郊外 （本社）
インド アンドラ・プラデッシュ州（工場）

12 95.0%2006 - 11

Kobelco Cranes India Pvt. Ltd.18 インドにおけるクレーンの製造・販売・サービス インド ニューデリー（本社）
インド アンドラ・プラデッシュ州（工場）100.0%2010 - 8

Kobelco Construction Machinery Australia Pty. Ltd.  13 豪州・ニュージーランドにおける建設機械の販売・サービス オーストラリア ニューサウスウェールズ州100.0%2001 - 8

Kobelco Cranes Middle East FZE.19 中東におけるクレーンの販売・サービス UAE シャルジャ100.0%2008 - 11

Kobelco Construction Machinery U.S.A. Inc. 14 北中南米における油圧ショベルの生産、建設機械の販売・サービス
アメリカ テキサス州 ケイティ（本社）
アメリカ サウスカロライナ州
スパータンバーグ群（工場）

100.0%2001 - 7

Kobelco Cranes North America Inc. 20 北・中・南米におけるクレーンの販売・サービス アメリカ テキサス州 ヒューストン100.0%2003 - 10

Kobelco Construction Machinery Europe B.V.15
ヨーロッパ、ロシア（CIS）、マグレブ（北アフリカのフランス語圏）、
西アフリカ、イスラエルにおける建設機械の販売・サービス オランダ フレヴォラント州100.0%2013 - 6

Kobelco Cranes Europe Ltd.21 欧州におけるクレーンの販売・サービス イギリス ウエストサセックス州（本社）
オランダ フレヴォラント州 アルメーレ100.0%2003 - 9

シ
ョ
ベル
事
業

ク
レ
ー
ン
事
業

100.0%

20

21

19
16

17

18

Manitowoc
相互OEM供給契約

Kobelco Construction 
Machinery U.S.A. Inc. 

14
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電力
最新鋭の環境対策設備を備えた
発電所で電力の安定供給に
貢献するとともに、安定収益基盤の
確保を目指す
2002年度より電力供給事業を開始し、地
域の電力の安定供給に貢献しています。
更に現在、発電所の増設・新設計画を進め
ています。

Electric Power

●発電所概要

発電方式発電所名 燃料 発電規模

神戸発電所 石炭 140万ｋW(70万ｋW×2) 微粉炭火力 超臨界圧発電 1号機 : 2002年4月
2号機 : 2004年4月

供給開始時期

石炭 微粉炭火力 超々臨界圧発電 1号機 : 2021年度予定
2号機 : 2022年度予定（仮称）神戸製鉄所火力発電所(計画中) 130万ｋW(65万ｋW×2)

都市ガス ガスタービン・コンバインドサイクル
(GTCC)

1号機 : 2019年後半予定
2号機 : 2020年前半予定真岡発電所(建設中) 124.8万ｋW(62.4万ｋW×2)

4 7



最新鋭の環境対策設備を備えた発電所による電力の安定供給で社会に貢献

Business Vision
事業ビジョン

　当社は2002年度より神戸にて電力供給事業を開始しています。電力供給事業としては、国内最大規模であり、地域
の電力の安定供給に貢献してきました。更に栃木県真岡市に125万kWのガス火力発電所を建設し2019年から2020年
にかけて完成予定です。神戸製鉄所の高炉跡地での130万kWの石炭火力発電所建設については地域住民の皆様の
理解を得ながら進めています。順調に計画が進めば2022年度中に発電能力が合計395万kWになります。
　また、2016年4月より既存の電力供給事業の経営資源を有効活用し一体運営すること、当社グループの経営ビジョ
ンをより明確にすることなどを目的に、従来鉄鋼事業部門が神戸製鉄所で運営していた神戸発電所と、本社部門で推
進していた栃木県真岡市および神戸市での新規電力プロジェクトを統合し、電力事業部門を新設しました。
　2016～2020年度中期経営計画では、神戸発電所の安定稼動の継続・安定収益の確保、また栃木県真岡市と神戸
市での2件の新規電力プロジェクトの着実な推進に注力していきます。

　1995年4月の電気事業法改正を受け、神戸製鉄所の既存インフラや製鉄事業での自家発電のノウハウなどを最大限に活用
した新規事業として、神鋼神戸発電所を建設し、2002年度より電力供給事業を開始しています。発電した電力は、関西電力㈱へ
全量を供給しています。電力卸供給事業としては国内最大規模であり、神戸市の夏場のピーク電力需要の約7割を賄える規模
です。また、都市部に立地している事から、最高水準の環境設備を備えています。2016年4月に、事業会社名をこれまでの神鋼神
戸発電㈱から、グループブランドを付した㈱コベルコパワー神戸へ変更しました。

■ 神戸発電所

　栃木県にある真岡製造所の隣接地に125万kW級の発電所の建設を計画しています。2014年9月に東京ガス㈱と電力とガスの
供給に関する契約を締結し、2019年後半の1号機稼動開始を目指して建設中です。2016年1月に、特別目的会社（SPC）として、
㈱コベルコパワー真岡を設立し、同年7月には起工式を実施しました。本発電所は、東京ガス㈱から都市ガスの供給を受け、最
新鋭のGTCCによる国内最高レベルの効率で発電を行います。国内初の本格的な内陸型火力発電所であり、電源の分散立地に
よるエネルギーインフラの強靱化や地域の発展などに貢献できると考えています。

■ 真岡発電所（建設中）

　2017年を目処とした神戸製鉄所の上工程休止に伴い、高炉跡地に発電規模130万kWの発電所増設計画を進めています。
2015年3月に関西電力㈱と電力受給契約を締結し、現在、2021年度の1号機稼動開始を目指し、環境アセスメントを実施しています。
本発電所は、最新鋭の発電技術である超々臨界圧発電設備の導入に加え、都市型発電所に相応しい最高水準の環境設備を
備えたものとなります。

■ （仮称）神戸製鉄所火力発電所（計画中）

Business 
Contents
事業内容

●電力卸供給事業に参入
　1980年代後半から政府による規制緩和の流れが活発化し、電力業界においても1995年4月、電気事業法が改正され一般企業が電力卸供給事業へ参入する事
が可能となりました。当時、当社は神戸・加古川の両製鉄所で約67万kWの自家発電設備を所有しており、約40年に渡る発電所における操業技術や人材の蓄積
があることから、電気事業法改定の話が進められていた1994年頃から、長期的に安定した事業である電力供給事業の検討を始めていました。
　そのような中、翌1995年に当社は阪神・淡路大震災で兵庫県下の企業としては最大となる1,000億円を越える甚大な被害を受けました。社員一丸となり復旧に
取り組み、震災からわずか2ヵ月後に高炉の再火入れを迎えるなど復興を果たす一方、製鉄所の生産設備の合理化や再配置計画に加え、安定収益の拡大のため
保有する経営資源を最大限活用した新たな事業展開を検討していました。そのような背景から電気事業法の改正は当社にとって「追い風」となり、翌1996年3月、
電力供給事業への参入を決定しました。
　同年8月に関西電力㈱が実施した第一回入札募集に応募し、翌1997年1月に電力受給契約を締結しました。当社が応募した1996年度は、全国で6電力会社が
卸電力の募集を行い、落札した総発電規模は300万kW超に達しましたが、その中で当社の「神戸発電所」の発電量は最大規模でした。続く1997年7月の第二
回募集においても落札し、1号機と2号機を合わせた合計発電規模は140万kWとなり、これは神戸市のピーク電力需要の約7割を賄える規模です。

●神戸発電所の建設・運転開始
　　神戸発電所は、神戸製鉄所の西側1/3を占めていた第1・2高炉、原料ヤード、焼結工場の跡地約30万㎡の土地に計画され、都市の電力自給率の向上、電力系
統の多重化による災害に強い街作りに貢献する「都市型発電所」をコンセプトとし、同時に、発電所周辺の環境への調和と地域社会との交流と共生を目指したも
のです。環境アセスメントや1,000回を越える住民説明会や個別説明会を実施し、1999年3月に着工しました。各機器の搬入・据付、試運転作業を実施し、2002
年4月1日に1号機、2004年4月1日に2号機が営業運転を開始し、ここに国内最大規模の電力供給事業がスタートしました。

当社の電力供給事業の歴史
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神鋼商事大阪本社ビル神鋼商事大阪本社ビル

その他事業
Other Businesses

会社名 事業内容

神戸ウイングスタジアム

国際健康開発センタービル

コベルコシステム

コベルコパーソネル

コベルコビジネスサポート

コベルコフィナンシャルセンター

ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー

ノエビアスタジアムの運営管理、駐車場の運営管理、スポーツクラブの運営管理、園地管理

オフィスビルの賃貸・管理、建築工事などの設計・施工・管理および請負、展示場・貸会議室など各種会場の経営・管理

ITソリューション／サービスの企画・設計・開発から運用・保守

人材派遣、人材紹介、アウトソーシング

オフィス関連サービス、PRサービス、旅行業、人事給与

金銭貸借、出納、債権の売買などの金融業務

超電導線材の製造・販売、超電導マグネットシステムの製造・販売、超電導応用システムの製造・販売

神鋼ケアライフ

神鋼機器工業

コベルコ・キャリア・デベロップメント

神鋼リース 

神鋼リサーチ

有料老人ホームの企画・運営、在宅介護サービスの企画・運営

高圧ガス容器などのプレス加工品・製缶品の製造・販売

人材育成コンサルティング、教育研修の実施、教材の製作・販売

産業機器、事務機器、その他動産のリース・割賦販売

特許・技術情報などの検索、産業・市場・技術などの調査、技術情報売買斡旋・登録、技術広報他

「ものづくり」を基盤とし
多彩なビジネスを展開
神戸製鋼グループは、多岐にわたるビジネスを展開し
ており、絶えず「選択と集中」を繰り返すことで事業領
域を変化させてきました。それぞれの技術・サービス
が融合し、新たな価値を見出していくことが、神戸製
鋼グループのアイデンティティーです。

神鋼商事㈱は、「高付加価値なもの
づくりサポート」をコンセプトに神戸
製鋼グループの中核商社として、鉄
鋼、鉄鋼原料、非
鉄金属、機械・情
報、溶材の5つの
専門事業部門に
おいて独創的な
事業展開を行っ
ています。特に資
源、情報機器、エ
ネルギー・環境
の成長分野に積
極的に取り組ん
でおり、神戸製鋼グループのグローバ
ル展開の先駆けとして世界17ヵ国に
事業拠点を展開しています。

神鋼商事 神鋼不動産 コベルコ科研

ジークレフ新神戸タワージークレフ新神戸タワー

神鋼不動産㈱は、神戸製鋼グループ
の総合生活関連の中核企業として、
「ジークレフ」ブランドのマンション・
戸建住宅の分
譲 や 賃 貸 、仲
介、リフォーム、
公的施設の運営
管理、保険サー
ビスなどの事業
を営み、信頼性
と安定性のある
商品・サービス
を提供すること
により、お客様
の住まいづくり、安心づくりに貢献して
います。

酸化物半導体スパッタリング
ターゲット材

酸化物半導体スパッタリング
ターゲット材

㈱コベルコ科研は、材料・化学・機
械・電子などの多様な高度専門技術
を有しており、ソリューション提案型
の総合試験研究
会社として、材
料・構造物などの
分析、試験、物理
解析を行ってい
ます。また、ター
ゲット材料や半
導体・FPD・太陽
光発電分野など
の検査装置の製
造・販売、特殊
材料の製品開発など社内シナジーを
最大活用した「ものづくり」も展開して
います。
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コンプライアンス委員会
（事務局：法務部）

経営審議会

事業活動

内部統制に関する活動

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

顧客・取引先関連

従業員関連 社会貢献株主・投資家関連

代表取締役社長取締役会
環境経営委員会

（事務局：環境防災部） 環境経営推進

CSR委員会
（事務局：経営企画部）

諮問

勧告
コンプライアンス委員会

全社コンプライアンス総括取締役

取締役会

内部通報システム

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

●  コンプライアンス体制

●  推進体制図

　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・進捗確認を行っています。CSR委員会は、こ
れらのCSRに関する活動を取りまとめ、「神戸製鋼グループ 環境・社会報告書」として発行しています。

環境・社会報告書 2016

C S R
Corporate Social Responsibility

　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、コンプライアンス活動計画の立案および
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を
行っています。
　また、「全社コンプライアンス総括取締役」「全社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。

コンプライアンスの強化・徹底

CSR推進体制

広範囲なセグメントによる複合経営の推進には、取締役会が活発な議
論の下、適切な意思決定を行なうと同時に、機動的な業務執行の監督
を行なうことが必要であり、そのためには、監督と執行を完全には分離し
ないことが望ましいと、神戸製鋼は考えています。
取締役会は、会長、社長のほか、本社部門、事業セグメントおよび技
術開発部門を統べる業務執行取締役などをメンバーとするほか、社外の
公正中立な視点やステークホルダーの視点を反映する、社外取締役を複
数名招聘することを基本としています。
　また、機関設計として、監査を担当する者が取締役会において議決権

を有する、監査等委員会設置会社を選択しています。
取締役会は、社長以下の業務執行の責任者に一定の権限を委譲し、

執行役員を置いて業務執行を補佐するよう、経営の委任と迅速な経営判
断の実施ができる体制としています。
さらに、独立社外取締役のみで構成する独立社外取締役会議を設け、 
経営陣の指名や報酬に対して客観的な意見を聴取するとともに、その他 
業務執行に関する情報を社外取締役に提供する場としています。
こうした取組みにより、監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化の
両立を図っています。

コーポレートガバナンスの強化と充実

コーポレートガバナンス

選任
選任

選任

会計監査

コンプライアンス委員会
総括取締役、担当役員、社外有識者

内部通報システム
社外弁護士

取締役会
取締役16名（うち社外取締役5名）

経
営
シ
ス
テ
ム

（
意
思
決
定・情
報
共
有・監
督
）

業
務
執
行

監査

事業部門・グループ会社
取締役、執行役員

各種委員会経営審議会

役員連絡会

代表取締役社長

諮
問

勧
告

監
督

独立社外取締役会議
社外取締役5名

監査

監査部

意見聴取
（役員報酬・人事等）株

主
総
会

会計監査人

監査等委員会
監査等委員5名（うち社外取締役3名）
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●  グループ環境経営推進体制

神戸製鋼グループは、環境先進企業グループとして

グループ環境経営の実践によるさらなる企業価値向上
（グループの環境力向上）

3つのV I S I ONに基づく環境経営で、
「環境先進企業グループ」を目指します。

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。

6つの
実施事項

● 環境経営基本方針

取締役会

代表取締役社長

経営審議会

環境経営委員会

＜テーマ別分科会＞

事務局

実行委員会

　神戸製鋼グループは、すべての生命体を育む健全な地球環境を次世代に引き継ぐ事
が私たちの使命であると認識し、環境経営基本方針と、6つの実施事項を策定していま
す。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。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、グループの全従業員が
参画する環境経営で「環境先進企業グループ」を目指します。

　神戸製鋼グループでは、環境の側面からも社会との共生・協調を目指しています。2013年度からは、「KOBELCO GREEN PROJECT」として、さまざまな環境貢献活
動をグループ全体で推進しています。子どもたちの環境への思いを育む「KOBELCO森の童話大賞」、グループ従業員による「森林整備活動」などを行っています。

●  森林整備活動

環境経営
Environmental Management

あらゆる面で
環境に配慮した
ものづくりの徹底

環境
関連情報の
開示

全員参加による
取り組みの展開

製品・技術・
サービスでの
環境への貢献

社会との
共生・協調

リスク管理の
徹底

　さまざまな自然の恵みをもたらす森を大切にする気持ちを育んでもらうこと
を目的とし、全国の小中高生から「森」をテーマにしたおはなしを募集し、絵本
作家の挿絵で金賞作品を絵本化しています。
　2015年度の第3回は574件の応募をいただき、「森のまほうの洋服」、「森野
銀行小山支店」が金賞を受賞しました。
　できあがった絵本は、兵庫県、神戸市教育委員会や兵庫県立図書館への
贈呈式を経て、後援自治体所管の小学校・中学校・高校・特別支援学校・公
立図書館などに、約1,800セットを寄贈しました。

●  KOBE LCO森の童話大賞

絵本贈呈式(兵庫県立図書館)

左：小学生の部 金賞
「森のまほうの洋服」

右：中高生の部 金賞
「森野銀行小山支店」

　神戸製鋼グループは、2011年秋から従業員のボランティアによ
る「森林整備活動」を実施しています。兵庫県内では、KOBELCO
の森（三木市）、ECOWAYの森（神戸市灘区）の2カ所で活動を
行っています。また、茨木工場では、2014年度より、大阪府茨木市
銭原地区の里山・農地の保全を行っています。
　これまでの活動で2,000名を超える従業員が参加し、森林エリ
アの除間伐、下草刈りなどの作業を続けてきた結果、太陽光が森
の中に差し込み始め、少しずつ元気な森を取り戻しつつあります。

KOBELCOの森での森林整備活動 茨木市銭原での里山・農地保全活動

環境経営方針

KOBELCO  G R EEN  P RO J E CT

環境に配慮した生産活動VISION. 1

製品・技術・サービスでの環境への貢献VISION. 2

社会との共生・協調VISION. 3
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ラグビーを通じた取り組み
Initiatives Through Rugby

「日本せきずい基金」への寄付活動「小学生ラグビー教室に選手が参加」

　2016年6月12日、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場にて開催さ
れた「小学生ラグビー教室」に5名の選手が参加しました。神戸市内の小
学生60名が参加した教室では、パスや相手をかわす練習に続き、試合が
行なわれました。練習の
後には、質問タイムがあ
り、子どもたちからの質問
に選手たちが真剣に答え
ていました。最後にサイン
会を行い、2時間半にわ
たるラグビー教室は終始
和気あいあいとした雰囲
気で幕を閉じました。

スポーツを通じた社会への貢献

　神戸製鋼ラグビー部は、2015年11月2日、NPO法人「日本せきずい基
金」に対し、昨シーズンの試合会場で実施した募金活動および、2015年5
月3日に実施した「コベルコラグビーフェスティバル2015」における収益金の
一部の合計226,502円を
寄付しました。コンタクト
スポーツであるラグビー
では、せきずい損傷の症
状が出やすく、神戸製鋼
ラグビー部は13年前から
同基金への寄付を行って
います。これからも引き続
き、募金活動を継続して
いきます。

　神戸製鋼グループは「KOBELCO CUP」(全国高等学校ラグビーフットボー
ル大会)に特別協賛しています。未来の日本代表を目指す強豪校から選
抜される「17歳以下の部」と、部員不足により単独では“花園”に出場でき
ない選手達で編成される「18歳以下の部」があり、2015年の大会で11回
目を迎えました。冬の花園大会決勝戦の前には「もう一つの花園」として、

「18歳以下の部」の参加者から選抜された選手が2チームに分かれ、東西
対抗戦を行なっています。
　また、2011年から「女子の部」が加わり、アジアで初めて開催される2019
年ラグビーワールドカップ日本大会や、2020年の東京オリンピックに向け、
男女ともに更なるレベルアップを支援していきます。

2015年に開催した「KOBELCO CUP」 女子ラグビーの試合風景

高校ラグビーへの特別協賛活動

神戸製鋼ラグビー部「コベルコスティーラーズ」88年の歴史
　1928年に創設され、1931年に会社に正式に公認された神戸製鋼ラグビー部は、従業員の一体感の醸
成や士気を高めることなどを目的に活動し、強化に努めました。1935年の第5回神戸実業団ラグビー連盟
大会で初優勝を飾り、その翌年も連続優勝しました。
　88年の歴史における神戸製鋼ラグビー部の黄金期は、全国社会人大会と日本選手権で7連覇を達成
した1989～1995年です。1988年からチーム名を「Steelers」と呼び、「ジャパンラグビートップリーグ」初年度
の2003年に「神戸製鋼コベルコスティーラーズ」として登録、この年に初代王者に輝きます。神戸製鋼ラグ
ビー部は、社会貢献活動、特に日本ラグビーの振興と裾野の拡大に努めるとともに、日本のラグビーの最前
線で闘い続けています。

1995年1月8日、全国社会人大会で
V7を達成した表彰式後の記念撮影

「日本せきずい基金」の皆様とラグビー教室の様子

　ラグビーを通じた社会への貢献は、神戸製鋼グループならではの活動です。ラグビーの普及と強化に向けた裾野開拓、
底辺拡大を目指した高校ラグビーの支援をはじめ、神戸製鋼ラグビー部による地域・社会との交流、多彩なスポーツの
支援活動など、次代の選手を育て、スポーツの裾野を広げる独自の活動を続けています。神戸製鋼グループの、スポーツ
を通じた社会貢献。その一端をご紹介します。
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　神戸製鋼は、社員の人格・個性・多様性を尊重し、活力あふれた魅力ある職場環境を実現していくために、仕事と生活の両立支援や女性の活躍推進
などを図る各種の人事制度や、人材育成制度を展開しています。また、「社員一人ひとりを活かし、グループの和を尊ぶ」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ます。

職場環境
Work Environment

社員が働きやすい職場環境

●従業員の状況 （2016年3月31日現在）

総計女性男性

※採用者数は2015年度の実績

管理職
総合職
基幹職
医務職

嘱託・受入出向

新卒
中途

従業員数

採用者数

勤続年数

10,833
1,744
1,958
6,783
15
333
644
389
255

17.3年

10,090
1,718
1,839
6,234
0
299
597
363
234

17.3年

743
26
119
549
15
34
47
26
21

16.9年

主なダイバーシティ推進・

女性活躍推進の制度と取り組み

● キャリア継続休職制度（配偶者の転勤などに伴う休職制度）
● 再雇用エントリー制度（結婚・育児・介護等を理由とした退職者の再雇用制度）
● 育休からの早期復帰支援制度（最大60万円）
● ダイバーシティサポートネットの開設
● 早期の能力引出し支援策（若手女性社員のキャリアアッププラン）
● メンター制度／総実労働時間削減・年休取得向上の取り組み
● 女性社員交流会の開催／上位職向けダイバーシティ研修の実施

ダイバーシティ推進

● 働き方変革

　当社グループが2016～2020年度新中期経営計画で掲げている「収益の安定」と「持続的成長」のためには、取り巻く事業環境や社会の変化に柔軟に
対応できる優秀な人材の確保・定着が不可欠です。さまざまな背景をもつ社員一人ひとりがそれぞれの能力を発揮し、いきいきと働ける魅力ある職場づく
りが重要との観点から、2016年度より働き方変革活動をスタートしました。
　働き方変革活動では、ダイバーシティ推進、ワーク・ライフ・バランスの改善に繋がる「年休取得日数の向上」、「長時間労働の是正」を進めるために、
ワークスタイル変革、就業ルール変革、業務変革の3つの変革に取り組みます。

●  ダイバーシティ推進

　神戸製鋼は、多様な背景や価値観を持つ人たちが職場で十分に力を発揮することが、組織全体の成長力を高め、活力あ
る事業展開につながると考え、ダイバーシティ推進を重要な経営課題の一つに位置づけております。2014年10月にダイバーシ
ティ推進室を設置し、女性の活躍促進から取り組みをスタートさせていくという方針のもと、女性の採用比率向上や育児・介
護との両立支援をはじめとする就業継続支援や活躍支援のための取り組みを行なっています。

　これらの取り組みが評価され、2016年3月には女性活躍推進に優れた上場企業が選定される「なでしこ銘柄」に初めて選
定されました。対象となる約3,500社から、女性活躍の度合いや財務指標を基に当社を含む45社が選ばれています。

●  取り組み内容

　女性の活躍推進の取り組みでは、採用における女性比率に対する数値目標として「新卒女性
総合職の採用比率：事務系30％、技術系10％、新卒女性基幹職技能系の採用比率：10％」を掲
げ、より積極的な採用活動を展開しています。また、若手女性総合職には、将来にわたる活躍を
後押しするような、独自のキャリアアッププランを実施しています。他にも、配偶者の転勤などに伴
う休職制度、結婚・育児・介護・配偶者転勤を理由した退職の再雇用制度の設置、ダイバーシティ
推進のための専用サイトの開設、女性社員交流会の開催などさまざまな取り組みを行なっています。

 ワークスタイル変革
当社の目指す会議スタイルやメールスタイルを

「KOBELCO流会議」「KOBELCO流メール」として、
全社・グループ会社に浸透・定着させます。

就業ルール変革
19時以降の残業を原則禁止とします

業務変革
業務フローの抜本的な改善を進めます。

●外国籍社員数　男性：47名 女性：11名 計58名 （※2016年3月31日現在）
●障がい者雇用率　2.31%　（2015年）
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 【資料】「セクシュアルハラス
メント防止マニュアル」表紙

くるみんマーク

仕事と生活の両立

主な子育て・介護支援制度と取り組み

● 育児休業期間の延長（子が満3才に達するまで）
● 育児のための就業時間等配慮期間の拡大（子が小学生まで）
● 在宅勤務日制度（4日／月、妊婦・介護・子が小学生まで拡大）
● 介護休業期間の延長（最大3年間まで）
● 育児のための特別休暇（5日／年、子が満3才まで）
● 子の看護・家族の介護休暇の有給化
● 仕事と育児の両立支援ハンドブックの配布
● 育児・介護支援提携サービスの提供
● 福利厚生制度における育児メニューのポイント優遇

　神戸製鋼は、セクシュアルハラスメントやパ
ワーハラスメントなどの職場におけるハラスメ
ント行為を容認しません。問題発生時には、迅
速かつ断固たる処置をとります。
　当社は、「企業倫理綱領」にハラスメントに
関する方針や行動基準を定めると共に、管理
監督職に対して、ハラスメント防止をテーマと
るするe-ラーニングや教育研修を実施し、ハラ
スメントの起きにくい職場環境づくりに取り組
んでいます。

ハラスメント防止の取り組み

　神戸製鋼は、経済産業省と東京証券取引所が
共同で選定する「健康経営銘柄」として、2年連続で
選定されました。「健康経営銘柄」は、日本再興戦
略に位置付けられた「国民の健康寿命の延伸」に
対する取組の一つで、従業員の健康管理を経営的
な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業が選定されます。
　神戸製鋼は、「社員の健康への配慮をはかり、一人ひとりを活かしてい
く」ことを健康経営方針としています。「安全・衛生・健康は事業経営の基
盤であり、全ての事業活動に優先する」という理念に基づき、健康管理を
進めていく上で「疾病の早期発見・早期対応」「生活習慣の改善（予防）」
が重要との認識にたち、『こころ』と『からだ』の両面における健康管理体
制を充実し、”予防”への活動展開を一層強化して取組んでいます。

安全衛生管理

　神戸製鋼は、社員が仕事への誇りと働き甲斐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、具体的な目標を持ち、
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
を神戸製鋼は全面的に支援します。
　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、「神戸製鋼グループのあるべき
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ます。

人材育成

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。」

　神戸製鋼における仕事と生活の両立のための支援は、2005 ～ 2008 年度に実施した第１次行動計画からスタートしました。第１次行動計画では、
育児休業期間の拡大（子が満 3歳になるまで）や育児のための特別休暇制度を整備し、2006 年には、鉄鋼業界ではいち早く加古川製鉄所において
24 時間保育体制を整備しました。続く第 2次行動計画（2009 ～ 2011 年度）では在宅勤務日制度を新設し、第 3次計画
（2012 ～ 2014 年度）では、子の看護・家族の介護休暇を有給化するなど、育児・介護に関して法定を上回るさまざまな制度
を整備しています。このような取り組みが評価され、2012年と2015年に次世代認定マーク（愛称「くるみんマーク」）を取得しました。
　今後も、「仕事と生活の両立」と「ダイバーシティ推進」を両輪に、女性社員のみならず男性社員も子育てに積極的に参加し、
ワーク・ライフ・バランスの充実が図れるよう社内制度や利用方法の周知の他、制度を活用できる職場風土づくりを積極的に
進めて参ります。

2015年度2014年度2013年度

※該当年度に休暇を取得したことのある人数÷3才未満の子どもを育てる人数×100

男性
女性
男性
女性

育児休業
取得者数（人）
育児のための

特別休暇取得率 （％）

0
24
22.3
41.2

1
21
28.4
58.1

5
20
36.4
69.6

※

誠実 …事実を真摯に受け止め、誠意を持って行動する人材

変革 …現状に満足せず、常に挑戦し変革を目指す人材

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…
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（１）作業関連疾病予防対策の徹底

（2）疾病の早期発見・早期対応
①全額会社負担による1日人間ドックの受診
　（コベルコメディカルチェック５０）
②ハイリスク肥満（メタボリックシンドローム）への早期対応
　（「脳・心臓疾患」、「新生物」等の発症との因果関係が高いといわれる
　ハイリスク肥満の早期対応）
③がん検診の充実（全額健保負担）
④カウンセリング受診の充実（精神疾患の予防措置）

（3）生活習慣改善に向けた取り組み
　ハイリスク肥満（メタボリックシンドローム）の原因となる食生活、飲酒、運
動などの生活習慣が一人ひとりで異なり、本人単独では生活習慣の改善・
維持が難しいと考えられるため、「運動」「禁煙」「減量」などに一定期間取
組む「健康チャレンジ活動」を展開し、目標達成者への褒賞を実施しました。



「神鋼祭」は1973年に従業員同士の親睦と、
町内会への御礼を目的とする盆踊り大会として
始まり、今では地域社会にすっかり溶け込んで
います。第43回は、2015年8月5日に開催し、地
域住民や取引先、従業員とその家族など約
1,500名が参加しました。
当日は、歌やものまね、大道芸などのステー

ジショーや抽選会、花苗の配布などを実施し、
中でも大道芸
は、子どもた
ちから好評を
博しました。

地域の恒例行事となった「神鋼かこがわフェ
スティバル」を、「みんなが集る みんながつながる 
笑顔あふれるフェスティバル」をテーマに、2015
年10月25日に開催しました。
加古川製鉄所構内や、隣接するグラウンド・野
球場・体育館などを会場に、日ごろ見ることのでき
ない熱延工場、厚板工場の見学会、囲碁大会や
鉄づくり体験、ゲームセンターや戦隊ショー、ラグ
ビー教室、ソフ
トボール教室
などの多くのイ
ベントが開催
され、充実した
交流の場とな
りました。

2015年9月6日、五日市工場で「コベルコ建機
感謝祭」を開催し、従業員とその家族、地域住
民など約1,200名が参加しました。この催しは、
2012年5月に従業員とその家族の労をねぎらう
目的で始めたものですが、2014年より地域の
方 を々招いたイベントとして、内容の充実を図っ
ています。今回は、五日市工場近隣の「広島な
ぎさ中学・高等学校オーケストラ」の演奏や、神
楽(かぐら)演
舞 、キッズ
コーナーでの
ショベル試乗
などが好評を
得ました。

各地の事業所では、地域社会の一員として、さまざまな地域交流イベントや社会貢献活動を実施しています。多くのイベントが地域の恒例行事として
定着し、毎年大勢のお客様が訪れています。

当社ならではの社会貢献活動として、ラグビーを通じた活動が挙げられますが、他にも一つひとつの事業所が、地域の一員としてさまざまな社会貢
献活動を行っています。次世代の育成支援や地域の方 と々の交流、清掃活動、地域と協調した環境保全活動など、地域社会に貢献する、神戸製鋼グ
ループの活動を報告します。

次世代の育成支援

未来を担う子どもたちの成長をサポートする活動に、2006年度より継続して取り組んでいます。

地域交流

厚板工場の見学会へ

●  約 8万人が参加した
　  「第25回神鋼かこがわフェスティバル」

加古川製鉄所　兵庫県

●  4 3年連続開催の地域の恒例行事
　  「神鋼祭」

藤沢事業所　神奈川県

●  地域住民を招いたイベント
　  「第4回コベルコ建機感謝祭」

コベルコ建機（株）　広島県

ステージショーの様子

●  1 0周年を迎えた、地域の子どもたちへの支援活動

神戸製鋼は、創立100周年を機に、2006年度に「コベルコ地域社会貢献基金」を設立しました。2015年度で支援活動開始から10年目を迎え、未来を担
う子どもたちを対象に、18の事業所（グループ会社含む）が、地元の施設や団体を通じて子どもたちに遊具や教材を寄贈しました。

西条工場「警護ボランティア団体へ
飛び出し注意の看板や誘導棒など」

真岡製造所「小学校へ学習用の実物投影機」 高砂製作所「子育て支援センターへバルーンなど」 神鋼造機「幼保園へ大型遊具」

コベルコ地域社会貢献基金

社会貢献活動
Social Contribution Activities

従業員によるコベルコバンドのフィナーレの様子
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Kobe Precision Technology Sdn. Bhd.が立地するペナン州にある総合病院の
小児科に入院する子どもたちに、玩具類を寄贈しました。これは、病院内でイ
スラムの断食後にあるハリラヤのお祝いの時期にあわせて実施したものです。
15名の従業員がボランティアで

参加したこの活動により、入院中の
子どもたちのみならず、保護者の皆
様も元気づけました。
また、同じくペナン州にあるバヤ

ンラパスの孤児院には、5名の従
業員がボランティアで訪問し、炊
飯器や冷蔵庫を寄贈しました。

Kobe CH Wire(Thailand)Co., Ltd.（以下、KCH）では、社内の福利厚生
委員会を中心とした従業員有志が、年に一度社内外からスポーツ用品や
文房具、寄付金などを募り、郊外の学校に寄贈しています。本活動は、
2009年の会社設立10年を契機に、従業員が自発的に始めたものです。
KCHのボランティア活動は、国内の恵まれない子どもたちの健全な育成を手

助けしようとするもので、寄贈した学
校は、インターネットなどの情報をも
とに、実際に現地を訪問した上で選
定しました。また、寄贈にあたっても、
従業員が現地を訪問し、学校関係
者や保護者の皆様とも交流を図っ
ています。

自然教室やものづくり教室の開催を通じて、子どもたちの成長をサポートしています。

子どもの体験学習

● 地域交流施設でのさまざまな体験学習

灘浜サイエンススクエアでは、ビオトープ観察会、ネイチャークラフト教
室、植物や昆虫の標本鑑定会などの自然教室を開催しています。夏休み
には工作教室や実験教室なども多数開催しており、理科系の自由研究対
策として多くの方に喜ばれています。また、小中学校の校外学習として工場
見学の受け入れをしており、地元の神戸市のみならず全国より多数の学
校にご利用いただいています。

自然教室の様子 工場見学の事前説明

孤児院訪問時に子どもたちとプレゼントを受け取る子どもたち

灘浜サイエンススクエア　兵庫県

Kobe CH Wire（Thailand）Co., Ltd.　タイ
● サポートを必要とする学校と子どもたちを応援

Kobe Precision Technology Sdn. Bhd.　
マレーシア
● 子どもたちを元気づける活動

グローバルに展開する神戸製鋼グループは、海外の事業所でも、現地の文化や慣習を尊重しながら、その国・地域の一員として地域社会に貢献しています。

海外での社会貢献活動

● 難病をかかえる子どもたちの夢をかなえる活動に参画●  孤児院で暮らす子どもたちを支援

ノースカロライナ州の孤児院で暮らす子どもたちへの支援の一環として
施設への寄付の他、野球の試合への招待やクリスマスプレゼントの贈呈
などの活動を行っています。

ボランティア団体「メーク・ア・ウィッシュ」の支援を通じ、難病をかかえる
子どもたちの夢をかなえる活動に参画しています。2015年は、260名を超え
る子どもたちの夢をかなえることができました。

Midrex Technologies, Inc.　アメリカ

はじめて訪問する学校の子どもたち

●  より広い地域の子どもたちを支援

Kobelco & Materials Copper Tube(Thailand)Co., Ltd.は、より広範囲の子どもたちを対象に、工場から少し
離れた地域でも支援活動を実施しています。約20名の従業員が学校を訪れて、近隣住民も交えてゲームや楽
器演奏に興じ、お礼に子どもたちからダンスを披露してもらいました。お菓子や文具を進呈し、近隣住民も参
加した炊出しの食事も一緒に楽しくいただきました。

Kobelco & Materials Copper Tube（Thailand）Co., Ltd.　  タイ
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沿 革
History of KOBELCO

1905

1911

1912

1914

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1923

1924

1926

1927

1929

1930

1931

1933

1934

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1945

1946

1947

1949

1950

1951

 　
　
1953

　
1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

　
1961

1962

 
1964

1965

1966

● 合名会社鈴木商店の神戸製鋼所として創業（9月）

● 株式会社神戸製鋼所として発足（6月）

● ドリルの製造開始（3月）

● 1，200トンプレス稼働（6月）
● 大戦勃発によりクランクシャフトの注文殺到（7月）
● 空気圧縮機の開発開始、
翌年製造開始（わが国初／8月）

● 脇浜海岸の埋め立て工事開始（10月）

● 門司工場を新設（7月）

● スイスのズルツァー社からディーゼルエンジンの技術導入（3月）

● 英国より炭酸ガス式冷凍機の技術導入（わが国初／4月）

● 溶解工場、鋳鉄工場、2，000トンプレス完成（3月）

● 帝国汽船の鳥羽、播磨の2工場を買収（2月）
● 海岸地区（脇浜）の機械工場完成（3月）

● セメント用粉砕機を製作・納入（わが国初／4月）

● 海岸地区に工場新設（2月）

● わが国初の総合的セメントプラントを完成（4月）
● 海岸地区に第一線材工場完成（10月）

● 鈴木商店倒産（4月）

● 播磨造船所を分離し、㈱播磨造船所を設立（11月）

● 国産１号機の電気ショベルを完成（9月）
● 線材の全国シェア30％に達する

● 陸軍の要請による鉄帽の製作に成功（わが国初／9月）

● 7，600馬力のディーゼルエンジンを製作（世界最大）
● わが国最大のロータリキルンを製作

● 200Ｋ電気ショベルを製作（10月）

● 1，000気圧、1，600馬力７段ガス圧縮機を製作（わが国最高圧力）

●株式を東京、大阪、神戸の各取引所に上場（1月）
● 名古屋工場、操業開始（2月）
● 社章を従来の菱Ｓ（　）から、剣菱Ｓ（　）に変更（8月）
● 4，500トンプレスを製作（わが国最大）

● わが国最大のロールクラッシャを製作
● 「あかつき丸」主機に
   9，600馬力ディーゼルエンジンを製作（世界最大）

● 長府工場でアルミの生産開始（7月）

● 東海岸地区（脇浜）に溶接棒工場を新設、
   わが国最初の生産を開始（7月）
● 高炭素クローム鋼線材の生産開始（わが国初）

● ピアノ線材の生産開始（わが国初）

● 大久保工場を開設（3月）
● 社章を現在の剣菱丸（　）に変更（6月）

● 第一神鋼金属工業㈱を設立し、
    下関工場（現 神鋼特殊鋼管㈱）を設置（3月）
● 大垣工場を新設（5月）
● 神鋼病院開設（9月）

● 高知電気冶金㈱を買収し、高知工場とする（5月）
● 神戸大空襲で山手地区工場壊滅（6月）
● 50トン平炉に再開の火入れ、業界のトップをきる（11月）

● 本社海岸地区に鉄道引き込み線を新設（10月）
● 太平商事㈱（現 神鋼商事㈱）を設立（11月）

● 琺瑯鉄器工場で、酒の醸造タンクの生産開始（2月）

● 神鋼金属工業㈱および
　神鋼電機㈱を神戸製鋼から分離独立（8月）
● 金属チタンの研究を開始（9月）

● 酸素工場を新設。
   わが国初の本格的酸素製鋼を開始（2月）

● 米国のアリス・チャーマーズ社から
   セメント機械・鉱山機械の技術導入（9月）
● 電線用塩化ビニール被覆機の
　製造開始（わが国初）

● 朝鮮戦争の特需により注文増える（2月）
● トラッククレーンを2台製作（わが国初／7月）
● 旧陸軍造兵廠の
　払下げを受け高砂工場を開設（11月）

● 尼崎工場を分離し、神鋼鋼線鋼索㈱
   （現 神鋼鋼線工業㈱）を設立（4月）
● 琺瑯部門を分離し、神鋼フアウドラー㈱を設立（6月）

● 日本高周波鋼業㈱に資本参加（7月）

● SRMスクリュ圧縮機の製作開始（9月）
● P&H255A・ディーゼルショベルの１号機完成（12月）

● 灘浜工場第1期工事に着手（5月）
● 大型酸素プラントを製作（わが国最大／７月）

● 名古屋工場にアルミニウム合金用
   超大型ダイカスト機を設置（わが国最大／5月）
● バグ・オ・マチック・タイヤプレス1号機完成（7月）

● 灘浜第1高炉火入れ。銑鋼一貫体制になる（1月）

● 大久保工場にショベル専門工場、
　製缶工場が完成（2月）
● 中央研究所完成（4月）
● ニューヨーク事務所開設（9月）

● 本社にコンピューター設置（2月）
● 藤沢工場完成（3月）
● 茨木工場完成（10月）
● 神戸製鋼初の鉱石専用船「神好丸」進水（10月）

● 東パキスタンの肥料工場完成 
   （わが国最大のプラント輸出／1月）

● 大型B&W型クランク軸を製作（世界最大／3月）
● 羽田線の総アルミ製モノレールカーに、
   神戸製鋼の耐食アルミ合金が使用される（10月）

● 尼崎製鉄㈱を合併（4月）
● マンモスタンカーに装着する
　大型舶用プロペラを製作（世界最大／6月）

● 超大型クランク・スローを製作（世界最大／8月）
● 溶接棒の生産、月産1万トン達成（世界1位／11月）

創業当時の社屋

数々の高度な製品を生み出した
1，200トンプレス

1923年のセメント機械

神戸製鋼所支配人
第5代社長

田宮  嘉右衛門

アルミの生産を開始した
長府工場（建設中）

操業を開始した名古屋工場

鈴木商店
支配人

金子 直吉

鈴木商店
店主

鈴木 よね

本社海岸地区の
鉄道引き込み線が開通

5，000トンプレスを
設置した高砂工場の開所式

神鋼フアウドラーの
ホーロータンク

社章の変遷

剣菱丸 剣菱S 菱S

灘浜工場全景

東パキスタンに建設した
肥料工場全景

新設された当時の酸素工場

タイヤプレス第1号機

5 7



1967

　
1968

　
1969

1970

1971

1973

1974

1975

　
1976

　
1977
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1985

1986
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1990

　
1991

1992
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1995

● フィリピンに湿式
　セメント工場を完成（東南アジア最大／2月）
● 昭和天皇、皇后両陛下が、神戸工場をご視察（4月）
● 秦野工場新設（6月）

● 超大型ズルツァー型
　クランク軸を製作（世界最大／1月）
● 加古川厚板工場完成（4月）
● キーレスプロペラ国産第1号を製作（9月）

● 大型鍛鋼製B&W型クランク軸を製作（世界最大／3月）
● 真岡工場完成（8月）
● 神戸工場に第７線材工場完成（11月）

● 西条工場完成（7月）
● 加古川製鉄所第１号高炉火入れ（8月）

● 神戸製鉄所の全平炉を休止（4月）
● 大型酸素製造装置を製作（わが国最大／4月）
● 明石工場に無人化したドリルの専門工場完成（6月）
● 新日本製鐵㈱との共同企業体で施工した、
   関門橋のメイン・ケーブル架設工事完了（11月）

● 加古川製鉄所第2号高炉火入れ（1月）

● 技術開発本部新設（1月）
● 大久保工場に汎用圧縮機専用工場完成（4月）

● 沖縄国際海洋博会場で、
　新交通システム「海洋博KRT」の運転開始（7月）
● エアコン用超薄肉銅管を開発（7月）
● 福知山工場完成（8月）

● 高砂事業所に、世界最大級の大型鋳鍛鋼工場
   および超大型電気ショベル工場完成（4月）
● 世界最大の超大型電気ショベル
　「P&H2800」１号機が完成（9月）

● 熱間静水圧押出法プレスを完成（わが国初／4月）
● 新交通システム・ポートアイランド線の
　建設工事を受注（7月）

● 加古川製鉄所、第3号高炉に火入れ（2月）
● カタール製鉄所、開所式挙行（4月）

● ６自由度関節型溶接ロボット
　「アークマン」を開発（わが国初／3月）
● 国際統一商標として「KOBELCO」を制定（9月）

● 神鋼加古川病院完成（5月）
● 日本褐炭液化㈱を設立（8月）

● 世界最大級のクローラクレーン
    「P&H KOBELCO 5650」を開発（2月）

● 世界最大の熱間等方加圧装置（HIP）を完成（4月）
● 油谷重工㈱へ経営参加（7月）
● 超合金粉末製造設備を完成（100トン）
　（わが国初／8月）

● 「ヘリウム液化冷凍システム」を開発（3月）
● わが国初の「テレビ会議システム」を採用（3月）
● 神戸製鉄所の新棒鋼工場が完成（4月）
● 世界初の高圧分離・
   精製技術「圧力晶析法」を工業化（4月）

● 生物研究所新設（8月）
● 薄板用高速アーク溶接ロボット「アークマンＧＸ」
   およびアーク溶接機「センサーク」を開発（8月）
● 世界最大の直径60ミリ線材の製造に成功（11月）

● 北京事務所開設（1月）
● ABS樹脂用としては初の
   連続混練機を納入（世界最大／3月）

● 高純度スパッタリングターゲット材の
   量産技術確立（1月）
● アークイオンプレーティング法による
    超小型薄膜コーティング装置を開発（6月）
● 神戸市西神地区に
　総合技術研究所第1期工事完成（7月）
● 須磨海浜水族園のチタン屋根材を製作（7月）
● 尼崎工場第1高炉を吹き止め、銑鉄の生産を
    加古川・神戸両製鉄所に集約（9月）
● 播磨汎用圧縮機工場、橋梁工場完成（12月）

● 米国統轄会社（Kobe Steel USA Inc.）を設立（4月）
● 小型超電導マグネットを開発（6月）
● 微粉炭吹込み（PCI）設備が稼働（9月）
● 英国研究所設立（10月）

● 神鋼ラグビー部、全国社会人大会と
    日本選手権で初優勝（1月）
● 日米欧、3極体制に向けて
　米国に研究所を設立（4月）
● バイオ研究を担う筑波研究所設立（4月）
● ダイヤモンド状炭素薄膜の合成に成功（5月）
● USX社（アメリカ）との折半出資による合弁事業体
    「USS／KOBE Steel Company」を設立（7月）
● マイコン内蔵のインテリジェント義足を
　共同開発（11月）

● 南米ミノルカプラント完成（2月）
● 世界最大のアルミメーカー、
　アルコア社（米国）と提携（9月）
● 神戸製鋼の
　アルミ材が採用されたオールアルミ車体
スポーツカーホンダＮＳＸ発売（9月）

● 世界最高温（3，000℃）HIP装置
● および世界最高圧（1万気圧）
　HIP装置各1台を受注（12月）

● 神鋼ケアライフ㈱を設立し
　ケア付マンション事業に参入（1月）
● 神戸製鉄所第3号高炉の操業で
微粉炭比182キログラムの日本記録を達成（6月）

● 「アルミ缶バック運動」全社でスタート（7月）
● 明石海峡大橋のケーブル工事を共同受注（8月）

● 半導体を生産する
　KTIセミコンダクター西脇工場が完成（6月）
● 株式をロンドン証券取引所に上場（10月）
● 豊橋FA・ロボットセンターを新設（11月）

● 高砂製作所に産業機械工場を集約（3月）
● 大安工場開設（9月）
● 神鋼アルコアアルミ（ＫＡＡＬ）真岡工場稼働（10月）

● 世界最高水準の超電導マグネットを開発
● 宝塚市立「手塚治虫記念館」に
　カラーチタンが採用される（4月）

● 神鋼ラグビー部、日本選手権V７達成により、
神戸市よりスポーツ特別表彰を受ける（1月）

● 阪神・淡路大震災で
   総額1，020億円の被害を被る（1月）
● 神戸製鉄所第3号高炉に再火入れ（4月）
● 旧脇浜地区にＷＨＯ神戸センターを誘致（8月）
● 東京都に「ゆりかもめ」開通（11月）
● 神戸製鋼ホームページ開設（12月）

昭和天皇、皇后両陛下を
お出迎えする従業員

須磨海浜水族園の
チタン屋根材を製作

日本選手権で
初優勝したラグビー部

加古川製鉄所
第1号高炉火入れ式

沖縄国際海洋博覧会の
「海洋博ＫＲＴ」

高砂事業所の大型鋳鍛鋼工場

コベルコ建機
（コベルコ油谷 SK07 NEWマークⅡ） 

圧力晶析装置

ダイヤモンド状炭素薄膜

南米のミノルカプラント全景

オールアルミカー ホンダNSX

高砂クレーングラブ船

砂防ダム

大安工場

震災で被害を受けた神戸製鉄所
薄板用高速アーク溶接ロボット

「アークマンＧＸ」
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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

● １月17日を「全社地震防災の日」に。
鎮魂の日、復興元年の日（1月）

● IPP（電力卸供給事業）へ参入（3月）

● 「アルミろう付ハニカムパネル」および「ダンシェーブ®」
が新幹線500系のぞみに採用（3月）

● 神戸灘浜エナジー＆コミュニティ計画が
　復興特定事業に選定される（11月）
● 大型放射光施設「Spring8」の偏向電磁石ビーム
ライン、挿入光源ビームラインを受注（12月）

● 自動車ドアビーム用高強度冷延鋼板を開発（1月）
● 環境に配慮したクロメートフリー鋼板を開発（8月）

● 社内カンパニー制導入（4月）
● 東京本社が北品川のOＮビルに移転統合（5月）
● 伸銅板条分野で三菱マテリアル㈱、三菱伸銅㈱と包括的提携（7月）
● 環境配慮型半自動溶接ソリッドワイヤ「SEワイヤ」を開発（11月）

● 塗装ロボット事業を川崎重工業㈱に、
　 ハンドリングロボット事業を
　オークラ輸送機㈱に譲渡（4月）
● 「企業倫理綱領」を制定（6月）
● アルミボトル缶登場（11月）

● 加古川製鉄所で国内の製鉄所では初めての
　ゼロエミッション（廃棄物ゼロ）を達成（4月）
● 日本初のアルミ製可動屋根をもつ
　「神戸ウイングスタジアム」完成（10月）
● ルッキーニ・グループ（イタリア）と
　自動車用特殊鋼線材・棒鋼で
　包括的技術提携を締結（12月）

● 神鋼神戸発電所1号機が営業運転を開始（4月）
● 省エネ型スクリュコンプレッサ
　「コベライアン」発売（4月）
●地域交流施設「灘浜ガーデンバーデン」、
「灘浜スポーツゾーン」がオープン（4月）
● 新日本製鐵㈱、住友金属工業㈱と
　３社間提携検討委員会を設置。
　新日鐵とは連携強化と相互出資、
　住友金属工業とは
包括提携と相互出資で協定締結（11月）

● 川崎重工業㈱と
　破砕機合弁会社㈱アーステクニカを設立（4月）
● ITmk3®の実証プラントが完成（5月）
● KOBE・JFEウェルディング㈱の設立（10月）
● 本社の環境ビジネス部門と
　神鋼パンテツク㈱を統合して
　㈱神鋼環境ソリューションを設立（10月）

● 神鋼ラグビー部、ジャパンラグビートップリーグの
　初代チャンピオンとなる（1月）
● 超電導マグネットで世界最高（21.9テスラ）の
　磁場を実現（3月）
● 神鋼神戸発電所２号機が営業運転を開始、
　両機あわせて140万kWの電力供給体制となる（4月）
● 三菱マテリアル㈱との合弁会社として
　㈱コベルコ マテリアル銅管を設立（4月）
● 地域交流施設「灘浜サイエンススクエア」が
　オープン（4月）

● 創立100周年を迎える（9月）

● 神戸製鋼の統一営業商標「KOBELCO」を
グループブランドとして制定（4月）

● スクリュ式小型蒸気発電機「M・Ｓ・E・G」
　（出力100kW）をテイエルブイと共同開発し発売
（世界初＝翌年、「スチームスター」に改称）（6月）
● 神戸製鉄所第3号高炉の超短期（45日）改修を
　完了し、火入れ（12月）

● エサール・スチール（インド鉄鋼メーカー）と
　技術支援などの包括提携契約を締結（11月）
● インドネシア・南カリマンタンに建設していた
改質褐炭（UBC）大型実証設備が竣工・稼動（12月）

● コベルコ建機グループの全面協力で
　四川大地震で全壊した中国四川省の小学校が再建。
　「慶興神鋼小学校」と命名される（9月）
● 成都神鋼建設機械など成都神鋼グループの
工場移転・拡張工事が竣工（12月）

● メサビナゲット・デラウェア（アメリカ）で
　ITmk3®プロセスを採用した初の商業プラントが
アイアンナゲットの生産を開始（1月）

● カンパニー制から事業部門制に移行し、
　事業セグメントの区分を変更（4月）
● 神戸製鋼グループ
　「中長期経営ビジョン『KOBELCO VISION “G”』
　～新しい価値の創造と
　グローバルな成長を目指して～」を策定（4月）
● 鋳鍛鋼工場（高砂製作所）の生産能力を増強
（1万トンプレスの増設など）（7月）
● SAIL（インド国営製鉄会社）と
　包括提携契約を締結（11月）

● 日立金属（株）など4社で航空機・発電プラント向け
大型鍛造品を製造する「日本エアロフォージ㈱」を
共同設立（1月）

● 中国統括会社「神鋼投資有限公司」を設立（1月）
● 高効率・小型バイナリー発電システム「マイクロ
バイナリー」を発売(9月)

● 「KOBELCOの森」森林活動への参画(11月)

● コベルコ建機の五日市工場および
　グローバルエンジニアリングセンター（GEC）が
　完成（5月）

● 神戸本社をHAT神戸
　（中央区脇浜海岸通）に移転・竣工（3月）
● 2013 ～2015年度
　グループ中期経営計画を策定（5月）

● 中国における自動車用アルミ板材の製造・販売を
　行う「神鋼汽車　材（天津）有限公司」を設立（1月）
● 中国における自動車用冷延ハイテンの製造・
販売を行う「鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板
有限公司」を設立（8月）

● 神鋼真岡発電所建設計画が内閣官房
　「国土強靭化 民間の取組事例集」に選定(6月)
● 船舶用鋳鍛鋼品の高強度中間軸が世界で初めて国際規格に採用(8月)

● 2年連続で「健康経営銘柄」に選定（1月）
● タイにおける線材の圧延・販売会社「Kobelco Millcon Steel Co., Ltd.」を設立（2月）
● 「なでしこ銘柄」に初選定（3月）
● コベルコ建機㈱とコベルコクレーン㈱を経営統合（合併）（4月）
● 電力事業部門を新設（4月）
● 2016～2020年度グループ中期経営計画を策定（4月）
●米国における自動車向けアルミ押出・加工品の製造・販売会社「Kobelco 
Aluminum Products & Extrusions Inc.」を設立（5月）

沿 革
History of KOBELCO

新東京本社ビル

アルミボトル缶登場

灘浜スポーツゾーン

灘浜ガーデンバーデン

神戸ウイングスタジアム

神鋼神戸発電所1号機の
コントロールセンター

開設されたホームページ画面

神鋼投資有限公司

神戸新本社ビル

鋳鍛鋼工場
（1万トンプレス）

慶興神鋼小学校

灘浜サイエンススクエア

KOBELCOロゴ
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神戸製鋼役員

役　員　名 委　嘱　業　務 略　　　　　　　　　　歴

■取締役 （2016年6月22日現在）

代表取締役会長兼社長

川崎　  博也

1954（昭和29）年  8月 4日、和歌山県出身
1980（昭和55）年  3月   京都大学大学院工学研究科修士課程機械工学専攻修了
1980（昭和55）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2007（平成19）年  4月   執行役員
2010（平成22）年  4月   常務執行役員
2012（平成24）年  4月   専務執行役員
2012（平成24）年  6月   専務取締役
2013（平成25）年  4月
2016（平成28）年  4月

   代表取締役社長
  代表取締役会長兼社長

代表取締役副社長執行役員

尾上　  善則

鉄鋼事業部門長 1955（昭和30）年11月30日、兵庫県出身
1980（昭和55）年  3月   京都大学大学院工学研究科修士課程修了
1980（昭和55）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2008（平成20）年  4月   執行役員
2010（平成22）年  4月   常務執行役員
2012（平成24）年  4月   専務執行役員
2014（平成26）年  4月   副社長執行役員
2014（平成26）年  6月   代表取締役副社長
2016（平成28）年  4月   代表取締役副社長執行役員（東京常駐）

代表取締役副社長執行役員

金子      明

アルミ・銅事業部門長 1954（昭和29）年11月3日、神奈川県出身
1979（昭和54）年  3月   慶應義塾大学経済学部卒業
1979（昭和54）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2009（平成21）年  4月   執行役員
2011（平成23）年  4月   常務執行役員
2014（平成26）年  4月   専務執行役員
2014（平成26）年  6月   専務取締役
2015（平成27）年  4月   代表取締役副社長
2016（平成28）年  4月   代表取締役副社長執行役員（東京常駐）

代表取締役副社長執行役員

梅原　  尚人

監査部、秘書広報部、総務部、法務部
人事労政部、経営企画部（除く輸送機
材事業企画室）、IT企画部、経理部、財
務部、営業企画部、建設技術部、ラグ
ビー部支援室、電力事業部門、支社・支
店（高砂製作所を含む）、海外拠点（本
社所管）の総括、全社コンプライアン
ス、全社システムの総括

1955（昭和30）年  4月6日、神奈川県出身
1979（昭和54）年  3月   京都大学法学部卒業
1979（昭和54）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2009（平成21）年  4月   執行役員
2011（平成23）年  4月   常務執行役員
2014（平成26）年  4月   専務執行役員
2014（平成26）年  6月   専務取締役
2015（平成27）年  4月   代表取締役副社長

（東京常駐） 2016（平成28）年  4月   代表取締役副社長執行役員

取締役専務執行役員

眞部　 晶 平

エンジニアリング事業部門長 1955（昭和30）年  9月 16日、香川県出身
1978（昭和53）年  3月   京都大学経済学部卒業
1978（昭和53）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2009（平成21）年  4月   執行役員
2011（平成23）年  4月   常務執行役員
2015（平成27）年  4月   専務執行役員
2015（平成27）年  6月   専務取締役

（東京常駐） 2016（平成28）年  4月   取締役専務執行役員

取締役専務執行役員

輿石 房樹

溶接事業部門長 1959（昭和34）年  8月 29日、大阪府出身
1984（昭和59）年  ３月   大阪大学大学院工学研究科前期課程金属材料工学修了
1984（昭和59）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  ４月   執行役員
2014（平成26）年  ４月   常務執行役員
2015（平成27）年  6月   常務取締役
2016（平成28）年  4月   取締役専務執行役員（東京常駐）

取締役専務執行役員

山口 貢

機械事業部門長 1958（昭和33）年  １月 ８日、北海道出身
1981（昭和56）年  ３月   北海道大学法学部卒業
1981（昭和56）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2011（平成23）年  ４月   執行役員
2013（平成25）年  ４月   常務執行役員

2016（平成28）年  ６月   取締役専務執行役員（東京常駐）
2015（平成27）年  ４月   専務執行役員

取締役常務執行役員

三宅　 俊也

全社技術開発の総括、環境防災部、経営
企画部（輸送機材事業企画室）、ものづ
くり推進部の総括、技術開発本部長

1959（昭和34）年10月 17日、兵庫県出身
1984（昭和59）年  3月　京都大学大学院工学研究科修士課程機械工学専攻修了
1984（昭和59）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2013（平成25）年  4月　執行役員
2015（平成27）年  ４月   常務執行役員
2016（平成28）年  ６月   取締役常務執行役員（西神常駐）
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役　員　名 委　嘱　業　務 略　　　　　　　　　　歴

 

社外取締役

 

1950（昭和25）年  1月 10日、兵庫県出身会社法第2条第15号に定める社外取締役
1972（昭和47）年  3月   東京大学法学部卒業
1972（昭和47）年  4月   通商産業省入省
1998（平成10）年  6月   資源エネルギー庁石炭・新エネルギー部長
2000（平成12）年  6月   通商産業大臣官房総務審議官
2002（平成14）年  7月   大臣官房長
2004（平成16）年  6月   経済産業政策局長
2006（平成18）年  7月   経済産業事務次官
2008（平成20）年  7月   経済産業省退官
2010（平成22）年  6月   株式会社神戸製鋼所　取締役

社外取締役

越智 洋
ひろし

1946（昭和21）年  1月5日、岡山県出身会社法第2条第15号に定める社外取締役
1968（昭和43）年  3月　東京大学工学部電気工学科卒業
1968（昭和43）年  4月　中部電力株式会社入社
2001（平成13）年  6月　同社　取締役
2003（平成15）年  6月　同社　常務取締役
2005（平成17）年  6月　同社　代表取締役副社長
2007（平成19）年  6月　同社　代表取締役　副社長執行役員
2009（平成21）年  6月　 同社　代表取締役副社長執行役員　退任
　　　　　　　　　　　　 株式会社トーエネック　代表取締役社長兼執行役員
2011（平成23）年  6月　同社　代表取締役社長　社長執行役員
2014（平成26）年  6月　同社　退任
2014（平成26）年  6月　株式会社神戸製鋼所　取締役

取締役（監査等委員）

藤原 寛明

1950（昭和25）年11月12日、兵庫県出身
1975（昭和50）年  3月   京都大学法学部卒業
1975（昭和50）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2004（平成16）年  4月   執行役員
2006（平成18）年  4月   常務執行役員
2009（平成21）年  4月   専務執行役員
2009（平成21）年  6月   専務取締役
2011（平成23）年  ４月    代表取締役副社長
2014（平成26）年  6月    監査役
2016（平成28）年  6月    取締役（監査等委員）

取締役（監査等委員）

山本 敬
よしまさ

藏

1951（昭和26）年11月19日、兵庫県出身
1976（昭和51）年  3月　大阪大学大学院工学研究科前期課程原子力工学修了
1976（平成51）年  4月    株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  4月    技監（役員待遇）
2014（平成26）年  6月    監査役    
2016（平成28）年  6月   取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

沖本 隆史

1950（昭和25）年11月14日、広島県会社法第2条第15号に定める社外取締役 出身
1973（昭和48）年  ３月   京都大学経済学部卒業
1973（昭和48）年  ４月   株式会社第一勧業銀行入行
2001（平成13）年  6月   同行 執行役員
2002（平成14）年  4月   株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員
2002（平成14）年10月   同行 常務執行役員
2005（平成17）年  4月   同行 取締役副頭取
2007（平成19）年  ４月   株式会社オリエントコーポレーション 顧問
2007（平成19）年  6月   同社 代表取締役会長兼会長執行役員
2008（平成20）年  6月   第一三共株式会社 取締役
2011（平成23）年  ６月   株式会社神戸製鋼所 監査役
2016（平成28）年  6月   同社  取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

宮田
み や た よしいく

賀生

1953（昭和28）年  4月24日、奈良県出身会社法第2条第15号に定める社外取締役

1977（昭和52）年  4月   松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
1977（昭和52）年  3月   京都大学法学部卒業

2007（平成19）年  ４月   松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）役員
2009（平成21）年  ４月   パナソニック株式会社  常務役員
2011（平成23）年  4月   同社  専務役員
2011（平成23）年  6月   同社  代表取締役専務
2014（平成26）年  6月   同社  顧問
2015（平成27）年12月   同社  顧問　退任
2016（平成28）年  6月   株式会社神戸製鋼所　取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員） 1954（昭和29）年  5月24日、京都府会社法第2条第15号に定める社外取締役 出身
1981（昭和56）年  3月   京都大学法学部卒業
1983（昭和58）年  ３月   司法修習修了
1983（昭和58）年  ４月   弁護士登録（大阪弁護士会）
2016（平成28）年  6月   株式会社神戸製鋼所　取締役（監査等委員）

千森
ち も り ひでろう

秀郎

取締役（非常勤）

楢木 一秀

1953（昭和28）年11月11日、兵庫県出身コベルコ建機株式会社代表取締役社長
1977（昭和52）年  3月   大阪大学基礎工学部機械工学科卒業
1977（昭和52）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2008（平成20）年  4月   執行役員
2010（平成22）年  4月   常務執行役員
2012（平成24）年  4月   専務執行役員
2012（平成24）年  6月   専務取締役
2014（平成26）年  4月   代表取締役副社長
2016（平成28）年  4月   取締役（非常勤）　コベルコ建機株式会社代表取締役社長
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■執行役員 （2016年6月22日現在）

執行役員

竹内 正道
たけうち まさみち

機械事業部門産業機械事業部長 1959（昭和34）年  4月10日、兵庫県出身
1984（昭和59）年  ３月   東北大学大学院工学研究科機械工学修了
1984（昭和59）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2016（平成28）年  4月   執行役員（高砂常駐）

執行役員

永良 哉
な が ら はじめ

鉄鋼事業部門原料部の担当、同企画管理部長 1961（昭和36）年  7月5日、兵庫県出身
1985（昭和60）年  ３月   東京大学文学部卒業
1985（昭和60）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2016（平成28）年  4月   執行役員（東京常駐）

執行役員

西村 悟
にしむら さとし

鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当、
同線材条鋼分野海外拠点の担当

1962（昭和37）年  3月21日、大阪府出身
1986（昭和61）年  ３月   大阪市立大学文学部卒業
1986（昭和61）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2016（平成28）年  4月   執行役員（東京常駐）

専務執行役員

大濱　 敬織

機械事業部門圧縮機事業部長 1955（昭和30）年10月 14日、長崎県出身
1981（昭和56）年  3月   佐賀大学大学院工学研究科機械工学修士課程修了
1981（昭和56）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2010（平成22）年  4月   執行役員
2012（平成24）年  4月   常務執行役員
2014（平成26）年  4月   専務執行役員（高砂常駐）

専務執行役員

宮下　 幸正

鉄鋼事業部門営業総括部、資材部の担当、
同営業全般の担当

1955（昭和30）年11月 17日、兵庫県出身
1980（昭和55）年  3月   一橋大学商学部卒業
1980（昭和55）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2010（平成22）年  4月   執行役員
2012（平成24）年  4月   常務執行役員
2014（平成26）年  4月   専務執行役員（東京常駐）

専務執行役員

森地　 高文

秘書広報部、総務部、人事労政部（除く
安全管理、QC支援）、営業企画部、建
設技術部、ラグビー部支援室、支社・支
店（高砂製作所を含む）の担当

1958（昭和33）年10月 15日、大阪府出身
1981（昭和56）年  ３月   神戸大学経営学部経営学科卒業
1981（昭和56）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2011（平成23）年  ４月   執行役員
2013（平成25）年  ４月   常務執行役員
2015（平成27）年  ４月   専務執行役員（神戸常駐）

常務執行役員

藤井　 拓己

アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の
担当、同環境防災、安全管理全般の担当

1957（昭和32）年  8月 14日、山口県出身
1981（昭和56）年  ３月   名古屋大学工学部機械学科卒業
1981（昭和56）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  ４月   執行役員
2014（平成26）年  ４月   常務執行役員（東京常駐）

常務執行役員

藤　   宏

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担
当、同アルミ板事業の担当

1957（昭和32）年  8月 30日、東京都出身
1980（昭和55）年  3月　自由学園最高学部卒業
1980（昭和55）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2009（平成21）年  1月　神鋼商事株式会社へ転籍

加

2009（平成21）年  6月   同社 執行役員
2012（平成24）年  6月　同社 常務執行役員
2013（平成25）年  4月　株式会社神戸製鋼所 常務執行役員（東京常駐）

専務執行役員

水口 誠

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板
商品技術部、薄板商品技術部の担当

1959（昭和34）年  4月 28日、京都府出身
1982（昭和57）年  ３月   京都大学工学部機械工学科卒業
1982（昭和57）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2011（平成23）年  ４月   執行役員
2013（平成25）年  ４月   常務執行役員

（東京常駐） 2016（平成28）年  ４月   専務執行役員

常務執行役員

森崎　 計人

1957（昭和32）年10月 19日、兵庫県出身
1983（昭和58）年  ３月   京都大学大学院工学研究課程化学工学修了
1983（昭和58）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  ４月   執行役員
2014（平成26）年  ４月   常務執行役員（神戸常駐）

エンジニアリング事業部門安全品質環境管
理部、同プロジェクトエンジニアリングセ
ンターの担当、同原子力・CWD本部の担当

専務執行役員

柴田 耕一朗

1958（昭和33）年12月 6日、大阪府出身
1984（昭和59）年  ３月   大阪大学大学院工学研究科前期課程原子力工学修了
1984（昭和59）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  ４月   執行役員
2014（平成26）年  ４月   常務執行役員

（加古川常駐）

鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古
川製鉄所長

2016（平成28）年  ４月   専務執行役員

執行役員

磯野　 誠昭

アルミ・銅事業部門技術部の担当、同銅板
事業、ディスク事業の担当

1962（昭和37）年  2月6日、富山県出身
1986（昭和61）年  3月　京都大学大学院理学研究科化学専攻修士課程修了
1986（昭和61）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（東京常駐）

常務執行役員

山本　 浩司

環境防災部、人事労政部（安全管理、Q
C支援）、ものづくり推進部、鉄鋼事業
部門技術総括部、システム技術部、同技
術開発センターの担当

1961（昭和36）年  3月28日、山口県出身
1985（昭和60）年  3月　大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程化学工学専攻修了
1990（平成  2）年  8月　株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  4月　執行役員

（神戸常駐） 2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

執行役員

大久保　 安

監査部、法務部の担当、全社コンプラ
イアンスの担当

1957（昭和32）年11月19日、東京都出身
1981（昭和56）年  3月　北海道大学法学部卒業
1981（昭和56）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（東京常駐）

執行役員

勝川  四志彦

経営企画部（除く輸送機材事業企画室）、
IT企画部の担当、全社システムの担当、
海外拠点（本社所管）の担当

1962（昭和37）年  3月12日、兵庫県出身
1985（昭和60）年  3月　神戸商科大学商経学部卒業
1985（昭和60）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（東京常駐）

（東京 ）

執行役員

山本      明

溶接事業部門生産センターの担当、同企画
管理部長

1962（昭和37）年  9月 9日、兵庫県出身
1987（昭和62）年  ３月   大阪大学大学院工学研究科金属材料工学専攻修士課程修了
1987（昭和62）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員常駐

執行役員

宮崎　 庄司

鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 1962（昭和37）年11月12日、福岡県出身
1985（昭和60）年  3月　九州大学工学部冶金学科卒業
1985（昭和60）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（神戸常駐）

常務執行役員

河原　 一明

経理部、財務部の担当 1959（昭和34）年  7月28日、大阪府出身
1982（昭和57）年  ３月   神戸大学経営学部商学科卒業
1982（昭和57）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  ４月   執行役員（東京常駐）
2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

石川　 裕士

エンジニアリング事業部門新鉄源本部、社会
インフラ本部の担当、同市場開発室の担当

1958（昭和33）年  ４月7日、兵庫県出身
1982（昭和57）年  ３月   東北大学法学部卒業
1982（昭和57）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  ４月   執行役員

（東京常駐） 2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

松原　 弘明

鉄鋼事業部門素形材企画部の担当、同鋳
鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部
の担当

1959（昭和34）年  2月10日、兵庫県出身
1981（昭和56）年  ３月   京都大学工学部機械工学科卒業
1981（昭和56）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  ４月   執行役員

（神戸常駐） 2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

北川　 二朗

電力事業部門長 1959（昭和34）年  9月1日、滋賀県出身
1982（昭和57）年  3月　横浜国立大学工学部安全工学科卒業
1982（昭和57）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  4月　執行役員（神戸常駐）
2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

岡　 　欣彦

鉄鋼事業部門厚板営業部、薄板営業部の担当、
同薄板分野海外拠点の担当

1960（昭和35）年  8月23日、兵庫県出身
1983（昭和58）年  3月　大阪大学経済学部経営学科卒業
1983（昭和58）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  4月　執行役員（東京常駐）
2016（平成28）年  ４月   常務執行役員
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■執行役員 （2016年6月22日現在）

執行役員

竹内 正道
たけうち まさみち

機械事業部門産業機械事業部長 1959（昭和34）年  4月10日、兵庫県出身
1984（昭和59）年  ３月   東北大学大学院工学研究科機械工学修了
1984（昭和59）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2016（平成28）年  4月   執行役員（高砂常駐）

執行役員

永良 哉
な が ら はじめ

鉄鋼事業部門原料部の担当、同企画管理部長 1961（昭和36）年  7月5日、兵庫県出身
1985（昭和60）年  ３月   東京大学文学部卒業
1985（昭和60）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2016（平成28）年  4月   執行役員（東京常駐）

執行役員

西村 悟
にしむら さとし

鉄鋼事業部門線材条鋼営業部の担当、
同線材条鋼分野海外拠点の担当

1962（昭和37）年  3月21日、大阪府出身
1986（昭和61）年  ３月   大阪市立大学文学部卒業
1986（昭和61）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2016（平成28）年  4月   執行役員（東京常駐）

専務執行役員

大濱　 敬織

機械事業部門圧縮機事業部長 1955（昭和30）年10月 14日、長崎県出身
1981（昭和56）年  3月   佐賀大学大学院工学研究科機械工学修士課程修了
1981（昭和56）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2010（平成22）年  4月   執行役員
2012（平成24）年  4月   常務執行役員
2014（平成26）年  4月   専務執行役員（高砂常駐）

専務執行役員

宮下　 幸正

鉄鋼事業部門営業総括部、資材部の担当、
同営業全般の担当

1955（昭和30）年11月 17日、兵庫県出身
1980（昭和55）年  3月   一橋大学商学部卒業
1980（昭和55）年  4月   株式会社神戸製鋼所入社
2010（平成22）年  4月   執行役員
2012（平成24）年  4月   常務執行役員
2014（平成26）年  4月   専務執行役員（東京常駐）

専務執行役員

森地　 高文

秘書広報部、総務部、人事労政部（除く
安全管理、QC支援）、営業企画部、建
設技術部、ラグビー部支援室、支社・支
店（高砂製作所を含む）の担当

1958（昭和33）年10月 15日、大阪府出身
1981（昭和56）年  ３月   神戸大学経営学部経営学科卒業
1981（昭和56）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2011（平成23）年  ４月   執行役員
2013（平成25）年  ４月   常務執行役員
2015（平成27）年  ４月   専務執行役員（神戸常駐）

常務執行役員

藤井　 拓己

アルミ・銅事業部門鋳鍛事業、押出事業の
担当、同環境防災、安全管理全般の担当

1957（昭和32）年  8月 14日、山口県出身
1981（昭和56）年  ３月   名古屋大学工学部機械学科卒業
1981（昭和56）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  ４月   執行役員
2014（平成26）年  ４月   常務執行役員（東京常駐）

常務執行役員

藤　   宏

アルミ・銅事業部門企画管理部、原料部の担
当、同アルミ板事業の担当

1957（昭和32）年  8月 30日、東京都出身
1980（昭和55）年  3月　自由学園最高学部卒業
1980（昭和55）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2009（平成21）年  1月　神鋼商事株式会社へ転籍

加

2009（平成21）年  6月   同社 執行役員
2012（平成24）年  6月　同社 常務執行役員
2013（平成25）年  4月　株式会社神戸製鋼所 常務執行役員（東京常駐）

専務執行役員

水口 誠

鉄鋼事業部門線材条鋼商品技術部、厚板
商品技術部、薄板商品技術部の担当

1959（昭和34）年  4月 28日、京都府出身
1982（昭和57）年  ３月   京都大学工学部機械工学科卒業
1982（昭和57）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2011（平成23）年  ４月   執行役員
2013（平成25）年  ４月   常務執行役員

（東京常駐） 2016（平成28）年  ４月   専務執行役員

常務執行役員

森崎　 計人

1957（昭和32）年10月 19日、兵庫県出身
1983（昭和58）年  ３月   京都大学大学院工学研究課程化学工学修了
1983（昭和58）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  ４月   執行役員
2014（平成26）年  ４月   常務執行役員（神戸常駐）

エンジニアリング事業部門安全品質環境管
理部、同プロジェクトエンジニアリングセ
ンターの担当、同原子力・CWD本部の担当

専務執行役員

柴田 耕一朗

1958（昭和33）年12月 6日、大阪府出身
1984（昭和59）年  ３月   大阪大学大学院工学研究科前期課程原子力工学修了
1984（昭和59）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2012（平成24）年  ４月   執行役員
2014（平成26）年  ４月   常務執行役員

（加古川常駐）

鉄鋼事業部門鋼材生産全般の担当、同加古
川製鉄所長

2016（平成28）年  ４月   専務執行役員

執行役員

磯野　 誠昭

アルミ・銅事業部門技術部の担当、同銅板
事業、ディスク事業の担当

1962（昭和37）年  2月6日、富山県出身
1986（昭和61）年  3月　京都大学大学院理学研究科化学専攻修士課程修了
1986（昭和61）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（東京常駐）

常務執行役員

山本　 浩司

環境防災部、人事労政部（安全管理、Q
C支援）、ものづくり推進部、鉄鋼事業
部門技術総括部、システム技術部、同技
術開発センターの担当

1961（昭和36）年  3月28日、山口県出身
1985（昭和60）年  3月　大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程化学工学専攻修了
1990（平成  2）年  8月　株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  4月　執行役員

（神戸常駐） 2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

執行役員

大久保　 安

監査部、法務部の担当、全社コンプラ
イアンスの担当

1957（昭和32）年11月19日、東京都出身
1981（昭和56）年  3月　北海道大学法学部卒業
1981（昭和56）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（東京常駐）

執行役員

勝川  四志彦

経営企画部（除く輸送機材事業企画室）、
IT企画部の担当、全社システムの担当、
海外拠点（本社所管）の担当

1962（昭和37）年  3月12日、兵庫県出身
1985（昭和60）年  3月　神戸商科大学商経学部卒業
1985（昭和60）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（東京常駐）

（東京 ）

執行役員

山本      明

溶接事業部門生産センターの担当、同企画
管理部長

1962（昭和37）年  9月 9日、兵庫県出身
1987（昭和62）年  ３月   大阪大学大学院工学研究科金属材料工学専攻修士課程修了
1987（昭和62）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員常駐

執行役員

宮崎　 庄司

鉄鋼事業部門神戸製鉄所長 1962（昭和37）年11月12日、福岡県出身
1985（昭和60）年  3月　九州大学工学部冶金学科卒業
1985（昭和60）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2015（平成27）年  4月　執行役員（神戸常駐）

常務執行役員

河原　 一明

経理部、財務部の担当 1959（昭和34）年  7月28日、大阪府出身
1982（昭和57）年  ３月   神戸大学経営学部商学科卒業
1982（昭和57）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  ４月   執行役員（東京常駐）
2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

石川　 裕士

エンジニアリング事業部門新鉄源本部、社会
インフラ本部の担当、同市場開発室の担当

1958（昭和33）年  ４月7日、兵庫県出身
1982（昭和57）年  ３月   東北大学法学部卒業
1982（昭和57）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  ４月   執行役員

（東京常駐） 2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

松原　 弘明

鉄鋼事業部門素形材企画部の担当、同鋳
鍛鋼事業部、同チタン本部、同鉄粉本部
の担当

1959（昭和34）年  2月10日、兵庫県出身
1981（昭和56）年  ３月   京都大学工学部機械工学科卒業
1981（昭和56）年  ４月   株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  ４月   執行役員

（神戸常駐） 2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

北川　 二朗

電力事業部門長 1959（昭和34）年  9月1日、滋賀県出身
1982（昭和57）年  3月　横浜国立大学工学部安全工学科卒業
1982（昭和57）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  4月　執行役員（神戸常駐）
2016（平成28）年  ４月   常務執行役員

常務執行役員

岡　 　欣彦

鉄鋼事業部門厚板営業部、薄板営業部の担当、
同薄板分野海外拠点の担当

1960（昭和35）年  8月23日、兵庫県出身
1983（昭和58）年  3月　大阪大学経済学部経営学科卒業
1983（昭和58）年  4月　株式会社神戸製鋼所入社
2014（平成26）年  4月　執行役員（東京常駐）
2016（平成28）年  ４月   常務執行役員
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代 氏　名 在　任　期　間 在　任　年　月

初　代 黒川　  勇熊 1911（明治44）年   6月 ～ 1915（大正  4）年   7月 4年1ヵ月

第2代 鈴木  岩治郎 1915（大正  4）年   7月 ～ 1920（大正  9）年 12月 5年5ヵ月

第3代 伊藤  乙次郎 1920（大正  9）年 12月 ～ 1928（昭和  3）年   3月 7年3ヵ月

第4代 永安  晋次郎 1928（昭和  3）年   3月 ～ 1934（昭和  9）年   8月 6年5ヵ月

第5代 田宮 嘉右衛門 1934（昭和  9）年   8月 ～ 1945（昭和20）年   9月 11年1ヵ月

第6代 浅田　  長 平 1945（昭和20）年   9月 ～ 1946（昭和21）年 12月 1年3ヵ月

第7代 町永　 三郎 1946（昭和21）年 12月 ～ 1952（昭和27）年 11月 5年11ヵ月

第8代 浅田　  長 平 1952（昭和27）年 11月 ～ 1958（昭和33）年 11月 6年

第9代 外島　  健吉 1958（昭和33）年 11月 ～ 1972（昭和47）年   5月 13年6ヵ月

第10代 井上　  義海 1972（昭和47）年   5月 ～ 1974（昭和49）年 11月 2年6ヵ月

第11代 鈴木　  博章 1974（昭和49）年 11月 ～ 1976（昭和51）年   9月 1年10ヵ月

第12代 杉澤　  英男 1976（昭和51）年   9月 ～ 1977（昭和52）年 10月 1年1ヵ月

第13代 高橋　  孝吉 1977（昭和52）年 10月 ～ 1983（昭和58）年   6月 5年8ヵ月

第14代 牧      冬彦 1983（昭和58）年   6月 ～ 1987（昭和62）年   6月 4年

第15代 亀高　  素吉 1987（昭和62）年   6月 ～ 1996（平成  8）年   6月 9年

第16代 熊本　  昌弘 1996（平成  8）年   6月 ～ 1999（平成11）年   3月 2年10ヵ月

第17代 水越　  浩士 1999（平成11）年   4月 ～ 2004（平成16）年   3月 5年

第18代 犬伏　  夫 2004（平成16）年   4月 ～ 2009（平成21）年   3月 5年

第19代 佐藤　  广士 2009（平成21）年   4月 ～ 2013（平成25）年   3月    4年

第20代 川崎　  博也 2013（平成25）年   4月 ～ 　　　　　　　 　　  　

■歴代社長

黄

6 5



人事

■従業員数推移

■平均年齢推移（単独）

注1） 各年とも3月31日現在。
注2） 単独ピーク時34,978人（1976年）。
注3） 出向者は神戸製鋼からグループ内外への出向者。

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

全 従 業 員 41.3 41.0 40.6 40.4 40.2 41.3 41.1 40.4 40.7 40.4

2016

40.0

注1） 各年とも3月31日現在。
注2）出向者を除く。

29,068

8,673

4,287
出向

31,828

9,048

33,657

9,467

3,353

33,526

9,932

33,629

10,129

34,772

9,933

35,496

10,370

3,743 2,951 2,571 2,245 1,896 1,713

10,398

36,018

1,563

10,586

36,019

1,352

10,609

36,420

1,164

10,833

36,338

単独

連結

（単位：歳）

（単位：人）

■採用数推移（単独）

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016

総

合

職

新　卒 180 170 53 119 158 138 142 168

キャリア 71 9 36 70 45 35 95 （135）

計 251 179 89 189 203 173 237 （303）

基

幹

職

新　卒 222 226 56 178 240 217 246 226

キャリア 178 34 126 171 93 43 161 （246）

計 400 260 182 349 333 260 407 （472）

総　計 651 439 271 538 398 433 644 （775）

2017

（175）

ー

ー

（283）

ー

ー

ー

 注1）（　）内は計画。

（単位：人）

2014

106

42

148

202

122

324

472

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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決算概況

2014年度 2015年度
前　期　比　増　減

増　減　率

売　上　高 ▲640 ▲3.4％

セ

グ

メ

ン

ト

別

鉄 鋼 事 業 部 門 ▲552 ▲6.9％

溶 接 事 業 部 門 ▲22 ▲2.4％

ア ル ミ  ・ 銅 事 業 部 門 146 4.4％

機 械 事 業 部 門 ▲1 ▲0.1%

エンジニアリング事業部門 ▲3 ▲0.6%

神 鋼 環 境 ソリュー ション 148 21.8%

コ ベ ル コ 建 機 ▲392 ▲12.6%

コ ベ ル コ ク レ ー ン 16 2.4%

そ の 他 の 事 業 ▲15 ▲2.0%

消　去 34 ー

海  外  売  上  高
（海外売上高比率）

営 業  利  益

経  常  利  益 ▲727 ▲71.6%

▲510 ▲42.7%

▲528 ▲7.4%

セ

グ

メ

ン

ト

別

鉄 鋼 事 業 部 門 ▲251 ▲87.2%

溶 接 事 業 部 門 ▲21 ▲20.8%

ア ル ミ  ・ 銅 事 業 部 門 ▲0 ▲0.4%

機 械 事 業 部 門 ▲36 ▲35.0％

エンジニアリング事業部門 2 36.7%

神 鋼 環 境 ソリュー ション 6 20.6％

コ ベ ル コ 建 機 ▲355 ー

コ ベ ル コ ク レ ー ン ▲27 ▲52.7%

▲1.7%

そ の 他 の 事 業 2 4.0%

消　去 ▲47

▲391

ー

当  期  純  利  益 ▲1.081 ー

１株当たり当期純利益

18,228

7,425

922

3,454

1,590

487

830

2,717

727

745

▲ 673

6,626
(36.4％)

684

289

36

81

151

67

10

36

▲144

24

73

▲47

▲215

▲5.93円

18,868

7,978

944

3,308

1,591

490

681

3,110

711

760

▲707

7,154
(37.9％)

1,194

1,016

287

102

151

104

7

30

210

51

70

▲0

865

23.81円 ▲29.74 ー

●財務データ

総　資　産

純　資　産 ▲1,062 ▲12.5％

１株当たり純資産 ▲23.32 ▲10.9％

自己資本当期純利益率 ▲14.9％ ー

総資産経常利益率

22,611

7,454

190.38円

▲2.9％

1.3％

23,002

8,517

213.70円

12.0％

4.4％ ▲3.1％ ー

注1） 子会社212社、関連会社56社。

※旧セグメントにて表記

注2） 海外売上高＝神戸製鋼および国内連結子会社の輸出高と海外連結子会社の売上高の合計額。

（単位：億円）
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530

2001 2011 2012 20132002 2003 20041995 20051996 20061997 20071998 20081999 20092000 2010

16,855

18,646

18,246

12,047 12,191

14,437

16,673

19,102

16,710

18,585

605
810903

2,203 2,086 2,023

1,064 1,245

▲ 269

354

1,372

1,769

209

975

1,832

▲ 142
17

220
512

845

175
▲ 48

1,096

▲ 314

65 63

587

1,665

843

1,579
1,006

129

889

890
500

354
529137

▲ 226

▲ 388

102

827

460

1,160

▲ 285

608507500

1,169

▲ 135

15,334 15,351

13,054

13,730

11,980

12,525

14,769

18,868

1,145
1,194

1,0161,016

701

▲ 181

865

112112
337

850

■業績推移（連結） （単位：億円）

0

21,324 21,772

20152014

20,000

15,000

10,000

▲

18,228

（年度）

売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
純 利 益

684

289

▲215
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財務

3,813

2,399

2010

34.8%

30.6%

1,10

7,894

7,760

200820072006 2012 2013 2014 2015

2015

4,270

2,434

2015

2009 2010

8,101

7,464

9,547

8,559

9,251

8,377

2011

8,454

7,6987,422

8,234

7,133

6,212

1.19 1.25

1.65 1.60
1.36 1.37

1.75 1.11

9,591

7,872
9,076

7,481

0.88

6,774

6,509

■外部負債推移

■棚卸資産推移

 

）円億 ： 位単（

注1）　　　　　プロジェクトファイナンスを含む連結外部負債残高。
注2）　　　　　Ｄ/Ｅレシオ（連結）。

（年度）

3,670

2,259

2009

4,623

2,869

2008

4,085

2,410

2011 （年度）2012

4,005

2,188

2013

4,007

2,282

2014

4,426

2,446

2006

3,673

2,160

4,094

2007

2,410

■自己資本比率推移

2012 201320102009200820072006

25.6％

23.0％

27.8%

24.6%23.6％

20.9％

2011

27.1%
26.1%

35.0%

23.9% 23.0%

29.2%

2014

38.9%

33.8%

（年度）

33.4％
29.7％

26.4％
25.8％

）倍，円億 ： 位単（

連結

連結

単独

単独

連結
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株式

■株式 

■株主分布

２,509億3,003万3,900円

３6億4,364万2,１００株

220,011人

政府・地方公共団体
金 融 機 関
金融商品取引業者
そ の 他 国 内 法 人
外 国 法 人 な ど
外 国 個 人
国内個人・その他

所 有 株 数 別

0.00
29.11
1.68
16.91
24.38
0.02
27.90

69.23

7.52

13.80

9.30

0.15

百万株以上

十万株以上

一万株以上

千株以上

千株未満

（％） （％）所 有 者 別 株 数

（2016年3月31日現在）

（2016年3月31日現在）

■主要株主

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口）

日本マスタートラスト信 託 銀 行（ 信 託 口 ）

新 日 鐵 住 金

日 本 生 命 保 険

み ず ほ 銀 行

三 菱 U F J 信 託 銀 行

日本トラスティ・サービス信託銀行（信託口7）

ステート  ストリート  バンク  ウェスト  
クライアント -トリーティー 505234 

日双

三 菱 東 京 U F J 銀 行
 

127,110

118.677

107,345

101,189

64,669

52,329

46,477

45,533

45,016

43,148

3.49

3.26

2.95

2.78

1.77

1.44

1.28

1.25

1.24

1.18

株　数
（千 株）

比　率
（％）

注）神戸製鋼の保有する自己株式数は2,121千株。

株　主　名順　位

（2016年3月31日現在）

■当社保有株式

銘　柄 株 式 数
（千 株）

貸 借 対 照 表 計 上 額
（百 万 円） 保 有 目 的

ト ヨ タ 自 動 車 4,032 23,998 継続的取引関係の維持・深化のため

新 日 鐵 住 金 6,744 14,580 業務提携の一環として

三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,704 4,539 資金調達などの円滑化のため

三 菱 マ テ リ ア ル 10,491 3,336 業務提携の一環として

みずほフィナンシャルグループ 16,161 2,716 資金調達などの円滑化のため

三 菱 重 工 業 4,734 1,979 継続的取引関係の維持・深化のため　

大 同 特 殊 鋼 4,274 1,666 継続的取引関係の維持・深化のため

電 源 開 発 515 1,808 継続的取引関係の維持・深化のため

丸 一 鋼 管 661 2,040 継続的取引関係の維持・深化のため

東 プ レ 947 1,985 継続的取引関係の維持・深化のため

東 京 海 上 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 201 764 継続的取引関係の維持・深化のため

エ ア ・ ウ ォ ー タ ー 735 1,224 継続的取引関係の維持・深化のため

三井住友フィナンシャルグループ 337 1,149 資金調達などの円滑化のため

ア ル コ ニ ッ ク ス 854 1,341 継続的取引関係の維持・深化のため

大 林 組 1,845 2,047 継続的取引関係の維持・深化のため

鹿 島 建 設 2,421 1,709 継続的取引関係の維持・深化のため

関 西 電 力 1,176 1,172 継続的取引関係の維持・深化のため

清 水 建 設 812 774 継続的取引関係の維持・深化のため

西 松 建 設 2,740 1,323 継続的取引関係の維持・深化のため

日 本 発 条 926 997 継続的取引関係の維持・深化のため

淀 川 製 鋼 所 449 1,073 継続的取引関係の維持・深化のため

双 葉 電 子 工 業 546 870 継続的取引関係の維持・深化のため

富 士 重 工 業 204 810 継続的取引関係の維持・深化のため

豊 田 通 商 311 790 継続的取引関係の維持・深化のため

（2016年3月31日現在）

西 日 本 旅 客 鉄 道 150 1,042 継続的取引関係の維持・深化のため

資 本 金

発 行 済 株 式 総 数

株 主 数

■配当実績 （単位 : 円）

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

中 間 3.0 3.5 3.5 ー 1.5 1.0 ー ー 2.0

期 末 4.0 3.5 ー 1.5 1.5 ー ー 4.0 2.0

年 度 7.0 7.0 3.5 1.5 3.0 1.0 ー 4.0 4.0

2015

2.0

ー

2.0

2.0
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設備投資

1,035

548

19

184

36

2

27

145

12

47

11

633

953

898

1,099

503

26

212

41

7

39

156

17

35

58

580

991

948

工 事 ベ ー ス（ 連 結 ）

 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
 
 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 ま た は 全 社

工 事 ベ ー ス（ 単 独 ）

支 払 ベ ー ス（ 連 結 ）

減 価 償 却 費（ 連 結 ）

■設備投資 ■設備投資推移（工事ベース） 

2015
年 度

2014
年 度

（単位 ： 億円） （単位 ： 億円）

※1）USドル表記(百万USドル)

上工程設備の加古川製鉄所への集約に伴う設備
増強・物流設備他

第 3高炉改修

溶解鋳造ライン、押出プレス、バンパー加工ライン

回転機工場の設備増強

192

655

46.7※1

81

事　　業　　所

加古川製鉄所および神戸製鉄所

Kobelco Aluminium Products & 
Extrusions Inc.

高 砂 製 作 所

加 古 川 製 鉄 所

2014年 2月～ 17年11月

2014年 2月～ 16年12月

2016年 3月～ 19年 3月

2015年 2月～ 17年 4月

■主要設備投資計画

工　　　事　　　名 金　　額 工　　期

アルミ・銅

機 械

鉄 鋼

（単位 ： 億円）

2006

1

962

2007

1

,3361

,505

1,146

2010

913

622

1,180

853

2008 2009

1,287

957

2011

960

549

2012

721

1,149

2013
（年度）

670

1,014

2014

633

1,035

2013年 9月～ 16年 4月

建設機械工場の建設 41※2 Kobelco Construction Machinery U.S.A. Inc.  2014年12月～ 15年12月建 機

■最近の主要設備投資（工事完了済み） 

発電用ボイラ更新

第２高炉改修

新溶銑処理工場の建設

第３高炉改修

自動車パネル材製造工場の建設

神戸新本社ビルの建設

845

400

300

760※1

60

100

事　　業　　所

神 戸 製 鉄 所

神 鋼 汽 車 鋁 材

神 戸 本 社

加 古 川 製 鉄 所

2004年 9月～ 5月

2009年10月～ 14年12月

2011年 9月～ 14年 4月

2007年11月～ 07年

07年

12月

2011年 7月～ 13年 2月

工　　　事　　　名 金　　額 工　　期

アルミ・銅

本 社

鉄 鋼

※1）人民元表記(百万元)　
※2）USドル表記(百万USドル)

（単位 ： 億円）

580

1.099

2015

連結

単独
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主要グループ会社

（★印＝上場企業、連＝連結子会社、持＝持分法適用会社、資本金＝百万円未満切り捨て、2016年7月現在）

社 名 本社所在地／電話／ＦＡＸ 代 表 者 資   本   金
議決権比率 設立年月 主要事業内容 注

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ

（東証１部上場）

関 西 熱 化 学 ㈱

ＫＳサミットスチール㈱

堺 鋼 板 工 業 ㈱

三 和 鐵 鋼 ㈱

㈱神鋼エンジニアリング
＆メンテナンス

神 鋼 建 材 工 業 ㈱

神 鋼 鋼 線 工 業 ㈱

（東証２部上場）

神 鋼 鋼 板 加 工 ㈱

神 鋼 ス ラ グ 製 品 ㈱

コ ベ ル コ 鋼 管 ㈱

神 鋼 物 流 ㈱

神 鋼 ボ ル ト ㈱

㈱ セ ラ テ ク ノ

㈱テザックワイヤロープ

日本エアロフォージ㈱

日 本 高 周 波 鋼 業 ㈱

（東証１部上場）

〒 660-8533 兵庫県尼崎市東浜町 1
Tel (06) 6413-9911／Fax (06) 6413-4343

〒 661-0976 兵庫県尼崎市潮江 1-2-6 尼崎フロントビル
Tel (06) 4300-5300／Fax (06) 6491-9680

〒 135-0042 東京都江東区木場 5-5-2 CN-1ビル
Tel (03) 5621-8065／Fax (03) 5621-8067

〒 592-8332 大阪府堺市西区石津西町 15
Tel (072) 241-3464／Fax (072) 245-6585

〒 490-1445 愛知県海部郡飛島村金岡 7
Tel (0567) 55-1700／Fax (0567) 55-1718

〒 657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町 4-5-22
Tel (078) 803-2901／Fax (078) 803-2909

〒 660-0086 兵庫県尼崎市丸島町 46
Tel (06) 6418-2621／Fax (06) 6418-6701

〒 660-0091 兵庫県尼崎市中浜町 10-1
Tel (06) 6411-1051／Fax (06) 6411-1056

〒 272-0002 千葉県市川市二俣新町 17
Tel (047) 327-4111／Fax (047) 327-8463

    

    

〒 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
IHDセンタービル
Tel (078) 261-5656／Fax (078) 261-5650

〒 752-0953 山口県下関市長府港町 13-1
Tel (083) 246-3781／Fax (083) 245-1092

〒 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 2-2-4 
Tel (078) 262-3800／Fax (078) 262-3809

〒 272-0002 千葉県市川市二俣新町 17
Tel (047) 328-6551／Fax (047) 328-6558

〒 673-0037 兵庫県明石市貴崎 5-11-70
Tel (078) 923-8678／Fax (078) 923-8397

〒 597-8501 大阪府貝塚市二色中町 11-1
Tel (072) 432-9251／Fax (072) 432-2339

〒 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊 8264-7
Tel (086) 523-0135／Fax (086)523-0137 

〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル
Tel (03) 5687-6023／Fax (03) 5687-6047

小林 英信

杉﨑 康昭

隆志大西

渡 邊 　 光 

佐藤 孝彦

工 藤 　 寛

藤井 晃二

東 　 和 彦

 峯   隆夫

和田 啓一

岩佐 道秀

髙木 唯夫

吉野 良一

髙木 功

岡 野 正 之

河瀬 昌博

1952-11

1956 - 8

1951 - 5

1964 - 8

1961 - 7

1962 - 4

1949 - 9

1954 - 3

1970 - 5

 -1998 - 3

1996 - 1

1954-10

1970 - 3

1999-10

2001 - 4

2011 - 1

1950 - 5

スポンジチタン・多結晶シリコンなどの製造・
販売

コークス類その他各種化学工業品の製造・
販売

薄鋼板の切断加工・販売

薄鋼板の剪断加工・販売

レベラー加工、スリット加工、鋼板の溶断加工・
販売、線材保管業

各種プラント・機械の設計・製作・据付、配管
および保全工事

土木・建築用製品の製造・販売

線材二次製品の製造・販売および各種構造物
の建設工事の請負

厚鋼板の溶断加工およびその製品販売

鉄鋼スラグ製品販売、鉄鋼副生品販売、産廃
処理処分事務代行、土木建設資材販売他

ステンレス鋼管、精密鋼管の製造・販売

港湾運送、内航海運、通関、貨物自動車運送、
倉庫、工場構内諸作業請負

建築・建設機械用などの各種ボルトの製造・販売

耐火煉瓦・各種不定型耐火物・焼石灰の製造・
販売

鋼索・鋼線・鋼撚線の製造・販売 

大型鍛造品の製造・販売

特殊鋼鋼材の製造・販売

★
持

持

持

連

持

連

連

★
持

連

連

連

連

連

持

持

持

★
連

鉄鋼

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

8,739
23.9%

6,000
24.0%

254
22.39%

320
80.0%

405
40.33%

150
100.0%

3,500
96.8%

8,062
30.72%

100
51.0%

90
100.0%

4,250
100.0%

2,479
97.68%

465
100.0%

440
49.0%

450
42.1%

1,850
40.5％

15,669
51.85%

隅田 　進
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（★印＝上場企業、連＝連結子会社、持＝持分法適用会社、資本金＝百万円未満切り捨て、2016年7月現在）

社 名 本社所在地／電話／ＦＡＸ 代 表 者 資 本 金
議決権比率 設立年月 主要事業内容 注

溶接

（★印＝上場企業、連＝連結子会社、持＝持分法適用会社、資本金＝百万円未満切り捨て、2016年7月現在）

6,000
55.0%

200
98.8%

10
100.0%

10
100.0%

400
100.0%

100
100.0%

200
90.0%

10
100.0%

450
75.0%

200
35.0%

〒 141-8688 東京都品川区北品川 5-9-12
Tel (03) 5739-5315／Fax (03) 5739-5352

〒 251-8551 神奈川県藤沢市宮前 100-1 神戸製鋼藤沢事業所内
Tel (0466) 20-3318／Fax (0466) 20-3040

〒 111-0051 東京都台東区蔵前 2-17-4 JFE蔵前ビル
Tel (03) 3864-3731／Fax (03) 3864-3738

〒 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-11-7
信濃橋三井ビルディング11階
Tel (06) 4256-6140／Fax (06) 6444-7411

〒 251-8551 神奈川県藤沢市宮前 100-1 
神戸製鋼藤沢事業所内
Tel (0466) 20-3222／Fax (0466) 20-3238

〒 221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江 1-30-8
Tel (045) 430-3832／Fax (045) 401-4871

〒 709-2105 岡山県岡山市北区御津伊田 1028-12
Tel (0867) 24-4181／Fax (0867) 24-4340

アルミ・銅

機械

㈱コベルコ
溶接ソリューション

コベルコロボットサービス㈱

㈱ Ｊ Ｋ Ｗ

神 鋼 アク テ ッ ク ㈱

神鋼溶接サービス㈱

㈱ タ セ ト

阪 神 溶 接 機 材 ㈱

40
64.2%

50
100.0%

80
80.0%

100
99.5%

75
100.0%

100
100.0%

300
75.0%

2012 - 4

1996 - 1

1954 - 3

1987 - 4

1995-10

1961 - 7

1959 - 2

溶接材料・溶接機器の売買、仲介および輸出入業

溶接材料、溶接機械器具の販売

高機能脱臭フィルター・厨房排気用脱臭フィ
ルターの製造・開発・販売および脱臭機の
販売他

溶接に関する試験・分析・検査・受託研究、
溶接技術に関する教育指導・コンサルティング
業務

溶接材料およびケミカル品の販売

自動溶接用フラックスの製造

連

連

連

連

連

連

連

㈱コベルコ マテリアル銅管

神 鋼 アル ミ 線 材 ㈱

神鋼関門総合サービス㈱

神鋼大安総合サービス㈱

神 鋼 ノ ー ス ㈱

神鋼ファブテック㈱

神鋼メタルプロダクツ㈱

神鋼真岡総合サービス㈱

神鋼リードミック㈱

豊通非鉄センター㈱

〒 163-0704 東京都新宿区西新宿 2-7-1 
小田急第一生命ビル
Tel (03) 5326-8312／Fax (03) 5326-8348

〒 593-8315 大阪府堺市西区菱木２丁 2153-1
Tel (072) 271-1481／Fax (072) 271-1486

〒 752-0953 山口県下関市長府港町 14-1 
神戸製鋼長府製造所内
Tel (083) 246-1268 ／ Fax (083) 246-1323

〒 511-0284 三重県いなべ市大安町梅戸 1100
神戸製鋼大安工場内
Tel (0594) 77-0430／Fax (0594) 77-2250

〒 315-8523 茨城県かすみがうら市上稲吉 1758-1 
Tel (0299) 59-4111／Fax (0299) 59-4597

〒 752-0953 山口県下関市長府港町 14-1 
神戸製鋼長府製造所内
Tel (083) 246-0210／Fax (083) 246-1471

〒 800-0007 福岡県北九州市門司区小森江 2-2-1
Tel (093) 381-1331／Fax (093) 381-3731

〒 321-4367 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 15 
神戸製鋼真岡製造所内
Tel (0285) 82-8860／Fax (0285) 83-7686

〒 800-0007 福岡県北九州市門司区小森江 2-2-1
Tel (093) 381-1337／Fax (093) 381-3352

〒 446-0004 愛知県安城市尾崎町大縄 １
Tel (0566) 96-3411／Fax (0566) 98-7300

2004 - 4

1942 - 7

2010 - 4

1993 - 3

1963 - 5

1986-12

1955 - 5

1993 - 2

1984 - 4

1998-10

空調用銅管、建築・給湯用銅管などの製造
販売

アルミ合金線・棒およびアルミ線棒加工品の
製造・販売

長府製造所および関門地区向けのサービス
業務

警備、保安、清掃、緑化

各種アルミ加工品の製造・販売

アルミ押出製品、加工品などの生産

復水管および銅管・加工品・複合材など
の製造・販売

警備、保安、清掃、緑化

電子部品、半導体、集積回路部品の製造・販
売およびめっき加工・販売

アルミ板材のスリット加工

連

連

連

連

連

連

連

連

連

持

益野　裕

杉下 幸男

岡野 康司

沼部 裕次

畑中 邦彦

井上 勝彦

原口 一彦

土井 正人

杉浦 淳雄

山中 　 諭

産業ロボット・溶接電源・機器の保守保全、同機器の定
期点検、補修・改造工事、部品販売および据付・調整

安田  幸展

永田 　 学

小澤 康治

濱名  一実

中野
 
利彦

桝田
 謙吾

樋田 幸雄

コベルコ・コンプレッサ㈱ 〒 141-0032 東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勧業ビル
Tel (03) 5496-0011／Fax (03) 5496-0019 山城 一磨 450

100.0% 1997 - 7 空気圧縮機・冷凍機の販売・サービス 連

神鋼エアーテック㈱ 〒 657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通2-3-16
Tel (078) 261-6550／Fax (078) 261-6553 山形 昌弘 90

49.0% 1987 - 4 オンサイト方式によるガス販売およびガス発生装置の販売・保守サービス 持

社 名 本社所在地／電話／ＦＡＸ 代 表 者 資 本 金
議決権比率 設立年月 主要事業内容 注

㈱インダストリアルサービス・
インターナショナル

〒 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町 4-2-7 
Tel (078) 261-7300／ Fax (078) 261-7315 坂口 尚志 30

100.0% 1991 - 4
製鉄プラント、一般産業プラント用機器・予備品・消
耗品の調達・販売・輸出入、プロジェクトマネジメント
サービス、調達・検査サービス、製鉄プラント操業指導

連

80
トランスニュークリア㈱ 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-16 日本生命新橋ビル

Tel (03) 3508-2201／ Fax (03) 3508-2282 谷内 広明 47.5% 1984 - 4
使用済み核燃料・放射性廃棄物に関する
エンジニアリング、輸送、容器製造・販売

連

神 戸 熱 供 給 ㈱
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区海岸通 1-5-1 
IHDセンタービル
Tel (078) 261-6025／ Fax (078) 261-6026

和田本　章 200
51.0% 1996 - 6 熱供給事業 連

㈱神戸メディカルケア
パートナーズ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-1
Tel (078) 303-0310／ Fax (078) 303-0330 飯塚 義和 300

60.0%
2007-11 神戸市立医療センター中央市民病院の

維持管理・運営 連

東日本コベルコ建機㈱ 〒272-0001 千葉県市川市二俣新町１７
Tel (047) 328-7111／Fax (047) 327-7068 花岡 秀行 490

100.0% 1999 - 4 建設機械･運搬機械の販売ならびにサービス 連

490
100.0%西日本コベルコ建機㈱ 〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町４６番地の１

Tel (06) 6414-2100／Fax (06)6414-2110 久慈 正紀 1987-10 建設機械･運搬機械の販売ならびにサービス 連

コベルコクレーン　
トレーディング㈱

100
100.0%

〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 
大崎ブライトコア5F
Tel (078) 303-1220／Fax (078) 303-1250

西川 幸男 2008 - 4 中古建設機械の買取、販売、リースおよび賃貸 連

コベルコ建機
エンジニアリング㈱ Tel (082) 943-5327／Fax (082) 943-5377

〒731-5161　広島県広島市佐伯区五日市港2- 2-1 下垣内 宏 47
100.0% 1987 - 9

土木・建設機械および運搬機械のエンジニア
リングならびに改造、装置および部品の製造
技術資料の製作

連

〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17
Tel (047) 327-2785 ／ Fax (047) 327-6375 伊藤 辰義 2005 - 4100.0%

10
コベルコ教習所㈱

土木・建設機械、運搬機械等のオペレーター
資格取得教習業務および附帯または関連する
一切の事業

連

エンジニアリング

建設機械

神鋼エア・ウォーター・
クライオプラント㈱

〒 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町 4-2-7
Tel (078) 261-7251／Fax (078) 261-7259 森本 智志 90

40.0% 2004 - 3

非破壊検査、一般試験検査、検査装置の開発・
製造販売、材料調査、各種技術サービス・
コンサルティング、代行検査、計量器校正

空気分離装置の設計・調達・製作・施工・
販売および施工管理、試運転調整ならびに
メンテナンス・運転業務

コベ ルコ  シンワ㈱ 〒 674-0063 兵庫県明石市大久保八木 597 
Tel (078) 936-8513／Fax (078) 935-9560 原口 文徳 140

70.0% 1960 -10 物流サービス事業 連

神鋼検査サービス㈱
〒 676-8670 兵庫県高砂市荒井町新浜 2-3-1 
神戸製鋼高砂製作所総合事務所２階
Tel (079) 445-9046／Fax (079) 445-7267

笠島 基嗣 50
100.0% 1986-11 連

神 鋼 造 機 ㈱ 〒 503-8505 岐阜県大垣市本今町 1682-2
Tel (0584) 89-3121／Fax (0584) 87-0020 米谷 剛人 388

100.0% 1950 - 1 内燃機関、変速機、試験機などの製造・販売 連

神 鋼 テ ク ノ ㈱
〒 676-8670 兵庫県高砂市荒井町新浜 2-3-1 
神戸製鋼高砂製作所内
Tel (079) 443-4131／Fax (079) 443-4133

鈴木 日出夫 100
100.0% 1985 - 8

機械・設備の設計・製造・販売、技術計算・
コンサルティング・保守・サービス 連

持

豊田環境サービス㈱ 〒471-0853 愛知県豊田市細谷町３-１-１
Tel (0565)25-3077／ Fax(0565)24-0521 田中 康夫 30

100.0% 2006 - 1 連中間貯蔵・環境安全事業㈱の
豊田PCB廃棄物処理施設の運転管理

㈱加古川環境サービス 〒675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺1525-2
Tel (079)437-2623／ Fax(079)428-9802 江 藤  猛 10

100.0% 2006 -10 加古川市新クリーンセンターの運営管理 連

㈱福井グリーンパワー 〒912-0821 福井県大野市七板第41-2
Tel (0779)64-5801／Fax(0779)64-5851 佐久間 英明 150

70% 2014 - 3 連木質バイオマスによる発電および売電

各種環境プラントの設計・製作・建設・保
守点検、各種産業用機器装置の設計・製作・
保守点検

★
連

コ ベ ル コ 建 機 ㈱
〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア5F　 
Tel (03) 5789-2111／Fax (03) 5789-2131

楢木 一秀 16,000
100.0% 1999-10 建設機械、運搬機械の開発の製造、販売

ならびにサービス 連

100
100.0%

福屋 謙二 2003 - 9
コベルコ建機
インターナショナル
トレーディング㈱

〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 
大崎ブライトコア5F
Tel (03) 5789-2124／Fax (03) 5789-3371

中古建設機械の買取および販売 連

㈱イー・アール・シー高城 廃棄物の最終処分場運営 連〒885-1312 宮崎県都城市高城町四家831-5
Tel (0986)53-9100／ Fax(0986)53-9111 八木 弓博 450

100.0% 2000 -12

神鋼環境メンテナンス㈱ 水処理設備・廃棄物処理施設の運転など 連
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21
三宮グランドビル
Tel (078) 261-7940／ Fax (078) 261-7949

竹 内  徹
80

100.0% 1978 - 3

㈱神鋼環境ソリューション
（東証2部上場）

〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-78
Tel (078) 232-8018／ Fax (078) 232-8051 粕 谷  強

6,020
79.99% 1954 - 6

㈱神鋼エンジニアリング＆
メンテナンス（プラント事業部） プラント設計・機器調達・製作・建設〒657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4-5-22

Tel (078) 803-2901／ Fax (078)881-0136 佐藤 孝彦 150
100.0% 2004 - 11 連

コベルコプロフェッショナル
サービス㈱

人材派遣業、および原子力関連施設、遺棄
化学兵器処理などに関するエンジニアリング

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
Tel (078) 261-7034／ Fax (078) 261-7550 金丸 通昭 20

100.0% 2001 - 7 連

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。 ※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

7 3 7 4



　 　 　 　 　 　 　 　 　
（★印＝上場企業、連＝連結子会社、持＝持分法適用会社、資本金＝百万円未満切り捨て、2016年7月現在）

社 名 本社所在地／電話／ＦＡＸ 代 表 者 資 本 金
議決権比率 設立年月 主要事業内容 注

溶接

（★印＝上場企業、連＝連結子会社、持＝持分法適用会社、資本金＝百万円未満切り捨て、2016年7月現在）

6,000
55.0%

200
98.8%

10
100.0%

10
100.0%

400
100.0%

100
100.0%

200
90.0%

10
100.0%

450
75.0%

200
35.0%

〒 141-8688 東京都品川区北品川 5-9-12
Tel (03) 5739-5315／Fax (03) 5739-5352

〒 251-8551 神奈川県藤沢市宮前 100-1 神戸製鋼藤沢事業所内
Tel (0466) 20-3318／Fax (0466) 20-3040

〒 111-0051 東京都台東区蔵前 2-17-4 JFE蔵前ビル
Tel (03) 3864-3731／Fax (03) 3864-3738

〒 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-11-7
信濃橋三井ビルディング11階
Tel (06) 4256-6140／Fax (06) 6444-7411

〒 251-8551 神奈川県藤沢市宮前 100-1 
神戸製鋼藤沢事業所内
Tel (0466) 20-3222／Fax (0466) 20-3238

〒 221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江 1-30-8
Tel (045) 430-3832／Fax (045) 401-4871

〒 709-2105 岡山県岡山市北区御津伊田 1028-12
Tel (0867) 24-4181／Fax (0867) 24-4340

アルミ・銅

機械

㈱コベルコ
溶接ソリューション

コベルコロボットサービス㈱

㈱ Ｊ Ｋ Ｗ

神 鋼 アク テ ッ ク ㈱

神鋼溶接サービス㈱

㈱ タ セ ト

阪 神 溶 接 機 材 ㈱

40
64.2%

50
100.0%

80
80.0%

100
99.5%

75
100.0%

100
100.0%

300
75.0%

2012 - 4

1996 - 1

1954 - 3

1987 - 4

1995-10

1961 - 7

1959 - 2

溶接材料・溶接機器の売買、仲介および輸出入業

溶接材料、溶接機械器具の販売

高機能脱臭フィルター・厨房排気用脱臭フィ
ルターの製造・開発・販売および脱臭機の
販売他

溶接に関する試験・分析・検査・受託研究、
溶接技術に関する教育指導・コンサルティング
業務

溶接材料およびケミカル品の販売

自動溶接用フラックスの製造

連

連

連

連

連

連

連

㈱コベルコ マテリアル銅管

神 鋼 アル ミ 線 材 ㈱

神鋼関門総合サービス㈱

神鋼大安総合サービス㈱

神 鋼 ノ ー ス ㈱

神鋼ファブテック㈱

神鋼メタルプロダクツ㈱

神鋼真岡総合サービス㈱

神鋼リードミック㈱

豊通非鉄センター㈱

〒 163-0704 東京都新宿区西新宿 2-7-1 
小田急第一生命ビル
Tel (03) 5326-8312／Fax (03) 5326-8348

〒 593-8315 大阪府堺市西区菱木２丁 2153-1
Tel (072) 271-1481／Fax (072) 271-1486

〒 752-0953 山口県下関市長府港町 14-1 
神戸製鋼長府製造所内
Tel (083) 246-1268 ／ Fax (083) 246-1323

〒 511-0284 三重県いなべ市大安町梅戸 1100
神戸製鋼大安工場内
Tel (0594) 77-0430／Fax (0594) 77-2250

〒 315-8523 茨城県かすみがうら市上稲吉 1758-1 
Tel (0299) 59-4111／Fax (0299) 59-4597

〒 752-0953 山口県下関市長府港町 14-1 
神戸製鋼長府製造所内
Tel (083) 246-0210／Fax (083) 246-1471

〒 800-0007 福岡県北九州市門司区小森江 2-2-1
Tel (093) 381-1331／Fax (093) 381-3731

〒 321-4367 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 15 
神戸製鋼真岡製造所内
Tel (0285) 82-8860／Fax (0285) 83-7686

〒 800-0007 福岡県北九州市門司区小森江 2-2-1
Tel (093) 381-1337／Fax (093) 381-3352

〒 446-0004 愛知県安城市尾崎町大縄 １
Tel (0566) 96-3411／Fax (0566) 98-7300

2004 - 4

1942 - 7

2010 - 4

1993 - 3

1963 - 5

1986-12

1955 - 5

1993 - 2

1984 - 4

1998-10

空調用銅管、建築・給湯用銅管などの製造
販売

アルミ合金線・棒およびアルミ線棒加工品の
製造・販売

長府製造所および関門地区向けのサービス
業務

警備、保安、清掃、緑化

各種アルミ加工品の製造・販売

アルミ押出製品、加工品などの生産

復水管および銅管・加工品・複合材など
の製造・販売

警備、保安、清掃、緑化

電子部品、半導体、集積回路部品の製造・販
売およびめっき加工・販売

アルミ板材のスリット加工

連

連

連

連

連

連

連

連

連

持

益野　裕

杉下 幸男

岡野 康司

沼部 裕次

畑中 邦彦

井上 勝彦

原口 一彦

土井 正人

杉浦 淳雄

山中 　 諭

産業ロボット・溶接電源・機器の保守保全、同機器の定
期点検、補修・改造工事、部品販売および据付・調整

安田  幸展

永田 　 学

小澤 康治

濱名  一実

中野
 
利彦

桝田
 謙吾

樋田 幸雄

コベルコ・コンプレッサ㈱ 〒 141-0032 東京都品川区大崎 1-6-4 新大崎勧業ビル
Tel (03) 5496-0011／Fax (03) 5496-0019 山城 一磨 450

100.0% 1997 - 7 空気圧縮機・冷凍機の販売・サービス 連

神鋼エアーテック㈱ 〒 657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通2-3-16
Tel (078) 261-6550／Fax (078) 261-6553 山形 昌弘 90

49.0% 1987 - 4 オンサイト方式によるガス販売およびガス発生装置の販売・保守サービス 持

社 名 本社所在地／電話／ＦＡＸ 代 表 者 資 本 金
議決権比率 設立年月 主要事業内容 注

㈱インダストリアルサービス・
インターナショナル

〒 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町 4-2-7 
Tel (078) 261-7300／ Fax (078) 261-7315 坂口 尚志 30

100.0% 1991 - 4
製鉄プラント、一般産業プラント用機器・予備品・消
耗品の調達・販売・輸出入、プロジェクトマネジメント
サービス、調達・検査サービス、製鉄プラント操業指導

連

80
トランスニュークリア㈱ 〒105-0004 東京都港区新橋 1-18-16 日本生命新橋ビル

Tel (03) 3508-2201／ Fax (03) 3508-2282 谷内 広明 47.5% 1984 - 4
使用済み核燃料・放射性廃棄物に関する
エンジニアリング、輸送、容器製造・販売

連

神 戸 熱 供 給 ㈱
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区海岸通 1-5-1 
IHDセンタービル
Tel (078) 261-6025／ Fax (078) 261-6026

和田本　章 200
51.0% 1996 - 6 熱供給事業 連

㈱神戸メディカルケア
パートナーズ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2-1-1
Tel (078) 303-0310／ Fax (078) 303-0330 飯塚 義和 300

60.0%
2007-11 神戸市立医療センター中央市民病院の

維持管理・運営 連

東日本コベルコ建機㈱ 〒272-0001 千葉県市川市二俣新町１７
Tel (047) 328-7111／Fax (047) 327-7068 花岡 秀行 490

100.0% 1999 - 4 建設機械･運搬機械の販売ならびにサービス 連

490
100.0%西日本コベルコ建機㈱ 〒660-0086 兵庫県尼崎市丸島町４６番地の１

Tel (06) 6414-2100／Fax (06)6414-2110 久慈 正紀 1987-10 建設機械･運搬機械の販売ならびにサービス 連

コベルコクレーン　
トレーディング㈱

100
100.0%

〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 
大崎ブライトコア5F
Tel (078) 303-1220／Fax (078) 303-1250

西川 幸男 2008 - 4 中古建設機械の買取、販売、リースおよび賃貸 連

コベルコ建機
エンジニアリング㈱ Tel (082) 943-5327／Fax (082) 943-5377

〒731-5161　広島県広島市佐伯区五日市港2- 2-1 下垣内 宏 47
100.0% 1987 - 9

土木・建設機械および運搬機械のエンジニア
リングならびに改造、装置および部品の製造
技術資料の製作

連

〒272-0002 千葉県市川市二俣新町17
Tel (047) 327-2785 ／ Fax (047) 327-6375 伊藤 辰義 2005 - 4100.0%

10
コベルコ教習所㈱

土木・建設機械、運搬機械等のオペレーター
資格取得教習業務および附帯または関連する
一切の事業

連

エンジニアリング

建設機械

神鋼エア・ウォーター・
クライオプラント㈱

〒 657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町 4-2-7
Tel (078) 261-7251／Fax (078) 261-7259 森本 智志 90

40.0% 2004 - 3

非破壊検査、一般試験検査、検査装置の開発・
製造販売、材料調査、各種技術サービス・
コンサルティング、代行検査、計量器校正

空気分離装置の設計・調達・製作・施工・
販売および施工管理、試運転調整ならびに
メンテナンス・運転業務

コベ ルコ  シンワ㈱ 〒 674-0063 兵庫県明石市大久保八木 597 
Tel (078) 936-8513／Fax (078) 935-9560 原口 文徳 140

70.0% 1960 -10 物流サービス事業 連

神鋼検査サービス㈱
〒 676-8670 兵庫県高砂市荒井町新浜 2-3-1 
神戸製鋼高砂製作所総合事務所２階
Tel (079) 445-9046／Fax (079) 445-7267

笠島 基嗣 50
100.0% 1986-11 連

神 鋼 造 機 ㈱ 〒 503-8505 岐阜県大垣市本今町 1682-2
Tel (0584) 89-3121／Fax (0584) 87-0020 米谷 剛人 388

100.0% 1950 - 1 内燃機関、変速機、試験機などの製造・販売 連

神 鋼 テ ク ノ ㈱
〒 676-8670 兵庫県高砂市荒井町新浜 2-3-1 
神戸製鋼高砂製作所内
Tel (079) 443-4131／Fax (079) 443-4133

鈴木 日出夫 100
100.0% 1985 - 8

機械・設備の設計・製造・販売、技術計算・
コンサルティング・保守・サービス 連

持

豊田環境サービス㈱ 〒471-0853 愛知県豊田市細谷町３-１-１
Tel (0565)25-3077／ Fax(0565)24-0521 田中 康夫 30

100.0% 2006 - 1 連中間貯蔵・環境安全事業㈱の
豊田PCB廃棄物処理施設の運転管理

㈱加古川環境サービス 〒675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺1525-2
Tel (079)437-2623／ Fax(079)428-9802 江 藤  猛 10

100.0% 2006 -10 加古川市新クリーンセンターの運営管理 連

㈱福井グリーンパワー 〒912-0821 福井県大野市七板第41-2
Tel (0779)64-5801／Fax(0779)64-5851 佐久間 英明 150

70% 2014 - 3 連木質バイオマスによる発電および売電

各種環境プラントの設計・製作・建設・保
守点検、各種産業用機器装置の設計・製作・
保守点検

★
連

コ ベ ル コ 建 機 ㈱
〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア5F　 
Tel (03) 5789-2111／Fax (03) 5789-2131

楢木 一秀 16,000
100.0% 1999-10 建設機械、運搬機械の開発の製造、販売

ならびにサービス 連

100
100.0%

福屋 謙二 2003 - 9
コベルコ建機
インターナショナル
トレーディング㈱

〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 
大崎ブライトコア5F
Tel (03) 5789-2124／Fax (03) 5789-3371

中古建設機械の買取および販売 連

㈱イー・アール・シー高城 廃棄物の最終処分場運営 連〒885-1312 宮崎県都城市高城町四家831-5
Tel (0986)53-9100／ Fax(0986)53-9111 八木 弓博 450

100.0% 2000 -12

神鋼環境メンテナンス㈱ 水処理設備・廃棄物処理施設の運転など 連
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通2-2-21
三宮グランドビル
Tel (078) 261-7940／ Fax (078) 261-7949

竹 内  徹
80

100.0% 1978 - 3

㈱神鋼環境ソリューション
（東証2部上場）

〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-78
Tel (078) 232-8018／ Fax (078) 232-8051 粕 谷  強

6,020
79.99% 1954 - 6

㈱神鋼エンジニアリング＆
メンテナンス（プラント事業部） プラント設計・機器調達・製作・建設〒657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4-5-22

Tel (078) 803-2901／ Fax (078)881-0136 佐藤 孝彦 150
100.0% 2004 - 11 連

コベルコプロフェッショナル
サービス㈱

人材派遣業、および原子力関連施設、遺棄
化学兵器処理などに関するエンジニアリング

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
Tel (078) 261-7034／ Fax (078) 261-7550 金丸 通昭 20

100.0% 2001 - 7 連

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。 ※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。
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（★印＝上場企業、連＝連結子会社、持＝持分法適用会社、資本金＝百万円未満切り捨て、2016年7月現在）

社 名 本社所在地／電話／ＦＡＸ 代 表 者 資 本 金
議決権比率 設立年月 主要事業内容 注

㈱国際健康開発
センタービル

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
Tel (078) 261-9808／ Fax (078) 261-9531 田 中　 順 179

51.45% 1995-11
オフィスビルの賃貸・管理、建築工事など
の設計・施工・管理および請負、展示場・
貸会議室など各種会場の経営・管理

連

コベルコシステム㈱
〒657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-2-7
シマブンビル
Tel (078) 261-7500／ Fax (078) 261-7520

川瀬 俊治
400

49.0%
1987 - 7

IT ソリューション /サービスの企画・設計・
開発から運用・保守

持

㈱コベルコパーソネル
〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町 95 
井門神戸ビル
Tel (078) 392-5102／ Fax (078) 392-8085

古家 義文
80

20.0%
1995 - 7 人材派遣、人材紹介、アウトソーシング 持

コベルコ
ビジネスサポート㈱

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
Tel (078) 261-6370／ Fax (078) 261-6380

正 岡　 泉
80

100.0%
2002 - 7 オフィス関連サービス、ＰＲサービス、

旅行業、人事給与
連

コベルコフィナンシャル
センター㈱

〒141-8688 東京都品川区北品川 5-9-12
Tel (03) 5739-6098／ Fax (03) 5739-6998

河原 一明
25

100.0%
2000 - 6 金銭貸借、出納、債権の売買等の金融業務 連

ジャパン
スーパーコンダクタ

テクノロジー㈱

〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台 1-5-5 
神戸製鋼神戸総合技術研究所内
Tel (078) 991-9445／ Fax (078) 991-9446

宮武 孝之 400
100.0%

2002 - 4
超電導線材の製造・販売、超電導マグネッ
トシステムの製造・販売、超電導応用シス
テムの製造・販売

連

神 鋼 ケ ア ラ イ フ ㈱ 〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1 
IHDセンタービル
Tel (078) 261-6665／ Fax (078) 261-6662

中根 義信
400

85.0% 1991 - 1
有料老人ホームの企画・運営、在宅介護サー
ビスの企画・運営 連

神 鋼 機 器 工 業 ㈱
〒682-0014 鳥取県倉吉市海田東町 112
Tel (0858) 26-8111／ Fax (0858) 48-1077

小林 信彦
300

83.0%
1950 - 1

高圧ガス容器などのプレス加工品・製缶品
の製造・販売

連

コベルコ・キャリア・
デベロップメント㈱

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-1 
IHDセンタービル
Tel (078) 222-8800／ Fax (078) 261-6331

角田 秀 夫
30

100.0%
1985-12

人材育成コンサルティング、教育研修の実
施、教材の製作・販売

連

神 鋼 不 動 産 ㈱
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
Tel (078) 261-2121／ Fax (078) 261-2140

花岡 正浩
3,037
100.0%

2005-10
不動産分譲、仲介、リフォーム、不動産賃貸、
保険 連

神 鋼 リ ー ス ㈱
〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4
Tel (078) 261-6641／ Fax (078) 261-6644

佐 川　 豊
743

20.0%
1987 - 7

産業機器・事務機器・その他動産のリース・
割賦販売

持

神 鋼 リ サ ー チ ㈱
〒135-0016 東京都江東区東陽 4-10-4 
東陽町ＳＨビル
Tel (03) 5634-8201／ Fax (03) 5634-8237

黒坂 俊雄
50

100.0%
1973 - 4

特許・技術情報など検索、産業・市場・技術
などの調査、技術情報の売買斡旋・登録、技
術広報他

連

 
新也㈱ コ ベ ル コ 科 研

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1
IHDセンタービル
Tel (078) 272-5915／ Fax (078) 265-3622

宮脇 300
100.0% 1979 - 6

各種材料の分析・試験、構造物の評価および
ターゲット材、半導体・FPDなどの検査
装置の製造、販売

連

神 鋼 商 事 ㈱

（東証１部上場）

〒 541-8557 大阪府大阪市中央区北浜 2-6-18
淀屋橋スクエア
Tel (06)  6206-7010／ Fax (06) 6206-7018

5,650
35.1%

1946-11
鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械、
情報産業、溶材各製品の売買及び輸出入

★
持

山口 育 广黄

電力

その他の事業

安積 英樹神戸ウイングスタジアム㈱ 〒652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町 1-2-2
Tel (078) 652-5656／ Fax (078) 652-5651

180
60.0% 2001-10 ノエビアスタジアムの運営管理、駐車場の運営管理、スポーツクラブの運営管理、園地管理 連

〒657-0863  兵庫県神戸市灘区灘浜東町２番地　
神鋼神戸製鉄所内ウエストセンター
Tel (078) 882-8036 ／ Fax (078) 882-8037

3000
100.0% 2001-  8 電力供給事業㈱コベルコパワー神戸 連三木　尚司

Tel (0285) 81-9994 ／ Fax (0285) 81-9982

〒321-4367 栃木県真岡市鬼怒ケ丘16番地
神鋼真岡製造所内 600

100.0% 2016-  1 電力供給事業㈱コベルコパワー真岡 連橋本　公男

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。7 5



主要海外拠点一覧

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

社　　名 所在地 電話 / FAX 資本比率 設立年月 主要事業内容 注

鉄鋼

Grand Blanc Processing, LLC アメリカ ミシガン州 TEL: +1-810-694-6000
FAX: +1-810-694-5164 20.0%

出資
2003 - 4 CHQワイヤの製造・販売

江陰法爾勝杉田弾簧製線有限公司 中国 江蘇省 江陰市 TEL: +86-510-8666-8585
FAX: +86-510-8666-8989 60.0% 2005 - 8

自動車懸架ばね用ワイヤの
製造・販売

Kobe CH Wire (Thailand) Co., 
Ltd.

タイ バンコク TEL: +66-2988-0576
FAX: +66-2988-0954

30.0% 1997 - 8

CHQワイヤの製造・販売

神鋼特殊鋼線(平湖)有限公司 中国 浙江省 平湖市 TEL: +86-573-8522-3100
FAX: +86-573-8522-3115 47.0% 2007-11 CHQワイヤ・軸受鋼ワイヤの製造・販売 持

持

持

持

持

持

連

連

神鋼線材加工(佛山)有限公司 中国 広東省 佛山市 TEL: +86-757-8540-9380 
FAX: +86-757-8540-9396 60.0% 2004-11 磨棒鋼・冷間圧造用ワイヤの製造・販売

鞍鋼神鋼冷延高張力自動車鋼板
有限公司 中国 遼寧省 鞍山市 TEL: +86-412-6757635

FAX: +86-412-6757635 49.0% 2014 - 8 自動車用冷延ハイテンの製造・販売

Kobelco CH Wire 
Mexicana, S.A. de C.V.

メキシコ 
グアナファト州 10.0% 2014 - 9

CHQワイヤの製造・販売

Kobelco Millcon Steel Co., Ltd.  タイ ラヨーン TEL: +66-3889-0420
FAX: +66-3889-0429 50.0% 2016 - 2 特殊鋼及び普通鋼線材の圧延・販売

神鋼新确弾簧鋼線(佛山)有限公司 中国 広東省 佛山市 TEL: +86-757-8543-3186 
FAX: +86-757-8543-3189 50.0% 2012 - 1 高級ばね用鋼線の製造・販売

Mahajak Kyodo Co., Ltd. タイ バンコク TEL: +66-2988-1493
FAX: +66-2988-1008 27.5%

出資
2002 - 5 磨棒鋼の製造・販売

麦卡發商貿(上海)有限公司 中国 上海市 TEL: +86-21-6443-5061
FAX: +86-21-6443-5066 100.0% 2011-10 鋼材の販売、市場調査、技術サービス

PRO-TEC Coating 
Company

アメリカ オハイオ州 TEL: +1-419-943-1100
FAX: +1-419-943-1101 50.0% 1990 - 3

溶融亜鉛めっき鋼板・冷延ハイテンの
製造・販売

神鋼鋼線(広州)販売有限公司 中国 広州市 TEL: +020-2283-6066
FAX: +020-2283-6068 100.0% 2013 - 7 鋼材の販売

蒂賽克神鋼鋼索商務諮詢(上海)
有限公司 中国 上海市 TEL: +86-21-3313-0512

FAX: +86-21-3313-0515 100.0% 2011 - 3
ワイヤロープの販売、技術サポート、コン
サルティング

溶接

Kobe MIG Wire (Thailand) Co., 
Ltd.

タイ
サムットプラカーン

TEL: +66-2324-0588
FAX: +66-2324-0797 66.0% 1988 - 9 

ガスシールドアーク溶接用ソリッドワイ
ヤの製造・販売

Kobe Welding (Malaysia) Sdn. 
Bhd.

マレーシア ペナン TEL: +60-4-3905792
FAX: +60-4-3905827 85.0% 1995 - 4 被覆アーク溶接棒の製造・販売

Kobe Welding of Korea Co., 
Ltd.

韓国 慶尚南道 昌原市 TEL: +82-55-292-6886
FAX: +82-55-292-7786 91.0% 1995 - 3

軟鋼用フラックス入りワイヤの製造・販売

上海神鋼溶接器材有限公司 中国 上海市 TEL: +86-21-6191-7850
FAX: +86-21-6191-7851 100.0% 2010 - 2 溶接材料、溶接システムとパーツの販売

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

唐山神鋼溶接材料有限公司 中国 河北省 唐山市 TEL: +86-315-3852805
FAX: +86-315-3852829 48.0% 2002-11 ソリッドワイヤの製造・販売

青島神鋼溶接材料有限公司 中国 山東省 青島市 TEL: +86-532-8098-5005
FAX: +86-532-8098-5008 90.0% 2008 - 2 軟鋼用フラックス入りワイヤの製造・販売

Kobelco Welding Asia Pacific 
Pte. Ltd.

シンガポール TEL: +65-6268-2711
FAX: +65-6264-1751 100.0% 1979 - 1 被覆アーク溶接棒の製造・販売

Kobelco Welding India Pvt. Ltd. インド ハリヤーナ州
クルガオン

TEL: +91-124-4010063
FAX: +91-124-4010068 80.0% 2011 - 6 溶接材料、溶接システムとパーツの販売

Kobelco Welding Marketing of 
Korea Co., Ltd.

韓国 釜山 広域市 TEL: +82-51-329-8999
FAX: +82-51-329-8949 51.0% 2011 - 4 溶接材料の販売

Kobelco Welding of 
America Inc.

アメリカ テキサス州
ヒューストン

TEL: +1-281-240-5600
FAX: +1-281-240-5625 100.0% 1990 - 3 溶接材料の輸入販売

Kobelco Welding of Europe B.V. オランダ ヘールレン TEL: +31-45-547-1111
FAX: +31-45-547-1100 94.6% 1994 - 6

ステンレス鋼用・軟鋼用フラックス入り

ワイヤの製造・販売

Thai-Kobe Welding Co., Ltd.
タイ
サムットプラカーン

TEL: +66-2324-0588
FAX: +66-2324-0797 40.7% 1968 - 4 被覆アーク溶接棒の製造・販売　

TEL: +52-472-135-2900

持

持
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※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

社　　名 所在地 電話 / FAX 資本比率 設立年月 主要事業内容

エンジニアリング
米徳雷克思冶燎技術服務(上海)
有限公司

中国 上海市 TEL: +86-21-60101294 100.0% 2011 - 5
直接還元鉄プロセスのマーケティングお
よび販売活動

Midrex Technologies, Inc.
アメリカ ノースカロライナ州
シャーロット

TEL: +1-704-373-1600
FAX: +1-704-373-1611 100.0% 買収

1983 - 8
直接還元鉄プロセスのエンジニアリング
サービス

Midrex Technologies India Pte. 
Ltd.

インド ハリヤーナ州
グルガオン市 TEL: +91-124-4908712 100.0% 2011 - 7

直接還元鉄プロセスのマーケティングお
よび販売活動

Midrex UK Ltd. イギリス ロンドン TEL: +44-207-0891520 100.0% 2009 - 5
直接還元鉄プロセスのマーケティングお
よび販売活動

Kobelco Eco-solutions Vietnam 
Co., Ltd.

ベトナム ホーチミン市 TEL: +84-8-3899-1355
FAX: +84-8-3899-1525 100.0% 2010-11 連

水処理設備・排水処理設備・廃棄物処理
施設の設計・建設・維持管理・グラスラ
イニング製機器の製造など

建設機械

成都神鋼建設機械有限公司 中国 四川省 成都市 88.74% 1994 - 9 油圧ショベルの生産

成都神鋼建機融資租賃有限公司 中国 四川省 成都市 TEL:+028-8841-2070
FAX:+028-8841-2071 75.95% 2008 - 2

中国における油圧ショベルおよび
関連製品のリース業務

成都神鋼工程機械(集団)有限公司 中国 四川省 成都市 TEL:+028-8841-2188
FAX:+028-8841-2166 56.32% 2003 - 7 中国における建設機械の販売・サービス

杭州神鋼建設機械有限公司 中国 浙江省 杭州市 TEL: +86-571-2889-6588
FAX: +86-571-2889-6566 50.67% 2003-12 油圧ショベルの生産

Kobelco Construction Equip
ment India Pvt. Ltd.

- TEL: +91-120-4079930
FAX: +91-120-4079999 95.0% 2006-11

インドにおける油圧ショベルの生産・
販売・サービス

Kobelco Construction Machin
ery Malaysia Sdn. Bhd.

- マレーシア 
セランゴール州

TEL: +60-3-5192-7533
FAX: +60-3-5195-8987 100.0% 1982-12 マレーシアにおける建設機械の

販売・サービス

Kobelco Construction Machin-
ery Vietnam Co., Ltd.

ベトナム ドンナイ省

アメリカ テキサス州
ケイティ

TEL: +84-61-3834-656
FAX: +84-61-3834-665

100.0% 2004 - 6 ベトナムにおける建設機械の
販売・サービス

Kobelco Construction Machin-
ery USA. Inc. TEL: +1-281-888-8430 100.0% 2001 - 7

北中南米における油圧ショベルの生産、
建設機械の販売・サービス

神鋼建機精密機械(杭州)有限公司 中国 浙江省 杭州市 TEL:+0571-2889-3025
FAX:+0571-2889-3028 100.0% 2010-12 建設機械用部品の製造・販売

Kobelco Construction Machin-
ery Europe B.V.

オランダ
フレヴォラント州 TEL: +31-36-2020-300 100.0% 2013 - 6

ヨーロッパ、ロシア（CIS）、
マグレブ（北アフリカのフランス語圏）、
西アフリカ、イスラエルにおける建設機械
の販売・サービス

Kobelco Cranes Europe Ltd. イギリス
ウエストサセックス

TEL: +44-1342-301122
FAX: +44-1342-326987 100.0% 2003 - 9 欧州におけるクレーンの販売・サービス

Kobelco Construction Machin-
ery Australia Pty. Ltd.

オーストラリア
ニューサウスウェールズ州

TEL: +61-2-8863-4900
FAX: +61-2-8863-4999 100.0% 2001 - 8

豪州・ニュージーランドにおける
建設機械の販売・サービス

Kobelco Cranes India Pvt. Ltd. インド ニューデリー TEL: +91-11-40151900
FAX: +91-11-40151952 99.78% 2010 - 8 インドにおけるクレーンの

製造・販売・サービス

神鋼起重机(上海)有限公司 中国 上海市

インド デリー市郊外

TEL: +86-21-5382-0120
FAX: +86-21-5382-2090 100.0% 2010 - 2 中国におけるクレーンの販売・サービス

注

連

連

連

連

Kobelco Stewart Bolling, Inc. アメリカ オハイオ州
TEL: +1-330-655-3111
FAX: +1-330-656-9724 100.0% 買収

1989 - 6
タイヤ・ゴム機械の製造・販売 連

L&T Kobelco Machinery Pte. Ltd. インド タミル・ナードゥ州 TEL: +91-44-6720-2300 49.0% 2010-11
ゴム混練機・ゴム二軸押出機の製造・
販売 持

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連
Kobelco Machinery Middle East 
FZE. UAE ドバイ TEL: +971-4-238-4009 100.0% 2012 - 7 非汎用圧縮機のアフターサービス

社　　名 所在地 電話 / FAX 資本比率 設立年月 主要事業内容

アルミ・銅

自動車バンパー・骨格材用アルミ押出・
加工品の製造・販売

Kobelco Aluminum Products & 
Extrusions Inc.

アメリカ ケンタッキー州 100.0% 2016 - 4 連—

蘇州神鋼電子材料有限公司 中国 江蘇省 蘇州市 TEL: +86-512-8717-1555
FAX: +86-512-8717-1550 100.0% 2005 連 - 5 電子材料用銅板条のスリット加工・販売

注

神鋼汽車 ョン用アルミ鍛造品の部件(蘇州)有限公司 中国 江蘇省 蘇州市 TEL: +86-512-6878-7060
FAX: +86-512-6878-7066 60.0% 2010 - 9 連自動車サスペンシ

製造・販売

TEL: +86-21-5302-7980
FAX: +86-21-5302-0089

神鋼汽車 材(天津)有限公司 中国 天津市 100.0% 2014 - 1 連自動車パネル用アルミ板材の製造・販売

Kobe Aluminum Automotive 
Products, LLC

アメリカ ケンタッキー州 TEL: +1-270-842-6492
FAX: +1-270-846-4648 60.0% 2003 - 5 連自動車サスペンション用アルミ鍛造品、

コンプレッサ用鋳造棒の製造・販売

Kobe Electronics Material
(Thailand) Co., Ltd.

タイ アユタヤ
バーンパイン

TEL: +66-35-314-070
FAX: +66-35-314-065 100.0% 2001 - 9 連電子材料用銅板条のスリット加工・販売

Kobelco & Materials Copper 
Tube (Malaysia) Sdn. Bhd.

マレーシア
セランゴール州

TEL: +60-3-5191-2601
FAX: +60-3-5191-2611 100.0% 1987-10 連空調・冷凍・冷蔵用銅管などの製造・

販売

Singapore Kobe Pte. Ltd. シンガポール TEL: +65-6261-0788
FAX: +65-6265-7926 100.0% 1976 - 8 リードフレームの製造・販売 連

北京神獅圧縮機有限公司 中国 北京市 TEL: +86-10-6771-0301
FAX: +86-10-6771-0367, 035 100.0% 2011 - 1 汎用圧縮機の販売 

神鋼圧縮機(上海)有限公司 中国 上海市 TEL: +86-21-3996-6392
FAX: +86-21-3996-6389, 6390 96.8% 2000-10 汎用圧縮機の販売 連

Kobe Precision Technology 
Sdn. Bhd.

マレーシア ペナン州 TEL: +60-4632-7222 100.0% 1992 - 2 連ハードディスクドライブ用基板の
製造・販売

タイヤ・ゴム機械・樹脂機械等の営業・
神鋼産機系統工程(青島)有限公司 中国 山東省 青島市 100.0% 2015 -12 アフターサービスTEL: +86-532-8908-1980 連

神鋼圧縮機製造(上海)有限公司 中国 広東省 TEL: +86-21-3996-6381
FAX: +86-21-3996-6380 100.0% 2004 - 2 汎用圧縮機の製造・販売 連

神和包装（無錫）有限公司 中国 江蘇省 TEL: +(86)-510-8536-5669 100.0% 2013 - 6 中国国内向け及び輸出梱包等

無錫圧縮機股份有限公司 中国 江蘇省 無錫市 44.3% 出資
2011 - 4

圧縮機の設計・製造・販売TEL: +86-510-8502-4889
FAX: +86-510-8501-9865 持

益陽益神橡膠機械有限公司 中国 湖南省 益陽市 TEL: +86-737-620-3330
FAX: +86-737-620-3035 25.0% 1995 - 9 タイヤ加硫機の製造・販売・サービス 持

KOBELCO Advanced Coating 
(America), Inc. アメリカ イリノイ州

TEL: +1-847-520-6000
FAX: +1-847-520-6222 100.0% 2006 - 8 PVD装置を用いた成膜受託事業 連

Kobelco Advanced Lube-syste
Asia Co., Ltd.

韓国 釜山 広域市 TEL: +82-51-205-0794 50.0% 2013 - 6
産機・圧縮機各種LOユニット等の製造
販売、アフターサービス、メンテナンス 連

カルフォルニア州 FAX: +1-951-739-3029 ステム、圧力容器、熱交換器の製造・販売
Kobelco Compressors America,
Inc.

アメリカ TEL: +1-951-739-3030 100.0% 2006 - 2
プロセスガス用圧縮機システム、冷凍機シ 連

Kobelco Compressors
Manufacturing Indiana, Inc. アメリカ インディアナ州

TEL: +1-574-295-3145
FAX: +1-574-293-1641 100.0% 買収

1988 - 9
スクリュ圧縮機の製造・販売 連

Kobelco Machinery Asia Pte. Ltd. シンガポール TEL: +65-6261-5807
FAX: +65-6261-3719 100.0% 1999 - 1

汎用圧縮機・産業機械などの販売・サー
ビス 連

Kobelco Machinery do Brasil 
Ltda.

ブラジル サンパウロ市 TEL: +55-11-2186-0265 100.0% 2013-11
非汎用圧縮機のマーケティング・営業・
アフターサービス 連

Kobelco Machinery Europe 
GmbH. ドイツ バイエルン州 TEL: +49-89-5434-478-0 100.0% 2012 - 7 非汎用圧縮機の販売・部品調達 連

Kobelco Machinery India Pte. Ltd インド ウエストベンガル州
TEL: +91-33-4011-5222
FAX: +91-33-4011-5223 90.0% 2009 - 6 製鉄機械のマーケティング・販売支援 連

機械

Kobelco & Materials Copper 
Tube (Thailand) Co., Ltd.

タイ ラヨーン県 TEL: +66-3896-1962
FAX: +66-3896-1965 100.0% 1996-11 連空調・冷凍・冷蔵用銅管、銅管加工

品などの製造・販売

TEL: +91-124-4380750 97.5% 2015 - 9 汎用圧縮機のマーケティング・営業・
アフターサービスインド ハリヤーナ州 連Kobelco Compressors India Pvt. 

Ltd.

TEL: +66-2308-0211 100.0% 2015 - 7 圧縮機の営業・サービスタイ　バンコク市Kobelco Compressors (Thailand) 
Ltd.

TEL: +84-4-3944-7781 100.0% 2011 - 4 圧縮機の営業・サービスベトナム　ハノイ市Kobelco Compressors (Vietnam) 
Ltd.

TEL: +60-3-5636-0586 100.0% 2003 - 9 圧縮機の営業・サービスマレーシア　セランゴール州Kobelco Compressors (Malaysia) 
Ltd.

TEL:+86-028-8842-3580
FAX:+86-028-8842-3664

7 7 7 8



※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

社　　名 所在地 電話 / FAX 資本比率 設立年月 主要事業内容

エンジニアリング
米徳雷克思冶燎技術服務(上海)
有限公司

中国 上海市 TEL: +86-21-60101294 100.0% 2011 - 5
直接還元鉄プロセスのマーケティングお
よび販売活動

Midrex Technologies, Inc.
アメリカ ノースカロライナ州
シャーロット

TEL: +1-704-373-1600
FAX: +1-704-373-1611 100.0% 買収

1983 - 8
直接還元鉄プロセスのエンジニアリング
サービス

Midrex Technologies India Pte. 
Ltd.

インド ハリヤーナ州
グルガオン市 TEL: +91-124-4908712 100.0% 2011 - 7

直接還元鉄プロセスのマーケティングお
よび販売活動

Midrex UK Ltd. イギリス ロンドン TEL: +44-207-0891520 100.0% 2009 - 5
直接還元鉄プロセスのマーケティングお
よび販売活動

Kobelco Eco-solutions Vietnam 
Co., Ltd.

ベトナム ホーチミン市 TEL: +84-8-3899-1355
FAX: +84-8-3899-1525 100.0% 2010-11 連

水処理設備・排水処理設備・廃棄物処理
施設の設計・建設・維持管理・グラスラ
イニング製機器の製造など

建設機械

成都神鋼建設機械有限公司 中国 四川省 成都市 88.74% 1994 - 9 油圧ショベルの生産

成都神鋼建機融資租賃有限公司 中国 四川省 成都市 TEL:+028-8841-2070
FAX:+028-8841-2071 75.95% 2008 - 2

中国における油圧ショベルおよび
関連製品のリース業務

成都神鋼工程機械(集団)有限公司 中国 四川省 成都市 TEL:+028-8841-2188
FAX:+028-8841-2166 56.32% 2003 - 7 中国における建設機械の販売・サービス

杭州神鋼建設機械有限公司 中国 浙江省 杭州市 TEL: +86-571-2889-6588
FAX: +86-571-2889-6566 50.67% 2003-12 油圧ショベルの生産

Kobelco Construction Equip
ment India Pvt. Ltd.

- TEL: +91-120-4079930
FAX: +91-120-4079999 95.0% 2006-11

インドにおける油圧ショベルの生産・
販売・サービス

Kobelco Construction Machin
ery Malaysia Sdn. Bhd.

- マレーシア 
セランゴール州

TEL: +60-3-5192-7533
FAX: +60-3-5195-8987 100.0% 1982-12 マレーシアにおける建設機械の

販売・サービス

Kobelco Construction Machin-
ery Vietnam Co., Ltd.

ベトナム ドンナイ省

アメリカ テキサス州
ケイティ

TEL: +84-61-3834-656
FAX: +84-61-3834-665

100.0% 2004 - 6 ベトナムにおける建設機械の
販売・サービス

Kobelco Construction Machin-
ery USA. Inc. TEL: +1-281-888-8430 100.0% 2001 - 7

北中南米における油圧ショベルの生産、
建設機械の販売・サービス

神鋼建機精密機械(杭州)有限公司 中国 浙江省 杭州市 TEL:+0571-2889-3025
FAX:+0571-2889-3028 100.0% 2010-12 建設機械用部品の製造・販売

Kobelco Construction Machin-
ery Europe B.V.

オランダ
フレヴォラント州 TEL: +31-36-2020-300 100.0% 2013 - 6

ヨーロッパ、ロシア（CIS）、
マグレブ（北アフリカのフランス語圏）、
西アフリカ、イスラエルにおける建設機械
の販売・サービス

Kobelco Cranes Europe Ltd. イギリス
ウエストサセックス

TEL: +44-1342-301122
FAX: +44-1342-326987 100.0% 2003 - 9 欧州におけるクレーンの販売・サービス

Kobelco Construction Machin-
ery Australia Pty. Ltd.

オーストラリア
ニューサウスウェールズ州

TEL: +61-2-8863-4900
FAX: +61-2-8863-4999 100.0% 2001 - 8

豪州・ニュージーランドにおける
建設機械の販売・サービス

Kobelco Cranes India Pvt. Ltd. インド ニューデリー TEL: +91-11-40151900
FAX: +91-11-40151952 99.78% 2010 - 8 インドにおけるクレーンの

製造・販売・サービス

神鋼起重机(上海)有限公司 中国 上海市

インド デリー市郊外

TEL: +86-21-5382-0120
FAX: +86-21-5382-2090 100.0% 2010 - 2 中国におけるクレーンの販売・サービス

注

連

連

連

連

Kobelco Stewart Bolling, Inc. アメリカ オハイオ州
TEL: +1-330-655-3111
FAX: +1-330-656-9724 100.0% 買収

1989 - 6
タイヤ・ゴム機械の製造・販売 連

L&T Kobelco Machinery Pte. Ltd. インド タミル・ナードゥ州 TEL: +91-44-6720-2300 49.0% 2010-11
ゴム混練機・ゴム二軸押出機の製造・
販売 持

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連

連
Kobelco Machinery Middle East 
FZE. UAE ドバイ TEL: +971-4-238-4009 100.0% 2012 - 7 非汎用圧縮機のアフターサービス

社　　名 所在地 電話 / FAX 資本比率 設立年月 主要事業内容

アルミ・銅

自動車バンパー・骨格材用アルミ押出・
加工品の製造・販売

Kobelco Aluminum Products & 
Extrusions Inc.

アメリカ ケンタッキー州 100.0% 2016 - 4 連—

蘇州神鋼電子材料有限公司 中国 江蘇省 蘇州市 TEL: +86-512-8717-1555
FAX: +86-512-8717-1550 100.0% 2005 連 - 5 電子材料用銅板条のスリット加工・販売

注

神鋼汽車 ョン用アルミ鍛造品の部件(蘇州)有限公司 中国 江蘇省 蘇州市 TEL: +86-512-6878-7060
FAX: +86-512-6878-7066 60.0% 2010 - 9 連自動車サスペンシ

製造・販売

TEL: +86-21-5302-7980
FAX: +86-21-5302-0089

神鋼汽車 材(天津)有限公司 中国 天津市 100.0% 2014 - 1 連自動車パネル用アルミ板材の製造・販売

Kobe Aluminum Automotive 
Products, LLC

アメリカ ケンタッキー州 TEL: +1-270-842-6492
FAX: +1-270-846-4648 60.0% 2003 - 5 連自動車サスペンション用アルミ鍛造品、

コンプレッサ用鋳造棒の製造・販売

Kobe Electronics Material
(Thailand) Co., Ltd.

タイ アユタヤ
バーンパイン

TEL: +66-35-314-070
FAX: +66-35-314-065 100.0% 2001 - 9 連電子材料用銅板条のスリット加工・販売

Kobelco & Materials Copper 
Tube (Malaysia) Sdn. Bhd.

マレーシア
セランゴール州

TEL: +60-3-5191-2601
FAX: +60-3-5191-2611 100.0% 1987-10 連空調・冷凍・冷蔵用銅管などの製造・

販売

Singapore Kobe Pte. Ltd. シンガポール TEL: +65-6261-0788
FAX: +65-6265-7926 100.0% 1976 - 8 リードフレームの製造・販売 連

北京神獅圧縮機有限公司 中国 北京市 TEL: +86-10-6771-0301
FAX: +86-10-6771-0367, 035 100.0% 2011 - 1 汎用圧縮機の販売 

神鋼圧縮機(上海)有限公司 中国 上海市 TEL: +86-21-3996-6392
FAX: +86-21-3996-6389, 6390 96.8% 2000-10 汎用圧縮機の販売 連

Kobe Precision Technology 
Sdn. Bhd.

マレーシア ペナン州 TEL: +60-4632-7222 100.0% 1992 - 2 連ハードディスクドライブ用基板の
製造・販売

タイヤ・ゴム機械・樹脂機械等の営業・
神鋼産機系統工程(青島)有限公司 中国 山東省 青島市 100.0% 2015 -12 アフターサービスTEL: +86-532-8908-1980 連

神鋼圧縮機製造(上海)有限公司 中国 広東省 TEL: +86-21-3996-6381
FAX: +86-21-3996-6380 100.0% 2004 - 2 汎用圧縮機の製造・販売 連

神和包装（無錫）有限公司 中国 江蘇省 TEL: +(86)-510-8536-5669 100.0% 2013 - 6 中国国内向け及び輸出梱包等

無錫圧縮機股份有限公司 中国 江蘇省 無錫市 44.3% 出資
2011 - 4

圧縮機の設計・製造・販売TEL: +86-510-8502-4889
FAX: +86-510-8501-9865 持

益陽益神橡膠機械有限公司 中国 湖南省 益陽市 TEL: +86-737-620-3330
FAX: +86-737-620-3035 25.0% 1995 - 9 タイヤ加硫機の製造・販売・サービス 持

KOBELCO Advanced Coating 
(America), Inc. アメリカ イリノイ州

TEL: +1-847-520-6000
FAX: +1-847-520-6222 100.0% 2006 - 8 PVD装置を用いた成膜受託事業 連

Kobelco Advanced Lube-syste
Asia Co., Ltd.

韓国 釜山 広域市 TEL: +82-51-205-0794 50.0% 2013 - 6
産機・圧縮機各種LOユニット等の製造
販売、アフターサービス、メンテナンス 連

カルフォルニア州 FAX: +1-951-739-3029 ステム、圧力容器、熱交換器の製造・販売
Kobelco Compressors America,
Inc.

アメリカ TEL: +1-951-739-3030 100.0% 2006 - 2
プロセスガス用圧縮機システム、冷凍機シ 連

Kobelco Compressors
Manufacturing Indiana, Inc. アメリカ インディアナ州

TEL: +1-574-295-3145
FAX: +1-574-293-1641 100.0% 買収

1988 - 9
スクリュ圧縮機の製造・販売 連

Kobelco Machinery Asia Pte. Ltd. シンガポール TEL: +65-6261-5807
FAX: +65-6261-3719 100.0% 1999 - 1

汎用圧縮機・産業機械などの販売・サー
ビス 連

Kobelco Machinery do Brasil 
Ltda.

ブラジル サンパウロ市 TEL: +55-11-2186-0265 100.0% 2013-11
非汎用圧縮機のマーケティング・営業・
アフターサービス 連

Kobelco Machinery Europe 
GmbH. ドイツ バイエルン州 TEL: +49-89-5434-478-0 100.0% 2012 - 7 非汎用圧縮機の販売・部品調達 連

Kobelco Machinery India Pte. Ltd インド ウエストベンガル州
TEL: +91-33-4011-5222
FAX: +91-33-4011-5223 90.0% 2009 - 6 製鉄機械のマーケティング・販売支援 連

機械

Kobelco & Materials Copper 
Tube (Thailand) Co., Ltd.

タイ ラヨーン県 TEL: +66-3896-1962
FAX: +66-3896-1965 100.0% 1996-11 連空調・冷凍・冷蔵用銅管、銅管加工

品などの製造・販売

TEL: +91-124-4380750 97.5% 2015 - 9 汎用圧縮機のマーケティング・営業・
アフターサービスインド ハリヤーナ州 連Kobelco Compressors India Pvt. 

Ltd.

TEL: +66-2308-0211 100.0% 2015 - 7 圧縮機の営業・サービスタイ　バンコク市Kobelco Compressors (Thailand) 
Ltd.

TEL: +84-4-3944-7781 100.0% 2011 - 4 圧縮機の営業・サービスベトナム　ハノイ市Kobelco Compressors (Vietnam) 
Ltd.

TEL: +60-3-5636-0586 100.0% 2003 - 9 圧縮機の営業・サービスマレーシア　セランゴール州Kobelco Compressors (Malaysia) 
Ltd.

TEL:+86-028-8842-3580
FAX:+86-028-8842-3664
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その他

北京東方神通専業人才培訓有限公司 中国 北京市 TEL: +86-10-6777-1333
FAX: +86-10-6597-4448 33.3% 2004 - 4

社員研修、人材育成・コンサル
ティング、出版、採用選考

神鋼国際貨運代理(上海)有限公司 中国 上海市 TEL: +86-21-6473-0982
FAX: +86-21-6473-0171 100.0% 2011 - 6 輸出入貨物の国際輸送

神商精密器材(蘇州)有限公司 中国 江蘇省 TEL: +86-512-8187-8277
FAX: +86-512-8187-8272 80.0% 2010-12

液晶ディスプレー・半導体・ソーラ
ーパネル製造用真空機器向けコンベ
ア部品の精密加工、液晶パネル用タ
ーゲット材のボンディング加工

神鋼商貿(上海)有限公司

中国 上海市
中国 北京市
中国 広州市
中国 成都市
中国 大連市
中国 武漢市

TEL: +86-21-5396-6464
FAX: +86-21-5396-5975 100.0% 2006 - 9

鉄鋼・原材料・非鉄金属・機械・
溶接材料・情報産業向け製品の売買
および輸出入

上海神商貿易有限公司 中国 上海市 TEL: +86-21-5396-6464 100.0% 1998 - 4
国際貿易・その他貿易のコンサル
ティング、保税区企業間の貿易代理、
商業的な簡単加工

神商大阪精工(南通)有限公司 中国 江蘇省 TEL: +86-513-8919-1055
FAX: +86-513-8919-1056 55.0% 2013 - 1

特殊鋼丸棒の切断・面取り・冷間
鍛造・切削、当該製品の売買および輸出入

蘇州神商金属有限公司 中国 江蘇省 TEL: +86-512-6287-1233 
FAX: +86-512-6287-1231 100.0% 2006 - 7

アルミ圧延材のスリットシャーリング
加工および販売

Shinsho American Corporation
アメリカ ミシガン州
アメリカ カリフォルニア州
アメリカ サウスカロライナ州

TEL: +1-248-675-5569 
FAX: +1-248-675-5575 100.0% 1966 - 8

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属製品並びに
電子機材の売買および輸出入

Thai Escorp Ltd.
タイ バンコク
タイ ボーウィン
タイ アユタヤ
タイ アマタナコーン

TEL: +66-2-254-7645
FAX: +66-2-254-7644 100.0% 1988 - 5

鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械
及び溶材各製品の売買および輸出入

Kobelco Cranes North America 
Inc.

- アメリカ テキサス州
ヒューストン

TEL: +1-713-856-5755
FAX: +1-713-856-9072 100.0% 2003-10

北・中・南米における
クレーンの販売・サービス 連

社　　名 所在地 電話 / FAX 資本比率 設立年月 主要事業内容

Thai Kobelco Construction
Machinery Ltd.

タイ ラヨーン県 TEL: +66-3895-0040-44
FAX: +66-3895-0045-46 100.0% 1996 - 2 油圧ショベルの製造 連

Kobelco International (S) Co., 
Pte. Ltd.

シンガポール 100.0% 1999 - 9
東南アジアにおける建設機械の
販売・サービス 連TEL: +65-6268-8200

FAX: +65-6261-3719

Kobelco Cranes South East
Asia Pte. Ltd. 

シンガポール
TEL: +65-6268-1308
FAX: +65-6268-2490 100.0% 2007 - 6

東南アジアにおけるクレーンの
販売・サービス 連

差替素材なしRicon Private Limited シンガポール 75.0% 1975 - 4
シンガポールにおける建設機械の
販売・サービス 連TEL: +65-6862-2401

FAX: +65-6861-5828

P.T. Daya Kobelco 
Construction Machinery
Indonesia

インドネシア
南ジャカルタ市

TEL: +62-21-7592-2828
FAX: +62-21-7592-2822 100.0% 2000-11

インドネシアにおける建設機械の
販売・サービス 連

※掲載している会社は、子会社のほか一部孫会社も含まれています。

注
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本社・支社・支店

研究所

製鉄所・工場

海外統括会社・事務所

神戸製鋼所 事業所一覧

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

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)258-5301
Tel (092)431-2211
Tel (098)866-4923
Tel (079)445-7111

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)258-5309
Fax (092)432-4002
Fax (098)869-6185
Fax (079)445-7231

〒651-8585 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2丁目2-4
〒141-8688 東京都品川区北品川5丁目9-12（ONビル）
〒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）
〒730-0036 広島県広島市中区袋町4-25（明治安田生命広島ビル）
〒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）

）棟西ルビアィデメ心都新覇那（13-3目丁1ちまろもお市覇那県縄沖 6000-009〒
〒676-8670 兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目3-1

加古川製鉄所
技術開発センター
神 戸 製 鉄 所
藤 沢 工 場
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

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 (079)436-1400
Fax (079)427-5072
Fax (078)882-8290
Fax (0466)20-3115
Fax (072)621-2015 
Fax (082)420-0038
Fax (0773)27-6358
Fax (0285)84-0231
Fax (083)246-1271
Fax (0594)77-2249
Fax (079)436-2199

〒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

神戸総合技術研究所 Tel (078)992-5600 Fax (078)992-5532〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5-5

NEW YORK

D E T R O I T

SINGAPORE

HONG KONG

B A N G KO K

B E I J I N G

SHANGHA I

Tel +1-212-751-9400

Tel +1-734-462-7757

Tel +65-6221-6177

Tel +852-2865-0040

Tel +66-2636-8971～8974

Tel +86-10-6461-8491～8493

Tel +86-21-6415-4977

Fax +1-212-355-5564

Fax +1-734-462-7758

Fax +65-6225-6631

Fax +852-2520-6347

Fax +66-2636-8675

Fax +86-10-6461-8490

Fax +86-21-6415-9409

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區東三環北路 3号

編政郵（ 室5001座Ａ厦大福幸 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淮海中路 300 号

編政郵（ 室1073厦大界世新港香 号 200021）
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