事業活動

セメント事業（国内）

GRI102-6, 15

セメント事業では、高層ビルや住宅、道路・空港・港湾などのインフラ整備に

不可欠な建設資材であるセメント・コンクリートに加えて、幅広い用途に対応すべく、
特殊セメントや混合セメント、固化材などの製造・販売を行っています。

常務執行役員

セメント事業本部長

中野 幸正

売上高・営業利益の推移
売上高

415,130

28,510

29,526

25,505

百万円

前年度比 −19,745百万円

21,410

（百万円）

14,953

392,700

385,060

408,513

434,875

415,130

2015

2016

2017

2018

2019（年度）

営業利益

14,953

百万円

前年度比 −6,457百万円

盤石な供給基盤に加えてユーザー満足の
向上により持続的発展を遂げる

セメント事業（国内）では、9つのセメント工

場、106カ所のサービスステーション、36 隻の

セメントタンカーなど製造・輸送・供給にお

ける盤石な基盤により、ユーザーに安定供給

してきました。今後、国土強靭化政策が進め
られる中でセメント系固化材が使われる物件

や、工法の多様化により中庸熱セメントなどの

特殊品が使われる物件も増えていきますので、
物流網のさらなる拡充に注力してまいります。
また、当社では生コンクリートメーカーや

コンクリート製品メーカーなど業態ごとに各
地でユーザー会を組織し、当社グループの技
術部門や研究開発部門の知見に基づいた技術
サービスを提供しています。ユーザーに当社
製品を選定いただくにあたり、安定供給、品
質と同様に、技術サービスの充実は決め手の
一つとなると考えていますので、ユーザー会
活動をはじめとするユーザー満足向上に向け
た取り組みの拡充にも注力してまいります。
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2019年度の成果と主な取り組み
東京オリンピック・パラリンピック関連需要および

東日本大震災復興需要が終息したことに加え、全国的
な建設現場の人手不足に伴い工期が長期化する等の影

響もあり、2019 年度のセメントの国内需要は、官公
需・民需ともに前年を下回り、当社グループにおける

セメントの国内販売数量は受託販売分を含め 1,447 万
トン（前年度比 5.0% 減）となりました。このような環

境下、2019 年度は売上高は 4,151 億円（前年度比 197
億円減）、営業利益は販売数量の減少に加え、修繕費等
の固定費が増加したことなどにより 149 億円（前年度
比 64 億円減）となりました。

こうした事業環境下、おおよそ 8 割のユーザーと価

格改定について合意しました。また、2019 年 4 月か

ら日立セメント（株）へ OEM 供給を開始し、2020 年 1

月からのセメントタンカー燃料の SOx（ 硫黄酸化物）
規制にも適切に対応しました。工場などの設備投資で

は、大分工場で 5 号キルン EP（電気集塵機）のバグフィ
ルター化と同キルンへの高効率クーラーの導入、上磯
工場で 6 号キルン塩素バイパス能力増強とバイオマス
灰受け入れ処理設備を設置しました。

▶セメント製品の安定供給

主な事業拠点（国内）
北海道支店

明星セメント（株）

上磯工場

中部北陸支店

敦賀セメント（株）

関東支店

熊谷工場

関西四国支店

中国支店

九州支店

大分工場

藤原工場

埼玉工場

▶気候変動の緩和と適応への取り組み

社会課題解決への

▶資源循環型社会への更なる貢献

取り組み

▶地球環境負荷低減の技術開発
▶環境関連規制強化への対応

大船渡工場
東北支店

本社／東京支店
中央研究所

（株）デイ・シイ

関係性の深い
SDGs

20中期経営計画に基づく

事業環境におけるリスクと機会
リスク 少子高齢化に伴う内需減少
機 会 国土強靭化や先進インフラ等の新たな需要

セメント事業（国内）の事業戦略
◦適正価格の早期実現と徹底的なコスト
削減による収益⼒の強化
◦安定供給体制の強化・拡充による

リスク 温室効果ガスの排出規制強化
機 会 CO₂利用革新技術の開発

2020年度の見通し

国家的プロジェクト等への貢献
◦気候変動の緩和策への積極的な取り組み

2020年度重点戦略
1. 販売政策

新型コロナウイルス感染症拡大を受けての緊急事態

宣言により、国土交通省所管工事や大手ゼネコン等によ

る民間投資工事の中断・延期などが相次ぐなど厳しい
環境下にありますが、コスト削減に努めるとともに、右

に掲げた重点戦略により最大利益の確保に努めます。

2020 年度の売上高は 3,970 億円（前年度比 181 億円

減）
、営業利益は 130 億円（前年度比 19 億円減）を計画

MESSAGE

しています。

CO2 削減、

労働災害撲滅に最大限注力する
セメント製造においてCO2 削減、

労働災害撲滅は必要不可欠であ

います。

り、重要な課題として取り組んで

CO2 削減の取り組みは2015 年に当社グループが掲げ

た「CSR 目標 2025」に基づき、廃プラスチック使用を年

◦価格交渉の継続ならびに新たなコスト増への対応
◦特殊品（低熱・中庸熱・混合セメント）の安定供給

2. 生コンクリート政策
◦地域需要などに最適な生産体制構築の推進
◦高強度コンクリートやコンクリート舗装の浸透に向けたPR活動の推進

3. コンクリート製品対策
◦建材事業、研究開発部門との連携強化によるプレキャスト製品の施工性
向上支援

4. 大型プロジェクト受注強化
◦他事業ならびにグループ会社製品も含めたトータルソリューションの提供

5. 固化材事業の拡大
◦供給体制の拡充ならびに輸送体制の強化

常務執行役員

生産部・設備部担当

上野山 佳志

安定運転および省エネルギーを両立させます。また、直
轄 6 工場で唯一廃熱発電設備が未設置であった埼玉工
場にも導入を決め、2022 年の完成を目指しています。

労働災害撲滅には安全ルール遵守の徹底が必要

不可欠です。当社グループの死亡災害は 2018 年度、
2019 年度と2 年連続でゼロですが、不休災害は依然

間約 20 万トンから2020 年代半ばには倍増させるなどし

として多いので、引き続き対策を強化していきます。ま

転支援システムを2020 年度中に実用化させ、キルンの

心して働ける職場づくりを行っていきます。

て化石エネルギーを削減します。また、AIを活用した運

た、熱中症対策、新型コロナ感染症対策にも努め、安
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主な事業拠点（海外）

セメント事業（海外）

GRI102-6, 15

米国西海岸に3工場、中国に3工場（うち、秦皇島浅野水泥有限公司は、2020年9月に当社出資

持分のすべてを譲渡したため、グループ会社から除外）
、ベトナム・フィリピン・パプアニューギニ

アに各1工場と、環太平洋において9つの工場でセメントを製造・販売しています。このほか、日
本からの輸出はもちろん、三国間貿易など多彩なビジネスを展開しています。
常務執行役員

海外事業本部長

田浦 良文

秦皇島
大連

太平洋水泥（中国）投資

バンコク

南京

香港

ハノイ

ホーチミン
シンガポール

ギソン

213,286

百万円

前年度比 +1,685百万円

6,120

9,371

182,023

173,854

2015

2016

台中

太平洋シンガポール
ジャカルタ

（百万円）

20,332

21,573

203,405

211,601

213,286

2017

2018

2019（年度）

15,146

営業利益

21,573

百万円

前年度比 +1,240百万円

プラスワンとしての
環境ソリューション提供を実行する

セメント会社としての客先へのソリュー

ション提供のベースは、安定供給と同時に、
地域に根差した要求品質に応えることです。

さらにプラスワンとして環境ソリューション

提供に力を入れていきます。米国カリフォル

ニア州ではCO2 削減への取り組みが進んでい

ます。当社はセメント焼成の天然ガス利用拡

大を進める一方で生コンクリート車の天然ガ

ス化を州政府と進め、最小コストで環境負荷低

減を実現しました。中国の大連では、下水汚泥

の効率的処理による地域への貢献が評価され、
結果、生産抑制の緩和も享受しています。

今後は既存技術と新技術を有機的に結びつ

け、東南アジア等の国々に対して、都市ごみ、
下水汚泥などの環境ソリューションの提供に
取り組んでいきます。環境改善を必要として
いる国に対し、環境問題解決をお手伝いでき
る小さな貢献の積み重ねがますます重要とな
る時代が来たと感じています。
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台北

高雄

セブ
ニャチャン

売上高・営業利益の推移
売上高

上海

2019年度の成果と主な取り組み
米国では、西海岸地区の悪天候の影響などによりセ

メント、生コンクリートともに出荷数量が伸び悩んだ
ものの、価格は上昇しました。中国では、全国的に生

産抑制政策により需給が引き締まったことで市況も堅
調に推移しました。ベトナムでは、新規メーカーの参

入などの影響を受けました。フィリピンでは、統一国
政・地方選挙に伴う公共投資の停滞により、需要、市

況ともに横ばいとなりました。以上の結果、2019 年
度は売上高 2,132 億円（前年度比 16 億円増）
、営業利益
215 億円（前年度比 12 億円増）となりました。

こうした事業環境下、米国では、オログランデ工場

（カリフォルニア州）の仕上ミルの増設が完了し、フル
生産体制が整いました。フィリピンでは、港と工場を

結ぶベルトコンベア建設を進めています。ベトナムで
は、資源・環境関連の商材を取り扱うための現地法人
を設立しました。

2020年度の見通し
新型コロナウイルス感染症拡大により、地域により

濃淡はあるものの、米国、中国、ベトナム、フィリピン

ラエ

アンカレッジ
シアトル
ストックトン

ロサンゼルス

太平洋セメントU.S.A.

▶インフラ整備への貢献

ポートランド
モハベ

▶気候変動の緩和と適応への取り組み

社会課題解決への

ラスベガス

▶資源循環型社会の構築への貢献

取り組み

オログランデ

▶環境関連規制強化への対応

サンディエゴ

リリトー

関係性の深い

持株会社
セメント工場
クリンカ粉砕工場
駐在員事務所
セメントターミナル

SDGs

20中期経営計画に基づく

事業環境におけるリスクと機会

セメント事業（海外）の事業戦略

リスク 進出国における環境関連規制強化
機 会 進出国における資源循環型社会構築への貢献

◦環太平洋における戦略的な事業領域の拡⼤
◦品質・技術・環境のブランドイメージの確⽴に

リスク 進出国における気候変動

よる更なるプレゼンスの向上

機 会 CO₂利用革新技術の導出

など世界的に影響を受けました。このような中、各地

域ともにコスト削減、環境規制へ適切に対応するとと

もに、右に掲げた重点戦略により利益確保に努めます。

2020年度重点戦略
1. 既存事業の収益性の向上
①米国 ◦クリンカおよびセメント生産最大化に向けた増産投資推進
◦設備保全システムの適切な運用による工場運転率向上

2020 年 度 の 売 上 高 は 2,130 億 円（ 前 年 度 比 2 億 円

②中国 ◦環境規制への適切な対応による稼働率向上

減）
、営業利益は 200 億円（前年度比 15 億円減）を計画

◦環境事業の推進

③ベトナム ◦高価格マーケットへのシフトに向けた物流拠点の拡充

しています。2020 年 4 月には、事業エリア拡大を目指
し、インドネシアのセメン・インドネシア社と資本業

◦多品種化による利益率の向上

④フィリピン ◦供給能力増強
◦工程安定化、原価低減に向けた取り組みの深化

務提携について基本合意しました。今後、セメント輸

２．
トレーディング事業の拡大と深化

ていきます。なお、首都ジャカルタに駐在員事務所を

3. 事業エリア拡大

出や資源・環境・建材等の事業の協働可能性を検討し

◦高付加価値マーケットの開拓と出荷拠点の拡充
◦セメンティシャスマテリアル取り扱い強化
◦インドネシアでの事業展開

開設し、情報収集等を進めています。

MESSAGE

●
◆
◆
▲
▲

国内環境技術と海外先行技術の相互導入による
工場グローバルネットワークの最大活用
海外展開は当社グループの強み

ですが、そうした強みをセメント工
場における環境技術にも最大限発

常務執行役員

生産部・設備部担当

上野山 佳志

術などです。これらの環境技術以外にも、先進的な取

り組みについても可能なものから取り込んでいきます。

国内工場では、高塩素のリサイクル資源の利用技術

揮させねばなりません。国内で培ってきた環境技術を

により、原料代替・熱エネルギー代替が進んでいます。

規制下にある海外工場で先行して導入した技術もあり

でいくと考えられ、当社グループの技術はその形成に大

海外工場に導出していく一方、国内以上に厳しい環境

ますので、大いに参考にして、国内工場に取り込んでい

きます。例えば、中国の脱硝技術、米国の水銀対策技

今後、新興国においても資源循環型社会の形成が進ん

きく貢献できるものです。これからもグローバル展開を
積極的に進めていきます。
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資源事業

GRI102-6, 15

全国に鉱山を所有し、豊富で良質な石灰石資源をセメント原料として供給するほか、
建築・土木・鉄鋼・化学など多様な用途に向け販売を行っています。

さらに無機鉱物を原料とした高付加価値品の販売や、汚染土壌の処理事業も進めています。

取締役 専務執行役員
資源事業部担当

安藤 國弘

売上高・営業利益の推移
売上高

80,147

百万円

前年度比 −4,114百万円

営業利益

7,179

保有資源の最大活用と適確な
資源開発により持続的成長を遂げる

石灰石は国内で自給できる数少ない鉱物資源

ですが、開発環境は年々厳しくなっています。
主力とする骨材事業と鉱産品事業は、当社グ

ループが保有する資源への依存度が高いため、
長期的視野に立って鉱山開発を進めていきます。
また、同じ鉱物でも鉱山ごとに品質特性が

異なるため、最大限有効に活用する最適供給
体制を構築します。また、安定供給に向けて
は、ヤードも含めた物流体制の構築といった
戦略的な設備投資を進めます。

土壌ソリューション事業は、大型インフラ

工事を中心に重金属不溶化材の販売や建設発

生土・残土の処理を行う社会的意義の高い事

業ですので、事業の安定化に向け注力します。
成長戦略としては、海外での資源事業の拡

充と機能性マテリアル事業の早期事業化に注
力します。これからもグループ各社と製販一
体の事業展開により、利益の最大化および持
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8,113
93,533

7,759

8,061

8,242

7,179

80,177

81,483

84,262

80,147

2016

2017

2018

2019（年度）

百万円

前年度比 −1,063百万円

続的成長を目指します。

（百万円）

2015

2019年度の成果と主な取り組み
東京オリンピック・パラリンピック関連需要および東

日本大震災復興需要が終息したことにより、生コンク

リート向けの石灰石骨材の販売数量が減少しました。ま
た、国内の鉄鋼向け石灰石販売も国内の粗鋼量減少を受

け低調に推移しました。一方、土壌ソリューション事業
では、首都圏の高速道路工事向けの重金属不溶化材が

堅調に推移しました。以上の結果、売上高 801 億（前年

度比 41 億円減）
、営業利益 71 億円（前年度比10 億円減）

となりました。

こうした事業環境下、新津久見鉱山（大分県津久見

市）では石灰石砕砂生産設備を増強するとともに、セメ

ント原料鉱区として八戸（やと）地区の開発にかかる環
境アセスメントを進めています。また、塗料や電子機器

等での使用が期待される機能性中空粒子「セルスフィ

アーズ」は、グループ会社の秩父太平洋セメントに設置

した実証プラントで量産試験製造とともにサンプル提
供を開始しました。海外展開では、ベトナムに現地法人

を設立し資源品の取り扱いを開始しました。

社会課題解決への
取り組み

▶資源製品の安定供給
▶資源循環型社会への更なる貢献
▶環境配慮型製品の提供

関係性の深い
SDGs

20中期経営計画に基づく

事業環境におけるリスクと機会

資源事業の事業戦略

リスク 気候変動に伴う鉱山における大規模自然災害の発生
機 会 豊富な鉱山資源を背景としたサプライチェーン拡充

◦盤⽯な資源安定供給体制の確⽴
◦豊富な資源を最⼤限活⽤し、既存事業の収益⼒を拡⼤

リスク アルカリ骨材反応によるコンクリートの劣化誘発

◦将来的な事業の育成と海外資源事業の構築

機 会 採鉱技術の高度化

2020年度の見通し
新型コロナウイルス感染症拡大により、全国の建設

現場で一時的な工事中断が余儀なくされるなど、生コ
ンクリート向け石灰石骨材販売数量は減少が避けられ
ない見通しです。さらに鉱産品事業においても、主力
とする鉄鋼向け石灰石販売は、粗鋼の減産見通しから

販売数量減を想定しています。こうした厳しい環境
下ではありますが、グループ会社の連携強化とコスト
削減に努めるとともに、以下に掲げた重点戦略により

最大利益の確保を目指します。2020 年度の売上高は
780 億円（前年度比 21 億円減）
、営業利益は60 億円（前

大船渡鉱山次期原料山開発

大船渡工場に石灰石を供給する大船渡鉱山では、次期原料山として袰下(ほろし)
地区の開発を進め、2021年からの出鉱を計画しています。
大船渡工場のセメント原

料としては100 年分以上となる約2億5,000万トンの石灰石鉱量に加え、製紙原料

となる寒水石も賦存しており、東日本の新出荷拠点として期待されます。

年度比 11 億円減）を計画しています。
2020年度重点戦略

1. 既存コア事業における最大限の利益確保
骨材事業 ◦首都圏向け石灰石骨材の供給・販売体制の強化
◦東京湾岸エリアにおける「太平洋ブランド砂」の事業構築

鉱産品事業 ◦
 鉄鋼向け石灰石の最適供給体制構築
◦寒水石事業の収益向上と戦略的拡販（大船渡鉱山袰下
地区からの出鉱検討）

土壌ソリューション事業 ◦重金属不溶化材・建設発生土の拡大（大型
プロジェクトへの設計織りこみ強化他）

2. 成長戦略の策定と実行
◦
 ベトナム事業（石灰石仕入販売）の安定収益源確保ならびに東南アジア域
内成長投資の立案と実行
◦
 純度SiC、機能性中空粒子の早期事業化
（低コスト量産技術確立、顧客開拓）
 高

首都圏の骨材ヤード

高層建築の多い首都圏では、アルカリ骨材反応を生じにくく、乾燥収縮や自己収縮

が小さいことから、コンクリートのひび割れの抑制につながる石灰石骨材の需要

が高まっています。
首都圏最大規模である23万トンの貯蔵能力を有する骨材ヤード

（千葉県袖ケ浦市）を有し、安定供給に努めています。
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環境事業

GRI102-6, 15

環境事業では、セメント製造で培ってきた様々な環境技術を活かし、火力発電所、鉄鋼メーカーや化学メーカーなどから発生する

廃棄物や副産物に加えて、自治体からの要請に基づく都市ごみ焼却灰や下水汚泥などのリサイクルビジネスを展開することで、

資源循環型社会の構築に貢献しています。
さらに水質浄化材をはじめとするアクアビジネスも展開しています。

取締役 専務執行役員
環境事業部担当

安藤 國弘

売上高・営業利益の推移
売上高

84,422

百万円

前年度比 −8,271百万円

営業利益

7,707

既存事業の収益力最大化と新技術の
事業化で持続的成長と社会貢献を目指す

環境事業では、産業廃棄物や副産物に加

え、一般廃棄物に至るまでセメント製造工程
において大量にリサイクルする「セメント資
源化システム」により、資源循環社会の構築

と促進に取り組んできました。こうした中、
世界的に温室効果ガス削減に向けた動きが活
発化しており、各業界で対策が急務となって
います。

当社グループでは、2050 年を展望した温室

効果ガス排出 80％削減を目指した長期ビジョ

ンを策定し、環境事業では、特に代替燃料の
使用拡大に取り組んでいます。さらに、リチ

ウムイオン電池リサイクル、低温加熱脆化技

術の確立、ごみ焼却灰からの貴金属回収、リ

ン回収などの研究開発も進めています。

こうした中から早期に成果を創出し、現在

の e マテリアル事業、リサイクル事業と肩を

並べる事業に成長させていくことで環境事業

36

TAIHEIYO CEMENT REPORT 2020

7,655

7,666

73,460

77,901

2015

2016

7,463

6,614

90,206

92,693

2017

2018

7,707
84,422

百万円

前年度比 +1,093百万円

の持続的発展を目指します。

（百万円）

2019（年度）

2019年度の成果と主な取り組み
中国や東南アジア諸国における廃プラスチックの輸

入規制強化により国内処理が必要となり、当社での処

理量が増加しました。さらに台風 19 号などの大型台風

で発生した廃畳や稲わらなどの災害廃棄物の処理や、
大船渡発電所の営業運転開始に伴うバイオマス燃料販

売も増加しました。その一方、低炭素社会構築といった
世界的な潮流により国内でも石炭火力発電所の稼働が

低下し、主力とする石炭灰の引取量が減少したことに加

え、火力発電所向けでは排煙脱硫用タンカルの販売量、
それに伴う副産石膏の引取量も減少しました。以上の
結果、売上高 844 億円（前年度比 82 億円減）
、営業利益

は77 億円（前年度比 10 億円増）
となりました。

こうした事業環境下、熊谷工場では都市ごみ焼却主

灰水洗処理施設を新規に導入しました。また、上磯工
場への廃プラスチック運搬のための定期コンテナ航路

（東京―函館）を開設しました。

さらに、宮城県と包括連携協定を締結し、台風 19 号

などで発生した稲わらなどの災害廃棄物の広域処理を
開始しました。

社会課題解決への
取り組み

▶資源循環型社会への更なる貢献
▶新たな資源循環モデルの構築
▶環境配慮型製品・ソリューションの提供

関係性の深い
SDGs

20中期経営計画に基づく

事業環境におけるリスクと機会

環境事業の事業戦略

リスク 廃棄物等仕向国の関連規制などの変化
機 会 東南アジアなどでの混合セメントの拡大

◦既存事業の収益⼒の最⼤化と先進的な技術
開発による新たなビジネスモデルの構築

リスク 石炭火力発電稼働減に伴う石炭灰発生減

◦新たな未利⽤資源循環システム構築への貢献

機 会 代替副産物の利用技術の拡充ならびに利用拡大

2020年度の見通し
廃プラスチックの国内処理量は高水準が続き、2019

年の台風で発生した災害廃棄物の処理も本格化してい

くと想定しています。しかしながら、本年はパリ協定が

本格始動する年であり、主力とする石炭灰の処理など

の石炭火力発電向けのビジネスのさらなる減少が見込

まれます。また、新型コロナウイルス感染症拡大により
鉄鋼メーカーが減産を余儀なくされるなど、高炉スラ

グをはじめとする鉄鋼向けのビジネスでも減少が避け

られない見通しです。こうした厳しい事業環境下では
ありますが、コスト削減に努めるとともに、以下に掲げ

資源コンビナート構想

これまでのセメント工場における廃棄物・副産物処理では、全量を再資源化してき
ました。新たに他産業（非鉄製錬、電炉、ケミカル、リサイクラーなど）と互いの選好

成分・忌避成分をやり取りし循環させる資源コンビナート構想を打ち出し、産官学
連携によりコンビナートモデルの構築を進めています。

た重点戦略により最大利益の確保を目指します。2020
年度の売上高は850 億円（前年度比 6 億円増）
、営業利益

は60 億円（前年度比 17 億円減）を計画しています。
2020年度重点戦略
1. 廃プラスチック受入拡大

◦主力工場における受入量拡大に向けた設備投資ならびに輸送ルートの拡充

2. 災害廃棄物の的確な処理
3. セ
 メント産業を基軸とした新たな資源循環モデル（資源コンビナー
ト構想）の確立
4. 先
 進的な技術開発（低温加熱脆化技術など）による新たなビジネ
スモデルの構築

リチウムイオン電池のリサイクル

電気自動車用などの大型リチウムイオン電池の普及が進む中、近い将来使用済電

池の処理問題が顕在化してくることを見据え、当社と松田産業（株）ではセメント製

造プロセスを活用した大型リチウムイオン電池リサイクル技術を確立し、2020年4
月にリチウムイオン電池のリサイクル事業を開始しました。
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建材・建築土木事業

GRI102-6, 15

全国にくまなく張りめぐらせた独自のネットワークで、
建設工事に欠かせない多種多様な建築土木資材の製造・販売を行っています。
高

機能プレミックス製品・コンクリート用混和材などの各種セメント系製品ならびにＡＬＣ
（軽量気泡コンクリート）
パネル・舗装ブロックな

どのコンクリート製品の製造・販売、
地盤改良ほかの土木工事など、
様々な顧客ニーズに迅速かつ確実に対応していきます。

常務執行役員

建材事業部担当

服原 克英

売上高・営業利益の推移

（百万円）

売上高

81,303

百万円

前年度比 −881百万円

6,130
80,853

6,061

4,740

4,999

4,537

74,027

77,033

82,185

81,303

2016

2017

2018

2019（年度）

営業利益

4,537

百万円

前年度比 −462百万円

東南アジアなどへの事業領域の拡大ならびに
省力化・省人化の追求により収益基盤を強化
事業領域の拡大では、コーポレートマークに

込めた想い「世界に向けて活動を広げる」べ

く、ベトナムに地盤改良の現地法人を設立し、
地下鉄工事などの大型プロジェクトに注力す

るとともに、将来を見据えて駐在員事務所を置

くミャンマーやベトナムから外国籍従業員を

採用し、国内でOJTを行っているところです。
現在、建設現場やコンクリート製品工場等

では省力化が求められています。省人化に資
する補修材の乾式吹付工法の開発や、道路補
修現場への材料供給省力化のための車載ミキ
サ導入に取り組んできました。また、製品の
安定供給では、製造拠点や商材の集中と選択
を行い、OEMなどの協業を進めました。

ガバナンスは、事業活動の前提・基盤で

す。所管会社の代表者を集めての社長会を開

催し、損益のことだけでなく、リスク管理・
コンプライアンスに関する情報提供、情報共
有に努めています。
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2015

2019年度の成果と主な取り組み
東京オリンピック・パラリンピックなどに伴う都市再

開発工事等により建設材料や外構工事が増加しました
が、ALC（軽量気泡コンクリート）の需要減による販売量

の低下、地盤改良工事の着工遅れなどにより、2019年度

は売上高813億円（前年度比8億円減）
、営業利益45億円

（前年度比 4 億円減）
となりました。

建材・建築土木事業では、20中計を通じて建設現場

や生産現場における省力化・省人化に資する設備投資

や工法開発を重要課題の一つとして取り組んでいます。
地盤改良工事でのICT（情報通信技術）を駆使した地中施

工状況の見える化、建設現場の生産性向上が見込まれ

るプレキャストコンクリート製品向けの材料技術の開発

などを推進しています。また、既存事業の基盤を強化す

るため、生産設備の老朽化対策と環境負荷低減にも取り
組んでいます。

さらに、東京外かく環状道路やリニア中央新幹線な

どの国家的プロジェクトの本格化を見据え、技術者の配
置、材料供給や工事の事業体制を整えています。

社会課題解決への

▶環境配慮型製品・技術サービスの提供
▶省⼒化商材の提供

取り組み

関係性の深い
SDGs

20中期経営計画に基づく

事業環境におけるリスクと機会
リスク 人口減少に伴う国内建設市場規模の縮小
機 会 海外市場等の新規事業領域への拡大
リスク 既存事業の競争力の低下
機 会 競争力のある高付加価値商材・技術の提供

建材・建築土木事業の事業戦略
◦事業環境の変化に順応し得る持続可能な事業基盤を
確⽴し、既存事業の競争⼒と財務体質を強化
◦成 ⻑ 領 域で の 新たな収 益 源 の 開 拓と既 存 事 業 の
シナジー最⼤化

2020年度の見通し
本年度は、20 中計の最終年度となりますが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により、工事の中断や
延期が余儀なくされるなど、建材・建築土木事業は低
調に推移する見通しです。

こうした状況下、①事業活動全般における省力化・省

人化の追求、②既存事業の収益基盤の強化、③成長領域

への事業展開の加速からなる3つの施策を進めます。

2020年度の売上高は800億円（前年度比13億円減）、

営業利益は 40 億円（前年度比 5 億円減）を計画してい
ます。

水上台船による地盤改良工事（小野田ケミコ（株）
）

首都圏では、都市直下型地震に備え、河川の護岸補強や液状化対策として地盤改

良工事が行われています。掘削機械に最新の施工管理装置を搭載し、
リアルタイム

で必要な情報が得られるようになったため、施工品質の向上が期待されます。

2020年度重点戦略
1. 事業活動全般における省力化・省人化の追求
◦省力化・省人化といった建設現場のニーズに適合したソリューションの
提供、商材の開発と市場投入
◦プレキャストメーカーへの商材提供強化

2. 既存事業の収益基盤の強化
◦OEMによる生産拠点の見直しや物流での共同配送などによる省力化推進
◦生産設備の老朽化対策

3. 成長領域への事業展開の加速
◦インフラ設備の維持・補修需要への適切な対応
◦東南アジアを中心とした海外市場への展開強化

各種プレキャストコンクリート製品

プレキャストコンクリート製品の性能向上に向けて各種混和材料が適用されてい
ます。早強性膨張材「太平洋N-EX」
（太平洋マテリアル（株）
）はコンクリートのひび

割れ抑制と同時に、早期強度発現性が得られ、蒸気養生の軽減等が期待されます。
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研究開発

関係性の深いSDGs

GRI102-15

「品質の太平洋」を技術面から支えるとともに、省資源やCO 2 削減技術の

新規開発によって地球環境保全への貢献を果たす役割も担っていきます。

常務執行役員
知的財産部・

研究開発

岡村 隆吉

4,228

中央研究所 担当
研究開発費

4,431

研究開発費の推移

（百万円）

4,538

4,452

4,311

4,431

2016

2017

2018

2019（年度）

百万円

前年度比 +120百万円

2015

カーボンリサイクル技術の創出により
将来を拓く

国内特許新規登録件数および保有件数
当社単体の国内特許件数は近年増加しており、2019

研究開発部門では、品質の維持・向上や製

造コスト低減技術の開発により事業部門を下1.
支えするとともに、成長に繋がる新規素材・
技術の開発にも積極的に取り組んでいます。

年度は 160 件が新規登録となり、これにより保有特許
保有特許件数
件数は 1,235 件となりました。事業分野別では特に環
境や資源関連の件数が増加しています。

低炭素社会実現への動きは加速度的に増し

ており、今やカーボンニュートラル、さらに

国内特許新規登録件数および保有件数

はその先のビヨンド・ゼロが求められていま

1,500

るか否かが、事業の存在価値に大きく影響し

当社グループでは 2050 年を展望した CO2

削減長期ビジョンと施策を公表しました。長

1,200

含め社会実装可能なレベルに高めることが必
須です。特にセメントキルンに適した実用的

な CO2 回収・カーボンリサイクル技術の創出

は、セメント産業の将来に繋がる最重要案件
として推進していきます。
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985

1,022

1,087

1,142

保有件数

1,235

900

2. 国内保有特許権のセグメント別割合（2017年度）

期的なゴールに向けては、既存技術の応用・
発展に加え、革新的技術を開発し、コストも

新規登録件数

（件）

す。こうした潮流の中、CO2 削減に貢献出来

てくると強い危機感を抱いています。
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事業分野別保有特許権（2019年度末）
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コンクリート
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環境
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20中期経営計画に基づく

研究開発戦略

◦既存事業における基盤技術の拡充と地球環境負荷低減への貢献

グループ全体の成⻑と

◦成⻑分野における技術の早期確⽴と事業化への貢献

持続的発展に繋がる研究開発を推進

セメント

◦国家的プロジェクトに対応する的確な技術開発

既存事業

コンクリート

相互展開

● 基盤技術深化（熱応⼒解析／ひび割れ制御）
● 需要拡大､ 顧客満⾜度向上（舗装／固化材／高性能化）

● 品質の維持・向上（材料設計／⽔和特性制御／新規品質管理技術）
● 製造コスト低減（処理困難廃棄物の最⼤活⽤）

成⻑分野（4つの柱）
● 海外：海外向けセメントの開発
と拡大

● 環境：資源コンビナート構想
（貴⾦属回収）

海外技術支援体制の拡充
● 資源：機能性マテリアル開発･

廃棄物活用技術
● 建材：グループ連携強化

国家的プロジェクト
● 震災復旧・復興貢献
● 東京オリンピック･パラリンピック対応
● リニア中央新幹線関連工事向け技術開発
● その他大型インフラプロジェクト対応
（インフラ⽼朽化対策含む）

事業化支援
3D造型技術

地球環境負荷低減

基盤技術の拡充・強化

● CO₂削減技術の開発
● リサイクル資源活用技術の開発
● 省エネルギー技術の開発
● 水資源有効活用技術・生物多様性保全技術の開発

● 硬化コンクリートの各種特性予測
● 人工知能によるスランプ予測技術

近年の主な取り組み
ＣＯ₂回収・リサイクル技術の開発
長期ビジョンの達成には、革新的な
カーボンリサイクル技術の開発が必

グループ会社の環境配慮型製品の開発例
路面用遮熱カラーセメント樹脂モルタル「ヒートバリアコート」
秩父コンクリート工業（株）
「ヒートバリアコート」は、路面に施工する特殊顔料を配合した遮熱カラー

要です。キルン排ガスからのCO₂分

セメント樹脂モルタルです。太陽からの赤外線などの熱線を反射すること

離・回収および利用技術がNEDO
（国

により、路面温度の上昇を抑えて、歩行空間や沿道の暑熱環境を和らげる

立研究開発法人新エネルギー・産

ことができます。ヒートアイランド現象の緩和も期待されることから、都市

業技術総合開発機構）
に採択され、

部の歩道・公園・広場の他、マンションやビルの屋上などに幅広く適用でき

2020～21年度で実証します。

ます。コンクリート・アスファルトのどちらの路面にも用いることができ、吹
き付けて施工します。同社の独自技術により弾性のあるセメント系材料と

人工知能
（AI）
によるコンクリートのスランプ予測技術の開発
コンクリートの製造工程にAIを適用

したことで、優れた路面との付着性と耐久性とを兼ね備えています。熱環
境の改善に加え、優しい色合いにより周囲の環境と調和し、快適な生活環
境を提供します。

し、ミキサ内の練混ぜ画像から瞬時
にスランプを予測する技術を開発し
ました。本技術を生コンクリート工場・
製品工場へ実装することにより、コン
クリート品質のさらなる安定化や、製
造の自動化・省力化が期待できます。

処理困難廃プラスチックの低温加熱脆化技術の開発
処理困難廃プラスチックの受入拡大、
エネルギー代替利用、
脱塩素、
貴金属
回収を可能とする技術です。
2019年
度に実機規模の実証設備
（7,840t/
年）
を、グループの
（株）
デイ・シイ川崎
工場に導入、商用運転を見据えて実
証します。

「ヒートバリアコート」の施工状況
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