
1



2 3

600

組織的に新規ビジネスを創り出す
機構を新設します

東京本社を中心とした組織から
地域を重視する組織へシフトします

成長評価する給与体系を導入します

これが新規ビジネスを生み出す機構だ!
検討スピード・実行スピードのために、トップダウンを敢行します
役員が企画して役員が実行します

会社が大きく変化します

既に2月から新規開発会議はスタートしています。
新規ビジネスの創造は大変な作業です。
私が先頭に立って頑張ります。
皆さまのご協力宜しくお願いします。

新規ビジネス担当
油嶋取締役の一言

次のページから具体的内容を説明しましょう。

NCTの成長は停滞、この3年間は足踏み状態です。
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化学品・樹脂

肥料
コークス
各支店・事業所

売上高（連結）
単位：億円

1 組織的に新規ビジネスを創り出す
機構とは？

テーマ選定
社長・企画パート

新規開発会議
毎月開催

P

実行機構
新規開拓組織 
油嶋取締役

D

新規開発会議 
評価、改善点指摘

C

実行組織
現場の改善・改革実施

A

定例メンバー 
…役員

臨時メンバー 
…議題に応じて

2016年度

新規ビジネスは拡充し
既存ビジネスは縮小している

新規ビジネス
パートナー会社、建材

既存ビジネス
化学品・樹脂、肥料、
コークス、各支店・事業所2011年度
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貴方の会社成長への貢献が
賞与増加に直結します

東京中心ではビジネスは
成長しない

思い切って、本社・支店の区別を無くします
すべての営業組織をフラット化します

計画が達成され、大きく会社成長に貢献した
部門の賞与を増やします

その仕組みはこれだ！

次の場合は賞与を加算します
●売上高または収益が半期で過去最高レベルに到達したと判断される場合。
●新規ビジネスを立ち上げたと評価される場合。
 詳細は管理部で検討中

今までの評価・各部門の評価体系

判定
年度計画収益 新規へのチャレンジ

特色ある活動 CSR活動等

皆さんの努力が賞与に反映されるシステムを
検討しています。発表は6月を考えています。

評価体系を考慮中の
鮎川常務の一言

地域を重視する戦略の口火を切る
実行部隊として福岡に拠点を移します。
そのことが如何に効果があることかを実証します。

福岡駐在となる
宮永副社長の一言

32

更に、本社を2018年度北九州に移設する
プロジェクトを立ち上げます
東京本社／北九州本社の2元体制を検討します。
北九州本社を西日本営業の拠点と位置付けて需要家／仕入れ先との関係強化と
地に足を付けた新規ビジネスの構築する体制を作ります。

判定
年度計画達成度 前年度比較達成度 組織活動等

新たな評価・各部門の評価体系 成長度合を大きく評価いたします

君津支店
札幌支店
大阪支店
名古屋支店
九州支店

肥料部
コークス部
化学品1、2部

支店事業所本社

改正前

肥料営業部
コークス営業部
化学品営業部
樹脂営業部
エポキシ営業部
札幌営業部
君津営業部

名古屋営業部
大阪営業部
九州営業部

東日本HQ西日本HQ

改正後

そして、建材本部を福岡に移設します
九州地区を重点販売地区と定め、宮永副社長及び企画部を福岡支店に移設します。
また、宮永副社長は福岡に本社があるパートナー会社 ILCも兼務して、
NCTと ILCのコラボレーションを推進します。

組織改正　2017.4.1～
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一言でいえば、激変の年でした。
成長への目標を失いかけましたが、
新たな目標を得た年でもありました。
当社が新たな会社に脱皮出来る
予感を得た年と言えます。

上田社長

2016年度 社内出来事 損益 時事・その他

10月
Chemica vol.6発行
帝中株式会社が新たなパートナー会社に
新戦力  君津事業所・前野幸彦

連結69百万
単独51百万

東京オリンピック施設再検討
ノーベル生理学・物理学賞
大隅良典氏受賞

11月
全社レクレーション由布院にて実施
第4回与信管理スキルコンペ開催

連結80百万
単独63百万

米国大統領選挙投開票
ドナルド・トランプ氏勝利

12月

化学品事業部組織改正
役員ハラスメント研修実施
ストレスチェック実施
エコノミスト当社記事掲載

連結85百万
単独81百万 2016年漢字発表「金」

1月
新生かわら版発行（第32号）
経済界当社記事掲載
広畑生コンプラント竣工

連結25百万
単独6百万

大発表会
日経平均約1年ぶり高値記録
トランプ米国大統領就任

2月

全社ハラスメント講習実施
北九州移転検討プロジェクト発足
新戦力  経営サポート部・田口 裕

名古屋支店・羅 栄海

【計画】
連結56百万
単独34百万

日米首脳会談
冬季アジア札幌大会開催

3月

パートナー会社社長会実施
マレーシアオフィス開設
新戦力  化学品第一部・羽沢良平

君津事業所富津ガスセンター・古橋友幸

【計画】
連結90百万
単独41百万

イギリスEU離脱交渉開始

収益は目標を達成できました。
建材カンパニー及びパートナー会社の頑張りが全社を牽引しました。
残念ながら肥料は天候不良等により、
また化学品関係は主力商品の大幅な販売減により
収益が大きく減少しました。来年度の奮起を期待します。
2016年度は下記のような活動を行いました。

Break through 
our barriers

2016年度下期活動内容について

2017年度は当社にとって大きなターニングポイントの年となります。
特に、新規ビジネスの構築が当社の未来を決定付けると感じています。
安穏と現状に浸る「ゆでガエル」は必ず死に絶えます。
未来を切り開く「昇り竜」に変身しましょう。

和久田副社長の一言

2016年度を
振り返って

2017年度も
がんばりましょう

2017年度計画 宮永副社長
建材カンパニープレジデント

1）NCT全体の収益の柱として、最大の利益を確保します
2）日本一の建材商社を目指します
3）㈱アイ・エル・シーとのコラボレーションを実現します

和久田副社長
基盤事業強化本部
長東日本 /西日本HQ管掌

1）既存事業の強化を図ります
2）新日鐵住金㈱様及び新日鉄住金化学㈱様との関係をさらに強くします
3）ヘッドクォーターの強化を図ります

油嶋取締役
新事業開発本部長
上海・香港・マレーシア管掌

1）新規ビジネスを企画し、実行します
2）組織を越えたプロジェクトを推進します
3）海外ビジネスを拡大します

鮎川常務
管理部長

1）全社飛躍の為の人材を採用するシステムを構築します
2）努力が正当に評価される給与システムを構築します
3）海外を含めた金融政策を推進します

辻常務
成長戦略部長

1）中期計画を推進する原動力になります
2）会社の将来を見据えた戦略に挑戦します
3）会社・社員の質の向上のための施策を実行します

経営方針

利益目標
経常利益7.5億円
（前年度計画並） 

1 2
重要な施策
新規ビジネスの推進
地域力の強化
企画機能の強化 

3
会社の質を守る為の
経営指標を新設
自己資本率18%以上
D/Eレシオ2.0以下 

2017年スローガン
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市場は
てください！

中国
我々に任せ新化実（上海）貿易有限公司

‒2016年度に黒字化を達成‒

駐在員事務所から始まった当社は、
上海で「新化実」を認知してもらうことを
最優先に地道に活動してきました。
その結果が2016年度の黒字達成という成果へ
花開いたと思います。しかし、まだ道半ばです。
鯉が龍になるよう社員一丸となり激流に挑みます。

上海拠点のあゆみ

2006年（H18） 上海駐在員事務所開設
2010年（H22）  新化実（上海）貿易有限公司設立
2016年（H28） 6年目にして初の黒字化

従来の取引に加え2016年度にスタートした新事業を確固たるものとし新化実（上海）貿易基盤事業とします。 2017年度は以下三点を重要な戦略として位置付けています。年度計画

新凱美塑料香港有限公司
‒NSCCとの協業が本格的にスタート‒

2007年に化学品等のビジネスを目的に事業開始し、徐々に
売り上げを伸ばしてきましたが、リーマンショック等の
環境変化に対応できずに一時事業を停止しました。
2014年、新日鉄住金化学㈱様の難燃樹脂事業を受け継ぎ、
メーカーとして再スタートを切ることが出来ました。
香港隣接の深圳市にはOA・玩具の生産基地があり、
今は玩具向けに事業拡大を目指しています。

香港拠点のあゆみ

2007年（H19） 新化學商事香港有限公司設立
2012年（H24） 香港拠点事業停止
2014年（H26）  新凱美塑料香港有限公司と 

名称を変更し再スタート

マレーシアオフィス新設 ‒クアラルンプールに駐在員事務所‒

NCT-26を着実に達成させるためには、海外展開
の成功が重要なファクターの一つ。マレーシア

オフィスは、ダイバーシティな視点で、当社の有する
機能と経営資源を最大限駆使することで、国内外のお
客様からの信頼と満足を日々積み重ねる組織作りに努
めます。常識を突破する挑戦者として日々邁進して参
りますので、どうぞご期待ください。

マレーシアオフィスはアジア3番目の拠点
会社成長に向け、東南アジア進出は
重要な役割を担っています マレーシア

上海

香港

1 主力商品のハロゲン＊1系難燃ポリスチレン（日系OAメーカー採用）の販売

新日鉄住金化学㈱様との協働事業で開発販売している環境規制をクリアした 
ノンハロ＋リサイクル難燃ポリスチレンの販売

3 玩具向けMS等の特徴ある樹脂の販売

既に安定的な需要のある商材も多くありますが、今年度は新規のメーカーに採用されるよう、
営業活動にさらに力を入れ、売上に大きく貢献することが目標です。

1 関連会社中国工場への原料油、副資材の供給と製品販売

2 大手国営中国メーカーへの化学品、合成ゴム品販売

3 機械及び機械設備・資機材の販売（日本輸出及び中国国内販売）

この三事業を根付かせ、そして、今以上に成長させることを最大の目標とし、
中国情報の発信基地として皆さまに重宝だと思われる新ケミのNo.1のパートナー会社を目指します。

2

年度計画

上海・売上高
単位：百万円
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黒字化!

＊1 ハロゲンとは
第17族に属する元素（Fフッ素、
Cl塩素、Br臭素、Iヨウ素など）
の総称。多くの元素と直接化合し
て、ハロゲン化合物をつくる

ASEANの市場を
開拓します！

香港・売上高
単位：百万円
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マレーシアオフィス 柳ゼネラルマネジャーより一言
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同じ会社で勤務していても、他部門で使用されている用語は意外
と知らないことがあります。日々の業務の円滑化や他部門間との
理解を深めることを目的に、「NCTペディア」の作成が始まりま
した。各メンバーは日常業務のかたわら、それぞれ限られた時間
の中での作業を行ってまいりました。2017年2月に第1弾とな
る「経理財務編」が完成！第2弾以降は各部門の扱っている商材
や業界特有の専門用語の解説をしようと考えています。

当社の中期経営計画NCT－26において、
社会に認知される会社を目指し、社格の向上を掲げています。
より具体的な取組みを行うため、
2014年に第一次社格検討委員会が発足し、
2016年4月より第三次社格検討委員会がスタートしました。

会社員として知っておきたい知識、新ケミカル商事特有の
知識や言葉を取りまとめた用語解説集（百科事典）が
「NCTペディア」です。

第三次社格検討委員会では、NCTに従事する全て
の人に必要なマナーは何か、その項目を挙げること
から始めました。雑誌や書籍を参考にし、より具体
的で現実味のあるマナーを86項目にまとめまし
た。それをもとに全社アンケートを実施し、投票に
よりマナー24項目を決定いたしました。

決定した24項目は「みんなで選んだNCTマナー
24 2017」と題した冊子にしました。ひと月に2
項目を月間目標とし、一年をかけて全社で取り組む
ことを想定しています。カレンダー付き冊子となっ
ていますので、ぜひ常に目の届くところに置いて活
用してください。業務を円滑に進めていく上で、マ
ナーはあらゆる場面で必要とされています。この冊
子を自分の行動を見つめ直すきっかけにしていただ
ければと思います。

ＮＣＴペディア	

"NCTペディア"　とは？	

ＮＣＴペディア（英:	  NCTpedia）は、NCTペディア事務局が運営してい
る新ケミカル商事の百科事典です。  
	  
「ＮＣＴペディア（NCTpedia）」という名前は、	  
新ケミカル商事の略称である「NCT」と、百科事典を意味する

「Encyclopedia」を基にした造語です。 
	

何をするの？	

NCTペディアは、新ケミで働く上で、必要な用語や知識について、分
かりやすく解説し、皆さんの日々の業務に役立てていただくことを目
的としています。	  
	  
また、随時、掲載情報の追記・訂正等を受け付け、皆さんの協力の

もと、どんどん有用な「NCTペディア」にしていきます。	  

NCTペディア事務局について	

矢田　貴裕　　山本　健司	  
小野　祐太　　依田　大介（事務局）	  
大渡　弘人	  

2017/1月現在	  

今後の予定は？	

日々の業務に役立つ知識を、テーマ毎に取り上げる予定になって
います。	  
	  
第1弾として、”経理・財務編"をこの度公開しました。	  
続いて、新ケミが展開する事業（建材、化学品、樹脂、肥料他...）を、

フィーチャーしていく予定です。	  
	  

問い合わせ先は？	

掲載情報について、下記の様なご要望がある場合、	  
	  
・分かりにくい箇所	  
・もっと詳細に解説してほしい箇所	  
・誤りや訂正してほしい箇所	  
・追加で解説してほしい用語　　等	  
	  
また、その他の問い合わせは、事務局まで、メールにて	  
お願いします。	  

click	

目次へ	

使いやすさが重視されたNCTペディアは
Global掲示版にアップされています

2017年4月に配布予定の冊子より抜粋
カレンダー付きでより実用的な仕様になっています

事務局
大渡 弘人（成長戦略部）
宮﨑 恭子（管理部）

中根 明子（管理部）
間島 ゆみ（化学品事業部 ）
新山 久美子（コークス部）
川島 瑞穂（建材カンパニー）

マナー24
社員への熱血指導に定評あり
時には熱くなり過ぎることも…

やや固すぎるところもあるが、
冷静沈着な仕事ぶりは評価が高い

マナーには厳格
部長として部下を温かく見守る

時間と締切は厳守
真面目な応対は社内外ともに好印象

仕事をテキパキこなすシッカリ者
心配りにおいては部署No1

社会人として勉強の日々
素直だが忘れっぽいのが玉に瑕

キズ

マナー24

みん
なで　　選んだ

2017

表紙と2 枚目重なり見本

矢田 貴裕（大阪支店）
山本 健司（化学品事業部）
小野 祐太（建材カンパニー）

アドバイザー
大渡弘人（成長戦略部）
事務局
依田大介（管理部）



Illustration：久永 繁
Design：岡本デザイン室


