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新ケミカル商事の“いま”を伝える機関誌



17年間で
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内部留保
6億
⬇
53億

　約9倍！

わが社には誇るべき財産がある。
これまで、厳しい局面は多々ありましたが、すべて乗り越えてきました。 

それは、経営者と従業員のひた向きな努力にほかなりません。 
また、多くの仲間が参入したことも、発展してきた原動力の一つです。

「人財」こそ我々の財産です。

これからが正念場。�
今以上の挑戦力が必要です。

環境対策・カーボンニュートラルなど、 
今までの商品の価値観を根底から覆す流れが、もうそこまで来ています。 

チャンスでもありピンチでもありますが、与えられた環境は平等です。
当社には、今以上の「挑戦力」が必要です。ぜひ、共にチャンスを呼び寄せましょう。

プロローグ
激動する時代には、�
何が必要と
なるのか？

今年、新ケミカル商事は18年目を迎えました。
本年度の収益は最高を更新していますが、今後はこの成功体験は使えません。

なぜなら、当社を取り巻く環境が劇的に変化すると予感されるからです。
当社にはどんな強みがあり、これから必要なものは何なのか、 

今一度考えてみましょう。

従業員数
50名
⬇
356名
　約7倍！

特集

あなたはNCTについて
どこまで知っていますか？

トレーディングカンパニーとしてスタートしたNCTは、�
17年の月日を経て成長してきました。

激動する時代にさらなる挑戦力をつけるためには、自社を知ることが必要です。
まずは、大きく成長した新ケミカル商事の変化を、数字でご覧ください。

（単位：億円）

売上高
246億
⬇
712億
　約3倍！
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NCTはオリジナルブランドを持っている商社です。
社外からも好評いただいている
製品の一部をご紹介しましょう。NCTには、

オリジナルブランドがあることを
知っていますか？

P
（日興ケミカル）
Eシート

特徴
100％再生利用したポリエチレン樹脂を使用したシートで、
地球環境保全に貢献しています。溶かした樹脂を薄いフィ
ルム状に押し出し、袋状に成形するインフレーション製膜
から、最終的な製品となるゴミ袋まで、一貫した生産を行
っています。

エ
（みらいアグリ）
スミン

特徴
作物の生育に不可欠な必須元素であり、抗菌・駆虫作用も
ある硫黄を供給する肥料です。また、土壌pHを下げて酸
性にし、作物に適した土壌に矯正する効果もあり、さらに、
土壌中のリン酸やミネラルの吸収を高める効果もあります。

エ
（新凱美塑料⾹港有限公司）
スチレン

特徴
ポリスチレン樹脂を難燃化した「難燃樹脂」です。特に環境
規制をクリアしたノンハロゲン･リサイクル難燃ポリスチレ
ン樹脂を使用した製品を展開。新凱美塑料香港有限公司
は、2020年に日鉄ケミカル＆マテリアル社のスチレン樹脂
事業を引き継ぎました。

琳
（NCTフロンティア）
派⽯鹸

特徴
シルクを主成分に、各種精油や植物エキスを配合した洗顔
用の固形石鹸です。油脂を釡の中で加熱･攪拌する昔ながら
の「釡焚き製法」で作り、一つ一つ丁寧に磨き上げています。
泡立ちが良く、洗いあがりはお肌がしっとりと潤います。

N
（NCTフロンティア）

CTナイロン各種
特徴
バージン６ナイロン（「NCTナイロン」6）から、66ナイロン
の再生原料（「NCTナイロン」66）まで製造。さらに、独自に
開発した「NCTナイロン」ブラスト材は、静電気が発生しに
くく、耐久性にすぐれ、成形品の表面を傷つけない硬度で
バリ取りに最適と好評です。

シ
（日興ケミカル）

ルバーマスターバッチ
特徴
畑の土を覆う農業用のシートなどの材料で、保温効果や除
草効果があります。ポリエチレン（PE）フィルムなのでリサ
イクルも可能で、焼却時は塩素ガス等の有害ガスの発生は
一切なく環境にも優しい素材です。WAX置換法という独自
の製造方法を採用しているため、効率の良い生産が可能です。

N
（みらいアグリ）
EWさくら

特徴
作物の必須元素である窒素とカルシウムの両方を供給で
き、速効性がある肥料です。さらに、ほう素を加えている
ため、カルシウムの働きを高め、作物に吸収された窒素の
代謝を促します。収量増、食味向上、糖度アップなどの効
果が期待できる肥料です。

ハ
（NCTフロンティア）
イケルプ

特徴
北欧特有の長い冬に備え、夏期の長い日照時間に栄養分を
十分蓄えた海藻を使用した肥料です。メキシコ湾流にさら
されながら海中のミネラル・ビタミン・アミノ酸などをた
っぷりと取り込み、組織の中に包含しています。用途に応
じて粉末とエキスを使い分けることも可能です。

日興ケミカル　矢田さん

新凱美塑料香港有限公司　総経理　上津原さん

NCTフロンティア　H&B営業部長　森前さん

この製造工場は兵庫県に
あります。フィルムに成型
した後に巻き取り、左の写
真のようにロール状にした
後、製袋機で最終製品の
ゴミ袋を製造しています。

NCTグループ各社の機能を
活用して開発した高含有リサ
イクル樹脂は、2022年度より
大手OA機器メーカーからの大
量採用が決定し、今後ますます
使用の拡大が見込めます。

NCTフロンティアは資源の有効活用
や再生、地球環境保護をキーワード
にしながら、顧客ニーズに合わせたサ
ービスを心がけ、安定した品質の高さ
でお客様の要望に応えています。

原料は主に、北欧の西海岸寄りに繁
茂するヒバマタ属科の褐色の海藻を
使用しています。根張りが良くなり、作
物の生育を促進させます。海藻の生
命力が植物の生育に役立ちます。

DIC㈱・東京インキ㈱様に購入
頂いており、国内では約70％とト
ップシェアを占めています。農業
用シートのほかに、ファッション
バッグにも使われています。

対象作物はネギ、玉ねぎ、にんにく、にら
等のユリ科作物や、キャベツやブロッコリ
ー等のアブラナ科作物など。販売数量は右
肩上がりで、みらいアグリだけでなく、農業
界の救世主になる可能性もあります。

NCTグループとして取扱いを開始して
9年。おかげさまで北海道から九州まで
定着しましたが、より現場密着の営業を
徹底すれば、まだまだ新規拡大の余地は
あります！　目指せ、1千トンの大台へ！

特殊アルミマスターバッチ

みらいアグリ　営業企画部長　犬塚さん

管理本部 企画部 陳さん

NCTフロンティア　樹脂営業部長　森下さん

NCTフロンティア　アグリ営業部長　太郎田さん

シルクをはじめオリーブ油、ホホバ油等を
配合することにより、保湿効果を高めまし
た。その他にも、ボタンエキス、ユキノシタエ
キス等の各種植物エキスを配合しました。
フローラルで華やかな⾹りにもこだわり、お
肌にやさしい成分で作り上げました。

樹脂

コンパ
ウンド

製品
土壌
改良用
肥料

再生樹
脂

使用シ
ート 肥料

ナイロ
ンの

再生樹
脂 肥料

農業用
シート
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材料

美顔用
高級石

鹸



アクセスしやすい職場
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「働き方改革」が盛んに取り上げられている昨今ですが、 
NCTはすでに多くの施策を実施しています。 

今年度には「NCT働き方検討委員会」も立ち上がり、
さらなる進化を成し遂げます。

風通しのよい職場

ダイバーシティ

手厚い休暇制度

従業員が仕事を行う上で自分の意見を言いやすい環境、 
そして、主体性を持って行動する環境を常に提供し、
社内コミュニケーションを活性化させています。

フレックスタイム制度との併用で、ワークライフバランスの 
実現のために休暇や休業制度に力を入れています。また、休暇制度を 
利用しやすい環境づくりを整えており、取得率が年々上昇しています。

全国にある各拠点（メーカー構内のオフィス除く）は、
最寄駅まで徒歩 10分圏内にあり、アクセスのしやすさは
働き方改革にもつながっています。

性別、国籍、年齢などにこだわらず、多様な人材を受け入れる 
姿勢を持ち、また、各々の個性の違いを尊重し、
最大限の能力を発揮できる機会を提供しています。

休暇制度

データで見る休暇の取得率
「社格検討委員会」

（2014～2018年度）

社会に認知される会社を目指し、
社格の向上を掲げ、より具体的な取り組みを

行うため、2014年度から5年間、
検討委員会を設置した。 

生産性の向上、働きがい・やりがいを
実感できる組織づくり、従業員・
会社が共に成長できる体制づくりを

会社に提言した。

「NCT働き方
検討委員会」�
（2021年度現在進行中）

中期ビジョン「VISION-i」で掲げている
「アピールする力」を達成するために
立ち上げた組織。制度柔軟化、 
業務効率化、ダイバーシティ、 

健康経営などのテーマを取り上げて 
検討を進め、柔軟なワークスタイルを 
実現するため、アフターコロナを 
見据えた在宅勤務制度の導入も 

検討中。

「業務プロセス�
改善プロジェクト」

（2019年度）

業務効率化、生産性向上に関する
テーマを取り上げて、全社コンペを開催。 
各部署で具体的な改善アクションを

起こした結果を発表して 
成功事例を社内全体で共有した。

①年次有給休暇  法律では6か月勤務した段階で10日分の年次有給休暇付与との定めに対し、 
当社は入社時点で年次有給休暇を付与するほか、年度初めの4月に20日間を付与。

②�子の看護休暇、�
介護休暇など

 法律で定めていない部分の保障について手厚くしており、従業員が安心して 
休める環境にあります。

特別休暇 誕生日休暇、福祉休暇、リフレッシュ休暇など

直近３年間の年次有給休暇及び誕生日休暇の取得率

平山さん（委員長）
NCT 働き方検討委員会は 

「働きやすい環境作り」について、 
新ケミカル商事独自の働き方を 
検討し、ワークライフバランスの 
実現、業務効率化に 
取り組んでいます。

津野﨑さん
フレックスを利用し、 
時短勤務をしています。 
事前に制度の詳細説明が
あり、取得しやすい環境に 
なっています。

伊勢村さん
北九州本社は駅からすぐ。 
雨に濡れないなど利便性も高く、 
通勤ストレスフリーです！

池田さん（業務委託）
人生１００歳時代と 
言われる現代。 
今の自分があるのは、 
会社から贈られた 
誕生日カードに記された 

「生涯現役で」の文字。
年齢に関係なく、 
働ける環境に感謝。

女性の比率

33％ 80歳6％

職場の最高齢
（グループ全体）

海外出身者の比率
（グループ全体）

東京本社�
⬇

秋葉原駅より�

1分

北九州本社�
⬇�

小倉駅より�

3分

君津ユニット�
⬇�

君津駅より�

2分

NCTには
働きやすい環境が整っていることを�
知っていますか？



社会貢献活動

災害支援
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文化支援活動

スポーツ支援活動

新ケミカル商事の文化活動への支援は、 
2016年度から公益社団法人企業メセナ協議会により 
「This is MECENAT（メセナ）」として認定されています。

豊かな社会実現のため、今後も様々な活動を 
サポートしていきます。

2018年に北九州に本社を移転し、 
地元を中心としたスポーツチームや 
スポーツイベントへの支援に注力しています。

●日本プロサッカー J2リーグ「ギラヴァンツ北九州」
●日本フットサルリーグF1ディビジョン「ボルクバレット北九州」
●ラグビーワールドカップ2019  
ウェールズ代表チーム北九州キャンプ

会社全体の取り組みとして、 
北九州市にある児童養護施設へ 
2009年から支援を開始し、 
施設のイベントに運営サポート 
として参加するほか、季節行事の 
差し入れを行っています。
また、各地域のボランティア活動
や募金、清掃活動にも積極的に 
参加しています。

●北九州本社 NPO法人 チャイルドケアサポートセンター支援
●炭素材営業部 「せかワクぶっく」参加 
 「シャプラニール 市民による海外協力の会」参加
●札幌営業部 北海道盲導犬協会 活動支援
●東京本社管理部 「AkibaSmileプロジェクト」参加
●建材事業本部／東京 ユニセフ募金
●樹脂営業部 ペットボトルキャップ回収

震災、災害時には現地の復興の一助として、義援金寄贈
や社内募金による寄付を行っています。
●平成30年7月豪雨 
災害義援金

●平成30年北海道胆振東部 
地震災害義援金

●九州北部豪雨義援金
●熊本城災害復旧支援金
●熊本地震災害義援金
●台湾南部地震台南市義援金

北九州音楽協会15周年コンサート NSシンフォニー・オーケストラ

ギラヴァンツ北九州の
ホーム、ミクニワールド
スタジアムにある横断幕

札幌営業部
北海道盲導犬協会　
活動支援時

熊本城災害復旧支援金　
感謝状

NCTの
多彩な社会貢献活動を
知っていますか？

NCTグループに�
136年企業があることを�
知っていますか？

●北九州音楽協会 ●NSシンフォニー・ 
オーケストラ

●伝統芸能を楽しむ会 ●会社設立10周年 
記念コンサート

●会社設立15周年 
記念コンサート ●小倉城竹あかり

国内で100年以上続いている企業は約3万3000社。 
全体のわずか2.27％しかありません。

NCTの歴史はまだ17年ですが、グループ会社の一つである株式会社灰孝本店は、 
今年で136年を迎える老舗企業で、創業は明治時代まで遡ります。

京都で建築建材の問屋として開業し、現在、土木・建築に関わる事業を 
幅広く手掛けている灰孝本店の山内一正社長にお話を伺いました。

NCTでは、地域と協力して行うボランティアやメセナ事業などを通して、 
社会貢献活動に取り組んでいます。

　この看板は創業当初より社屋玄関に掲げられていたものです。
　昭和49年に社屋を建替えた折に看板を外し、実家の蔵の2階
に大切に保管していました。しかし、「もう一度陽の当たる場所
でわが社業をわが社員をしっかりと見守っていただきたい」と、
再度社屋に看板を掲げることにしました。ご近所の方々からも「懐
かしいなぁ、ええもん見せてもうたわ」と嬉しいお言葉を頂戴して
います。この伝統と歴史が刻まれた看板に恥じることの無いよう
日々向上せねばと、見るたびに気持ちを引き締めています。

創業当初からの看板に見守られて

　1885（明治18）年に、山内房治郎が親
元の石灰問屋を継ぎ、「灰孝本店」と名
称を改めたのがわが社の始まりです。そ
の後、本格的なセメント販売を行うよう
になりましたが、太平洋戦争の物資統
制令によって企業整理にあい廃業。し
かし戦後はいち早く会社組織にして再
出発を成し遂げました。
　135年ずっと続いてきた理由は、創業
時からの「お客さまには最大の満足を」と
いう理念を、しっかりと受け継いできた
からです。どんな商売も、苦しさを乗り

越えたところに達成感が生まれます。遠
回りしたからこそ、今の成長があったの
だと思います。
　躍進する新ケミカルグループのチー
ムに加わらせていただいて、あっという
間に6年が過ぎました。情報を共有し、
お互いの力を機能的に効率的よく発揮
することで共に成長してきました。新ケ
ミカルグループの総合力に全幅の信頼
を置き、今後もチームの一員として、近
道をすることなく凡事徹底を貫いてまい
ります。

社名 創業年 創業年数 設立年 設立年数
新ケミカル商事 1926 （S1） 95 2004（H16） 17
灰孝本店 1885（M18） 136 1948（S23） 73
四倉運輸  1955 （S30） 66 1955（S30） 66
マルシチ砕石販売 1969 （S44） 52 1969（S44） 52
NCT化学 1966 （S41） 55 2013（H25） 8
東洋化成工業 1971 （S46） 50 1974（S49） 47
NCTフロンティア 2012（H24） 9 2012（H24） 9
日興ケミカル 1979 （S54） 42 1979（S54） 42
NC建材 2019（H31） 2 2019（H31） 2

株式会社灰孝本店
京都市下京区西木屋町通り正面下る八王子町103 番地
沿革
明治18年 石灰問屋「灰岩」から「灰孝本店」に名称を変更し

事業を始める。
大正7年 本格的なセメント販売を開始。かるた・トラン

プの任天堂と、石灰セメント問屋の灰孝本店の
2つの店を経営。

昭和2年 任天堂と分家独立。
昭和23年 株式会社灰孝本店設立。
平成26年 NCTグループに参画。

株式会社灰孝本店　山内一正社長
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　NC建材は2019年4月に設立しました。これまでの6
拠点（北九州本社、福岡支店、大阪支店、名古屋支店、
姫路オフィス、北九州オフィス）に加え、今年7月には
大分オフィスが開設しました。
　当オフィスは地域密着型の拠点となるべく、独立した
事務所としてオープンしました。多種多様な建材商品の
拡充と販売、さらには回収の技術を磨き、社と地域へ貢
献していく所存です。
　大分は日本一の温泉県で海の幸も豊富です。機会があ
りましたら足をお運びください。

　NCTフロンティアは商品群が非常に多岐にわたってい
ますが、規模が小さく、今後特色を最大限に生かせるのは
家電リサイクルの比重分離分別のペレット化、所謂コンパ
ウンド事業を完成させることです。そのために設備を増強
し、難燃コンパウンドもできる2軸押し出し機も今期中に
導入し、樹脂営業部との協業も進める予定です。また新ケ
ミカル商事から移管したキャリアテープ事業の生産販売
を確実なものにし、透明PP製造設備も9月から稼働と、積
極的な投資の展開を行い、いよいよ目標の収益を出せるこ
ととなりました。
　家電リサイクル設備もコロナの影響で止まっていまし
たが、現在改良と経験を積んで動き出しており、量産を重
ねて問題点を次々に改良しています。わくわく、はらはら
しながら前進しており、製造を中心とした特色ある会社を
今後確立していく所存です。
趣味：プラモデル製作、ピアノ、筋トレ、カメラ撮影　好きな言葉：やってみせ、
言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を
傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。

　NCTフロンティアは、現在の6拠点（三原本社、北海
道、東京、大阪、九州、豊橋）に加え、2021年10月に
７ヵ所目の拠点として「広島本社」を開設し、本社機能
を移管しました。
　広島には多くの企業があり、新ケミカル商事、東洋化
成工業とも連携し、『お客様に近いメーカー』として、更
なる企業発展を目指し邁進いたします。
　広島本社は広島駅北口の広テレビル4階となります。
広島に来られた際は是非お立ち寄りください。

　会社の目的は、その活動と成長を通して世の中の問題
を解決し、それにより会社に関わる全ての関係者を「幸
せ」にすること、中でも会社で働く方々が、その活動を通
じて充実した幸せな人生を送ることが重要と考えていま
す。このことは、SDGｓの精神にも通じます。
　これからの時代は、「高齢化」に加え、「アフターコロナ」
「新しい働き方」「カーボンニュートラル」「国内の生産構造
改革」等の大きな構造変化に突入します。これらの動きは、
各企業、各個人にも変革を求めます。変化に適合できれ
ば成長し、できなければ生き残れません。
　管理本部と開発部は、経営部門そして各事業部、グル
ープ会社のサポート部門として各部門と連携し、支え、
そしてリードしていきたいと思います。共に世の中の変
化に向き合い、まず「VISION-i」を実行し、会社の成長、
そして自らの「幸せ」を勝ち取っていきましょう。
趣味：テニス　好きな言葉：敬天愛人

新ケミカル商事グループの戦略構築

1

2
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新たな拠点を設け、 
販売を強化しました！

戦略的思考で推進する組織に！
変化する時代の流れに合う機構を新設・刷新しました。

頼もしい戦力を増強しました！
NCTグループの新役員を紹介します

NCTフロンティア
広島への本社移転

NC建材
大分オフィスの開設

上田幸二郎 取締役
新ケミカル商事
株式会社

梁井浩一 社長
NCTフロンティア
株式会社

　当社は創業136年の歴史を持つ会社です。その136年で培わ
れたネットワークを強みとして、従来からの営業品目を堅持した上
で、一方ではそのネットワークから顧客のニーズをくみ取り、対応
していくことで新たなる営業領域を創造していきたいと思います。
　具体的には数年前より取り組んでおります新幹線・NEXCO
の工事を充実させる事によって、販売の拡大を図ると同時に、新
たな工事に取り組むことで創造される施工体制を構築していきま
す。現在の建設業界は施工技術の継承不足や人手不足から、施
工能力低下が懸念されておりますが、そのような状況に対応でき
る企業体の構築を目指して努力していきたいと考えています。
趣味：ゴルフ　好きな言葉：雄気堂堂

　私は、日本製鉄にはじまり、日鉄ステンレス、NIPPON STEEL 
SPIRAL PIPE VIETNAM、日鉄テクノロジーと、日本製鉄グル
ープに42年間勤務しておりました。65歳にしてまた新たな挑戦
の場を与えていただき、『うきうき、わくわく、どきどき』しています。
　経営の要諦は3つのION、即ち、“ VISION、DECISION、
COMMUNICATION”が大切だと信じています。加えて、『先
読み、挑戦、実行』『お前がやらなきゃ誰がやる？　今やらないで
いつできる？』をモットーにしています。従って、少し細かく、かつ、
せっかちなところがありますが、どなたとでもすぐ仲良くなれるのが
特技です。きんちゃんと呼んでください。
趣味：毎日一万歩のウオーキング。地元岡垣町では自然を守る活動をしています。

金﨑研一 副社長
NC建材株式会社

　当社は昭和49年設立の会社で、広島県のほぼ中央、東広島
市で有機溶剤の蒸留再生を行っています。各企業が持続可能な
開発目標「SDGs」に取り組む中、当社の事業は溶剤リサイクル
を通じた循環型社会の形成に大きく寄与しております。これま
で各企業で廃棄されていた溶剤の一部でもリサイクルすること
ができれば、『環境・経済・社会』の総合的な問題解決に向けた
一歩となります。限りある資源のリサイクルで、社会に貢献でき
る企業としてさらに成長して参ります。
趣味：映画鑑賞　好きな言葉：日々感謝　

NIS会議  新ケミカル商事・NCTフロンティア・NCT化学・NC建
材のトップが会社の方向性を議論する場を設置。 
※NISとはNCT Important Subsidiary

開発部 成長のための課題を深耕する部門を新設。

開発会議 既存ビジネスを深耕し、新規ビジネスについて議論する
場を設置。

経営戦略会議 従来のテーマを戦略的テーマに絞り込み、議論
する場に。

広島本社　
広島県広島市東区二葉の里3-5-4

中井政治 取締役
株式会社 灰孝本店

古本順也 代表取締役社長
東洋化成工業株式会社

大分オフィス　大分市横塚2-1-1

左：池邉さん　右：橋本さん

刷新

新設
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