
新ケミカル商事の“いま”を伝える機関誌
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「是非の初心」
若い時に苦労して身に着けた芸は常に忘れてはならない。
後々の成功の糧になる。だから、生涯、初心を忘れてはならない。
　当社は2004年に設立され、2006年に新日鐵化学株式会社（現：日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社）の管理
を離れた会社となりました。この時は、会社が潰れる恐怖の中で必死に頑張りました。だからこそ今日があります。
　我々が忘れてはならないことは、「何が起こるかわからない」「何が起きても、全員が危機「何が起こるかわからない」「何が起きても、全員が危機
感を以て頑張れば途は拓ける」と言うことではないでしょうか。感を以て頑張れば途は拓ける」と言うことではないでしょうか。

「時々の初心」
歳と共に、その時 に々積み重ねてゆくものを、「時々の初心」と言う。
その時 に々あった演じ方をすることが大切だ。
　当社を取り巻く環境は大きく変化します。その中で、当社がどう進むか。一歩間違えば奈落の底が待ってい
ます。私たちの対策はVISION-ｉ中期計画の実行です。
　「稼ぐ力」「耐えうる力」「アピールする力」を最大限成長させ、持続性あるNCTの姿～顔が見える会社～を作り
出すことが目的です。当社にとって、「時々の初心」とは、激変したコロナ後の時代でも活躍できる会社を創り
上げることだと思います。
　VISION-ｉ1年目、会社は次第に顔が見える会社のイメージが出来てきました。さて、2年目は激変す2年目は激変す
る環境の中で、更に顔が見える会社に向かって邁進することが、当社の「時々の初心」る環境の中で、更に顔が見える会社に向かって邁進することが、当社の「時々の初心」
と考えます。と考えます。

当社が「老いの初心」の心境に入るのは、相当先ですが、世阿弥は老いの初心が最も難しいと語っています。能楽に死はありません。
本当に芸が大成するのは、過去に鍛錬したことの上に、心を表現する芸に到達することを目指すことで、これは永遠に続く初心です。
NCTがその段階に到達することを希求するばかりです。

2年目の初心
初心忘るべからず。
この言葉は、能楽の大成者である
世阿弥の言葉です。
世阿弥は3つの初心を書き表しています。
この中で、わが社が学ぶべきは
「是非の初心」と「時々の初心」です

油嶋社長の初心。
誠意・謙虚・挑戦　初心忘るべからず

是非の初心

誠意
　私は新日鐵化学㈱（現：日鉄C＆M㈱）
では、誕生間もない樹脂事業の製造研究
に携わり、後発メーカーとしての厳しさ
を嫌というほど経験しました。反面、新
たなグレードを開発し需要家様に認めら
れた、途轍もない喜びも経験しました。　
　貴重な経験は、中国/深センでセール
スマネージャーとして活動したことです。
また、樹脂が国境を越えた将来性あるグ
ローバル商品であることと、誠意があれ
ば必ず、心が通じ合えることを実感した
ことです。そして、心が通じ合えば、すべ
ての問題が解決できることを学びました。

商社マンの時 の々初心

謙虚
　NCTに入社して、メーカーから商社、
モノづくりから商いへの変化に当初は大
きな戸惑いがありました。その中で学ん
だことは、商社マンは「謙虚な心」が大
切だということです。接する全ての方が
お客様であり、すべてのお客様の要望を
素直に受け止める謙虚な心こそ、商社マ
ンの基本であると考えています。

社長の時 の々初心

挑戦
　私の性格は二面性を持っています。
　強引なリーダーシップではなく、一歩
一歩確実に歩むタイプでありながら、新
しいことに相当に心が惹かれることです。
　私は、商社の面白みは、新しいことに
挑戦することが出来るところにあると思
います。

私の社長としてのミッションは
中期計画VISION-iの達成にあります。�
VISION-iの１年目は上 の々成果でした。�
さあ！　2年目です。新しいことに大胆に挑戦しましょう。�
そして、2025年には驚くような新しい
魅力あるNCTを作りたいと思っています。



新役員の初心。 2022年度より、新ケミカル商事はさらなる躍進をめざすため、
役員人事が新体制に変更になりました。
新役員にそれぞれの初心について語っていただきました。

是非の初心�「敬天愛人」
　私の父が愛した言葉ですが、自分なりの解釈をしています。今の世の中の問題、地球温暖化は
「天＝自然」を破壊し、ウクライナ侵攻、中国覇権主義、個人の虐待やいじめ等は「人＝国、民族、
個人」を尊重しないことから発しています。九州の豊かな自然に囲まれ、多くの人に助けられて
育った私の初心は、結果ここに戻っていくように思います。

時々の初心� �「粗にして野だが、卑ではない」
　私は不完全な人間であり、大合理化への対応等理不尽で逆風の時期も多くありました。その時に、
心にしていたのが、「粗にして野だが、卑ではない」という言葉です。今も困難な物事に対峙する時
の信条となっています。そして、今、簡単な言葉ですが「ともに」という言葉が、大事だと感じてい
ます。
●会社の皆さんと「ともに」、VISION-iを達成し、未来を創造する。
●家族、地元の皆さんと「ともに」、心豊かな時間を過ごす。
● 世の中の皆さんと「ともに」、社会の問題を解決して、豊かでサステナブルな社会を造る。
当社のスローガンの最後の「with US」に通じる言葉であると感じています。
これからも多くの方と「ともに」歩んでいきたいと思います。

是非の初心�「基本を大切に」
　社会人生活はガチガチの製造業からスタートしました。駆け出しの技術者だった頃の初心は
「本質を見極める力を養う」でした。商社マンに変身した今、改めて、この言葉と気持ちを大切
に持ち続けたいと思います。

時々の初心�「“タフネスさ”と“しなやかさ”で」
　今回、取締役に就任しました。
　新ケミカル商事の成長の為には、何が必要かと言えば、世の中の変化に順応できる能力と考え
ます。変化に積極果敢に且つ辛抱強く取り組んでいく、“タフネスさ”と“しなやかさ”を時 と々し
て持ちたいと思います。
　具体的には、当社の機能「多くの商品・多くの需要家 /仕入先」当社の特徴「日鉄グループと
の関係」を最大限に活かし、当社しかできないことで差別化を図り、お客様に「新たな仕組み」
と「オーダーメイドのsolution」を提案し続けることを“タフネスさ”と“しなやかさ”で推進し
たいと思います。
　もう一つ、年齢を重ねた人間としての初心は、末期の水を飲むまで「昨日の自分を超えていく
心」を持ち続けたいと思います。

是非の初心�「全力」
　是！　非！　常に我々の人生に付きまとっている。是、非は交互に来る。または、同時に来る。
私にとっての是非の初心は！？
　高校２年の時、親父の会社が倒産の危機。生活必需品も買えない。精神的なストレスが原因で、
白血球の数が半分以下。十二指腸潰瘍発生。それが２年程続く。毎日、人生について悩みに悩
みました。何も考えたくない。でも、考えることを止められない。結果！　「一生懸命考え、全力
で行う」です。社会人となり何年も経った今でも、とても助けられています。

時々の初心�「凝
み つ

視める」
　一生懸命考え、全力で行った結果として、去年よりも精神的に人間的に成長できたか、成長し
ていればどこが成長できたかを凝視めることが、私の時々の初心です。凝視めた結果として感じ
るのは、人は人に助けられている、そんな「感謝」の気持ちを常に持ち、周りの人に接すれば、
不思議と結果が付いてくるという感覚です。
　常務として、会社経営に大きな責任を負うことになりました。NCTは規模も大きくなり、人の
数も増えています。さらに当社が成長するには、「感謝」言葉にすれば「ありがとう」がNCTを
進化させていくと思います。

是非の初心　「初心忘るべからず」
　私の生き方の指針です。心に決めている初心は、「思いやる心」です。
　何かの縁で結ばれた妻に対して、何かの縁で巡り合った職場の仲間に対して、心の触れ合い
を大切にしたいと強く念じています。その為には、自我を超えた相手を「思いやる心」がなければ、
長い信頼関係を築くことが出来ないと思うからです。その先には、きっと笑顔の多い良い人生を
共に過ごせると確信しています。

時々の初心　「思いやる心」
　さて、この度NC建材社長を拝命し、身の引き締まる思いです。日本製鉄時代、ベトナムの鋼
管杭製造メーカーの社長業を経験しましたが、今回は建材商社の社長業で戸惑いがあります。然
し、NC建材は、NCTグループのパートナー会社の中核会社として、特に、『会社の質』を重視
した『こだわり経営』を実践していきたいと思っています。
　NC建材 /社長としての時々の初心も「思いやる心」です。会社は組織力が利益を生む原動力
です。経営者・従業員互いに「思いやる心」があれば、強い絆が生まれ、どんな困難も克服す
ることが可能であると確信しています。
　私が先頭に立って「思いやる心」を実践します。

「ともに」

「ありがとう」

昨日の自分を超える心

「初心を貫く」

金﨑研一
1956.6.18 生まれ
1981.4 新日本製鐵㈱　入社
2006.4   新日鐵住金ステンレス㈱　

鹿島製造所長
2011.4  Nippon Steel Spiral Pipe 

Vietnam Co.,Ltd.社長
2016.4  日鉄テクノロジー㈱　八幡

事業所長  
2021.7  新ケミカル商事㈱　企画部

・開発部担当部長、 
NC建材㈱　取締役副社長

2022.4 NC建材㈱　代表取締役社長

正山 堯
1959.5.24 生まれ
1982.4 東京国際貿易㈱入社
2013.5 TTC化学㈱
 代表取締役社長
2018.1 NCT化学㈱
 代表取締役社長
2018.1 新ケミカル商事㈱
 取締役
2022.4 同　常務取締役

上田幸二郎
1958.9.6 生まれ
1983.4  新日本製鐵㈱ 

（現日本製鉄㈱）入社
2004.1  日本製鉄㈱　営業総務部物

流企画グループリーダー
2017.7  日鉄テクノロジー㈱　執行

役員　企画総務部長
2021.7 新ケミカル商事㈱　取締役
2022.4 同　代表取締役副社長

前野幸彦
1956.7.5 生まれ
1980.4  新日本製鉄化学工業㈱ 

入社
2003.4  新日鐵化学㈱　コークス

部長
2007.7 新日本製鐵㈱君津製鉄所　
 生産技術部部長
2016.10  新ケミカル商事㈱　君津

事業所長
2022.4  同　取締役 



http://www.nctf.co.jp

【全面広告】



© （公社） 宝生会

日 北九州市門司区老松町3-2

主　 催／『能楽』で地域活性実行委員会（北九州商工会議所）、和布刈プロジェクト（プロ能楽師団体有志）      
共　 催／北九州市、北九州商工会議所
後　 援／北九州市教育委員会、（公財）北九州観光コンベンション協会、（一社）北九州青年会議所、（一社）北九州中小企業経営者協会、門司港レトロ倶楽部

【お問い合わせ先】 093-541-0185  『能楽』で地域活性実行委員会 事務局 （北九州商工会議所 産業振興課内）　
【入場料】 500円（全席自由）【開   場】 13：00 【開   演】 13：30 【チケット販売】  門司市民会館 （当日券のみ）

能の動き「すり足」を体験する生徒たち 能の器楽構成「囃
はやし

子」を紹介する能楽師たち

能楽「和布刈」上演時の様子

さらに、門司港の神事を取り上げた、地元にゆかりのある演目「和
布刈」などの存在知ってもらうため、2022年3月20日に門司市民
会館にて能楽を上演し、600名の来場者を迎えた。

の時々 の初心

当社の今年のスローガンでもあり、SDGsの理念でもあります。
2020年度に実施しました役員によるSDGs社内発表会における
現在の活動状況とその他のSDGsの取り組みをご紹介します。

役員SDGs　ケニア国でのPETボトル再資源化の“いま”

企画部＆九州営業部　能楽を通じて「誇り」を再認識

企画部＆九州営業部　ビジネスマンから北九州への応援メッセージ役員 SDGs　離島住民へ利便性提供の“いま”

2022年実証設備の輸出が決定！

北九州市の大学と高校で実施。

門司エリアの小・中学校で 
能楽出前授業実施

取り組みスキーム

取り組みスキーム

取り組みスキーム

➡その先へ

➡その先へ

当社のグループ会社であるNCT化学が、国連も注目する使用済みPETボトルの廃
棄問題に着眼。不法投棄が国家規模で問題となっているケニア国におけるPETボ
トル廃棄問題から生じる社会問題解決に向け、調査活動を経て実証事業に取り組む

地方創生として始まった建材事
業本部の離島ビジネスが、関連
会社との連携強化により神津島
（東京の離島）をはじめ多くの工
事事業の実績作りに成功。

600年以上の歴史を持ち、ユネスコ無形文化遺産の伝統芸能、「能楽」
を子供たちに体験してもらうため、北九州市の小・中学生を対象と
した能楽出前授業を実施。普段馴染みのない能の奥深さに直に触れ
る機会を教育の現場に。　

人口減少など地域社会の課題を抱える北九州市と連携し、若者のキ
ャリア教育の推進やシビックプライドを図るため、北九州市の高校
生を対象に出前講演を実施。
この活動は当社の会長 上田が講師として、ビジネスマンの視点か
ら「これからの企業のあり方」と「北九州の魅力」を学生に伝える。
また、北九州市の大学から依頼を受け、講義を実施。

世界市場に向けた設備販売
・ケニアと同様、PETボトル廃棄問題を抱える各国への設備販売
・アフリカ諸国をはじめとした開発途上国の政府への提案

人脈を活用した新規ビジネスの創出
活動を通して培った人脈（国連、ケニア政府機関）を通じた、
開発途上国向け新規ビジネスの創出

能楽の普及発展により、「文化薫る街」北九州に
「伝統の重厚さ」という付加価値を与え、
地域の活性化へとつながる活動の実施。

あらゆる面で離島住民へ利便性の提供
商社として、建材販売だけでなく、住民の相談になる窓口となり、提案する。
また、有資格者（一級建築士1名→3名へ）の体制強化を実施。

東京離島からその他の地域も

北九州市の大学で講義の様子

神津島新築住宅完成写真

北九州市の高校で出前講演の様子

地域祭り等
イベントでの能楽上演

能楽鑑賞会
・子どもたち成果発表

・プロによる能楽 ｢和布刈｣

北九州市 北九州
商工会議所

｢能楽」で地域活性実行委員会
事務局長 新ケミカル商事 上田会長

有志企業・	
団体 商店街等地元

能楽お稽古場設置
能楽師

素人能楽有志

小中学校で
能楽出前授業
生徒を集めて
3ヵ月稽古

文化庁
伝統芸能

『北九州市で働きたい！』�　『将来は絶対北九州市に帰ってきたい。』
『北九州市で起業してチャレンジするぞ！』

『いつかは北九州市で!!!』
マインドの醸成を期待!!



2021年度決算は過去最高益に

2022年度役員新体制発足

 2021年度決算見込みは、グループ合算で経常利益13億円強の予測です。 
計画比〇４億円の増加となります。この数字は過去最高となります。
　M＆A等とくに際立った増加要因があるのではなく、各部門の堅実な努力が実を結んだ結果で、 
各部門とも大幅に予算を過達しています。中でも、製鉄・アグリ・化学品関連の収益増加が際立っています。
但し、残念ながら海外関連は停滞しました。今後の課題です。
　新年度に入りました。経済環境は予測不能な状態です。決して当社に有利な環境とはなりそうではありません。
各事業環境の変化に対応したビジネスチャンスの芽を確実に取り込む努力が不可欠です。

今回の大きな変化は、NCT設立以来役員としてこの会社を創り上げ、
牽引してきた上田代表取締役会長が退いたことです。
本格的に、油嶋社長体制が形作られました。
上田取締役が油嶋社長の片腕として、代表取締役副社長に。
前野執行役員が製鉄事業の更なる拡大という重責を負って取締役に。
また、次世代の会社を担う中村・村上参与が執行役員に就任しました。
このメンバーで厳しい難局を乗り越えて、新しいNCTを創造します。ご期待ください。各組織の収益以外の努力を反映する為、	

業績評価を刷新します。
当社の業績評価は各組織の収益結果をベースに判定していましたが、収益以外の取り組みについても
評価に取り入れた評価制度を下記の様に刷新しました。
付け加えられる収益以外の項目は社長が年度計画推進のため重要だと考えている課題です。

VISION-i「稼ぐ力」強化の為の
組織改定について

名前 新役職 旧役職

油嶋　武晴 代表取締役社長 -

上田　幸二郎 代表取締役副社長 取締役 昇格

梁井　浩一 常務取締役 -

正山　堯 常務取締役 取締役 昇格

岩谷　悟郎* 取締役 -

前野　幸彦 取締役 執行役員 昇格

高木　史郎* 監査役 -

岡永　亮 執行役員 -

中村　朋史 執行役員 参与 昇格

村上　弘司 執行役員 参与 昇格

　➡SDGsへの取り組み

　➡日鉄グループとの関係強化

　➡チャレンジ/新規開拓

事業部別経常利益 
（2021年度見込み）

製鉄・機材事業 3.1

建材事業 2.5

樹脂事業 2.1

化学品事業 2.0

アグリ事業 2.3

その他 1.2

合計 13.2

2022年度　設定している課題

※ 上田代表取締役会長は、NCTの会長として引き続き経営のアドバイスをする予定です。 
なお、NC建材㈱では代表取締役会長として経営の指揮を執ります。

＊非常勤

単位：億円

単位：億円NCTグループ
経常利益

（旧）
NCT

化学品事業部■化学品事業強化のために
化学品事業部

化学品企画部

化学品営業部

化学品企画部

化学品第一部／君津オフィス

製鉄・機材事業部
君津カスタマーセンター

新化実（上海）貿易

化学品第二部

新化実（上海）貿易

（旧）
NCT

NCTフロンティア（株）
東洋化成工業（株）・

日興ケミカル（株）を吸収合併

開発部
東洋化成工業（株）

日興ケミカル（株）

NCTフロンティア（株）

■NCTフロンティア（株）事業強化のために

■建材事業強化のために

（旧）
NCT

建材事業本部
	 （株）NCT四倉

NC建材（株）
（株）アイ・エル・シーより事業譲受

建材事業本部

（株）アイ・エル・シー

四倉運輸（株）

マルシチ砕石販売（株）
NC建材（株）
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