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上田社長談話

当社の中期計画NCT-26は3年目に突入しています。
今からが胸突き八丁の正念場です。
アイデアと独創性に溢れた旗艦の出現を
心待ちにしています。

新ケミカル商事の成長を支えた組織を旗艦として称える制度を新設しました。

旗艦と認定された組織には「ゴールドフラッグ」「シルバーフラッグ」を贈呈し、
その栄誉を称えることにします。組織長は、自らの指揮力と
組織力を最大限に発揮して、旗艦となるべく奮励努力をお願いします。

目的
会社に対し、一定期間内に最も貢献があった部門の栄誉を称えます。部門の努力
を目に見えるかたちで評価し、部門間の競争心に火を付け、表彰された部門員の
意識を更に高めることを目的としています。

審査員 上田社長、武田最高顧問、鮎川常務、
企画部員（今泉部長、金森担当部長、榊グループリーダー）

評価基準
会社成長・収益の貢献度が主に挙げられます。収益に関しては、前年度と比べて
経常利益実績が大幅に増加した場合は大きな評価ポイントとなります。さらに、
組織活動も評価の対象となります。会社を牽引する活動、社会で認知されるため
教育や社会貢献において特筆すべき活動を組織内で行った場合が該当します。

フラッグシップ制度戧設

新ケミカル商事の中期の目標は、「社会に認知される会社」です。
その為の具体的な目標を次の様に定めました。

売上高1000億円を目指そう。
社格を高めよう。
特色あるビジネスを創造しよう。
これを達成するには、全員のひた向きな努力が不可欠です。
小さな会社でスタートしたわが社が社会の荒波の中で、
世間に肩を並べる会社になろうとしているのが、今の姿です。
明治維新後の二等国日本が一等国になる為に国家の存亡をかけて
日清戦争・日露戦争を戦いました。その中でも
バルチック艦隊と戦った日本海海戦は大きな勝負でした。
その時、東郷平八郎が乗船していた旗艦が戦艦三笠です。
新ケミカル商事の今の姿は、まさに日本海海戦の状況にあります。
優れた指揮官を有する旗艦が当社の未来を決定付けます。

君よ
NCTの旗艦となれ

優秀評価された部門が受賞します。収
益または活動のどちらかが評価された
場合が対象となります。

最優秀評価された部門が受賞します。
収益・組織活動が共に高く評価され、
且つ全評価員が同判定を下した場合が
対象となります。
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上期結果 受賞した部門長の喜びの声

フラッグシップ制の主旨に則り、前年実績を上回
る部門を対象に審査、ゴールドフラッグには、建
材カンパニー大阪支店を選出、同部門は昨年の赤
字から垂直立上で大幅改善、ゴールドに相応しい
業績評価です。シルバーフラッグには、同じく建

材カンパニーの東京支店を選出、昨年実績比倍増
の収益を獲得致しました。なお、対象13部門中、
昨年実績をクリアーした部門は4部門に留まりま
した。下期は、全13部門の前年実績クリアーを
期待いたします。 

審査員代表・鮎川常務のコメント

第1回目となるH28年度上期フラッグシップの選定について、
審査員にて厳正なる審査を行い、以下部門がそれぞれ受賞しました。

建材カンパニー 
建設資材事業部 

大阪支店

建材カンパニー 
建設資材事業部 

東京支店 

第1回目のフラッグシップ制度で栄えある
「ゴールドフラッグ」受賞は部門員の名誉で
あり、選出頂きました事に深く感謝を申し上
げます。昨年度、姫路オフィス開設を機に収
益改善の兆しが見えつつも業績赤字は拭えま
せんでした。今期、姫路オフィス効果に加
え、トンネル工事機材、PL工法パネルなど
新商品の取組みが効奏し、V字回復となりま
した。
　この名誉を部門員の糧とし、今後、更なる業
績向上、社会貢献活動に努力してまいります。

なお、シルバーフラグシップについては、建材
カンパニー東京支店、君津事業所及び福岡支店
が収益面において競い合っておりましたが、組
織活動における成果等の総合力を勘案し、僅差
で勝った東京支店がシルバーフラグシップを受
賞しました。

建材カンパニー 建設資材事業部
東京支店　村上弘司支店長

この度は、「シルバーフラッグ」の栄誉をい
ただき、建材東京支店一同、厚く御礼申し上
げます。また、今期は「杭工事に伴う管理資
格」取得のため、部内一丸となって取り組
み、一定の成果をあげることができ、組織活
動を高く評価いただいたことは今後の励みと
なりました。今後とも、さらに上を目指し
て、業績の向上、組織活動の充実に努めてま
いります。

前年度対比経常利益　2016上半期
H27年上期
H28年上期

建材大阪支店
建材東京支店

福岡支店

君津事業所

建材カンパニー 建設資材事業部
大阪支店　前田正廣支店長

おめでとうございます。
貴部門はフラッグシップ制度の第1回目のシルバーフラッグを受賞されました。
収益では、建材カンパニー大阪支店に及ばなかったものの
成長の足跡は確実に残しました。更に貴部門は、「歩こう会」「ユニセフ募金」等
部門の活性化及び全社活性化の牽引としての活動を大きく評価します。
今から東京オリンピックの工事が最盛期を迎えます。
貴部門の益々の活躍を期待します。

建材カンパニー東京支店の方々

上田社長からお祝いのことば

おめでとうございます。
貴部門は、フラッグシップ制度の第1回目のゴールドフラッグを受賞されました。
過去に大きな商権を失った貴部門が新規戦力要員の確保と PL工法等取り組み及び
姫路オフィスの開設による収益復活そして増加を成し遂げたこと
心からお祝い申し上げます。建材部門の目標である
「日本一の建材カンパニー」作りの旗艦として、事業拡大の牽引役たる
存在であることも頼もしく感じております。

建材カンパニー大阪支店の方々
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H28年度 社内出来事 損益 時事・その他

4月

Chemica vol.5 発行 
フラッグシップ制度スタート
第三次社格検討委員会スタート 
若手有志で経済を学ぶ会 第二期スタート
歩こう会：下総・江戸川ツーデーマーチ参加
新戦力   ASEANプロジェクト・藤本博史／ 

  化学品事業部・片桐美香

連結136百万
単独99百万

平成28年熊本地震
電力完全自由化

5月

与信管理スキルコンペ開催（➡p.8）
役員かわら版発行（第1号）
福岡支店：サッカーアビスパ福岡ボランティア参加
新戦力  建材カンパニー（東京）・高橋弘 

連結19百万
単独11百万 伊勢志摩サミット開催 

6月

株主総会
基幹システム再構築スタート
NCTペディア編纂委員会発足
歩こう会：筑波山登山、皇居ラン /ウォーク
北九州CC：日豊HDグループ全社安全大会参加
化学品事業部：政治・経済勉強会開講
建材カンパニー：北海道空知100キロウォーク参加
本社管理部：秋葉原清掃活動（アキバスマイル）参加

連結92百万
単独74百万

公職選挙法改正
選挙権18歳以上
舛添東京都知事辞職

7月

新生かわら版発行（第31号）
中期計画発表会（東日本、西日本）開催（➡p.9）
役員かわら版発行（第2号）
This is MECENA 2016認定
灰孝本店：祇園祭エコボランティア参加
建材カンパニー：取引先各種工法講習会参加
福岡支店：水打ち大作戦、市民公開健康講座参加

連結81百万
単独71百万

参議院選挙
英国EU離脱 

8月

アイ・エル・シー：日本建築学会大会発表
北九州CC：エコ検定テスト対象者全員合格
本社管理部：秋葉原清掃活動（アキバスマイル）参加
新戦力  化学品事業部・多田佳久、岩渕充博

連結38百万
単独20百万

小池百合子氏都政スタート 
リオオリンピック開催

9月

ホームページリニューアル
パートナー会社社長会開催
熊本城災害復旧支援、役員合宿研修
新戦力   名古屋支店・三好洋子／ 

建材カンパニー（東京）・酒井正男

【計画】
連結23百万
単独3百万

リオパラリンピック開催
G20杭州サミット開催

収益について

和久田副社長
厳しい環境にあって苦戦しつつも奮戦し、善戦したというところ。
困難に直面しても、逃げることなく、武骨に前進を図ることができた。
常に全力投球、下期も不撓不屈の精神で進むのみ！

鮎川常務
NCT-26は3年目に突入。3年目の上期を振り返ると決して順風満帆とは行かず、
停滞しているのが実情だ。各独立組織がそれぞれの機能を発揮し、大きく飛躍するため、
管理スタッフ部門としてあらゆるバックアップを惜しまずに支援したい。

辻常務
マレーシア鶏糞ボイラープロジェクトは、日本側は概算投資額を提出し、
後は現地側に検討が委ねられる状況となっている。
下期は、当プロジェクトの存在意義を示せるよう新たなテーマの実現に向け邁進したい。

油嶋取締役
上期は原油安や円高の影響が大きく、製品価格低迷や販売不振で予算未達となった。
新規に取り組んだ案件は少しずつではあるが芽をつけてきたものもあり、
下期へ期待する。プロジェクトは遅々として進んでいない点を猛省し
ギアチェンジしてトップスピードにもっていきたい。

宮永副社長
富岡取締役

宮永副社長：杭問題・熊本地震等大変厳しい事業環境下の上期であったが、
各部門・支店・パートナーでの地道な営業活動の積上げと新規事業の取込み等で
予算過達。下期も楽観できる環境ではないが、計画達成を目指して英知結集。

富岡取締役：既成杭問題に起因する対応のほか、顧客から施工管理面の
要望が増した上期であったが、部門全員で真摯に取り組んでいる。
下期は更に厳しい環境になると思われるが、力を合わせて目標達成を目指す。

NCT-26達成の正念場と感じています。
来年度も見据えて改めて挑戦します。上田社長

H28年度

297
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239

上半期予算

※海外パートナー会社については、4月予算・実績に、1月～3月分迄の予算・実績を含めて表示しております。

売上高

上半期実績（見込）

経常利益

284
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わが社の中期計画であるNCT-26は3年目に突入しました。
正念場といえる今年度の上期を出来事と共に振り返ります。

上期活動内容について

役員の上期における総括

上半期実績（見込）上半期予算
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（単位：億円）

 海外パートナー会社
 国内パートナー会社
 新ケミカル商事
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5月19日に実施され、全11部門20名が参加しました。 
実在の会社をモデルにして問題がつくられ、記述式で回答を行います。 

公開されている限られた会社情報を基に、 
財務状況を把握し将来性を予測するのが「与信管理」です。 
今回で3回目となった与信管理スキルコンペについてご紹介します。

7月14日に東日本大会、 
同月25日に西日本大会が開催され、 
一般発表14組、特別発表4組が参加しました。当社の中期計画

「NCT-26」は平成30年度に売上高1,000億円を目指しています。 
その達成には、各部門が明確なビジョンに向かって、着実に業績を 

積み上げていくことが重要です。今回のテーマは、現行の個別事業の将来像、 
今後取り組もうとしている案件など、会社の事業について関連していれば、 
原則自由としました。プレゼンテーションの内容は各組それぞれ充実しており、 
甲乙つけがたい評価となりました。 
各大会における優勝者と発表内容の要旨をご紹介します。

※第4回目は今年度11月に実施予定です。今回の成績と合算され、部門の年度総合成績が発表されます。

東日本大会優勝 札幌支店

発表者　島田知臣さん　　発表補助　長谷川支店長東
日本大会

「新たなるステージへのチャレンジ」を掲げ
30年度までに売上高20億円を目指します。

● ロシア市場への販路拡大 
昨年北海道の民間企業数社で設立したロシア極東の 
貿易を専門に手掛ける地域密着型の商社との連携

● 新規案件の開発 
肥料小分け事業、溶剤リサイクル工場、農薬販売による
従来とは異なるステージへの挑戦

西
日本大会 

“さらなる高みをめざして”
北九州カスタマーセンター独自の中期経営計画
「NCT北九州26」を策定しました。

西日本大会優勝 北九州カスタマーセンター

発表者　古川博之さん　　発表補助　小清水秀美さん

●  NCT北九州26の3本柱 
1.既存事業の強化　2.新規事業開拓　3.強い組織と人づくり 
に取り組み、売上、利益の拡大を目指し 
北九州CC一丸となってチャレンジします。 

上期の社内
出来事その1

上期の社内
出来事その2

昨年度の5月より行われており、昨年度
11月、今年度5月、計3回実施しました。

第1、2回目は、各部門にどの程度の与信管理能
力があるかを確認することを目的にしていました
が、第3回目は、前回よりもレベルを上げ、実際
に倒産した会社を題材に取り上げました。最近の
倒産事例は、資金繰りに窮したいわゆる「不況
型」の倒産ではなく、粉飾決算、不祥事などのコ
ンプライアンス問題発覚企業の倒産が目立ってい
ます。これを受けて、より難しい循環取引に巻き
込まれた会社を問題として出題しました。回数を
重ねるにつれ、個々の能力が確実にレベルアップ
していることがうかがえました。

どのような出題内容
だったのでしょうか?

ビジネスは「販売し代金を回収して初めて
成立」します。需要家から代金を回収する

に当たり、リスクがどの程度あるのかを判断しな
ければなりません。そのためには、「与信知識と
その知識に基づく経験」を持つことが必要不可欠
です。ビジネスパーソンの基本的な能力として当
社では、営業担当全員に与信管理能力を高めるこ
とを求めています。

与信管理はなぜ必要
なのでしょうか?

最優秀賞
機能樹脂部 浜田康史さん

優秀賞
コークス部 佐藤恵一さん

第3回
上位入賞者
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挑戦足元ばかり気にしていては会社の成長はありません。
顔を上げて明日を見据えましょう。

当社の中期計画「NCT-26」はちょうど折り返し地点となりました。
上期の実績程度では売上高1000億円の到達は無理です。
下期は今までにない大胆な方策が必要です。
新ケミカル商事は、前年度を超える収益確保を基準とする
「フラッグシップ制度」を設けて中期計画達成へ向けて
全員の意欲を結集するための起爆剤としました。
パートナー会社には、中期計画による目標の明確化と実行方策の策定により
NCT-26への積極的な参加をお願いします。

H28年度

Go Ahead！

当社を取り巻く環境は更に厳しくなることが予測されます。
だからこそ会社の力量が問われるのです。
下期は、今やるべき課題を明確にし、着実に達成すること。
更に、今までの目標に加えて、新たな目標を
見つけ出すことが必要です。

収益拡大のために 組織活動

新ケミカル商事株式会社

上田社長
計画収益7.5億円必達の為に、役員が
全力を挙げて収益確保に努力します。

新規事業開発会議を新設し、
全社の組織活性化を図ります。

株式会社灰孝本店

山内社長
役員を中心に人的M&Aの実施に向けた、
新規事業開発を意識行動します。

日々、報連相を徹底し、PDCA
サイクルを充実させ商機を逃さず
全員で先手必勝。

株式会社アイ・エル・シー

乾社長

他社に先んじて、技術の向上と
マーケット顧客シェアーの拡大に努め、
全力投球いたします。

本支店一体となって、情報力の
強化とその有効活用に努めます。

みらいアグリ株式会社

衞藤社長
肥料転換期ともいえる市場動向に対し、
高利益である有機原料の仕入・販売を強化。

農業分野全体でのビジネス構築を
検討する為、関係者による
意見交換会を実施します。

日興ケミカル株式会社

吉﨑社長
工場の稼働率を上げると共に、機械設備
販売により、新たな展開を図ります。

新ケミ及びパートナー会社との
交流を深め情報を共有化し、
活性化を図ります。

新化実（上海）貿易有限公司

油嶋董事長
黒字化必達の為に、既存ビジネスの拡大と
新規（機械販売等）をチャレンジします。

中国の拠点として機械販売
プロジェクトに積極的参画します。

新凱美塑料香港有限公司

油嶋董事長 

ノンハロ難燃樹脂の新規顧客獲得と
電子材料、透明材料販売に注力します。

新日化と定期に開発・販売会議
企画し販売強化を行います。

NCT-26貫徹に向けて

平成28年度下期
パートナー会社の目標
下期に向けて、パートナー会社も一丸となり、今年度の目標達成を目指します。
利益を上げることはさることながら、各社独自の組織活動にも
一層力を入れてまいります。

下期の重点目標
新ケミカル商事

役員収益責任の達成 　苦しい時だからこ
3

そ
3

役員自らが収益を稼ぎ出す

事業戦略の見直しと実践 　大胆な構造改革と事業領域の刷新

パートナー会社

最低限下期収益計画の達成 　可能な限り収益拡大

中期計画の設計 　大胆な変革

当社の音楽活動への支援が
公益社団法人企業メセナ協議会により
「This is MECENAT（メセナ）」に認定されました
●NSシンフォニー・オーケストラ　●北九州音楽協会　

メセナとは
企業が主として資金を提供して
文化や芸術活動を支援すること

「This is MECENAT」とは
全国各地で企業などが取り組む
メセナ活動を認定する制度
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