
今年、私は1,000億円を目指して、
スーパービジネスマンに変身します。

2018年　年頭挨拶

代表取締役社長
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地方から世界へ
クイックレスポンス体制の確立
中高年にビジネスステージを
社会貢献は会社の義務

 九州に本社があることを強みに! 
アジアの玄関口である九州の立地を生かす

 現場対応のメリットを最大限活用する! 
各土地に精通したサービスを最短で提供する

 即戦力の社員を揃える! 
豊富な知識と高い能力の社員でビジネスを基礎から支える

 地域への協力を惜しまない! 
ボランティア活動は人事評価対象とする

特色ある会社

－我々自身が楽しいと思える会社に－

 社会に認 知される
 会社の実現 のために

 環境ビジネスをさらに強化! 
化学品、樹脂、肥料、建材等の各分野での 
リサイクル関連事業の現売上高の2倍を目指す

 わが社の強みをさらに差別化! 
専門商社として確立してきた分野：建材、樹脂、肥料、 
それぞれで特異性を発揮する

 ASEANへの展開を加速! 
日本の中小企業が誇る技術を海外へ発信する手助けと 
フォローに注力する

環境ビジネスを事業コンセプトに
中核ビジネスに特色を
中小企業の技術を海外に普及

特色あるビジネス

社格向上 会社の品格
社員の品格

事業売上1,000億円を目指す

NCT-26の達成に向け、進退をかける覚悟です

新ケミカル商事の中期計画NCT-26は、 
平成26年に発表しました。当初は、 
発展のための具体的な施策はありませんでした。
しかし今、NCT-26の最終的な形を 
明確に提示します。

上田社長
構想立案と具体的な検討を繰り返し、進む べき方向は見えてきました。
当初の終了計画2018年度（平成30年度）を 2年延長し、2020年度までに完遂します。

会社規模の推移（連結）

売上高　　246億円
従業員数　60人
純資産　　4.6億円

売上高　　670億円
従業員数　220人
純資産　　40億円

売上高　　1,000億円
従業員数　400人
純資産　　60億円

2004年

2020年

2017年

NCT-26中期計 画の経営ビジョン



4 5

2017年度見込み　670億円

怒涛の飛躍は既に始まっています

2018年度の売上高800億円は見えています。あと200億円です！
2020年度までのNCT-26貫徹のために、
着実に目標を達成していくことが必須です。
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2018年度　800億円
アライアンスで＋100億を計画

2019年度　900億円
事業拡大で＋100億を計画

2020年度 1,000億円

最終目標
1,000

達成の可能性大！

今年の4月に本社を北九州へ移し、大きな一歩を踏み出します。

「社会に認知される会社」の実現に向け、

 「特色ある会社運営」・「特色ある事業をもつ、事業規模1000億円」の
会社に向けて、地域と共に企業成長を目指します

 成長する中国、ASEAN諸国との都市間連携を推進している北九州市と
連携し、事業化を推進し北九州市の企業と共に成長を目指します

特色ある会社の動きも始まっています

カエルステッカー
本社移転広告　
北九州移転で大きくジャンプ

九州本社エントランス
（現九州営業部）

カエルステッカー

本社移転に向けて
  本社は九州営業部内に
既に完成しています

  我々の意気込みを示すために、
各ユニットに本社移転広告の
パネルを設置しています

  本社移転について、
お客様や関係各所の皆様に
知っていただくため、封筒に
カエルステッカーを貼ってPRします

上田社長　 北橋 北九州市長

2017年9月27日北九州市役所にて本社移転について記者発表を行いました。

本社移転の記者会見

北九州市移転のポイント
 地域戦略の更なる深化を目指し、
優秀な技術を持つ企業との連携強化

 北九州市アジア低炭素化センターとの
連携強化による中国・ASEAN諸国
との事業開発

 人財採用面の強化
採用のツールを九州に求め、Ｕターン、
九州の学生の採用を推進

これらのことを力強く推進し、
更なる企業成長を目指します。
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建材カンパニー
2006年からスタートしたビジネスで
す。10年で250億円まで拡大しまし
た。あと50億円の拡大が目標です。
新日鐵住金グループとの関係をベース
とし、全国展開を推し進め、日本一の
建材商社を目指します。

コークス・化学・基盤事業
コークスと化学関連の商材は当社の中
核ビジネスです。新日鐵住金グループ
との強固な関係を更に進めます。

海外事業ユニット
今年、マレーシア、台湾、シンガポー
ルに法人会社を設立します。いよいよ
本格的に始動します。海外での仕事を
拡大させ、将来はNCTの売上の50%
以上の比率を目指しています。

アグリ事業カンパニー
主流である硫安をベースに商材の幅を
広げていきます。

樹脂カンパニー
樹脂リサイクルを基本とした技術で
ASEANの進出を目指します。現売上
規模の100億円から、今年は180億
円への拡大が見えています。

上海、香港、マレーシア

現在

上海

2014年

2014年は上海の1拠点のみでしたが、現在では3拠点になりました。
北九州へ本社を移すことにより、アジア拠点の拡大を加速し、台湾、シンガポールへの 
進出を検討しています。また韓国、バングラディシュも視野に入れています。

本格的にASEANへの進出を決意しました。 
更に拡大を狙っています。海外拠点

2014年は9拠点を構えていましたが、現在では11拠点になりました。
お客様へ素早いレスポンスを提供するため、現場対応を重視し、
今後、いわき、鹿島、新潟に拠点を拡大することを検討しています。

札幌・室蘭・君津・東京・名古屋・大阪・
北九州・福岡・大分・姫路・三原

札幌・室蘭・君津・東京・名古屋・
大阪・北九州・福岡・大分

現在

特色あるビジネスもターゲットを定めました

海外事業ユニット
100億円

取引深化による増販と 
新規エリアの開拓を 
事業パートナーと協働

新規ビジネス
機械販売

生産委託販売
BtoCビジネス
その他

NCT 

1000
億円

コークス・化学・ 
基盤事業
350億円

「強固なサプライチェーン」の 
確保による基盤強化

建材カンパニー
300億円

「日本一の建材商社へ」
セメント販売

⬇ 
工事、物流サービスも展開

⬇ 
「日本一」

アグリ事業カンパニー
50億円

「有機肥料の生産と販売」で 
特長あるアグリ商材販売を構築

樹脂カンパニー
200億円

「リサイクル樹脂」に
コンパウンド技術を付加
樹脂ワールド構築

販売拠点も拡大しています!
〜お客様の近くに新ケミカル商事あり！〜

お客様の要求に素早く応えるために、拠点を拡大しています。
今後も、必要に応じて拠点を広げてまいります。国内拠点

2014年
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社会貢献活動は社是として取り組んでいます

新ケミカル商事は社会貢献活動を業務の一環と捉えています。
全社員が取り組むことを義務付けており、その活動は部門ごとに賞与評価として
反映されます。それぞれの地域や状況に応じて、独自の活動を求めています。

三遊亭鳳志師匠、一龍斎貞弥さん
お二人のスライドを使用した説明の後、
貞弥さんによるオリジナル講談
　「仮名手本忠臣蔵五段目」
鳳志師匠による落語「中村仲蔵」

第二弾も反響が大きく、第三弾を予定しています。
次はどんな企画になるでしょうか。
お楽しみに！

テーマ：落語をより楽しむには？

落語家・講談師の画像を使った説明や講談の
前解説を受けることでより深く落語に親しむ

2017年11月21日実施
好評につき第二弾!

年間を通じて、部門ごとにオフィスビル周辺の清掃や募金活動に取り組んでいます。
その他、地域のボランティアにも積極的に参加しています。2017年度の活動をご紹介します。

社会貢献活動

北九州カスタマーセンター　構内清掃活動

5月

東京本社管理部門
秋葉原駅前花壇寄せ植え

5・10
月

福岡ユニット　天神打ち水大作戦

7月

建材カンパニー（東京）
ヘキサチューブ　回収ボランティア

11月

その他の活動

建材カンパニー（東京）
ユニセフ募金
建材カンパニー（福岡）
「We Love 天神協議会」
会員
コークス営業部
「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
九州営業部
使用済み切手回収
札幌営業部
北海道盲導犬協会 活動
支援
東京本社管理部門
「AkibaSmileプロジェ
クト」参加

落語演目は三遊亭鳳志師匠による
　「天災」「紺屋高尾」
能演目は「杜若」「船弁慶」
　金春流太鼓方　梶谷英樹氏による太鼓、
　当社代表取締役社長 上田による謡

50名ほどのお客様に観ていただきました。
会議室に簡易な舞台セットを作りました。
初めての試みで心配しましたが、
関係者の総力で好評を博しました。

2017年6月8日実施

テーマ：能と落語は同時に楽しめるか？

古典落語と能の太鼓・謡を一度に
楽しむことができる一風変わったイベント

2017年度は新たな試みとして、秋葉原ダイビルにて文化・産官学連携活動を支援している
アキバテクノクラブと共に、古典落語のオープンセミナーを開催しました。
地域に貢献する活動として今後も続けてまいります。

伝統芸能を楽しむ会

 NSシンフォニー・オーケストラ

 北九州音楽協会

  社会福祉法人　児童養護施設
2009年から支援を開始し、資金面だけでなく、
施設のイベントに運営サポーターとして参加する他、
季節行事の差入れを行っています。

  その他
認定特定非営利活動法人 全国就労支援事業者機構　賛助会員
特定非営利活動法人 リサイクルソリューション 団体会員
NPO法人 子育て支援団体へのクラウドファンディング
2018シーズン「ギラヴァンツ北九州」オフィシャルパートナー

各団体への寄付金は累計1,000万円となります。
継続的に支援を行うことで団体の活動を応援します。

支援活動

児童養護施設
イベントの手伝いの様子

当社の音楽関連団体への
支援は、昨年度に引き続
き今年度も、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。
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NCT-26中期計画を達成したその後
2020年度の新ケミカル商事を基盤に次のSTEPへ

世の中の激しい動きに対応することは
会社が成長するための条件です。当社は
2020年度にNCT-26を達成することが
必須と考えます。その後、我々は更なる
飛躍のために、次のSTEPへ踏み出します。
選択肢は色々とありますが、
上場・メーカーポジションの獲得・合併等、
時代が要求する会社へ成長します。

中期経営計画達成に向けて
役員の決意

中期経営計画NCT-26の達成に向けて、各役員は来年度の方針を明確にし、
ビジネス地盤をより強固なものにしていきます。

成長戦略の要として、今後想定される経済動向等のアンテナ機能、取引リスクの予
防や働き方改革に伴う労働衛生管理体制や、「特色ある事業」構築に向けた北九州
市への本社移転と併せ同市アジア低炭素化センターとの連携を深め、1000億円規
模に企業成長するための情報発信・企画業務を進めていきます。

辻常務　成長戦略部

NCT-26に掲げた組織力強化の一環として、全体適正から部分適正を是とした、独
立組織編成（HQ、営業部体制）これに付随する収益責任意識強化に取組み制度改
正を実行しました。これらの改正が円滑に成果を上げNCT-26の完遂を目指します。

鮎川常務　管理部

新事業開発本部当本部の中計は①リサイクルをコアとする樹脂ワールドの完成②高
付加価値事業の開拓（製品販売）③ASEAN進出等を目標としており、今年度は①
M&Aを推進し樹脂ワールド構築目処②機械・製品販売等のBtoC③ASEAN進出
を見据えたKLオフィスの開設や台湾進出準備を進めてまいりました。来年以降も
引き続き注力していきます。
環境事業関連4つの環境ビジネスを推進中です。①有機肥料②樹脂リサイクル③溶
剤リサイクル④スラグ有効利用、以上を特色あるビジネスとして確立します。樹脂
は海外展開推進、溶剤は自製化、スラグは海外展開を目指して取り組みます。

油嶋取締役　新事業開発本部／環境事業関連

当本部は、社の基盤事業として成長に必要な原資を安定して生み出せるように、お
客様、仕入先との信頼関係をより強いものにするとともに、日頃の営業活動におい
て、新たな発展に向けた新規事業の芽を発掘していくことが使命と肝に銘じて頑張
ってきました。来年度からは、本社が北九州に移転し、西と東で、今まで以上に切
磋琢磨し、競い合いながら、社の発展を目指していきます。
本部は全員燃えに燃えています。頑張るぞ！

和久田副社長　基盤事業強化本部

宮永副社長　建材カンパニー
本年度は建材本部機能の九州移管を実行し、地域戦略を推進中です。来年度はその
路線を全国展開すると同時に新日鐵住金グループ内での地位確立を目指し、「日本
一の建材商社」像を作り上げてまいります。建材カンパニーは大きく飛躍します。

新たなステージへ！
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