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編集方針
「クレハ CSRレポート2020」をお読みいただく皆様へ

このレポートは、クレハグループのCSR活動を、すべてのステーク
ホルダーの皆様にご報告するために作成しています。

本レポートでは、当社グループの成長のための重要な基盤で
ある「技術」、「人財」を特集でご紹介しています。また、「技術立社」
を支える研究開発担当者による「座談会」を通して当社グループの
価値創造をご紹介しています。

その他、日々の業務を通して取り組んでいるさまざまなCSR活
動を、「企業基盤」「社会性報告」「レスポンシブル・ケア(RC)/環境報
告」の3つのカテゴリーに分け、事例やデータを示しながらご紹介
しています。当社グループは、化学物質を扱う事業を中心として
いるため、RC活動を重要な取り組みと捉えており、その活動も多く
掲載しています。

本レポートに対する第三者意見は、武蔵野大学工学部 環境
システム学科 特任教授 白鳥和彦氏に執筆いただきました。

報告内容について
■対象範囲（2020年3月31日現在）
● CSR活動

（株）クレハおよびグループ会社
連結子会社28社、持分法適用会社2社、
非連結子会社1社（（株）さんしゃいんクレハ）
● レスポンシブル・ケア活動

（株）クレハおよびグループ会社

■対象期間
報告対象期間は、原則として決算期（2019年4月～2020年3月）ですが、一部、
暦年（2019年1月～12月）および、2020年4月以降の活動も含みます。

■参考ガイドライン
ISO26000「社会的責任に関する手引き」
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

■発行時期
2020年8月（原則年1回、次回：2021年8月予定）

■免責事項
本レポートには（株）クレハおよびグループ会社の過去と現在の事実だけでなく、
発行時点における計画や見通しに基づいた将来予測が含まれます。この将来
予測は、記述した時点で入手できた情報に基づいた仮定ないし判断であり、
諸与件の変化によって予測とは異なったものとなる可能性があります。また、記載
の表やグラフの数値は対象範囲の変化や算出方法の見直しによって、一部
過年度データを修正している項目があります。読者の皆様には以上をご了解
いただきますようお願いします。

情報開示について
クレハグループでは、主に以下のような報告ツールを使用し、体系的な情報
の開示に努めています。

CSRとは
CSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)とは、企業が
社会や環境と共存し、持続可能な成長を図るため、その活動の影響について
責任をとる企業の自主的な行動です。社会の一員としての企業が永く存続
するためには、利益の追求のみではなく、適切な企業統治や法令遵守によって
社会との信頼関係を築くことや、環境保全や保安防災活動を通じた社会と
の調和を図ることが必要です。また、これらの活動内容をステークホルダー
の皆様に公開し、企業と社会が双方向のコミュニケーションをとることが
大切です。

クレハ CSRレポート
（冊子・PDF）（日本語・英語）
CSR・RC活動に関する年次報告書として、

（株）クレハを中心に、グループ会社の取り組み
を含め掲載しています。

クレハ レポート
（冊子・PDF）（日本語）
KUREHA Business Report

（冊子・PDF）（英語）
投資家・株主の皆様を主な読者
として、（株）クレハの財務および
経営・事業全般の状況を掲載
しています。

クレハウェブサイト（CSR）
CSR活動情報、詳細パフォーマンスデータ、
過去の報告情報など、冊子に収めきれない
CSR関連情報を掲載しています。

＊本レポートは、当社ウェブサイトから、ＰＤＦでダウンロード
が可能です。また、同サイトから、これまで発行した報告書
もご覧いただくことができます。
ＨＯＭＥ　⇒　ＣＳＲ　⇒　ＣＳＲレポート
https://www.kureha.co.jp/csr/report.html
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スペシャリティ・ケミカル分野における
「エクセレント・カンパニー」へ

クレハ CSRレポートに関するお問い合わせ先
株式会社クレハ CSR部　〒103-8552 東京都中央区日本橋浜町3-3-2
TEL:03-3249-4730　FAX:03-3249-4738

私たち（クレハ）は、  エクセレント・カンパニーを目指し挑戦し続けます。

私たち（クレハ）は、　● 人と自然を大切にします。
● 常に変革を行い成長し続けます。
● 価値ある商品を創出して、社会の発展に貢献します。

私たち（クレハ）は、地球市民として企業の社会的責任を認識して活動します。
　　お客様へ ：顧客満足を第一に誠意と行動で応えます。
　　仕 事 へ ：常に進歩と創造にチャレンジします。
    常に変化に対応し、グローバルな視野を持って行動します。
　　仲 間 へ ：相互の意思を尊重しチームワークを発揮します。

企業理念体系

当社の目指すべき方向

社員の行動基準

企業理念

「大いなる飛躍」を求めて、これからも時代が望む製品を創り続ける企業であるために、
私たちクレハは、歩んでいきます。
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スペシャリティ・ケミカル分野における
「エクセレント・カンパニー」へ

クレハ CSRレポートに関するお問い合わせ先
株式会社クレハ CSR部　〒103-8552 東京都中央区日本橋浜町3-3-2
TEL:03-3249-4730　FAX:03-3249-4738

私たち（クレハ）は、  エクセレント・カンパニーを目指し挑戦し続けます。

私たち（クレハ）は、　● 人と自然を大切にします。
● 常に変革を行い成長し続けます。
● 価値ある商品を創出して、社会の発展に貢献します。

私たち（クレハ）は、地球市民として企業の社会的責任を認識して活動します。
　　お客様へ ：顧客満足を第一に誠意と行動で応えます。
　　仕 事 へ ：常に進歩と創造にチャレンジします。
    常に変化に対応し、グローバルな視野を持って行動します。
　　仲 間 へ ：相互の意思を尊重しチームワークを発揮します。

企業理念体系

当社の目指すべき方向

社員の行動基準

企業理念

「大いなる飛躍」を求めて、これからも時代が望む製品を創り続ける企業であるために、
私たちクレハは、歩んでいきます。
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新型コロナウイルスによる感染は、いつ完全収束するか予測
できない状況が続いています。6月末時点では、世界で1,000万人
が感染し50万人が死亡、国内でも18,600人が感染し970人が
死亡と発表されていました。感染により影響を受けられた方々に
心からお見舞い申し上げるとともに、医療の最前線で感染者の
治療に当たっている医療関係者の皆さんに心より感謝致します。

2月以降の国内での感染症関連の動向に対し、会社として、従業
員の安全確保、感染拡大防止や事業継続のため各事業所に対策
本部を設置し、従業員の健康管理の体制強化、出張の延期・中止
や在宅勤務実施の措置を講じてきました。

このウイルスとの戦いは長期戦を覚悟しなければならないと考え
ます。どの程度、世界経済、日本経済、ひいては当社の業績に影響
するかは正直なところ想定できません。国際通貨基金（IMF）は
2020年度の世界経済が大恐慌以来、最悪の不況になると予測し、
国内でも2020年度は一部産業を除いて大幅な減収減益が見込
まれており、深刻な景気悪化の可能性が高くなっています。

今も、全世界がこのウイルスとの戦いの最中にありますが、当社
の歴史も苦難との戦いの連続でした。私が思い出せるだけでも
オイルショック、バブル崩壊、リーマンショック、東日本大震災など、
様々な危機に直面してきました。しかし、これらの危機や試練を

「不撓不屈」の精神で従業員一丸となって乗り越え、76年という
歴史を刻んできています。クレハグループはコロナ禍の中にあって
も、2019年度の連結業績として前年度比で売上減、営業利益は
僅かながら増益でした。まだまだ課題は山積していますが、当社
グループの利益体質が近年着実に強化され、大きな変化があって
も一定水準の利益創出が可能になりつつあります。当社グループ
にとって、新型コロナウイルス感染症の影響はこれまでのところ
総じて軽微ですが、今後、厳しい局面が訪れる可能性は十分にあり
ます。グループ従業員が一体となって危機突破に取り組み、必ず
やこの危機を乗り越えていきます。

中期経営計画「Kureha's Challenge （クレハの挑戦） 2020」　
-2019年度の業績振り返り-

2019年度は、前中計「Kureha's Challenge （クレハの挑戦） 
2018」で未達となった重点施策を完遂し、将来の発展に向けた
土台を固めることを目標とした中計「Kureha's Challenge （クレハ
の挑戦） 2020」の初年度でした。

当社にとって良好な事業環境下にあった2018年度は、連結、
単体業績ともに前年度比大幅な増益でしたが、2019年度はその
反動もあり、連結業績は売上収益1,424億円、営業利益180億円
となりました。売上収益は、建設関連や環境分野、家庭用品（NEW
クレラップ）が好調に推移したものの、天候不順や半導体市場低迷

代表取締役社長

により農薬や国内グループ会社で減収、また、ボトル事業の売却
も影響し、全体として前年度比59億円の減収でした。営業利益は、
事業利益外で、土地売却や新規連結、ボトル事業の譲渡等による
収益134億円があった一方、PGA事業の構造改革費用106億円等
の費用114億円を計上した結果、前年度比9億円の増益でした。
PGA事業の構造改革費用は、多額な設備投資と未確立技術の導入
から来る負の遺産を先送りせずに処理したものです。なお、本業の
業績を示すセグメント別営業利益は、売上収益減収に伴う限界利益
減少はあったものの、主要原材料の市況軟化及びコスト削減効果
も寄与し、対前年度14億円減益の160億円に留まりました。

-2020年度の取り組み-
2020年度、コロナ禍による経営環境の悪化は想像を超えており、

現時点でこれを全て反映した予算策定は難しく、また、中計の連結
営業利益の目標である180億円の達成も困難と言わざるを得ま
せん。

現下においてまず為すべきことは、今後想定される経済不振下に
あっても、将来に向け盤石な体制を固めること、中計の経営目標と
して掲げた重点施策①PGA事業の拡大と利益創出、②PVDF事
業の更なる拡大、③既存事業のビジネスモデル最適化、④新規事
業の国内外における探索と育成、⑤経営基盤の強化、に果敢に挑
戦し完遂することと認識しており、これに邁進していきます。

また、コロナ禍にあっても生産は継続し、包装材工場ではフル
生産を実現しています。安全、安心を最優先とするこれまでの方針
を変えず、中長期的には設備の長寿命化、安定運転は価値あるもの
と認識して十分な資金を投じながら工場保全対策を図ると同時に、
市場で勝てるコスト構造を実現すべく尽力していきます。　

そして、技術立社の当社にとって、他社になく、当社にしか持ち
得ない企業価値は、独自の技術開発によってユニークで差別化
された素材、生産技術、加工品を創出し、社会に貢献していくこと
にあります。市場ニーズに合致したモノづくりを基本とし、研究開発
テーマをしっかりゲート管理して成功確率を高めていきます。

経営基盤の強化は永年の課題です。SDGs（持続可能な開発
目標）に代表される様々な社会的課題への対応、デジタル化の活用、
人口減少の趨勢の中での効率化や機能強化を実現しなくては
なりません。その基盤は人財の資質・能力と意欲の向上にかかって
います。新たな人事制度の導入や今回の感染症での経験を通して
提起された働き方改革にも大きな一歩を踏み出していきます。

コロナ禍に思うこと、そして改めて社会にとって不可欠な会社を
目指します。

私個人としては、今回の新型コロナウイルス感染症という未曽有
の事態を経験し、今まで当たり前と感じていた現実を失ってみて、

その価値を痛感しました。健康に楽しく、周りの人たちと言葉を
交わし、笑って過ごすことが掛け替えのない貴重な財産であること
を実感しました。この経験を通して、私たちを取り巻く社会環境の
様々な弱点、課題も鮮明になってきました。突発事象が発生した時
に、迅速に対応出来る仕組み作りが急がれます。これは、当社
グループも例外ではありません。さらに、これが契機になって、世界
中で社会の、そして個人の行動様式が大きく変容していくでしょう。

「3密」を回避する非接触の社会、テレワークや在宅勤務の加速化、
そしてそれは個人の意見、アイデアを発信する方法にも変化を
もたらします。デジタル技術が急速に進化し、新たな製品・サービス
が商品化され、この変化を後押しするでしょう。

コロナ禍収束後の「ニューノーマル（新常態）」とはどんなものに
なるのか、現時点では全体像が見通せませんが、社会の要請や
消費者ニーズは確実に変わっていきます。ESG経営の重要性が叫
ばれている現在、「企業は何のためにあるか」を改めて問い、この新し
い社会への貢献を今まで以上に意識した経営を推進する必要
があります。常に、社会の動き、変化に着目し、コロナ禍収束後、社会
は、個人はどう変化するのかを想定し、議論し、その対応を準備
していきます。

「先行きにあまり悲観的にならず、今出来ることを日々しっかり
やる。そして将来のために準備する必要のあるものに挑戦する。」

私は、まず従業員とその家族が、今後、新型コロナウイルス感染
症の第二波、第三波が来るかもしれない中で健康でいられるよう
に最大限の配慮をしていきます。また、クレハグループの存続繁栄、
すなわち従業員の生活基盤を守り、さらに、構造変革を通し会社
が持続的に成長し、高収益企業であり続けられる基盤を盤石にし、
社会に必要とされる存在であり続けられるようにしていきます。

今後とも、一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上
げます。

2020年8月

「企業は何のためにあるか」を改めて問い、社会への貢 献を今まで以上に意識した経営を推進していきます。
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が持続的に成長し、高収益企業であり続けられる基盤を盤石にし、
社会に必要とされる存在であり続けられるようにしていきます。

今後とも、一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上
げます。

2020年8月

「企業は何のためにあるか」を改めて問い、社会への貢 献を今まで以上に意識した経営を推進していきます。
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会社概要（2020年3月31日現在）

会社名 株式会社クレハ
代表取締役社長 小林　豊
創立 1944年6月21日
資本金 181億6,900万円
本社 東京都中央区日本橋浜町3-3-2
ウェブサイト https://www.kureha.co.jp
グループ会社 連結子会社28社（国内16社、海外12社）
 持分法適用会社2社（海外2社）
グループ従業員数 4,271名（単体：1,695名）

（株）クレハ　営業所/事業所/研究所(2020年4月1日現在)

営業所等    本社別館（東京都新宿区）/大阪営業所/仙台
 営業所/名古屋営業所/福岡営業所
事業所      いわき事業所（福島県いわき市）/樹脂加工事業所
 （茨城県小美玉市、および兵庫県丹波市柏原町）
研究所    中央研究所/有機合成研究所/プロセス開発研究所
 （福島県いわき市）/医療材料研究所/安全性研究・
 評価センター（東京都新宿区）/樹脂加工研究所（茨城
 県小美玉市）

■ 売上収益

■ 海外売上高比率（2019年度）

財務情報（連結　IFRS基準）

■ クレハグループのグローバルネットワーク（2020年4月1日現在）

●国内グループ会社 ●海外グループ会社

国内
71%

海外
29%

■ セグメント別売上収益（2019年度）

（単位：億円）

東京

株式会社クレハ
株式会社クレハトレーディング
レジナス化成株式会社
クレハサービス株式会社

栃木

クレハ合繊株式会社

茨城

クレハエクストロン株式会社

福島

クレハ錦建設株式会社
株式会社クレハエンジニアリング
株式会社クレハ環境
株式会社クレハ分析センター
クレハ運輸株式会社
クレハスタッフサービス株式会社
社団医療法人呉羽会
株式会社さんしゃいんクレハ

イギリス

KREHALON B.V. UK BRANCH

ベルギー

KREHALON B.V. BELGIAN BRANCH
ドイツ

KUREHA GmbH
オランダ

KUREHA EUROPE B.V.
KREHALON B.V.

フランス

KREHALON B.V. FRENCH BRANCH

オーストラリア

KREHALON AUSTRALIA PTY. LTD.
ベトナム

KUREHA VIETNAM CO., LTD.

アメリカ（テキサス）

KUREHA AMERICA INC.
KUREHA ENERGY SOLUTIONS LLC

中国

呉羽（上海）炭繊維材料有限公司
呉羽（中国）投資有限公司
呉羽（常熟）フッ素材料有限公司
南通匯羽豊新材料有限公司

アメリカ（ウェストバージニア）

KUREHA PGA LLC
アメリカ（ノースカロライナ）

FORTRON INDUSTRIES LLC
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* 期中平均
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財務資本

・拡大資金

財務資本

・安定資金

×

企業理念

経営資源

価値観

事業活動

【収益拡大の基盤】

グローバル・ニッチ
高機能・高品質

技術 ニーズ

-機能製品/新製品-

【収益・ブランドの安定基盤】

-樹脂製品/化学製品-
-建設関連/その他-

知的・製造資本
・幅広い要素技術
・独自・革新的なプロセス技術

社会関係資本
・顧客、パートナー、地域との

関係、信頼

人的資本
・人財、技術系人財

* SDGs（持続可能な開発目標）とは
2015年9月に国連本部において採択された2030年まで続く国際目標です。世界
経済危機・自然災害・環境・難民・貧困などのグローバルな問題の対処に向けた17の
目標と169項目のターゲットに全世界が取り組むことによって「誰も取り残されない」
世界を実現しようというものです。

■ クレハグループの価値創造

クレハの価値観
私たちは、企業理念のもと、クレハらしい企業文化・風土を育み、

これまで培ってきたクレハの強みを活かして、社会の発展に貢献し
ます。

クレハの強み
私たちの強みは、蓄積された幅広い技術・ノウハウと、ナケレバ

ツクレバの精神でそれを発展させていく人財、そして共に支え合う
パートナーにあります。

クレハの事業
私たちは、樹脂製品や化学製品などの事業での安定した収益・

ブランドをベースに、グローバル・ニッチ分野で、機能製品の高性能
化・高品質化や新たな製品の開発を通して、事業をさらに拡大して
いきます。

クレハの戦略
私たちは、中期経営計画 Kureha’s Challenge 2018で掲げた

経営目標の達成はいまだ道半ばにあると認識し、中期経営計画を

2年間延長（ストレッチ）させてKureha’s Challenge 2020として、

未達の複数の経営目標を完遂させるとともに、定量計画を着実に

達成し、持続的な成長と企業価値向上を図っていきます。

クレハの目指す姿
私たちは、「環境」「エネルギー」「ライフ」の分野を中心に社会

に価値を提供していくことで持続可能な社会に貢献するととも
に、エクセレント・カンパニーであることを目指します。

さまざまな社会的課題
・
・
・

SDGs*

私たちは、企業理念に基づき、私たちの強みを活かしながら社会に価値を提供することで、持続可能な社会に貢献するとともに、　エクセレント・カンパニーを目指します。

持続可能な社会

エクセレント・カンパニー

戦 略 目指す姿

～製品差別化と新事業創出～
“将来の発展に向けた土台を固める期間”

中期経営計画→2年間延長
　　　　　　　（ストレッチ）

Kureha’s
Challenge 

2020

【経営指標】
2020年度定量計画
（連結業績（IFRS））
売上収益：1,570億円
営業収益：180億円

社会に提供する価値

クレハグループ

「技術立社」企業として、
スペシャリティ・ケミカル分野において、

差別化された製品を開発し、
社会に貢献し続ける高付加価値企業

環境 ライフエネルギー

【経営目標】
・PGA事業の拡大と利益創出
・PVDF事業の更なる拡大
・既存事業のビジネスモデル最適化
・新規事業の国内外における探索と育成
・経営基盤の強化

※ 【前提条件】為替：110円/＄、125円/€、16.5円/元

パッション
スピード
コミットメント
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PPS
「フォートロンKPS」　
バグフィルター、エンジンルーム部品、電気・電子部品、
水廻りの混合栓

PVDF
「KFポリマー」
リチウムイオン二次電池、フィルター、ギター弦、ケミカル
バルブ、定置網

「KFピエゾ」
センサー、バイオリンピックアップ、スピーカー

マイクロスフェアー
「クレハマイクロスフェアー」　
内装材、ウェザーストリップ、グラスランチャンネル、靴底、
壁紙

先端産業を支える高機能材
クレハの技術が生み出す機能製品は、さまざまな先端産業を支えるとともに、エネルギー
資源の確保、省エネや環境負荷の低減に貢献しています。

機能製品事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製　品 主な用途

炭素製品
「クレカFR」　
高温炉用断熱材

「クレカチョップ」
ブレーキパッド、クラッチフェージング、ライニングコート

「BAC」
吸着剤

PGA
「クレダックス」
ダウンホールツール

製　品 主な用途

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。

● 自動車の軽量化による燃費向上、CO2排出削減（PPS）
● LiB搭載のEVの普及によるCO2排出削減（PVDF）
● 半導体製品などの普及による産業の発展、新しい製品の創出（炭素製品）
● 排水の精製、排気のクリーン化（炭素製品）
● エネルギー資源の効率的確保（PGA）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 省資源、温室効果ガス排出削減による地球温暖化の緩和
▶ 安全な水の確保、地球環境をクリーンに
▶ 産業の基盤、技術革新への貢献

ライフ環境 エネルギー

農薬
「メトコナゾール」
麦類、トウモロコシ、ナタネ、ダイズなどの殺菌剤原体

「イプコナゾール」
イネの種子消毒用殺菌剤（日本）
トウモロコシ、麦類、ダイズなどの種子消毒剤（海外）

人と大地と産業を育む
人々の健康や農業の発展、そして産業の成長、それぞれを支えるクレハの化学製品が

あります。

医薬品
「クレメジン」
慢性腎不全用剤

「コバルジン」
猫慢性腎不全用剤

化学製品事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製　品 主な用途

工業薬品
「無機薬品」　
塩素、か性ソーダ、次亜塩素酸ソーダ、水素

「有機薬品」
モノクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、オルソジク
ロルベンゼン、トリクロルベンゼン

製　品 主な用途

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。

● 作物を害虫から守り、生産性向上、生産量確保（メトコナゾール）
● 作物の病害に対して低薬量で効果を発揮（イプコナゾール）
● 人やネコの健やかな日々のために（クレメジン、コバルジン）
● 工業塩の電気分解による限りある原料の有効利用（塩素、か性ソーダ、クロルベンゼン類）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 食料の生産性向上、生産量確保
▶ 人々の健やかな生活をバックアップ
▶ 天然資源の効率的な利用

ライフ環境 エネルギー

9 KUREHA CSR REPORT 2020

クレハグループの主な事業、製品・サービス

10KUREHA CSR REPORT 2020

当社が独自で開発した直鎖状のポリフェニレンサルファイド（PPS）は、機械強度、耐熱性、耐薬品性、
難燃性に優れ、自動車の部品、パソコンや携帯端末において、金属の代替材料として活躍しています。

電気的特性、耐薬品性、成型加工性を備えたエンジニアリングプラスチックのポリフッ化ビニリデン
（PVDF）は、リチウム電池のバインダーや水処理膜などさまざまな分野で採用され、また、柔軟性で加工性
が良い樹脂フィルムとして、センサー材料やスピーカー材料にも応用されています。
クレハマイクロスフェアーは、独自技術で開発した熱膨張性マイクロカプセルです。自動車部品、樹脂

製靴底、発泡インキ、壁紙などで、軽量化や断熱に役立っています。
石油系ピッチを原料とする炭素製品。炭素繊維は、高温熱処理炉用断熱材をはじめ、さまざまな分野に

多様な形状で提供しています。球状活性炭は、ガス吸着や水質浄化などの分野で使われています。
世界で初めて工業化に成功したポリグリコール酸（PGA）は、分解性、強度、バリア性に優れ、

シェールガス・オイルの掘削機器としてエネルギー資源分野などで活用されています。 

当社の農薬開発は、作る人、食する人、大地の3つの共生を目指し、環境を守りながら、農業の生産性を高め
ることを大切にしています。メトコナゾールは、当社が発明したトリアゾール系の農薬・園芸用殺菌剤で、麦類や
トウモロコシの重要病害に卓越を示します。イプコナゾールは、当社が発明したトリアゾール系の農業・園芸用
殺菌剤原体で、播種前の種子の消毒に用いる種子消毒剤です。低薬量で高い防除効果を示します。

医療分野における基本理念は「CURE(治療)からCARE(生活の質を考えた療法)」です。当社は、独自の
技術で医療用・動物用の慢性腎不全用剤を開発し、提供しています。

当社の製品のルーツは、工業塩を電気分解して得られる塩素とか性ソーダにあります。塩素は、排水
の中和や食品・医薬品の原料などばかりでなく、当社のPPSなど各種製品の基盤でもあります。か性
ソーダは、紙や化学繊維の生産になくてはならない素材です。
クロルベンゼンは、医・農薬、染・顔料の製造に使用されるほか、防虫剤、PPSの原料としての需要も

高く、日用品から産業用途まで幅広い分野で貢献しています。



PPS
「フォートロンKPS」　
バグフィルター、エンジンルーム部品、電気・電子部品、
水廻りの混合栓
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「クレハマイクロスフェアー」　
内装材、ウェザーストリップ、グラスランチャンネル、靴底、
壁紙

先端産業を支える高機能材
クレハの技術が生み出す機能製品は、さまざまな先端産業を支えるとともに、エネルギー
資源の確保、省エネや環境負荷の低減に貢献しています。

機能製品事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製　品 主な用途

炭素製品
「クレカFR」　
高温炉用断熱材

「クレカチョップ」
ブレーキパッド、クラッチフェージング、ライニングコート

「BAC」
吸着剤

PGA
「クレダックス」
ダウンホールツール

製　品 主な用途

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。
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● 半導体製品などの普及による産業の発展、新しい製品の創出（炭素製品）
● 排水の精製、排気のクリーン化（炭素製品）
● エネルギー資源の効率的確保（PGA）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 省資源、温室効果ガス排出削減による地球温暖化の緩和
▶ 安全な水の確保、地球環境をクリーンに
▶ 産業の基盤、技術革新への貢献

ライフ環境 エネルギー

農薬
「メトコナゾール」
麦類、トウモロコシ、ナタネ、ダイズなどの殺菌剤原体

「イプコナゾール」
イネの種子消毒用殺菌剤（日本）
トウモロコシ、麦類、ダイズなどの種子消毒剤（海外）

人と大地と産業を育む
人々の健康や農業の発展、そして産業の成長、それぞれを支えるクレハの化学製品が

あります。

医薬品
「クレメジン」
慢性腎不全用剤

「コバルジン」
猫慢性腎不全用剤

化学製品事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製　品 主な用途

工業薬品
「無機薬品」　
塩素、か性ソーダ、次亜塩素酸ソーダ、水素

「有機薬品」
モノクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、オルソジク
ロルベンゼン、トリクロルベンゼン

製　品 主な用途

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。

● 作物を害虫から守り、生産性向上、生産量確保（メトコナゾール）
● 作物の病害に対して低薬量で効果を発揮（イプコナゾール）
● 人やネコの健やかな日々のために（クレメジン、コバルジン）
● 工業塩の電気分解による限りある原料の有効利用（塩素、か性ソーダ、クロルベンゼン類）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 食料の生産性向上、生産量確保
▶ 人々の健やかな生活をバックアップ
▶ 天然資源の効率的な利用

ライフ環境 エネルギー
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クレハトレーディング
化学品商社

呉羽総合病院
病院・介護老人保健施設の運営

家庭用品
「NEWクレラップ」
家庭用ラップ

「キチントさんシリーズ」
• 調理
　 ホイルシート、クッキングシート

• 衛生
　 「ダストマン」水切りゴミ袋

• 保存　
　 保存容器、食品保存袋

あなたの毎日をもっと快適に
NEWクレラップや食品包材に関する技術など、日常のくらしをサポートする樹脂製品は、

くらしのさまざまなシーンで便利さや安心感を提供しています。
樹脂製品事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製　品 主な用途

業務用食品包装材料
「クレハロンフィルム」　
ソーセージ(魚肉、畜肉)包装材、チーズ包装材

釣糸
「シーガー」

製　品 主な用途

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。

● 「もったいない」廃棄の削減（NEWクレラップ）
● 「いつもの家事をより快適に」をお客様に提供（キチントさんシリーズ）
● 魚肉・畜肉ソーセージの長期保存（クレハロンフィルム）
● フィッシングライフをサポート（シーガー）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 食品ロスの削減
▶ 安全かつ安定的な食料の確保

ライフ環境 エネルギー

家庭用品には、誰でも簡単にカットできるクレハカットを採用した家庭用ラップ「NEWクレラップ」が
あります。酸素と水蒸気を通しにくいポリ塩化ビニリデン（PVDC）製のフィルムを使用しているため、
鮮度とみずみずしさを保ったまま食品を保存することができます。また、キッチンまわりを楽しく便利にする
「キチントさんシリーズ」は、調理・衛生・保存の分野で、お客様の視点に立ち、いつもの家事をより快適に
することを目指しています。

業務用食品包装材料の「クレハロンフィルム」は、「NEWクレラップ」と同じ原料であるPVDC製の
フィルムで、高温高圧殺菌に対応できるため、主にレトルトソーセージの包装に使用されており、常温で
の保存を可能にしています。

レジャー関連では、世界初のフロロカーボン製釣糸「シーガー」を世に送り出し、フィッシングライフを
サポートし続けています。

クレハ錦建設
建築・土木・住宅およびプラント関連の安全・安心・
快適な生活環境の提供

クレハエンジニアリング
クレハのプラント維持・管理

クレハ環境
産業廃棄物の適正処理

クレハ分析センター
環境・理化学の検査分析

ともに歩むクレハグループ
建設・エンジニアリング、産業廃棄物処理、物流、商社、不動産・サービス・保険、医療

サービスなど、ともに歩むクレハグループの事業です。

建設関連・その他
関連事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製品・サービス 主な業務

クレハ運輸
運送（化成品、一般）、倉庫業

製品・サービス 主な業務

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。

● 安全・安心・快適な生活環境の提供（クレハ錦建設）
● 産業廃棄物の適正管理・処理、排熱利用（クレハ環境）
● 環境の保全と医薬分野の研究支援（クレハ分析センター）
● 安全性・確実性・効率性を目指した物流（クレハ運輸）
● 幅広い化学分野からのニーズに応え産業発展に貢献（クレハトレーディング）
● 医療を通じた地域への貢献、質の高い医療の提供（呉羽総合病院）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 低炭素社会の実現
▶ すべての人々の健康の確保
▶ 産業廃棄物処理による環境保全、エネルギー確保

ライフ環境 エネルギー

建築関連事業ではクレハ錦建設が、総合建設業として、建築・土木・住宅およびプラント関連などの
幅広い分野において、お客様に商品とサービスを提供しています。クレハエンジニアリングは、クレハ
グループのプラント維持・管理業務を通じて、クレハの安定的な生産活動を支えています。

環境事業ではクレハ環境が、産業廃棄物の適正処理を通じて地球環境保全に貢献しています。クレハ
分析センターは分析評価技術力により、クレハ製品の品質確保、および環境の保全と医薬分野での研究
支援に努めています。

運輸・倉庫事業ではクレハ運輸が、最善の安全性、確実性、効率性をもって物流業務を行っています。
商社事業ではクレハトレーディングが、化学の専門商社として幅広い化学分野からのニーズに応え、

その発展に寄与しています。
医療サービス事業では呉羽総合病院が、いわき市南部の中核病院として質の高い医療の提供に尽力

しています。また、介護老人保健施設「ガーデニア」を運営しています。
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化学品商社

呉羽総合病院
病院・介護老人保健施設の運営

家庭用品
「NEWクレラップ」
家庭用ラップ

「キチントさんシリーズ」
• 調理
　 ホイルシート、クッキングシート

• 衛生
　 「ダストマン」水切りゴミ袋

• 保存　
　 保存容器、食品保存袋

あなたの毎日をもっと快適に
NEWクレラップや食品包材に関する技術など、日常のくらしをサポートする樹脂製品は、

くらしのさまざまなシーンで便利さや安心感を提供しています。
樹脂製品事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製　品 主な用途

業務用食品包装材料
「クレハロンフィルム」　
ソーセージ(魚肉、畜肉)包装材、チーズ包装材

釣糸
「シーガー」

製　品 主な用途

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。

● 「もったいない」廃棄の削減（NEWクレラップ）
● 「いつもの家事をより快適に」をお客様に提供（キチントさんシリーズ）
● 魚肉・畜肉ソーセージの長期保存（クレハロンフィルム）
● フィッシングライフをサポート（シーガー）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 食品ロスの削減
▶ 安全かつ安定的な食料の確保

ライフ環境 エネルギー

家庭用品には、誰でも簡単にカットできるクレハカットを採用した家庭用ラップ「NEWクレラップ」が
あります。酸素と水蒸気を通しにくいポリ塩化ビニリデン（PVDC）製のフィルムを使用しているため、
鮮度とみずみずしさを保ったまま食品を保存することができます。また、キッチンまわりを楽しく便利にする
「キチントさんシリーズ」は、調理・衛生・保存の分野で、お客様の視点に立ち、いつもの家事をより快適に
することを目指しています。

業務用食品包装材料の「クレハロンフィルム」は、「NEWクレラップ」と同じ原料であるPVDC製の
フィルムで、高温高圧殺菌に対応できるため、主にレトルトソーセージの包装に使用されており、常温で
の保存を可能にしています。

レジャー関連では、世界初のフロロカーボン製釣糸「シーガー」を世に送り出し、フィッシングライフを
サポートし続けています。

クレハ錦建設
建築・土木・住宅およびプラント関連の安全・安心・
快適な生活環境の提供

クレハエンジニアリング
クレハのプラント維持・管理

クレハ環境
産業廃棄物の適正処理

クレハ分析センター
環境・理化学の検査分析

ともに歩むクレハグループ
建設・エンジニアリング、産業廃棄物処理、物流、商社、不動産・サービス・保険、医療

サービスなど、ともに歩むクレハグループの事業です。

建設関連・その他
関連事業

〈クレハグループの製品・サービス〉

〈製品・サービスが解決する課題〉

製品・サービス 主な業務

クレハ運輸
運送（化成品、一般）、倉庫業

製品・サービス 主な業務

クレハグループが提供する製品・サービスは、さまざまな分野で社会の課題を解決しています。

● 安全・安心・快適な生活環境の提供（クレハ錦建設）
● 産業廃棄物の適正管理・処理、排熱利用（クレハ環境）
● 環境の保全と医薬分野の研究支援（クレハ分析センター）
● 安全性・確実性・効率性を目指した物流（クレハ運輸）
● 幅広い化学分野からのニーズに応え産業発展に貢献（クレハトレーディング）
● 医療を通じた地域への貢献、質の高い医療の提供（呉羽総合病院）

〈持続的な社会の発展、SDGsへの貢献〉

▶ 低炭素社会の実現
▶ すべての人々の健康の確保
▶ 産業廃棄物処理による環境保全、エネルギー確保

ライフ環境 エネルギー

建築関連事業ではクレハ錦建設が、総合建設業として、建築・土木・住宅およびプラント関連などの
幅広い分野において、お客様に商品とサービスを提供しています。クレハエンジニアリングは、クレハ
グループのプラント維持・管理業務を通じて、クレハの安定的な生産活動を支えています。

環境事業ではクレハ環境が、産業廃棄物の適正処理を通じて地球環境保全に貢献しています。クレハ
分析センターは分析評価技術力により、クレハ製品の品質確保、および環境の保全と医薬分野での研究
支援に努めています。

運輸・倉庫事業ではクレハ運輸が、最善の安全性、確実性、効率性をもって物流業務を行っています。
商社事業ではクレハトレーディングが、化学の専門商社として幅広い化学分野からのニーズに応え、

その発展に寄与しています。
医療サービス事業では呉羽総合病院が、いわき市南部の中核病院として質の高い医療の提供に尽力

しています。また、介護老人保健施設「ガーデニア」を運営しています。
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お問い合わせ先　　　　　　　　　　CSR部
〒103-8552　東京都中央区日本橋浜町3-3-2
TEL:03-3249-4730   FAX:03-3249-4738
https://www.kureha.co.jp/

IPA（イソプロピルアルコール）
などの有害物質を含む「浸し水」
を使わない水なし印刷を採用し、
VOCの発生を大幅に削減して
います。

植物油溶剤のインキを使用
しています。

適切に管理された森林で生産
された木材を原料に含む「FSC®
認証紙」を使用しています。

本レポートは日本化学工業協会
レスポンシブル・ケア委員会の
レスポンシブル・ケア・コードに
準拠しています。

読みやすい、モリサワUD（ユニ
バーサルデザイン）フォントを
本文に使用しています。
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