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JX 金属グループは、「銅を中心とするグローバル資源・素材カンパニー」の実現を目指し、

グループ基盤の強化・安定化を図るべく2017～2019年度中期経営計画の達成に向けて取り組んできました。

前回中期経営計画(2017〜2019年度)の総括

Overview

　前回中計では、「基幹事業の収益力強化」と「次世代の柱と

なる事業の育成・強化」を基本方針に掲げ、戦略を実行しまし

た。大きな課題であった「カセロネス銅鉱山の収益力強化」で

は2018 年度より営業黒字化を達成し、また、「先端素材の事

　当期における世界経済は、米中貿易摩擦による両国関係の

悪化や英国のEU離脱を巡る先行き不透明感などがある中で、

2019年内は緩やかな成長を続けました。しかし、2020 年１月

以降は世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により、経済活

動は急激に落ち込みました。一方、日本経済は、10月の消費税

率引き上げなどから年度後半に前期比マイナス成長に転じ、さ

らに新型コロナウイルス感染拡大により一段と悪化しました。

　銅価格は、期初はポンド当たり概ね 290セント台で推移して

いましたが、2019年５月以降、米中間の貿易摩擦などにより下

落基調に転じ、８月には250セント台まで下落しました。年末に

280セント台まで回復しましたが、2020 年１月下旬には中国で

の新型コロナウイルスの感染拡大により銅価格は急落し、期末

前回中計の基本方針と主な施策

2019年度の業績概況

財務パフォーマンス（連結／IFRS）

業規模拡大」では、半導体用スパッタリングターゲットおよび

圧延銅箔・高機能銅合金の生産能力増強を予定通り完了し

ました。業績については、カセロネス銅鉱山の減損計上を除け

ば、当初の目標を概ね達成することができました。

時点では218セントとなりました。その結果、期平均では前期

比22セント弱低い266セントとなりました。 

　エレクトロニクス市場は、当期の前半は在庫調整局面となり

ました。下期に入ると、在庫調整が一巡したことに加え、第5世

代通信（5G）の導入が活発化し始めるなど、徐々に回復の兆し

が見られるようになりましたが、年明けの新型コロナウイルスの

急速な感染拡大により、需要面で大きな影響を受けました。

　円の対米ドル相場は、期平均では前期比２円高となる109円

となりました。

　このような事業環境の中、2019年度の当社グループの売上

高は、前期比3.6％減の１兆 44億円、営業利益は、銅価格の下

落などが影響し、446 億円 となりました。
基幹事業の収益力強化

次世代の柱となる事業の育成・強化
（技術立脚型事業の育成）

■	カセロネス銅鉱山の収益力強化
　・高稼働の維持

　・コスト削減の徹底による競争力強化

■	先端素材の事業規模拡大
　・生産能力の拡大

　・IoT/AIを活用した競争力強化

■	銅製錬、リサイクル
　・安全・安定操業

　・コスト競争力の強化、効率性の追求

（億円）

■	IoT社会到来を見据えた市場開拓
　	販売強化・技術開発

■	有望分野への経営資源の積極的な投入
　・自主開発戦略投資の実行

　・	グループ保有技術、M&A、コーポレートベンチャーキャピタル

の積極的な活用

2017年度 2018 年度 2019 年度 合計

機能材料事業・薄膜材料事業他（フォーカス事業） 338 331 145 813

資源事業（ベース事業） 159 251 147 557

金属・リサイクル事業（ベース事業） 194 194 229 617

事業共通費用等 ▲27 ▲94 ▲42 ▲164

合計 664 681 479 1,824

前提条件

為替レート（円／米ドル） 111 111 109

LME銅価格（米セント／ポンド） 292 288 266

前回中計期間の年度別営業利益（在庫影響を除く）と前提条件 0
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※ 2017年度はカセロネス銅鉱山の減損▲1,286億円を含む。
※ 在庫影響を含む。

※ 2017年度実績は、カセロネス銅鉱山の減損▲1,286億円を除いた数字です。
※ 2020 ～ 2022年度中期経営計画のセグメント分けに合わせた表記としています。
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2020 年度からは「長期ビジョンの実現に向けた技術立脚型企業への転身の種まき」をする3ヵ年と位置付けた

新たな中期経営計画を実行しています。

2020〜2022年度中期経営計画の概要

Overview

　今回中計では、「2040 年JX 金属グループ長期ビジョン」で

掲げる技術立脚型企業への転身に向け、「戦略投資の拡充・

技術開発の促進」「事業ポートフォリオ見直し」「付加価値創

出型人材の育成」「SDGs への貢献」を基本戦略に、それぞれ

データ社会の到来により
拡大する需要を確実に取り込む
●	市場動向を見据え生産能力を機動的に増強

　・半導体用ターゲット

　・圧延銅箔、高機能銅合金（薄物）

●	サプライチェーンの盤石化

　・災害や地政学リスクに備えた海外拠点の強化

　・他社との連携による原料確保

■	新製品の立ち上げ	
（2023 年度以降の収益化）

　・3Dプリンター用金属粉
　・CVDプリカーサ原料
　・シールド材　など

■テーマの深耕
　・EV 用LiBリサイクル（継続）
　・次世代通信用材料（検討）

カセロネス銅鉱山の収益力の向上と、
市場環境変化への対応力の強化
●  資源：カセロネス銅鉱山での操業改善・全工程での継続的な

コスト削減　

　・ 2019 年度実績152千トンから2022年度171千トン、最
終黒字化を目指す

●		金属・リサイクル：製錬とリサイクルの一体運営による競争
力の強化　

　・ 2020 年 4月佐賀関製錬所を100%子会社化、金属・リ
サイクル事業を統合

技術立脚型企業として
新規事業を創出する仕組みを整備
●	部門をまたがる案件の増加に対応した組織構築　

　・よりファンクションを重視した体制へ

●	当社保有のコア技術と外部リソースとの共創による開発促進

●	新規テーマの発掘と推進　

　・ オープンイノベーション、横串営業、産学連携、ステージ
ゲート等

●	IoT・AI化促進　

　・ デジタルトランスフォーメーション対応、生産現場への
実装

●	人材育成　

　・ 大学・研究機関への派遣、AI 対応

今回中計の基本方針と基本戦略

今回中計における事業戦略

の事業特性に応じた施策や人材開発、組織風土づくりなどの

展開を加速していきます。スピーディーかつ思い切って施策を

打っていくために、「自律性」「機動性」「独立性」をより高めた

企業運営を実行していきます。

前回中計
2017～2019 今回中計 2020～2022

持続的な成長と社会への貢献により
長期ビジョンを実現

次回中計以降
2023～ 2040

基本方針

「自律性」「機動性」「独立性」を高めた事業運営により、
「長期ビジョンの実現」「技術立脚型企業への転身」への種まきを進める

今回中計の位置付け

2020-2022中計目標2017-2019実績

長期ビジョンの実現に向けた
技術立脚型企業への転身の種まき

長期ビジョン策定

フォーカス事業

ベース事業

技術開発

「仕事本位」「自由闊
達」な企業風土と職場
づくりにより、新しい
時代や価値観に適応す
る人材を育む

技術によるイノベー
ションと人材育成によ
り、先端素材による貢
献とCO2の削減に取り
組む

基本戦略

戦略投資の拡充
技術開発の促進

事業ポートフォリオ
見直し

付加価値創出型人材
の育成

SDGsへの貢献

2019 2020 2021 2022

為替レート 円/＄ 108.7 105 105 105

銅価 €/1b 266 250 270 270

所要諸元今回中計の業績目標

具体的な成果例

フォーカス事業

ベース事業

技術開発

圧延銅箔・高機能銅合金生産設備の増強（倉見工場）

半導体用ターゲット生産設備の増強（磯原工場）

EV用LiBリサイクルベンチスケール設備

3Dプリンター用純銅粉東北大学へ寄贈した研究棟

物理選別設備（日立事業所HMC製造部）
IoT・AIを活用しリサイクル原料の増処理を目指す

2019 年度までに増強された設備。

今後も市場の需要の

拡大に応じ機動的に

生産能力を拡充する。

ベース事業
1,174億円

ベース事業
950億円

フォーカス
事業

1,000億円

フォーカス
事業

813億円

利益率の高いフォーカス事業製品群を底上げし、利益割合を増やす




