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中期経営計画の策定に関するお知らせ 

 
 当社は、2021 年度を最終年度とする中期経営計画を策定しましたので、下記のとおりお知らせし
ます。 
 

記 
 

1. 中期経営計画の概要 
当社の経営理念である「UEX の志」のもと、次の９つの重点施策の実行により更なる企業価値

の向上を図り、価値ある流通機能を提供することで社会に貢献し、永続的な成長を通じてステー
クホルダー（取引先・社員・株主）の満足度向上をめざします。 
① 主要３品種のステンレス在庫販売強化 
② 不採算ビジネスの原因究明と改善 
③ 業務効率化による営業力アップ 
④ 高付加価値商品の販売推進 
⑤ グループ連携強化によるシナジー効果の発揮 
⑥ 成長分野への取り組み強化 
⑦ チタン販売の更なる強化 
⑧ 人材戦略の推進 
⑨ ガバナンス強化と IR の推進 
 

2. 2018年度実績と 2021年度財務目標 
 2018年度実績 2021年度目標 
連結売上高 495 億円 657 億円 
連結営業利益 14.7 億円 23.0 億円 
連結営業利益率 3.0％ 3.5％ 
ROE 9.5％ 11.0％ 
PBR － 1.0倍 

 

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき判断したものであり、日本および海

外の経済情勢や当社の関連する業界動向、為替変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績の結果は記

載の予想と大幅に異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 
 

以 上 



中期経営計画 
2019年度～2021年度 

2019年11月5日 



1 

当社では、経営理念・経営方針のもと、「9つの重点施策」を具現化し、更なる企業価値の向
上を図るべく、連結の「中期経営計画（３ヵ年計画）」を策定いたしました。 

ＵＥＸの志 
日本一のステンレス・チタン商社として、 

           世のため人のために役立ちたい。 
 

      １．私たちは、お取引先から頼りにされ愛されることについて 
         日本一のステンレス・チタン商社でありたい。 
 
      ２．私たちは、社員としての誇りと働く喜びを持てることについて 
         日本一のステンレス・チタン商社でありたい。 
 
      ３．私たちは、株主から信頼され魅力を感じていただけることについて 
         日本一のステンレス・チタン商社でありたい。 

ステンレス・チタン商社として価値ある流通機能を提供することで社会に貢献し、 
永続的な成長を通じてステークホルダー（取引先・社員・株主）の満足度向上をめざします。 

経営理念 

１．中期経営計画の策定について 

経営方針 
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２．中期経営計画（2019年度～2021年度）財務目標 

売上高 
（億円） 

営業利益
（億円） 

財務目標 
(2021年度) 

連結売上高 
657億円 

連結営業利益 
2３.０億円 
（3.５％） 

ＲＯＥ 
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1.0倍 

495  

630  
657  

14.7  

16.5  

23.0  

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

100

200

300

400

500

600

700

2018年度（実績） 2019年度 2020年度 2021年度 

売上高 営業利益 
2020年度及び2021
年度数値は中央値 

上限600 

下限540 

下限9.5 

上限11.5 



3 

３-１．中期経営計画 ９つの重点施策 

経営理念 

経営方針 

           ＵＥＸの志 
    日本一のステンレス・チタン商社として、 
           世のため人のために役立ちたい。 

ステンレス・チタン商社として価値ある流通機能を提供することで社会に貢献し、 
永続的な成長を通じてステークホルダー（取引先・社員・株主）の満足度向上をめざします。 

１．私たちは、お取引先から頼りにされ愛されることについて 
   日本一のステンレス・チタン商社でありたい。 
 
２．私たちは、社員としての誇りと働く喜びを持てることについて 
   日本一のステンレス・チタン商社でありたい。 
 
３．私たちは、株主から信頼され魅力を感じていただけることについて 
   日本一のステンレス・チタン商社でありたい。 

①主要３品種のステンレス在庫販売強化 ⑥成長分野への取り組み強化
②不採算ビジネスの原因究明と改善 ⑦チタン販売の更なる強化
③業務効率化による営業力アップ ⑧人材戦略の推進
④高付加価値商品の販売推進 ⑨ガバナンス強化とIRの推進
⑤グループ連携強化によるシナジー効果の発揮

9つの重点施策


財務目標

												(億円) オクエン

						2018年度(実績) ネン ド ジッセキ		2019年度 ネン ド		2020年度 ネン ド		2021年度 ネン ド

				売上高 ウリアゲ ダカ		493		485		495		510

				営業利益 エイギョウ リエキ		15		9.5		12		16.5



売上高	

2018年度(実績)	2019年度	2020年度	2021年度	493	485	495	510	営業利益	

2018年度(実績)	2019年度	2020年度	2021年度	15	9.5	12	16.5	









9つの重点施策

				9つの重点施策 ジュウテン シサク

				①主要３品種のステンレス在庫販売強化 シュヨウ ヒンシュ ザイコ ハンバイ キョウカ		⑥成長分野への取り組み強化 セイチョウ ブンヤ ト ク キョウカ

				②不採算ビジネスの原因究明と改善 フサイサン ゲンイン キュウメイ カイゼン		⑦チタン販売の更なる強化 ハンバイ サラ キョウカ

				③業務効率化による営業力アップ		⑧人材戦略の推進 ジンザイ センリャク スイシン

				④高付加価値商品の販売推進 コウ フカ カチ ショウヒン ハンバイ スイシン		⑨ガバナンス強化とIRの推進 キョウカ スイシン

				⑤グループ連携強化によるシナジー効果の発揮 レンケイ キョウカ コウカ ハッキ





設備投資計画

								案件 アンケン		投資額（推定） トウシ ガク スイテイ		投資時期 トウシ ジキ		66期 キ		67期 キ		68期 キ

				伊勢原 イセハラ		1		C棟地盤沈下改善工事 トウ ジバン チンカ カイゼン コウジ		25,000千円 センエン		2019年5、12月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

						2		耐震診断～耐震設計～耐震工事 タイシン シンダン タイシン セッケイ タイシン コウジ		150,000～200,000千円 センエン		時期未定、工期2～3年 ジキ ミテイ コウキ ネン

						3		218号機リプレース(FB用圧延機ライン改修) ゴウキ ヨウ アツエンキ カイシュウ		70,000～100,000千円 センエン		時期未定、2019～2020年度か ジキ ミテイ ネン ド

						4		P-7号機リプレース(水プラズマ) ゴウキ ミズ		70,000～100,000千円 センエン		2019年度末～2020年度に導入検討 ネン ド マツ ネン ド ドウニュウ ケントウ

						5		バンドソーリプレース：HFA300		9,000千円 センエン		2019年9月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

						6		P-1号機(ドライプラズマ)リプレース及び常盤改修工事 ゴウキ オヨ ジョウバン カイシュウ コウジ		70,000～100,000千円 センエン		-

						7		L-3号機(小池酸素製レーザ)リプレース ゴウキ コイケ サンソ セイ		70,000～100,000千円 センエン		-

						8		バンドソーリプレース：縦型(VM2500) タテガタ		9,000～11,000千円 センエン		2019～2020年度 ネン ド

						9		コストテーブル項目追加費用 コウモク ツイカ ヒヨウ		400千円 センエン		2019年2月支払 ネン ガツ シハライ		○

						10		ストラパック自動梱包器SQ-800購入 ジドウ コンポウ キ コウニュウ		580千円 センエン		2019年6月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

						11		鋼板情報管理システム コウハン ジョウホウ カンリ		15,500千円 センエン		2019年9月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

				三島 ミシマ		12		耐震補強工事 タイシン ホキョウ コウジ		170,000千円 センエン		2019年12月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

						13		無電極ランプ交換工事 ム デンキョク コウカン コウジ		-		2019年度中完了予定 ネン ド チュウ カンリョウ ヨテイ

						14		火災検知器用の交換取り替え工事 カサイ ケンチキ ヨウ コウカン ト カ コウジ		1,840千円 センエン		-

						15		アマダ無償モニター中のバンドソーHK400RA購入 ムショウ チュウ コウニュウ		6,800千円 センエン		2019年4月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

						16		丸棒用システムバンドソーリプレース マルボウ ヨウ		45,000～50,000千円 センエン		-

						17		設置後20年超バンドソーリプレース(5台) セッチ ゴ ネン チョウ ダイ		35,000～80,000千円 センエン		-

						18		屋外門型クレーンの錆落とし再塗装工事 オクガイ モンガタ サビ オ サイトソウ コウジ		2,000千円未満 センエン ミマン		2019年2月上旬に完了し今期中に支払予定 ネン ガツ ジョウジュン カンリョウ コンキチュウ シハライ ヨテイ

						19		第三倉庫荷札プリンター用LAN配線工事 ダイサン ソウコ ニフダ ヨウ ハイセン コウジ		541千円 センエン		2019年3月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

						20		第一倉庫B棟切断機用配電基盤更新工事 ダイイチ ソウコ トウ セツダンキヨウ ハイデン キバン コウシン コウジ		3,860千円 センエン		2019年9月支払予定 ネン ガツ シハライ ヨテイ		○

				東雲 シノノメ		21		電化製品全般買い替え(冷蔵庫2台、TV2台、エアコン、洗濯機) デンカ セイヒン ゼンパン カ カ レイゾウコ ダイ ダイ センタッキ		1,000～1,500千円 センエン		2019年度中 ネンドチュウ

						22		DC倉庫内と事務所前の舗装工事 ソウコナイ ジム ショ マエ ホソウ コウジ		20,000千円 センエン		-
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３-２．中期経営計画 ９つの重点施策 

①主要３品種のステンレス在庫販売強化 
当社の主要３品種（熱延鋼板・継目無鋼管・条鋼）であるステンレス在庫販売の強化を
継続し、強固な収益基盤を構築する。 
               

②不採算ビジネスの原因究明と改善 
複数のメッシュで多面的に不採算ビジネスの洗い出しと可視化を行い、立て直しに向けた
原因究明と収益改善を図る。 

③業務効率化による営業力アップ 
「余力創出のための営業間接業務の効率化」プロジェクトを推し進め、効率化によって生
まれた時間を営業活動に振り向けることで利益に貢献する。 

【実施施策】 
✔ UEX.net導入促進 
✔ RPA導入 
✔ 電子化・簡素化 
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④高付加価値商品の販売推進 
高い付加価値が期待できる加工品販売の強化を図るとともに、顧客のニーズに立脚した
ステンレスの用途開発の提案営業を行う。 

３-３．中期経営計画 ９つの重点施策 

⑤グループ連携強化によるシナジー効果の発揮 

新たに加わった2社を含めたグループ企業や信頼できるパートナーとの戦略的連携を強化
させる。また、グループ企業間において、物流拠点や配送体制などの最適化を図り、あらゆ
る視点で経営効率を追求する。 

⑥成長分野への取り組み強化 
新たな収益をもたらすビジネスを獲得するため、成長分野への取り組みを強化する。 
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３-４．中期経営計画 ９つの重点施策 

⑨コーポレートガバナンスの充実 
コーポレートガバナンス・コードへの対応も踏まえたガバナンス体制の強化を推進していくとと
もに、適切な情報開示、株主・投資家等との対話を行う。 

⑧人材戦略の推進 
情報システム部門及び営業部門の人員増強を図り、事業環境に合わせた人材の育成と
適正な人員配置を行う。 

⑦チタン販売の更なる強化 
安定収益の柱として成長しつつあるチタンを引き続き高付加価値を期待できる商材として
積極的な需要開拓を図る。 
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４．中期経営計画 設備投資計画 

2019年度～2021年度設備投資計画 

単位：百万円

うち
実施済み

2019年度 275 397 672 453

2020年度 411 19 429

2021年度 337 51 388

合計 1,024 466 1,489

物流関係 合計情報システム関係

数字はＵＥＸ単体 
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