
経済が低成長時代に入り、
今後大きな伸びが望めない中、
自力で成長し、
高収益を生み出す体質を
確固たるものとするために、
中期経営計画を
着実に推進していきます。

2016年度業績について
機能商品の伸長もあり業績は順調に推移。
構造改革の一巡により、高収益体質へのスタートラインに

　2017年3月期のMCHCグループの業績は、全般的に円
高の影響があったものの、機能商品分野においては、ディス
プレイ向けの高機能フィルム、電池材料の販売が堅調であっ
たことにより増益となり、素材分野においても、定修規模
の拡大があったものの、MMAの市況が順調に推移したこと
もあり、増益となりました。ヘルスケア分野においては、医薬
品事業の販売数量は伸長したものの、薬価改定の影響等、
前期に計上した一時金の収入減等により、減益となりました。
　上記に加えて、テレフタル酸（インド・中国）事業譲渡・
撤退などの不採算事業見直し、日本合成化学工業株式会
社、日本化成株式会社の完全子会社を実施するなどグルー
プ内のインテグレーションの促進、米国における産業ガス事
業の買収など構造改革・収益性強化などの施策を行った
結果、コア営業利益は過去最高の3,075億円（前年度比
2.4%増）を達成することができました。また、親会社の所有
者に帰属する当期利益についても、前期に計上したテレフタ
ル酸事業に関連した減損損失がなくなったこと、また同事業
の譲渡に関連した繰延税金資産の計上に伴う税金費用の
減少などもあり、1,563億円（前年度比204.3%増）となり、
自己資本利益率（ROE）は約15%となりました。
　2016年度はテレフタル酸（インド・中国）の事業撤退に
より、前中期経営計画から行ってきた不採算事業の構造改
革が一区切りとなり、今後は高成長・高収益をめざすこと
のできる企業体質に変革することができたと考えています。
また、MCHCでは、持続可能な成長のために従前よりサステ

中期経営計画

APTSIS 20の進捗

2016年度の報告と今後の予想

2015年度 2016年度 2017年度 （期初予想） 2020年度 （中計最終年）

売　上 3.5兆円 3.4兆円 3.65兆円 4.5兆円

コア営業利益 3,004億円 3,075億円 3,100億円 3,800億円

親会社の所有者に帰属する当期利益 514億円 1,563億円 1,370億円 1,800億円

ROE 5.2% 15.1% 12.0% 12.0%
（10%以上） 

ナビリティ向上（MOS：Management of Sustainability）
の観点から、企業活動を通じてのCO2の削減や省資源・省
エネルギー等を指標化して、その進捗を定量評価するという
取り組みを行っており、2016年度もその活動を深化させ
ています。例えば、MOS指標項目の選定については、
APTSIS 20との連携を高め、マテリアリティアセスメントを
反映させています。（詳細はP63参照）

2017年度の業績予想
増益を予想。構造改革により、市況変動を受けにくい体質に。
高機能フィルムを中心とした機能商品が堅調に推移。
収益性の高いMMAプラントがサウジアラビアで年央に稼働。

　2017年度の当社を取り巻く事業環境は、日本・世界経
済とも緩やかな回復傾向が続く一方、保護主義の台頭や地
政学的リスクが懸念されます。
　為替、原油価格はこういったリスクが実現されなければ
比較的安定的に推移すると考えており、今まで実施してきた
構造改革により市況変動の影響も従前に比して小さな影響
にとどめることができると考えています。こういった環境の
中で、機能商品分野は自動車関連、薄型パネルディスプレイ、
食品包装材、電池材料などの需要が堅調に推移し、前期
以上の利益を確保することができると考えています。ヘルス
ケア分野は、R&D費等の増加により若干の減益を予想してい
ますが、素材分野は、競争力の強いサウジアラビアのMMA

プラントが年央に立ち上がることによる収益貢献等もあり
増益を見込んでいます。その結果、コア営業利益は3,100

億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,370億円
を見込んでいます。

代表執行役社長

越智 仁

13 1413 14

社長メッセージ

KAITEKI REPORT 2017   Mitsubishi Chemical Holdings Corporation Corporate InformationValue Creation Strategy Management Financial InformationInnovation & ESGBusinessPerformance 



経営体制の進化とポートフォリオマネジメントの徹底

　2017年度からは社長の諮問機関であった経営会議を、執
行役による意思決定機関としての執行役会議に変更し、より
果断かつスピーディな執行につなげていきます。またMCHCと事
業会社の役割分担を明確化して、MCHCは中長期戦略の基
本戦略を策定し、各事業会社はこの基本戦略に基づく短中期
の事業戦略の具体化と実行を担うことになりました。また、
ROE、ROIC等の管理目標を分野別に設定するなど、事業ポー
トフォリオ改革の強化も図っていきます。

三菱ケミカル誕生 “自力で成長するための体制づくり”

　2017年4月に当社傘下の化学系3社、三菱化学、三菱樹脂、
三菱レイヨンが統合し、三菱ケミカル株式会社としてスタート

しました。世界経済が大きな成長が望めない中、私たちは自
力で成長戦略を推進させていく必要があります。欧米を中心に、
お客さまの製品に対するニーズがより高度になってきている中、
3社が統合したことにより、技術基盤、販売チャネル、人材資
源を融合することが可能となり、よりスピード感をもって、優れ
た素材・材料を用いたソリューションを市場に提供できると
確信しています。
　旧3社のSBU（ストラテジックビジネスユニット）は合計60

近くありましたが、それを半分以下に集約し、10の事業部門
に編成しました。その上で、今後成長が見込めるマーケットを
5つ設定し、マーケットが重なるSBUはなるべく同じ事業部門
にまとめ、一体となって戦える体制を整えました。（下図参照）
　マーケット単位の部門編成により、「お客さまの最終製品
がどういった方向性に進化し、それに伴って、素材・材料に
対するニーズがどう変わっていくか。」といった視点から業界

を俯瞰できるようになり、研究開発の戦略も立てやすくなり、
マーケットの技術進歩への対応力も高くなります。こういっ
た取り組みにより2020年度までの統合効果の目標500億
円をできるだけ早い段階で達成したいと考えています。
　特に機能商品は、技術力で勝負できる、例えば、加工度が
高く、優れた機能性を有する素材・材料を徹底的に強化して
いきます。炭素繊維・複合材料や機能性樹脂などの自動車
軽量化部材をはじめ、電子・ディスプレイ材料、高機能フィルム、
電池材料、水処理システム、人工関節を中心とする医療関連
部材などが戦略重点分野になります。すでに機能商品分野は
三菱ケミカル全体の営業利益の5割近くを稼ぎ出していますが、
今後はこの分野をもっと太い柱としていきたいと思います。

事業会社の戦略の加速

　田辺三菱製薬の米国事業基盤確立、生命科学インスティ
テュートの健康・医療ICTの事業構築と再生医療（Muse細胞）
の研究開発加速、大陽日酸は、米国、アジアの産業ガス事業
拡大と新規製品群の拡大をめざします。特に医療用医薬品
分野は、国内の事業環境の厳しさと市場の変化の速さを踏ま
えると、海外での展開はまさに喫緊の課題と捉えています。
　2017年5月には、田辺三菱製薬が米国で筋萎縮性側索
硬化症（ALS）治療剤「ラジカヴァ」の承認を取得しました。
これらの販売を基礎に、米国市場の自社展開を進めていき
ます。また、2017年7月にパーキンソン病の治療薬に関し、
優れた開発力を有するNeuroDerm Ltd.を完全子会社と
するための買収手続開始について同社と合意しました。

IoT・AI・ビッグデータ活用への挑戦

　2017年4月、IoT・AI・ビッグデータを活用し、自社の技
術と融合させながら新規事業創出などを担う「先端技術・事
業開発室」を新設しました。データサイエンスを切り口に自由
な発想で新たなビジネスモデルをつくることを目的としています。
工場のシステム制御など現在のビジネスの延長上だけではなく、
違ったマーケットも狙って、事業会社に提案していくことから、
従来の発想をもった社内の人材では、既存の発想を超えるこ

とはできないので、外部からスペシャリストを登用し、今後世
界が大きく変革する中で、新たな新規ビジネス創出に備えます。

健康経営の取り組み

　個人を活性化させることは、事業戦略と同じぐらい重要
だと考えています。すべての仕事を見直し、真に必要な仕事に
集中できる体制を構築することにより、メリハリのある仕事ぶり
で充実感、満足感を上げることにより、従業員の一人ひとり
の心身の健康度を上げていくことを目標としています。個人と
組織の健康度を高めることは、仕事の効率性と生産性、創造性
を高めることと表裏一体です。経営、各職場の長、従業員三位
一体となって、3年を目途に結果を出したいと思っています。
（詳細はP69参照）

保安・安全、コンプライアンス

　どのような企業経営を行おうとも、保安・安全とコンプライ
アンス徹底はグループの企業活動すべての基盤であることに変
わりはありません。いくら保安・安全とコンプライアンスのため
の設備やシステムがそろっていても、それを有効に活用できる
人材や時間がなくては効果がありません。経営も含め従業員
一人ひとりが、問題点を抽出し、対応策を立案し、実行できる
体制構築が必要です。本年度は原点に返って、すべての職場
で本来あるべき行動、あるべき業務が徹底できているか、総点
検を行う予定です。

株主還元の考え方

　株主還元につきましては、成長事業への投資、財務体質の
強化との適切なバランスを維持することにより、中期的な水準
として30%の配当性向を目安にしています。加えて、安定的
な配当も考慮に入れて実施いたします。なお、この方針は、昨
年度から指定国際会計基準（IFRS）導入後も変わりません。
前期の配当につきましては、1株につき通期で20円、とさせて
いただきました。次期配当につきましては1株につき中間配当
12円、期末配当12円、通期24円を予定しています。　

不採算事業の撤退および機能商品の伸長により業績は堅調に推移していますが、
日本経済、世界経済が今後大きな伸びが望めない中、自力で成長し、高収益を生み出す体質を確固たるものとするために、
当社グループは中期経営計画に従い、本年度も以下の施策を実行していきます。

中 期経営計画の今後の施策

“成長と弛まぬ変革”

成長ドライバー
市場アクセスの強化

（組織の横断･集約）による
協奏・インテグレーション促進

複合化・一体化・
ソリューション化

 海外展開強化

M&A・アライアンス

R&D・イノベーション

生産性向上・効率化による
競争力強化

フォーカスする市場/分野 主要事業部門

1 自動車・航空機（モビリティ） 軽量化部材
環境対応材料

高機能ポリマー
高機能化学
高機能成形材料

2 パッケージング・ラベル・フィルム 食品包装フィルム
工業用フィルム

高機能ポリマー
高機能フィルム

3 IT・エレクトロニクス・ディスプレイ
（含3Dプリンター・ロボティクス）

FPD用部材
半導体関連部材

情電・ディスプレイ
高機能成形材料

4 環境・エネルギー 電池材料
水処理システム・部材

環境・生活ソリューション
新エネルギー

5 メディカル・フード・バイオ
食品機能材料
製薬材料
医療部材

高機能ポリマー 高機能フィルム
高機能成形材料 高機能化学
環境・生活ソリューション

基礎素材 石化　炭素　MMA

新生三菱ケミカルは、5つの市場に重点的にマーケティングを施し、
10の事業部門が協奏しながら成長を加速します。経営資源（人、技術、情報等）を最大限に活用し、
経営効率を上げ、生産性向上の競争力強化で、2020年度までに統合効果で計500億円を創出します。
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する事業も含まれていることから、これまで3社およびグループ
会社に分散していた情報が集まり、技術面、事業の方向性、
投資判断等について濃密な議論ができ、スピーディに意思
決定ができます。また、事業部門は事業に特化した組織体なので、
権限委譲をしやすく、その点でもスピード感をもった経営ができる
体制にしています。一方で、これまで3社に分かれていた総務、
経理といった共通機能部門は一つに集約・合理化しました。
例えば人材マネジメントにおいては、42,000名の人材育成を
どうするか、一つの組織として考えることができる。そういう
意味で、経営執行会議も、これまでの3社よりもさらに高い
視座で、また中長期的な目線で議論することになります。

2. グループの経営戦略・ガバナンス体制等

堀井　一方で、MCHCも、経営会議から執行役会議に変更す
ることで、「果断かつスピーディな経営」への移行を狙っていると
のことですが、こちらはどのような変化があるのでしょうか?

越智　今まではMCHCが監督するようなイメージがあったので
すが、MCHCは中長期的な方向性をつくり、事業会社はそれに
基づく短中期的な戦略を立案するという役割を明確にし、2つが
うまくマッチングする体制を構築していきます。これは、それぞれ
の事業がある程度の規模になって、グループ全体の安定的な基盤
ができ、これから成長していこうというフェーズで、MCHCがきっち

りと方向性を打ち出し、事業会社が思い切ったことをスピード感
をもって実行する体制が必要だと考えたのです。

堀井　なるほど。ここで財務的な統合効果についても伺いたい
のですが、三菱ケミカル統合効果目標とし500億円を掲げて
いますが、統合というと一般的にはスリム化、つまりコストカット
を連想します。しかし今のお話を伺っていると、トップラインの
伸長や、開発案件の早期事業化によって達成したいという意思
を感じるのですが、いかがでしょうか。

越智　基本的にはそうです。新たに組織した事業部門は、既存
ビジネスのオーガニックグロースに加え、協奏により新たな技術
マーケットを開拓していくことが大きなミッションです。その部
分の成長を期待しているので、500億円のうち350億円が成長、
150億円が合理化です。

堀井　ポートフォリオ管理の指標を明確化されましたが、事業
には、市場や技術を含めたビジネスステージ（雌伏期、開花期、
飛躍期、成熟期、衰退期）があると思います。こういったステー
ジを、ビジネスユニットごとのポートフォリオ管理に反映はされて
いるのでしょうか?

越智　今回、MCHCグループ全体で約60SBUを約30SBU

に集約し、さらに13の事業ユニットにまとめています。過去に
は事業を細切れにし、事業ごとに業績評価することで、目標を
達成するためにどうしてもスリム化に走り、成長をしていかない
という悪循環に陥った。そこで事業ユニットにまとめることで、
新たな技術、新たなマーケットの目線で、どうやって成長を
生み出すかを考えられるようにしました。そこで5年先、10年
先の将来性を見据えたうえで、ビジネスステージごとのマッ
ピングを検討していくことになります。

叡智を結集し、新たなる成長のステージへ

異なる技術・専門性をもった
人材が集まる組織へ 
― 3社統合の狙い

三井住友信託銀行株式会社
スチュワードシップ推進部長
チーフスチュワードシップ・オフィサー

堀井 浩之氏

1. 化学系3社統合（三菱ケミカル発足）について

堀井　前中期経営計画の主要課題の一つであった不採算事
業の構造改革が、テレフタル酸の事業撤退をもって一区切りし
ました。三菱ケミカルホールディングス（MCHC）設立以来、不
採算な事業の撤退だけでなく、医薬や産業ガス等収益の安定
した事業を取り込みながらの構造改革は、投資家として評価す
るところです。また、2017年4月には化学系3社を統合して三菱
ケミカルを発足させ、いよいよ高成長・高収益をめざす体制が
整ったところだと思いますが、一般的に経営統合は、カルチャー
や風土の差がマイナス効果に働く可能性もある一方で、異文化
の融合がダイバーシティ（多様性）を生むという意味でプラスの
効果もあると考えています。経営層としては、現場で起こるその
両面の作用をどのようにコントロールしていこうとされていますか?

越智　まず大前提として、社会の変化が非常に速いということ
があります。気候変動、エネルギー問題、高齢化による医療ニー
ズの増大や財政問題。これらの課題解決のニーズを追いかけ
て科学技術が急速に進歩している中で、今までの成長路線の

延長では乗り遅れるのです。だから新たなものの見方や意欲が
必要になる。3社統合の狙いはまさにそこです。一つ一つの
独立体でやっていると、自分が担当する製品や専門分野しか見
ないけど、異なる技術・専門性をもった人材が集まると、製品
群に対していろいろな角度からものを見て、次世代を考えていく
わけです。均質な組織から多様な人材で構成される組織にする
ということを、3社統合では狙っていました。

堀井　「叡智を結集する」という言葉がありますが、会社の壁を
取り払うことによって、従業員のチャレンジ精神やモチベーション
を喚起するプラスの効果を狙ったわけですね。ところで3社で
56のSBUを26に集約し、10の事業部門に再編されましたが、
今後これら事業部門への権限委譲や、事業部門の中での
意思決定プロセスを含むマネジメント体制をどうするのか、また
共通して必要となる機能の集約などについて、核となる考え方
を教えていただけますか。

越智　新たな事業部門は、対象とするマーケットや事業内容
が共通している組織であることに加えて、グループ会社の関連

株式会社三菱ケミカルホールディングス
代表執行役社長

越智 仁
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3. 成長戦略と投資について

堀井　将来のコストをカットすれば短期的にはROEは上がる
わけですが、私たち中長期の投資家が望んでいることではありま
せん。株主還元についても同じで、やっぱり成長に向けた投資
をしてほしいという思いをもっています。

越智　たしかに我々の従来のやり方からさらなる資本の効率化
をめざしてROICに切り替えてきています。例えば、今回三菱ケ
ミカルで導入する生産性向上のための施策UP!20（P.25参照）
は、ROICの逆ツリーを明確にし、目標を設定し、SBUごとに最
適値を求めていくものです。これによって、より前向きな、将来の
発展に向けた資金の使い方を考える体制になると考えています。

堀井　企業価値向上には投資が不可欠であり、中期的には設
備投資、長期的にはR&D投資、さらに超長期では人材開発投
資だと考えています。このうち、長期投資であるR&D投資につ
いて伺いたいのですが、効率的にR&Dの成果を出すための施策
というのはどのようなものでしょうか?

越智　まずR&Dテーマは、経営がしっかり決めるべきで、今も
経営と事業部門長との間で議論しています。運営方法は、今年
からステージゲート会議とMOT指標（Management of 

Technology：KAITEKI経営の3軸の一つで、イノベーション創
出を追求する経営基軸）による管理を運用していこうとしています。
ステージゲート会議では、テーマ別にR&Dのステップと進捗管
理を行いますが、重要なのは管理ではなくて、成果です。グルー
プとしての成果は、進行中の新規テーマの件数、市場への展開率、
そのスピード、経費などの指標をMOT指標として見ていこうとし
ています。

堀井　実はこれまで長年御社の事業を拝見してきて、業界の中
でも技術力は突出していますが、それを事業に結びつける仕組
みに課題があるのかなと感じていましたが、三菱ケミカルという「叡
智を結集した」組織になって、それをやりやすくなったと考えてよ
いのでしょうか?

越智　もともと、シーズから探すことに問題がありました。それを
マーケット主体、ソリューション主体に変えていこうとしています。

例えば、自動車向けのビジネスを行っている部隊の情報を
集約したことで、自動車マーケットの情報量が圧倒的に増え、
2025年にクルマはどうなっているだろう、という将来に向けた
議論が生まれています。中期経営計画というのはせいぜい5年
単位ですが、今はそれでは不十分で、５つのフォーカス市場を
長期的に予測することで、R&Dの新規テーマは出てくるように
なります。

堀井　次に目線をもっと長期にして、人材開発投資について伺
います。将来のマネジメント人材の育成について、今どのように
考えていらっしゃいますか?

越智　経営のスペシャリストがフォーカスされがちですが、
R&D、製造技術、設備管理などのスペシャリストも製造業では
重要です。右肩上がりで、多くの人材が入社してきていろんな
経験をして育っていくという時代ではゼネラリストという考え方
もありましたが、このようなスペシャリストは意識して育てる
仕組みが必要だし、外部人材も含めてその人たちがモチベー
ションをもって取り組めるようにするには、今の人事制度のあ
り方を変えることも考えなければいけません。専門性だけでは
なく、国籍や性別という観点でも同様です。

堀井　海外展開についてもお伺いしたいのですが、昨今、日本
企業による海外企業買収案件で問題が発生している事例が散
見され、投資家としては、海外子会社のマネジメントがどうなっ
ているのか非常に気になるところです。過去の経験から得た
ものも含めて今のお考えを聞かせていただけますか。

越智　20年程前の苦い経験として、当時のリージョナル・ヘッド
クオーター（RHQ）に中途半端に事業の責任をもたせたために、
事業の状況がよく見えなくなったことがありました。それからは、
事業はRHQを介さないで直接事業部が監督するようにした
のですが、細かいところまで手が届かないというデメリットもあ
ります。 そこで今回のRHQでは主要メンバーが海外グループ
会社の社外取締役としてモニタリングするという体制も現在
検討中です。今後RHQは、マーケティング、人材マネジメント
や環境安全などの共通機能を、事業部門は事業に集中すると
いう体制を整えていきます。ただしお互いの情報共有が必要
なので、これまで経営執行会議には、事業部門長、共通機能
部門長だけが出席していましたが、RHQの代表も出席する
ようにしました。この体制で、経営に上がってくる情報がより
充実し、スピードも速くなることを期待しています。

4. IoT、AI、健康経営について

堀井　現中期経営計画で、IoTやAIの活用を掲げておられます
が、具体的にはどのような施策を考えておられますか?

シーズではなくマーケット主体の開発に
切り替えることで、将来に向けた議論を生む

越智　今回、先端技術・事業開発室を設置し、CIO（Chief 

Innovation Officer）、CDO（Chief Digital Officer）、CMO

（Chief Marketing Officer）を任命しました。インターネット、
データテクノロジーは急速に進歩しており、今までの理論から
突き詰めていく考え方を、データに基づいた考え方・発想に
切り替えて、製品や事業を考えていく必要性があるためです。
一つ例を挙げると、プラントの自動化です。25年くらい前には、
プラント制御はシンプル制御から多変数制御、コンプレックス
制御へと劇的に変わった。だけど複雑すぎて理論的にはそこ
から進まないままになってしまい、その間にインターネット、
データテクノロジーは急速に進歩しました。これまでの理論を
突き詰めていく考え方では前に進まなくなり、結果から得られ
るデータの解析により帰納法的に技術を進歩させていくとい
う方向になっていくと考えています。IoTやAIによって合理化、
省エネは今よりもずっと進むでしょうし、化学合成の反応とか
触媒の有効性も、今後5年から10年でレベルが変わってくると
思います。

堀井　健康経営については「3年後を目途に結果を出す」という
目標を掲げておられますが、結果を導くにあたってベンチマーク、
指標としてどのようなものを考えているのでしょうか?

越智　健康経営の指標を作成する際には、結果として現れる
健康データだけではなくて、仕事のパフォーマンスとか、仕事へ
の満足度も総合的に見なければいけないと思っています。日本
企業の生産性が低いことが問題になっていますが、単に仕事の
スピードを上げるというより、クリエイティブな仕事を生み出せる
かということの方が重要だと思います。一人ひとりのクリエイ
ティビティが上がれば、組織は強くなります。

堀井　KAITEKI経営自体がそういう社風、文化をめざされて
いますよね。私は御社のKAITEKI経営の概念はESG（環境・
社会・ガバナンス）の考え方にかなり近いと思っています。
持続的社会に貢献していくには、自社にとってもよい部分がな
ければ長続きしません。企業発展と社会貢献が両立する
Win-Winの関係をめざすべきであり、それは御社のKAITEKI

経営で実現可能だと思っています。

越智　「人と社会と地球の心地よい状態」をめざすのがKAITEKI

経営であり、持続的な成長を達成するうえで、重要な概念だと
考えています。
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“リターンコントロール”強化へ
代表執行役副社長 最高財務責任者

Chief Financial Officer

小酒井 健吉

我々は、中長期にわたり、持続的（Sustainable）に企業価
値を拡大させて、株主をはじめステークホルダーの皆さまの負
託にこたえていきたいと考えています。
前中期経営計画APTSIS 15（2011–2015年度）では、

M&A等による規模拡大と収益変動の大きい事業の構造改革
とで、持続的成長への基盤整備は実現しました。2016–2020

年度までのAPTSIS 20では、機能商品・ヘルスケア分野を中
心に成長と収益性にこだわり、企業価値をさらに高めるステージ
に移っています。主要な目標は、「ROE10%以上、コア営業利益
3,800億円、当期利益1,800億円」です。今中計終了年である
2020年度以降においても、安定的で強固な財務基盤体質を
基礎に企業価値の拡大をめざします。

APTSIS 20では、MCHCの役割を明確にしました。すなわ
ちMCHCは事業戦略、中長期計画の策定・管理およびこれ
らに基づく資源配分を決定していきます。ポートフォリオ管理
においては、成長性・売上収益コア営業利益率（ROS）に加え、
各事業分野にROIC指標を入れることで、ポートフォリオ強化とと

Q1 中期経営計画APTSIS 20の財務戦略の狙いと柱を教えてください

Q2 APTSIS 20の進捗状況についてお聞かせください

もに適切な資源配分を通じて収益性（MOE※1）の向上を図り
ます。
我々は、成長・収益性の高い機能商品、ヘルスケア分野に
投資し成長させることに加え、3社統合による事業シナジー発
現、働き方改革を通じた業務効率化により、収益性を上げて
APTSIS 20の目標を達成していきます。事業で得られたキャッ
シュは、将来への持続的成長の投資、財務基盤改善、適切か
つ安定的な株主還元にバランスよく使っていきたいと考えてお
ります。APTSIS 20における投資戦略については、設備投資
（維持更新投資5,000億円含む）やM&Aの成長投資で約1

兆7,000億円を使用する計画です。
財務体質への具体的な財務目標は、以下の通りです。

A

A

安定的で強固な財務基盤の確立へ

KPIが着実に改善へ

“リスクコントロール”に加え、

連結業績の推移
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3,075
3,100

2,687 2,686
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2016年度実績

　2016年度よりIFRSを適用するにあたって導入しました「コ
ア営業利益※2」は、3,075億円と過去最高益を更新し、ROS

は9.1%となりました。親会社の所有者に帰属する当期利益
は1,563億円（対前年+1,049億円の改善）と大幅に拡大しま
した。重要業績評価指標（KPI）実績としては、ROE15.1%

（対前年+9.9%の改善）、ネットD/Eレシオ1.06倍（対前年△0.11

の改善）、親会社所有者帰属持分比率（=日本基準の自己資本
比率）24.5%（対前年+1.5%の改善）となり、いずれも前年比
で改善しました。
なお、2016年度のROEは15.1%と大幅に改善しましたが、
一時的な税金費用の減少等の特殊要因もあり、安定的な収
益力の拡大に向けた施策は引き続き積極的に取り組んでまい
ります。
また、キャッシュフローにおいては2,065億円の投資を行う
一方で、フリーキャッシュフローは実質ベースで1,037億円を
確保し、財務体質の改善にもつなげていきます。

2017年度の見通し

期初に発表しました2017年度の見込みは、コア営業利益
3,100億円（対前年+25億円増益）、親会社の所有者に帰属
する当期利益1,370億円（対前年△193億円）です。
機能商品セグメントにおきましては、能力を増強する光学用

PVOHフィルム、PETフィルム、炭素繊維、アルミナ繊維等の増
収が見込まれる一方、一部製品の原料価格上昇に伴う売買差
の縮小や共通管理費負担増が想定されるものの、ケミカルズ
セグメントにおいては、MMA事業の中東新プラントの年央か
らの稼働が寄与することや、前期に発生した国内石化プラント
のトラブル解消等により、堅調に推移することが見込まれます。

2017年度のKPI想定は、ROS 8.5%（前年比△0.6%）と
中計目標の8%を引き続き超える水準を維持し、ROEは12%、
ネットD/Eレシオは1.0倍となる見込みです。

連結財務指標の推移
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※1 KAITEKI経営の3軸の一つでManagement of Economicsの略語。資本の効率化を重視する経営で業績に代表される経済価値向上の基軸。
※2 経常的な営業損益を把握するために、構造改革に関わる費用、災害による損失等の非経常的な要因による損益を除いた損益を「コア営業利益」とし、対外説明・経営管理における指標として使用する。
※3,4 2016/3のIFRSおよび2017/3は、非継続事業に係る数値を控除しております。

1.15

■売上高/売上収益　ー営業利益/コア営業利益

ー IFRS営業利益　ー親会社所有者帰属利益

自己資本比率
（2020年度末）

30%
（2016年度末24.5%）

ネットD/Eレシオ
（2020年度末）

0.8倍
（2016年度末1.06倍）
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撤退　 再 構 築 事 業

基 盤 事 業

■情電・ディスプレイ

■石化 ■MMA

■炭素 ■産業ガス

■ライフサイエンス
　（創薬ソリューション）

ポートフォリオ管理の強化

前述した通り、MCHCと事業会社の関係を「事業の管理」と
「事業の執行」の役割を明確にし、経営スピードを上げるために、
事業会社に大幅に権限を委譲しました。
管理するSBUを約60から約30へ削減。それぞれのSBU

を4象限（次世代事業、成長事業、基盤事業、再構築事業）に
再配置しました。それぞれの事業分野に見合った管理指標（売
上高成長率、ROS、ROIC）を導入し、きめ細かな事業管理が
可能となり、より適切な資源配分を実施していきます。

ROIC管理につきましては、分野別に目標値を設定し、利益
率改善のKPIとして管理していきます。さらに、成長事業には
売上を、基盤事業にはフリーキャッシュフローをKPIに入れます。
従来は赤字事業を問題視する傾向にありましたが、今後は
ROICが加重平均資本コスト（WACC）を下回るような低収
益事業は明確に見直しの対象になります。
また、中計アクションプランや投資計画の進捗、管理指標の
数値点検・評価を年2回実施します。目標に対して未達で
あれば、構造改革の検討要否等の実質的な議論を経てポート
フォリオ・資源配分の見直しを実施します。
　こういったマネジメント体制やポートフォリオ強化により、
従来のリスクコントロール体制に加え、リターンコントロール
の強化に努めています。

APTSIS 20では、資金効率化として、運転資金の圧縮、政
策保有株式の削減などの資産売却等で3,000億－5,000億
円の資金の捻出を計画しています。資金効率化で得られた資
金は、成長投資、財務基盤改善、株主還元にバランスよく使っ
ていきたいと考えています。
資金効率の具体的な取り組みの一つとしては、キャッシュ・

マネジメントシステム（CMS）のグローバル展開があります。こ
れまでの日本国内に加え、米国・欧州・アジアへ展開し、資金

マネジメント体制の強化

2017年4月の化学系3社統合・三菱ケミカル発足を機と
して、MCHCの取締役会および執行役会議の経営体制を変
更し、MCHCと各事業会社の役割を明確化しました。また、
MCHCに4つのセグメントごとに4つの戦略室（機能商品戦略
室、素材戦略室、産業ガス戦略室、ヘルスケア戦略室）および
IoT・AI、次世代事業開発、先端技術など事業化する先端技
術・事業開発室を設置しました。これにより、MCHCは、各
事業領域における中期戦略の立案や、APTSIS 20モニタリン
グの一層の充実、適切な資源配分等を通じてポートフォリオ
経営を強化します。一方、各事業会社は、基本戦略に従い事
業の執行に専念する経営体制に強化しました。
機能商品セグメントは、シナジーを含み成長と高収益を追

求し、ケミカルズセグメントは、安定と高機能化による利益向
上をめざします。産業ガスセグメントは、安定した成長に加え
て機能分野への展開を図り、ヘルスケアセグメントは米国展開
等を含めた成長を加速します。

Q3 「ポートフォリオ強化」について、具体的に教えてください Q4 資金効率化への取り組みについて具体的に教えてください

A A「リスクコントロール」に加え「リターンコントロール」強化へ 資金活用の高度化へ

活用の高度化を図っていきます。また、それぞれの地域でキャッ
シュをプールして一元化し、キャッシュを通じた子会社のガバ
ナンスを利かすのも主目的の一つです。欧州は2016年度より、
米国は2017年度より導入し、管理通貨が複数にまたがるアジ
アにおいては、2020年度を目途に一元管理する予定です。
最終的にはこれらの4つの地域をさらにグローバルで一元
管理するように取り組むことでさらなる効率化をめざしてまい
ります。

次 世 代 事 業

◆ヘルスケアソリューション
　（ライフサイエンス：次世代ヘルスケア）

◆バイオソリューション

◆ガスソリューション

◆新エネルギー・高機能材料

◆ビッグデータ・
　ICT利用ソリューション

各事業・関係会社を分野別の基準指標でポジショニング
定期的なモニタリングを実施し、資源配分とポートフォリオ最適化を加速

中計達成に向けた経営の道筋：ポートフォリオマネジメント

■機能商品分野　■素材分野　■ヘルスケア分野　◆次世代事業テーマ ※2016-2020年平均 INF予測

指 標

成 長 性 指 標
（売上高成長率）

≧ 4%/year
（世界経済成長率予測3.5%※）

収 益 性 指 標
（ROS）

機能商品
素　　材
ヘルスケア

≧8%

≧5%

≧14%

資 本 効 率 性 指 標
（ROIC）

機能商品
素　　材
ヘルスケア

≧8%

≧5%

≧5%

成 長 事 業

■高機能ポリマー

■高機能化学

■高機能フィルム

■環境・生活ソリューション

■高機能成形材料

■新エネルギー

■医療用医薬品

■ライフサイエンス（健康・医療ICT）

飛躍（M&A）
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CFOメッセージ
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　私たちは2017年4月1日に三菱化学、三菱樹脂、三菱レイヨン
を統合し、新たに三菱ケミカルとして発足しました。MCHCグ
ループの中核事業会社として、環境・社会の課題にソリュー
ションを提供し、人・社会そして地球の持続的可能な発展に
貢献する「KAITEKIの実現」をめざしています。
　この三菱ケミカルには、多種多能な人材と技術のプラット
フォームがあり、加えてグローバルに事業を展開しており、それ
らをフル活用し、持続的に成長することでホールディングスの
中期経営計画APTSIS 20を着実に達成していきたいと考え
ています。APTSIS 20では、既存事業での成長やコスト削減
のほかに、2020年度までに350億円の事業シナジーと150億
円の効率化で合計500億円のコア営業利益の上乗せを目標
としています。
　これらの成長を達成するために、三菱ケミカルでは、高効率
経営の実現を基本方針の一つとしており、全社生産性改善活
動“UP!20”という全員参加型の活動をスタートしました。旧三
菱樹脂のROIC改善活動であったMoRoic活動など従来各社
で行われていた活動の仕組みを継承しつつ、健康経営による
働き方改革との相乗効果により、業務を効率化させ、20%の
生産性を向上し、創造性を高めることを通して、競争力の源泉
でありMOE軸の重要な要素であるコア営業利益絶対値の達
成およびROIC（投下資本利益率）の向上を図る活動です。
　この活動は、従業員一人ひとりの設定目標がどのように
ROIC向上につながっているのかをROICツリーに落とし込ん
で理解し、個人目標と経営目標の紐づけを行い、コア営業利
益およびROIC向上への理解を深めることで、各個人が自ら
高いモチベーションを保ち積極的に“UP!20”活動に取り組む
ように工夫しています。各事業部門は、APTSIS 20で掲げた
コア営業利益、ROICの値を達成するために、ROICを構成す
る各種要素（変動利益率、製造固定費率、販管費率、運転資
金回転率、固定資産回転率等）を定期的にモニタリングし、対
応していくことで目標達成を確かなものとします。一方、本社、
各事業所・支社の共通部門、研究所は、生産性向上・業務
効率化を目標とします。
　2020年度までにこの“UP!20”活動を通じて「20%の生産
性向上・資産の効率化」をめざしてゆくことにより、最適な資
産運営による高収益な事業体を構築していきたいと考えてい
ます。

新 生 三 菱 ケミカ ル

ROIC経営の
事業現場への浸透

三菱ケミカル株式会社 常務執行役員

岡田 幹士

コア営業利益およびROICの目標達成に向けた
全員参加型の“UP!20”活動

現 場 の 活 動 紹 介

　菱琵テクノは、三菱ケミカルの高機能成形材料部門にお
ける建築材料・住宅資材を開発・製造するグループ会社
です。多様化する住宅・マンションに欠かせないエクス
テリア用ポリカーボネート板「ヒシカーボ」、および軒先シ
ステム（雨どい、破風、鼻隠し）、デッキボードなどを製造し
ており、幅広く顧客の皆さまには、信頼され喜ばれる製品
との評価をいただいています。

　2016年度に取り組んだROIC向上事例は、デッキ
ボードいわゆる押出製品に社名、品名、ロットナンバーを
横型印刷機によりインク転写印字しているマーキング
作業の改善事例です。不良要因別では成形不良トラブ
ルに続いて第2位という不名誉な記録をもつマーキング
作業。マーキング不良をゼロにすれば、年間10t規模の
不良品削減となり歩留りも96%に改善します。マーキン
グ不良とは、①印字の鮮明度が不足して読みづらかった
り②インクが付着して製品の汚れが発生。そのたびに
運転中に生産調整が必要となり生産ロス発生の原因と
なっています。
　過去より何度も改善テーマとして上がるものの真因が
見つけられなかった事例でした。今回は、製造部、管理
部が一丸となり原因を徹底的に解明しました。その結果、

インクを供給するローラー設備の適切なチューニング、
インクの供給方法、インク品質や転写ロール材質の変更
を通して、設備面での改善を実現。さらに版胴更新が
物理的、費用面含めて難しくなっていることより、新素材を
新規に採用することで、印字の鮮明度良好、インクカス溜
まりを無くしマーキング不良ゼロ、1週間無調整運転の達
成を実現するとともに、設備投資の抑制にも貢献しました。 
　三菱ケミカルでは、2017年4月よりROIC活動でありま
す‶UP!20”活動を開始しました。全社活動、全員参加
型の活動を拡大するために、経営企画部、労制部、技術部
を中心にキャラバン隊を編成し、16事業所・7研究所・4支社
に直接訪問、ROIC活動の必要性、重要性を説いて、
“UP!20”活動を推進しています。今中計での「成長と
高収益性」を実現するうえで大事な活動であり、現在全社
一丸となり取り組んでいます。

デッキボード

軒先システム

「ヒシカーボ」

ROICツリー

菱琵テクノ株式会社のROIC活動事例 2016年度

ROS

ROIC

変動利益率

● マーキング不良品削減で
ロス改善

● 生産性改善による
   労務費削減 93%

変動費削減

製造固定費率

販売費率

R&D率

投下資本
回転率

93%

設備投資の抑制

● 設備投資の厳選に
よる削減率

固定資産回転率

運転資金回転率
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特集 新生三菱ケミカル
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　2017年4月にMCHCグループはイノベーション創造力の強化に
向けて、大きく2点の変更を実施しました。第一には、三菱化学、三
菱樹脂、三菱レイヨンの統合により、3社のR&Dのリソースと開発
力が結集したことです。この統合による知見の共有や効率化により、
隣接するマーケットの開発、コスト削減、将来のビジネス戦略策定
の強化が図れると考えています。
　MCHCグループ内の第二の変化は、世界各国で起きている企
業イノベーションの急速な進化を反映しています。この新しい環境
下では、私たちは新たな技術開発だけでなく、破壊的イノベーショ
ンも考慮することが求められています。破壊的イノベーションは、業
界の勝ち組と負け組を再定義する可能性があります。しかもこのイ
ノベーションは、従来の考え方の枠を超えて現れるため、長年にわ
たり安定した利益を出してきた企業にとって執拗な脅威となります。
破壊的イノベーションは得てして初期段階では否定されます。なぜ
なら、かつては成功を導いた既存の考え方ややり方と相反するから
です。しかし、この偏見こそが、成長のための発見や、破壊的脅威と
の対峙を阻害しているのです。
　MCHCグループがCIO（Chief Innovation Officer）という新ポジ
ションをつくった理由はここにあります。私は光栄にも2017年4月に
当社に入社し、この任に就くこととなりました。先端技術・事業開発
室は、営業面・技術面ともにグローバルで活躍するリーダー企業と
の連携を深めつつ、MCHCグループのイノベーション創造力を大幅
に発展させることをめざしています。従来との大きな違いは、私を含
め上級職が、MCHCグループや伝統的な化学業界以外、さらには
日本国外からも任命された点です。当社は、これらの変化を通じて
世界的な視野を広げ、グローバルな革新的企業となるべく取り組
みを続けていきます。
　具体的には、インフォメーション・テクノロジーから生まれる破壊
的イノベーションの割合が増えていることに鑑み、当社のデジタル・
トランスフォーメーションをリードするCDO（Chief  Dig i ta l 

Officer） を新設しました。現在、データサイエンティストを増員し

　MCHCグループを象徴するKAITEKIのコンセプトは、未来の人・
社会・地球に必要な貢献をしていきたい、そんな思いから2007年に
生まれました。未来の社会に向けて解決すべき課題を特定し、そのソ
リューションを提供し続けていくことがMCHCグループのつくり出す
企業価値＝KAITEKI価値であると定義し、この10年の企業活動を
行ってきました。社内ではサステナビリティを追求する経営（MOS）に
対する理解と共感が進み、MOSを推進するための基盤が確立された
ことで、KAITEKI価値の最大化をめざして企業活動を行うことが可
能となりました。併せて、ステークホルダーの皆さまからも我々の取り
組みについてのご理解、ご評価をいただけるようになってきたと感じ
ています。
　近年、さまざまな環境・社会課題の認知が進み、国連の持続可能
な開発目標（SDGs）をはじめとして、地球全体で団結して環境・社
会課題を解決していくという考え方が広がり、それに伴い企業への
期待が高まってきています。
　MCHCグループでは、責任ある企業として環境・社会課題
解決に向けた取り組みを確実に推進するために、現中期経営計画
APTSIS 20のマテリアリティ（重要課題）を特定し、マテリアリティ
を反映したMOS指標を新たに設定しました。また、中期経営計画
の初年度となる2016年度は、MOSのさらなる高度化をめざし、
KAITEKIに関するグループ最上位の会議体であるKAITEKI推進会
議の定義・運用を見直し、非財務視点による企業価値向上を最大
化する体制を構築しました。

■非財務視点による企業価値向上を統括する会議体として定義
■MCHC社長の諮問機関としてKAITEKIに関わる事項の審議、答申を行う
■重要議案は執行役会議への付議、さらには取締役会へ付議・報告を行う

KAITEKI推進会議の見直し

　MCHCグループの半数以上の従業員が働いている日本では、グ
ローバル化、IT/AI化、少子高齢化という避けがたい潮流の中で、一

ていますが、これは現在の事業活動を強化するためだけでなく、当
グループの事業活動や取引からの膨大なデータの宝庫を活用する
新たな方法を考え出すためでもあります。ベンチャー分野については、
当社は戦略的投資やパートナーシップのためのリソースを確保し、
先端技術・事業開発室は破壊的イノベーションが起こり得る分野
でリスクを恐れないスタートアップ企業のように活動します。
　この変化の激しい時代に、大企業は「同じことを続けている」だ
けでは、持続的成長の確保どころか、生存すら保証されません。
私たちは世界のイノベーションの中心地と積極的につながり、新規
事業の開発アプローチを充実させ、MCHCグループ内でグローバ
ルイノベーションの新たな文化を築く役割を担いたいと思っています。

KAITEKIの10年の積み重ねの上に、
MOSの進化と
一人ひとりの挑戦を協奏させて、
さらなる成長とKAITEKI価値の
最大化を図ります。

執行役専務
Chief Sustainability Officer

吉村 修七

新たな視点を取り込み、
リスクを恐れず、
グローバルな連携を深めて、
イノベーションの力を強化します。

執行役常務
Chief Innovation Officer

ラリー・マイクスナー

取締役会CIO
Chief Innovation Officer

執行役社長
先端技術・事業開発室

執行役会議

付議・報告

答申諮問
審議・決議

重点事項の審議の付議※1

KAITEKI推進会議

各部門（各室）/事業会社

非財務視点による
企業価値の向上

ESG※2

イノベーション※3

健康経営

※1 必要に応じて　※2 G（ガバナンス）は指名委員会等、各委員会が中心　※3 技術の方向付けなど

MCHC

MCHCグループのKAITEKI推進体制MCHCグループのイノベーション創造力の強化

財務視点による
企業価値の向上
ボトムライン
資本効率

ポートフォリオマネジメント

人ひとりの働き方が見つめ直されています。将来に対する不透明さ
が増す中、社会に向き合いながら、従業員一人ひとりが業務を通じて
行う挑戦を拡大し、互いに連携させることがMOSの推進やKAITEKI

価値の源泉となります。多様性を尊重し、一人ひとりの健康と働き方
を支援していくことがMCHCグループの成長ドライバーになり、社会
価値の創出につながると考えています。これまでも、MOSの一環とし
てワークライフ・バランスの向上、ダイバーシティの推進などの働き
方に関する取り組みを行ってきましたが、2017年度からは、働き方
改革をさらに強く推し進めていくべく「KAITEKI健康経営」が本格始
動しました。これからもグループ一丸となってKAITEKI価値を生み出
すために挑戦を続けるMCHCグループに変わらぬご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

CMO
Chief Marketing Officer

CTO
Chief Technology Officer

CDO
Chief Digital Officer

多様な視点 
（伝統的な化学業界、
日本国内の視点を超えて）

イノベーションに対する
積極的でリスクを恐れない

アプローチ

グローバルで展開する
戦略的投資とパートナーシップ

「デジタル・ネイティブ」企業への
転換

グローバルベースの
市場の特定・創出

破壊的イノベーション
への対応

（テクノロジーおよび
ビジネスモデル）

AI、IoTによる
第4次産業革命を推進
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