
MCHCグループでは、環境・社会課題や市場のニーズを捉えコア技術を活用することによって、

新たなバリューチェーンや今までにない生活スタイルの創出など、総合的なソリューションを提供・実現します。

そして、部品や材料の研究・技術開発にとどまらず、製造プロセスや流通チャネルの革新、新たな用途の提案までを見据え、

顧客だけではなく、バリューチェーンすべてのビジネスパートナーや、

MCHCグループの活動地域にも価値のある「ことづくり」を実現します。

MOT指標 達成率

R&D指標 ステージアップ達成率
（開発ステージ→上市化ステージ） 105%

知的財産指標 海外出願比率
（全出願件数に占める海外出願の割合） 91%

マーケット指標 新商品化率
（売上収益に占める新商品・新サービスの割合）117%

MOT指標の代表例と実績　イノベーションの基盤となるコア技術の強化・イノベーション
創出に向けて、社内R&D、外部を活用したR&D、ベンチャー
投資、OSB※（Open Shared Business）、およびM&Aなど
さまざまなアプローチを実施します。　
　また、事業会社間の情報共有の促進および情報漏えい
リスクを軽減させた体制を構築することでコア技術間のシ
ナジーを加速させ、その進捗をMOT指標を用いて可視化した
研究開発マネジメントを行っています。
　MOT指標は、研究開発の効率性（R&D指標）、技術の優位
性（知的財産指標）、および社会ニーズとの整合性（マーケット
指標）の3つの視点によって選ばれた12の指標で構成されて
います。2013年度からトライアルを行い、APTSIS 20の策定
に合わせて指標を見直し、2016年度から新指標での運用を
開始しました。（右表：2016年度目標に対する代表的指標の2016年

度達成率）

　MCHCグループは、素材からコンシューマー製品まで数万を
超える種類の製品・サービスの競争力の源となる多くの独自
技術やノウハウ、すなわちコア技術を有しています。そして、それ
らを土台として、刻一刻と変化する市場のニーズや社会課題の
解決に対応できるよう、さらなるコア技術の強化と新たなコア技
術の創出に取り組みます。

環境・社会課題

コア技術収益力

社会への影響力
社会資本の充実
社会責任履行

ソリューション
ビジネス・製品/サービス

事業機会/企業ブランド
評価・レピュテーション

ガバナンス

製品/技術競争力
ソリューション

ビジネスモデル/プロセス/研究資源配分

社会環境課題
（ニーズ）

※OSB（Open Shared Business）：グループ外の組織とともに、研究開発とビジネスの両方におい
てコラボレーションを進め、独特のバリューチェーンを構築する、MCHC独自のフレームワークです。
　「OSB」：三菱ケミカルホールディングス登録商標第5585432号

コア技術

機器設計・制御

製品評価解析/安全性評価

分析・物性解析合成技術

シミュレーション

機能設計技術

紡糸・成膜

成型加工

塗工・表面処理

複合・配合

分子設計技術

有機分子

無機分子

高分子

触　媒

バイオテクノロジー

研究・開発マネジメント

　市場や社会から必要とされる製品・サービスを適切な時期に提供していくために、コア技術を最大限活用するだけでなく、高度な
技術や効率的な生産体制、販売チャネルなどを有するパートナーの皆さまとの積極的なコラボレーションにより、社外の技術と融合さ
せて、より高い技術レベルの達成をめざしています。その際、ビジネスの全領域で、ブラックボックス化（クローズ）する部分と、社外と協
働（オープン）する部分を設定することによって、競争力のあるビジネスモデルを迅速に構築するよう努めています。

MOE（Management of Economics）
MOS（Management of Sustainability）
MOT（Management of Technology）

オープンイノベーション

イノベーション創出を
追求する経営

MOT

資本の効率化を
重視する経営

MOE

サステナビリティの
向上をめざす経営

MOS

Innovation

Management
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人工光合成プロジェクトの体制
　三菱ケミカルは、2012年10月に設立さ
れた人工光合成化学プロセス技術研究組合
（ARPChem）の一員として、国立研究開発
法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）委託事業「二酸化炭素原料化基
幹化学品製造プロセス技術開発（人工光合
成プロジェクト）」に参画しています。
　人工光合成プロジェクトでは、瀬戸山 亨
プロジェクトリーダー（三菱ケミカル執行役
員）のもと、右の体制図のように国内の多く
の企業・研究機関と共同で研究開発に取
り組んでおり、三菱ケミカルはすべてのテーマ
に参画しています。

人工光合成とは？
　人工光合成とは太陽エネルギーを用いて、水や二酸化炭素（CO2）等の低エネルギー物質を、水素や有機化合物等の高エネルギー
物質に変換する技術で、CO2排出量の削減や化石資源の使用量削減に大きく貢献する技術として期待されています。

三菱ケミカル
米国Gemini Composites LLC
（炭素繊維材料部品設計・製造メーカー）買収

大陽日酸 米国Optomec,Inc.（3Dメタルプリンターメーカー）への出資

中国Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.
（有機EL材料開発）への出資

米国Sulfa Trap LLC（脱硫精製剤開発）への出資

生命科学インスティテュート 日本株式会社Clio（再生医療）買収→現在は吸収合併

イノベーションの事例

人工光合成プロジェクトへの参画 ベンチャーの活用

ARPChem

ソーラー水素等製造プロセス技術開発

水素分離膜などの研究開発
三菱ケミカル/ファインセラミックスセンター

光触媒などの研究開発
国際石油開発帝石/富士フイルム/
三井化学/三菱ケミカル/TOTO

二酸化炭素資源化プロセス技術開発
三菱ケミカル/住友化学

東京大学
京都大学

東京理科大学
明治大学

（国研）産業技術総合研究所

人工光合成プロジェクトの体制（2016年度）

委　託

指示･協議

名古屋工業大学
山口大学

（国研）産業技術総合研究所

東京工業大学
富山大学

NEDO プロジェクトリーダー
三菱ケミカル

執行役員　瀬戸山 亨

共同実施

共同実施

共同実施

Message from partner

NEDO 環境部 環境化学グループ
プロジェクトマネジャー

服部 孝司様

光触媒による水の分解でH2とO2を製造

光触媒 分離膜

合成触媒

H2とO2の混合ガスから分離膜でH2を分離 分離したH2とCO2から合成触媒でオレフィンを製造

C2－C4
オレフィン

工場

人工光合成の概要

近年のベンチャー活用事例

発電所

太陽

H2O

+O2

1 2

3H2 H2

CO2

MCHCグループは、イノベーションの加速・創出をめざし、ベンチャー
企業に対して積極的な投資や連携を行っています。

　このプロジェクトは、水と太陽光とCO2から生活に必要な化学原料をつくるというまさに夢のPJです。今すぐ実用化できるわけ
ではないですが、日本発の技術として、未来のために今やるべき技術だと思います。
　このプロジェクトは、光触媒、分離膜、合成触媒という3つのテーマから成り立っていますが、御社には、すべてに参画いただき、
研究開発に取り組んでもらっています。合成触媒の分野では、触媒、プロセスの開発からスタートし、小型パイロット規模での実
証をするなど、確実に約束した成果をあげていただいています。また、プロジェクトリーダーの瀬戸山氏には、研究内容はもちろん
のこと、実用化に向けた構想やシナリオについても中心的に考えていただいています。
　御社は、日本を代表する総合化学メーカーであり、産業や社会に不可欠な素材や部材を供給している、縁の下の力持ちのイ
メージがあります。このプロジェクトも、後半に向けて、それぞれの性能向上と並行して、今までにないプロセスやモジュール、さら
にはシステムを具現化していくという、別の意味で難しいフェーズに入ります。御社には、プロジェクトのほかの参画企業、大学と
力を合わせ、それらを総合化学メーカーの英知でうまくつなげていってほしいと思います。

1　「光触媒開発」については、光触媒材料や助
触媒の開発、光触媒モジュール等の開発を進め、
太陽光エネルギー変換効率の大幅な向上に成功
し、2016年度にはプロジェクトの中間目標であ
る3%（プロジェクト開始時0.2%程度）を達成し
ています。現在、プロジェクトの最終目標（2021

年度）であるエネルギー変換効率10%をめざして
さらに研究を進めています。

2　「高機能分離膜開発」については、分離膜材
料としてゼオライト系、シリカ系、炭素系の3種類
を並行して検討し、いずれの材料系においても透
過性能の中間目標値の達成に成功しています。ま
た、水素と酸素の分離を安全に行うためのモジュ
ールを開発するため、これまで前例のない水素／
酸素混合ガスの爆発を回避するための技術の開
発にも着手しています。

3　「高効率合成触媒開発」では、水素とCO2か
ら合成されるメタノールから低級オレフィンを高収
率かつ高生産性で製造する超高耐久性ゼオライ
ト触媒の開発に成功し、小型パイロット規模での
性能実証に成功しています。また、前段のメタノー
ル合成についても分離膜を用いた革新的な触媒
反応プロセスの開発に取り組んでおり、CO2を資源
とするオレフィン製造プロセスの実現に向けて大き
く前進するものと期待されています。

オレフィン合成小型パイロット設備

人工光合成プロジェクトへの貢献　　

Optomecの3Dメタルプリンターを
使った金属加工

3Dプリンターへの取り組み
　大陽日酸は今後の高い成長率が見込まれる分野での産業ガス事
業拡大と新規事業開発を加速するために、ベンチャー企業との提携
を通じて、高付加価値品、サービスを展開しています。産業ガスビジ
ネスとの相乗効果が期待できる分野として、これまでクリーンテクノロ
ジー、エレクトロニクス、アディティブ・マニュファクチャリング（AM）
等の分野で提携を実施してきました。
　すでに提携が完了したSulfaTrapの脱硫精製剤やJilin OLEDの
有機EL材料は当社のグローバルな販売網を通じて売上実績も得ら
れてきています。
　今回、2017年4月に、欧米での成長が著しいAM分野において、3D

メタルプリンターメーカーのOptomec（米国ベンチャー企業）との提
携を完了しました。3Dメタルプリンターは、別名マイクロウェルデング
とも言われており、当社の溶接事業で培われたガスアプリケーション技
術を活用することで、品質改善、生産性向上など、付加価値の高い
サービスを提供できる可能性があります。顧客にソリューションを提
案する産業ガスメーカーとして、新規顧客開拓ならびに既存顧客へ
のサービス拡大へ大きく寄与する商材となる可能性をもっています。
　今後もユニークな技術／サービスを保有するベンチャー企業と積
極的に連携し、ガステクノロジー、メディカル／バイオテクノロジー分
野にも注目しながら、
新しいビジネスモデル
を展開して収益拡大
を加速していきます。

Management
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地球環境に関連する重要課題

・資源・エネルギー供給ソースの変容・多様化
・再生可能エネルギー実用化、技術開発の加速
・希少金属等の天然資源の枯渇

再生可能原料・材料への転換、希少金属の使用抑
制、原燃料の使用削減、3R/ゼロエミッション推進等
を通じて、天然資源枯渇への対応、省エネルギー活
動を実践する。

・気候変動に伴う異常気象・自然災害リスクの増大
・温暖化対策の国際的な合意形成と実効化
・気候変動緩和・適応製品、ビジネスの拡大

GHG排出削減、LCA推進、低炭素資源・エネルギー
利用等による気候変動の緩和に取り組むとともに、
緩和・適応に関しての新しい事業機会の創出、拡大
をめざす。

・需要増、気候変動等による水ストレスの拡大
・衛生的な水の不足による健康リスクの増大
・水の清浄化・再利用化等ビジネスの拡大

自社事業活動における水資源の効率的な利用や排
水浄化に取り組むとともに、製品・サービスを通じた
清浄で安全な水の提供等により水資源問題解決へ
貢献する。

社会システムに関連する重要課題
・生活習慣病罹患率の増加、死亡率上昇
・医療保険システムの破たんリスク増
・健康情報サービス市場の拡大
   （治療から予防へのシフト）

セルフメディケーション、健康管理関連製品・サービ
スの拡大を通じて、健康情報の活用、生活習慣の改
善等による病気予防を促進し、人々の健康の維持と
増進に貢献する。

・アンメットメディカルニーズの顕在化
・ICTによる医療・健康情報のデータ化の進展
・医療・健康分野への異業種からの参入拡大

アンメットメディカルニーズに対応する医薬品開発、
再生医療・遠隔医療技術など医療の高度化への貢
献を通じて、患者さんのQOL（生活の質）を改善し、
人々の生命と健康に貢献する。

・人口増加、都市型ライフスタイルの拡大
・食料の工業生産化の進展

食料資源の保全、偏在の解消、農業の生産性の向
上に関連する製品・サービスの提供等により食料・
農業問題の解決へ貢献する。

企業と組織に関連する重要課題

・製品・サービスの品質、安全、環境性能への関心
の高まり
・化学物質・有害物質の使用削減と情報開示の要請

お客さまに安心、信頼して製品やサービスを利用し
ていただくために、製品のライフサイクル全体にわた
り、製品の品質と安全性を確保し、環境への負荷を
最小とする取り組みを進める。

・中期的な人材育成方針に基づく人材能力開発
・人材開発の投資対効果の向上

採用や配置、昇進、能力開発における機会の均等に
取り組み、中長期的な観点に基づき人材の育成・開
発を進める。

・従業員の健康と安全確保、災害防止による
  生産性の向上と事業の継続

国・地域ごとの法令に基づいた安全管理を行い、安
全な職場環境をつくるとともに、従業員の心とからだ
の健康保持・増進に取り組む。

・企業活動による人権侵害への懸念の高まり
・サプライチェーンにおける人権リスクの顕在化

企業活動において、すべての人の尊厳と権利を尊重
するとともに、お取引先さま等に対しても、人の尊厳
や権利の侵害および不当な差別を行わないことを
求めていく。

・企業情報・個人情報等あらゆる情報のデータ化
・IT/IoT普及による情報セキュリティリスクの拡大

企業活動における情報資産保護の重要性と責任を
認識し、お客さま、お取引先さま、自社等の秘密情報
が漏えいすることのないよう適切かつ十分な情報管
理を行う。

・多様性を尊重した人材戦略に基づく優秀な人材
の確保・育成

国籍、年齢、信条などにとらわれることなく、多様な
人材、多様な価値観を積極的に取り入れ、企業活
動、企業価値向上へ生かしていく。

・事業展開地域のコミュニティとの積極的な交流
と貢献を通じた、信頼関係の構築

事業活動を通じて広く社会へ貢献するとともに、さ
まざまなコミュニティに対する理解を深め、コミュニ
ティからの要請・期待に応え続けてゆく。

食料・農業問題への対応

ダイバーシティの推進

資源・エネルギーの効率的利用

気候変動への対応

製品・サービスの信頼性向上

労働安全衛生の推進

健康維持への貢献

疾病治療への貢献

人権尊重の理念の共有

情報セキュリティ対策の推進

清浄な水資源の確保

コミュニティ貢献

人材の育成・開発

PROCESS 5

社内承認手続き
MCHCの経営会議および取締役会でマテ
リアリティ・アセスメントとマテリアリティ・
マトリックスを審議、承認。

PROCESS 4

マテリアリティ・
マトリックスの作成

ステークホルダーの重要度、MCHCグルー
プの重要度の2軸でマトリックスを作成。

PROCESS 3

MCHCグループが取り組むべき
重要な課題の特定と優先順位づけ
経営戦略、APTSIS 20での施策/活動を
踏まえ、MCHCの経営陣が重要課題を特
定し、優先順位を決定（存立に関わる最重
要の課題3、取り組むべき重要な課題21）。

PROCESS 2

ステークホルダー視点での
課題の評価

公開されているサステナビリティ情報、アン
ケート、専門家へのヒアリングなどから検
討課題の重要性情報を整理し定量評価。

関連するSDGs

　MCHCは、中期経営計画APTSIS 20における重要課題を特定し、企業活動に及ぼす影響度などを勘案しながら優先順位づけ
を行いました（マテリアリティ・アセスメント）。 このアセスメントやマトリックスを、企業活動の羅針盤として活用しています。

PROCESS 1

検討課題の設定
マクロトレンド分析を出発点としてAPTSIS 
20における企業活動を整理。前回アセス
メントで特定された重要課題の見直し、
新規課題の追加を実施。

点で、互いに関連する部分が多いと考えています。2030年に
SDGsがめざしている17の目標、169のターゲットと私たちが
重要と考える経営課題、すなわちマテリアリティとの関係性を
整理し、双方の解決に対して最大限貢献できるようMOSの推進、
高度化を進めていきます。

MOSとSDGsのつながり

2015年9月に国連にて採択された「我々の世界を変革する:

持続可能な開発のための2030アジェンダ」とその目標である 

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、MCHCグループがビジョン
として掲げるKAITEKIと持続可能な社会の実現をめざすという

か
な
り
高
い

極
め
て
高
い

高
い

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
重
要
度

かなり高い高い 極めて高い

MCHCグループの重要度

清浄な水資源の確保

食料・農業問題への対応

ダイバーシティの推進

サプライチェーンに
おけるCSRの推進

社会インフラの整備・
拡充への貢献

コミュニティ貢献

資源・エネルギーの効率的利用

気候変動への対応

製品・サービスの信頼性向上

労働安全衛生の推進

健康維持への貢献

疾病治療への貢献

情報セキュリティ
対策の推進

生物多様性の保全

スマート社会への対応

ICT高度利活用の推進

生活の満足度向上

イニシアチブへの参画と
リーダーシップの発揮

地球環境に関連する
重要課題

地球の心地よさの実現に向けて、MCHCグループの企業活動およびイノベー
ションの創出や製品・サービスの提供を通じて取り組むべき重要な経営課題

社会システムに関連する
重要課題

より心地良い社会の実現に向けて、MCHCグループの企業活動およびイノベー
ションの創出や製品やサービスの提供を通じて取り組むべき重要な経営課題

企業と組織に関連する
重要課題

KAITEKI実現をめざす企業グループとして、グループ内の運営や、世の中との
関わりにおいて取り組むべき重要な経営課題

MCHCグループの存立に関わる最重要の経営課題 コンプライアンス、保安安全、ガバナンス

人材の育成・開発

人権尊重の理念の共有

ステークホルダーとの
コミュニケーション・協働

持続可能かつ近代的な
エネルギーへのアクセス確保

持続可能な消費と生産

気候変動とその影響への
緊急的な対策

すべての人々の健康的な生活と
福祉の推進

強靭なインフラ整備、
持続可能な産業と
イノベーションの拡大

すべての人々の健康的な生活と
福祉の推進

包摂的かつ持続可能な経済成長、
雇用とディーセント・ワーク

強靭なインフラ整備、
持続可能な産業と
イノベーションの拡大

持続可能な消費と生産

持続可能な開発に向けた
グローバル・パートナーシップ

マテリアリティ 認識している機会とリスク MCHCグループの取り組み

Sustainability
マテリアリティ・アセスメント

MCHCグループは、Management of Sustainability（MOS）という独自の経営手法に基づき、人と社会、

そして地球の持続可能性に貢献する技術開発や製品・サービスの提供、製造技術の改善などの企業活動を推進しています。

Management

63 6463 64

Sustainability
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　MCHCグループのMOS指標は、2011年度より運用を開始
した“人・社会・地球の持続可能性”への貢献度合いを可視
化するための経営指標であり、将来にかけて顕著化するであろ
う環境・社会課題について、課題解決への貢献度が大きく、
数値化できる取り組みを選定し、体系化しています。
　APTSIS 20のMOS指標については、マテリアリティを反映
した指標項目の選定、KAITEKI貢献製品に関する指標の拡幅、
モニタリング対象の国内外グループ会社への拡大等の改良を
行っています。初年度となる2016年度の実績は、年度目標に
対する達成率87%の99点となりました。

S指標の概要

　高稼働の工場が多い中、安定操業に努め、環境負荷排出
の削減も進んだことにより大気系、土壌系環境負荷削減指標
（S-1-1,3）の進捗が良好な結果となりました。その一方、食料
問題解決への貢献指標（S-3-3）の進捗はふるいませんでした。

関連記事
➡省エネルギー活動の推進（S-2-1）
非財務指標 P40

➡再生可能エネルギー利用の推進（S-2-3）
MOS指標トピックス P67

H指標の概要

　医薬品の提供指標、ワクチンの提供指標、健康管理・健康
診断情報の提供指標（H-1-1,H-2-1,H-2-2）の進捗が良好
でしたが、健康、衛生、医療の各分野商品の提供指標（H-3-

1,2,3）はいずれも年度目標に対して未達となりました。

関連記事
➡健康管理・健康診断情報の提供（H-2-2）
非財務指標 P40
➡ワクチンの提供（H-2-1）

MOS指標トピックス P67

MOS指標 評価項目
（単位）

FY2016
計画数値

FY2016
実績数値

FY2020
目標数値

年度
自己評価 配点 関連する

マテリアリティ

S

地球環境負荷削減
への貢献

S-1-1 大気系環境負荷の削減 環境負荷原単位
（LIME/億円） 640.1 563.2 591.9 ★★★ 10

S-1-2 水系環境負荷の削減 環境負荷原単位
（LIME/億円） 7.1 7.3 6.1 ★★ 8

S-1-3 土壌系環境負荷の削減 環境負荷原単位
（LIME/億円） 7.0 5.9 5.1 ★★★ 10

資源・エネルギーの
効率的な利用

S-2-1 省エネルギー活動の推進 省エネ効果
（重油換算トン） 13,969 14,849 66,000 ★★★ 13

S-2-2 省資源、再生可能材料への転換

資源削減量
（重油換算トン） 2,326 1,965 12,000 ★★

13
資源再生サービス
提供増加率（%） 9.2 14.2 28 ★★★

S-2-3 再生可能エネルギー利用の推進 再生可能エネルギー
創出・提供貢献量（Mw） 36.2 42.0 50 ★★★ 13

環境・資源の
持続可能性に貢献する
製品・サービスの提供

S-3-1 GHG排出削減に貢献する
製品・サービスの提供

GHG削減貢献量
（億トン-CO2e） 0.56 0.46 1.5 ★★ 13

S-3-2 水資源問題の解決に貢献する
製品・サービスの提供

再活用水提供量
（億トン） 2.05 1.56 17 ★★ 10

S-3-3 食料問題の解決に貢献する
製品・サービスの提供

関連製品・サービス
売上増加率（%） 7.1 -0.7 30 ★ 10

H

疾病治療への貢献

H-1-1 医薬品の提供 医薬品提供貢献指数
（ポイント） 5.25 5.66 15 ★★★ 15

H-1-2 臨床検査サービスの提供 臨床検査提供貢献指数
（ポイント） 2.25 2.06 15 ★★ 15

疾病予防・早期発見
への貢献

H-2-1 ワクチンの提供 ワクチン提供指数
（ポイント） 0.41 0.85 14 ★★★ 14

H-2-2 健康管理・健康診断情報の提供 健康情報提供数増加
（基準年度比%） 110 145 325 ★★★ 14

健康で衛生的な生活の
実現に貢献する

製品・サービスの提供

H-3-1 健康分野商品の提供 対象製品売上高増加
（ポイント） 5.43 3.02 14 ★★ 14

H-3-2 衛生分野商品の提供 対象製品売上高
増加率（%） 20.9 -0.6 60 ★ 14

H-3-3 医療分野商品の提供 対象製品売上高
増加率（%） 27.7 20.5 60 ★★ 14

C

社会からより
信頼される企業への

取り組み

C-1-1 コンプライアンス意識の向上 コンプライアンス
意識向上指数（ポイント） 21.0 15.8 21 ★★ 21

C-1-2 事故・災害の防止

保安事故件数
削減率（%） 47.3 57.9 60 ★★★

19環境事故件数
削減率（%） 80 60 100 ★★

休業度数率指数
改善率（%） 52.4 -30.8 50 ★

C-1-3
社会から信頼される
製品・サービスを

提供するための取り組み

顧客満足度指数
（ポイント） 47 25 47 ★

17
クレーム指数
改善率（%） 18.3 24.2 50 ★★★

ステークホルダーとの
コミュニケーション、
協奏の推進

C-2-1 ビジネスパートナーとの
コミュニケーション推進

コミュニケーション
向上指数（ポイント） 30.4 36.9 83 ★★★ 7

C-2-2 ステークホルダーからの評価向上 社外評価指数
（ポイント） 11.0 9.3 11 ★★ 11

C-2-3 働きがいがあり、
活力と協奏のある組織の構築

従業員ウェルネス指数
（ポイント） 3.53 6.57 16 ★★★ 16

より心地よい社会、
より快適な

生活づくりへの貢献
C-3-1 より心地よい社会、より快適な生活に

貢献する製品・サービスの提供
Comfort価値提供指数

増加率（%） 8.8 4.4 40 ★ 9

C指標の概要
　野心的な目標を掲げた事故・災害の防止指標（C-1-2）で
は、保安事故が目標達成となる一方、休業度数率は、大きく未
達となりました。また、従業員ウェルネス指標（C-2-3）では、
長時間労働、疾病休業率、女性係長級以上比率、女性管理
職比率の改善・向上が進み、年度目標を達成しています。
Comfort価値提供指標（C-3-1）では、モニタリング製品群の
うち年度目標を達成した割合は25%にとどまり、指標全体とし
ては未達となりました。

関連記事
➡事故・災害の防止：休業度数率（C-1-2）
非財務指標 P40
➡ステークホルダーからの評価向上（C-2-2）

MOS指標トピックス P67

　2017年度はこれまで取り組んできたMOS推進活動の深化・
拡幅を継続するとともに、三菱ケミカル発足と健康経営の本
格始動を契機として、成長戦略と連携したKAITEKI貢献製品
の拡幅、健康経営と協奏した働きがいがあり、活力と協奏のあ
る組織の構築の推進、海外グループ会社でのMOS連携強化
等の取り組みをすすめ、年度計画の達成をめざします。

必　達 重大事故・重大コンプライアンス違反は発生ゼロにする

MOS指標年度推移図

MCHCグループでは、2011年度より経営指標とし
てMOS指標を導入しています。APTSIS 20の策定
に合わせ、MOS指標についての見直し、目標の再
設定を行いました。APTSIS 15最終年度の実績は、
見直し後のMOS指標では82点となります。APTSIS 
20においても、最終年度の目標として設定した300
点の達成をめざして取り組んでいきます。

■S指標
■H指標
■C指標

APTSIS 20  MOS指標の進捗 APTSIS 20  MOS指標の実績評価一覧

2020計画2017計画2016実績2015実績 2016計画

97

70

77

100

100

100

31

80

30

31

50

18

57

8

17

APTSIS 15 APTSIS 20

22

68

23

（年度）

（年度）

Management
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SDGs

SDGs

SDGs

MOS指標

　資源の枯渇を心配する必要がなく、加えて温暖化防止にも期待される再
生可能エネルギーの利用推進への貢献を対象とした指標を新たに設定しま
した。2016年度は、風力発電用途向けラージトウ炭素繊維の供給が好調
に推移したこと等により、年度計画比16%増、42MW相当の再生可能エネ
ルギー利用の推進となりました。海上および低風速地域向けの風力発電に
おいては、近年、発電翼の大型化に伴い、軽量化や剛性確保に対する要請
が高まっており、ガラス繊維に替わり、高機能ラージトウ炭素繊維が採用され
る事例が増えています。MCHCグループでは2016年度には炭素繊維の供
給体制の強化に加え、ブレード向け炭素繊維複合材料の製造・販売を行う
合弁会社を欧州に設立するなど、再生可能エネルギーのさらなる利用拡大
に向けた取り組みを進めています。

S
指標

C
指標

H
指標

　ワクチンの提供指標は、感染症の発症、重症化と集団における流行抑止
への貢献を接種人数、薬効の有効期間等から定量評価しています。2016

年度は麻しん風しん混合ワクチン「ミールビック」の出荷が好調で年度計画
比13.9%増、対中計目標進捗18.9%という実績となりました。2017年5月
には阪大微生物病研究会と、ワクチン製造の合弁会社BIKENの設立につい
て最終合意し、9月に操業を開始する予定です。これにより生産基盤を強化し、
ワクチンの安定供給に貢献するとともに、より有用性の高いワクチンの開発
を通じて、2020年度の目標達成と、健康な生活、社会の実現をめざします。

H-2-1 ワクチンの提供

　ステークホルダーからの評価向上指標の2016年度実績は、APTSIS 20

最終年度目標に対して84.4%の進捗となりました。これまでのサステナビリティ
向上に関する取り組みが評価され、「RobecoSAM Sustainability Award 

2017」の化学セクターにおいて、日本企業として唯一Bronze Classを受賞
しました。日本政策投資銀行の環境格付けでは、2013年に続き、最高ランク
の格付けを取得、併せて特別表彰を受賞しました。この環境格付けのアセス
メントでは、MOS指標において、財務情報であるMOEとの結びつきを強化
しながらSDGs等の国際的な潮流を踏まえた製品・サービス提供に関する
定量目標を設定した点についても高く評価されました。

C-2-2 ステークホルダーからの評価向上

MCHCグループでは、誰もがスポーツを楽しめる未来に向けた
取り組みを数多く行っています。株式会社地球快適化インスティ
テュートでは、障がいが個性となり、それぞれがやりたいことを実
現できる世界をめざして、スポーツ用義足の開発を行っています。
義足で競技を行う前川楓選手（世界パラ陸上競技選手権大会 

ロンドン 2017 女子 T42 走り幅跳び 2位／女子 T42 100m走 

5位）とスポンサーシップ契約をむすび、前川選手の競技活動を
支援するとともに、義足の使用結果のフィードバックや製品開発
でのアドバイスを受けながら、2020年開催の東京世界大会に向

　PT. Mitsubishi Chemical Indonesiaでは、「地域の環境、
経済発展、労働者とその家族および社会の生活の質の向上
に貢献することに倫理的に行動し続けていく」というコンセプ
トを掲げ、2007年から工場のあるバンテン州メラクのグレム
村の生活基盤・教育環境・保健衛生の向上に貢献する活
動に体系的に取り組んでいます。2023年までのロードマップ
を見据え、着実に地域社会をエンパワーメントしていくこの活
動は、現地政府からも高く評価されています。2012年には、
厳しい地形の人々に水を供給する「Deep Wellプロジェクト」
でインドネシア共和国政府から「プラチナ賞」を受賞し、インド
ネシアのMDGs目標の達成を後押ししました。また、2014年
にはグレム村でのCSRプログラム「SAUNG AKSARA」で、
同政府によるインドネシアCSR賞の「金賞」を受賞しました。

けた開発を進めています。
また、株式会社LSIメディ
エンス アンチドーピング
ラボラトリーは、世界ドー
ピング機構からアジアで
初めて、そして日本で唯一
のドーピング検査におけ

製品・サービスを通じた環境・社会課題へのソリューション提供

誰もがスポーツを楽しめる未来の実現に向けての取り組み

地域社会をエンパワーメントしていく取り組み

MCCI have Road Map of External CSR program for 2007-2023:

2 years

0 Level of Project
Pilot Project
1. Goat Project
2. Deep Well
3. Zero Waste

5 years

1st Level of Project 
(Awareness)

5 years

2nd Level of Project
(Involving)

5 years

3rd Level of Project
(Model)

Initial Program to
Enhance
community’s
economic
potentials
(parallel with education
& health program)

2009-2013 2014-2018 2019-20232007-2008

Achieving high
community
participation &
begin to establish
micro-economic 
organization

Establishment
of Economic
Organization
In Community

Community
Empowerment

PILLAR PROGRAMS

EDUCATIONHEALTH ECONOMIC
DEVELOPMENT

Sustainable Program

We Are Here

事例　1

事例　2

事例　3
これらの活動は国内外から関心を寄せられ、毎年多くの視察団
にお越しいただいています。

MCCI’s CSR Roadmap

S-2-3 再生可能エネルギー利用の推進
資源・エネルギーの効率的利用

マテリアリティ

健康維持への貢献

マテリアリティ

ステークホルダーとのコミュニケーション・協奏

マテリアリティ

MCHCグループには、20,000を超える製品、サービスがあり、
環境課題、社会課題に対してさまざまなソリューションを提供し
ています。SDGsへの貢献事例をまとめた「SDG INDUSTRY 

MATRIX」では、鋼・コンクリート強化用炭素繊維シート「リペ
ラーク」、生分解性ポリマー「BioPBS」、パッケージ型水素ス
テーション「ハイドロシャトル」が掲載されています。また、2016

年度はヘルスケア、生物多様性、防災・減災といった課題に対
するソリューションとして利用されている事例を取りまとめ、ウェ
ブサイト等を通じて公開しました。生物多様性貢献製品では、
生態系への直接的な貢献やライフサイクルでの環境負荷など
科学的、包括的な視点で有識者の方に評価いただき、貢献度
の高い製品を選定しました。このうち、「地下水膜ろ過システム」

（ウェルシィ）は第4回プラチナ大賞優秀賞を、「Xシート型枠」
（クオドラント・プラスチック・コンポジット・ジャパン株式会社）
は生物多様性アクション大賞2016えらぼう部門優秀賞を受賞
しました。また防災・減災では、選定製品を産官学民の専門家
からいただいた意見とともに冊子にまとめ、社内外のコミュニケー
ションツールとして活用しています。これからも「KAITEKI貢献
製品」を深く、そして広く
展開し続けることにより、
SDGsをはじめとする
グローバルアジェンダの
解決とKAITEKI実現を
めざします。

る検体分析機関の認定を取得しており、アンチ・ドーピング活動
の推進と研究に取り組み、スポーツの健全な発展に貢献しています。
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CHECK
モニタリング・効果検証

経営のリーダーシップ
従業員の健康度
組織の活性度
仕事と休養のメリハリ
ICT・IoT活用度

例

「働く人」の活躍を最大化する取り組み
K A I T E K I健康経営

MCHCグループは、「人」は社会と企業の持続的成長を担う原動力であるとともに、最も重要な経営資源の一つと位置づけています。

この「人」の能力を十分に生かし、活躍を最大化する取り組みを「KAITEKI健康経営」※として以下のように定義し、

KAITEKI経営の一環として推進しています。 

※健康経営は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。「KAITEKI健康経営」は、健康経営研究会の了承を得て使用しています。

KAITEKI
健康経営
とは

従業員・職場の「健康支援」と「働き方改革」を両輪として、健康という視点から、企業の最も大切な財
産の一つである「働く人」の活躍を最大化する取り組みです。KAITEKIの実現に向けて、家族、地域、
社会全体の健康まで視野を広げることや、ICT・IoTなどのイノベーティブなさまざまな技術の統合と活
用を含みます。

定　義

■多様な人材がイキイキと活力高く働く会社
■豊かな創造性と高い生産性を備えた会社
■家族・地域・社会の健康増進にも貢献する会社

目　標

　製造部門の課長や事業部門のマネジャーなど管理職の時間
の使い方を調査したところ、会議そのものや、会議のための資料
作成、連絡のためのメール対応にかなりの時間を費やしているこ
とが浮かび上がりました。改善に向けたトップダウンの指示のもと、
会議の位置づけや出席者の見直し、会議時間の短縮、資料の
簡略化を実行しています。テレワークなどの制度の充実も進め、

効 率 的 な 時 間 の 使 い 方 の 促 進

効率的な時間の使い方の促進/会議時間半減にチャレンジ

活 動 事 例

　健康への第一歩は、自分自身の健康状態や生活習慣に気づき、
自分ごととして意識を変えて、適度な運動やバランスのとれた食事、
正しい睡眠習慣を実践することです。MCHCでは、この健康
PDCAサイクルをサポートするICTシステム（i2 Healthcare）を
構築します。健康ならびに働き方データを一元化し、さらに従業
員に展開したウエアラブルデバイスで取得した活動量や睡眠

I C T の 利 活 用

ICTの利活用
活動量や睡眠の状態を可視化して、健康意識を変革

DO
目標を具体化したテーマ設定

ACTION
対策立案実行

健 康 経 営 の

PDCA

健康体操、テレワーク推進、19時以降消灯
会議効率化、ウエアラブルデバイス配布

例

多様な人材がイキイキと活力高く働く
豊かな創造性と高い生産性を備える
家族・地域・社会の健康増進に貢献

PLAN
めざすこと・達成したいこと

健康意識向上
生活習慣適正化
人的要因に着目した労災対策
安心で健康な職場づくり

健康支援

仕事改革
多様で柔軟な働き方の提供
実効ある能力開発
適正な労働時間管理

働き方改革

ロードマップ

代表執行役副社長 コンプライアンス推進統括執行役　Chief Health Officer　大平教義

　働く人がその能力を最大限発揮し、社会にどれだけの価値を生み出せたかを実感しながら主体的に仕事に取
り組んでいく。それが一人ひとりの充実感・満足感や組織の活性化をもたらし、豊かな創造性や高い生産性につ
ながっていく。これがKAITEKI健康経営で実現したい姿です。2016年度の健康経営推進社長宣言を受けて、
MCHCでは健康支援と働き方改革を両輪とした2020年度までのロードマップを策定し、2017年度より具体的
な活動を始めています。
　従業員、職場、そして家族や社会全体の健康がよい影響を与え合うことができれば、会社全体が成長し、そして社
会に対して大きな価値を生み出し続けていくことができるでしょう。この考え方を基本に、健康経営を推進しています。

ICT・IoT 活用

コンプライアンス

組織活性化
生産性向上

外部評価向上

満足度向上

健康支援 働き方改革

自分の健康家族と
地域・社会の健康 職場の健康

管理職だけでなく職場全体で、
時間を割くべき優先順位の高い
業務に集中できる時間の捻出
や効率的な働き方の促進につ
なげていきます。

データも連携し、リアルタイムで
データを可視化して健康意識と
行動の変革につなげます。この
i2 Healthcareを健康支援の基
盤として活用していきます。

健康経営宣言

本格始動

2016

2017

2018

2019

2020

2021
2022

・ 従業員全員が自律的に自分の健康・
職場の健康・家族の健康の維持・改
善に取り組んでいる

・ 従業員が働きがいと成長を実感しな
がら、組織目標達成に貢献している

従業員満足度の向上

・ 心身ともにレジリエントな企業となり、
活発なイノベーション創発が競争力
の源泉となっている

・ 従業員一人当たりの生産性向上が
達成かつ継続されている

組織活性度の向上

・ KAITEKI健康経営の概念がグルー
プ各社に認知され、全社に展開・開
始されている

・ 従業員の大半が積極的に取り組み、
会社とWin-Winの関係が定着する

創造性・競争力の向上

Message from CHO

Management
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2014年度 2015年度 2016年度

エネルギー消費・温室効果ガス（GHG）※1

 温室効果ガス排出量（千t-CO2e）※2 8,764 12,054※4 14,269※4

 エネルギー消費量（GWh）※3 30,277※4 34,935※4 38,950※4

※1 2015年度実績までは外販した電力や蒸気を生産するためのエネルギー量およびCO2排出量を控除していましたが、GHGプロトコルに準拠して2016年度実績からは控除していません。
※2 国内の排出量は地球温暖化対策推進法の排出係数を用いて算定しています。同法での報告対象外のGHG排出量については化学反応バランスなどをもとにした算定ルールを個別に定めて算定しています。海

外の排出量は、スコープ1排出量に関しては地球温暖化対策推進法もしくはIPCCの排出係数を用いて、スコープ2排出量に関しては供給会社固有の排出係数もしくはIEA公表の国別排出係数（2014年値）を
使用して算定しています。

※3 燃料の単位発熱量は省エネルギー法およびIPCCの値を使用して、高位発熱量で表記しています。 電力に関しては、2015年度実績までは一次エネルギー量に換算した値を用いていましたが、2016年度実績か
らは購入電力量としています。なお、過去データとの比較のため、2014年度、2015年度のエネルギーに関しても、電力については直接電力量を用いて再計算しています。

※4 2015年度実績にはエネルギー管理上関連の深い関連会社の温室効果ガス排出量165万トン、エネルギー消費量1,942GWhを含めていますが、2016年度実績には当該関連会社の温室効果ガス排出量とエネ
ルギー消費量を含めていません。また、電力に関しては、2015年度実績までは一次エネルギー量に換算した値を用いていましたが、2016年度実績からは購入電力量としています。なお過去データとの比較のた
め、2014年度、2015年度のエネルギーに関しても電力については直接電力量を用いて再計算しています。

2014年度 2015年度 2016年度

従業員構成（MCHCグループ）

連結従業員数（名） 68,263 68,988 69,291

地域別従業員数（名） 日本 ̶ 44,858 44,034

日本以外 ̶ 24,130 25,257

環境影響

 NOx排出量（千t） 8.88 8.04 8.96

 SOx排出量（千t） 3.06 3.08 4.77

 COD排出量（千t）※5 1.75 1.74 2.00

 排水中の全窒素排出量（千t）※5 5.68 5.53 6.06

 総りん排出量（千t）※5 0.06 0.05 0.09

※5 COD排出量、全窒素排出量、総りん排出量：河川・湖沼・海域への排出量の合計。下水道への排出量は含んでおりません。

ダイバーシティ/ワークライフ・バランス/労働安全

 従業員数（名） 20,886 22,508 21,736

 男女別従業員数（名） 男性 17,742 19,194 18,459

 　　　　　　　　　 女性 3,144 3,314 3,277

 女性比率（%） 15.1 14.7 15.1

 女性管理職比率（%）※6 7.4 7.1 7.7

 有給休暇取得率（%） 66.9 66.8 67.6

 休業度数率※7・※8 0.32 0.48 0.30

※6 係長級以上従業員に占める女性従業員比率
※7 集計対象範囲：4事業会社（三菱ケミカル、田辺三菱製薬、生命科学インスティテュート、大陽日酸）グループの国内の現業部門を有する会社を対象としています。
※8 休業度数率：100万のべ労働時間当たりの休業災害による死傷者数

水使用

 水使用量（百万m3）（海水含まず） 174 171 189

集計対象範囲 2014年度は、主要3事業会社（三菱ケミカル、田辺三菱製薬および生命科学インスティテュート）およびその国内グループ会社、2015
年度は主要3事業会社および大陽日酸ならびにこれらの国内グループ会社、2016年度はこれら4事業会社およびその国内および海外
のグループ会社を対象としています。（グループ会社は直接の連結子会社を対象としています）。

 このアイコンのある指標は、2016年度を対象として、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による保証を受けています。
環境性データ

社会性データ

集計期間 各年度の4月1日～3月31日、または3月31日時点
集計対象範囲 2014年度は三菱ケミカル、田辺三菱製薬、2015年度以降は大陽日酸を加えた3事業会社に原籍を有する従業員（出向者を含み、出向

受入者を除く）としています。なお、生命科学インスティテュートには原籍を有する従業員は所属しておりません。

Management

71 7271 72

Sustainability

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



経営の健全性と効率性を高める
コーポレート・ガバナンス体制（2017年6月27日現在）

　MCHCは、指名委員会等設置会社として、取締役会ならび
に指名、監査および報酬の3つの委員会が主に経営の監督を
担う一方、執行役が業務執行の決定および業務執行を担う

取締役会の役割と構成の考え方

　取締役会は、中期経営戦略や年間予算などの経営の基本
方針を決定したうえで、その基本方針に基づく業務執行の決
定は、法定の取締役会決議事項を除き、原則として執行役に
委任しており、主に執行役の業務執行の監督をしています。
　MCHCは、各事業分野や経営企画、財務、総務人事、研究
開発等の専門分野に精通した社内出身の取締役に加え、
企業の経営者、社会・経済情勢や科学技術に関する有識者、
公認会計士、弁護士といった経歴をそれぞれ有する5名の
社外取締役を選任し、多様な意見を経営に反映させるとともに、
監督機能の強化を図っています。また、社外取締役に加え、
社内取締役のうち、MCHCの執行役を兼ねず、かつ基幹事業
会社の業務執行も担わない、いわゆる非執行の取締役を4名
選任することで、取締役会の過半数を非執行の取締役とし、

2016年度 取締役会の実効性評価結果の概要について

業務執行の監督が適切に行われる体制を整備しています。
　なお、MCHCは、取締役は20名以内とする旨を定款で定め
ており、2017年6月27日現在の取締役の総数は、社外取締
役5名を含む13名（うち、執行役兼務者4名）となっております。
さらに、取締役の任期を1年とすることで、経営責任を明確化
するとともに、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制
を構築しています。

体制とし、監督と執行の分離を進め、経営の透明性・公正性
の向上、経営監督機能の強化および意思決定の迅速化によ
る経営の機動性の向上を図っています。

うち、
日本以外出身の取締役1名

女性取締役1名

取締役会の構成（2017年6月27日現在）

コーポレート・ガバナンス強化の変遷

時期 実施内容 目的

2006年6月 株式報酬型ストックオプションの導入 役員報酬の株主価値との連動

2013年6月 社外取締役の選任・就任 経営の監督体制の強化

2014年6月 外国人取締役の選任・就任 取締役の多様性の向上

2015年6月 女性取締役の選任・就任
指名委員会等設置会社へ移行

取締役の多様性の向上
経営の透明性・公正性の向上、経営監督機能の強化

2016年6月 社外取締役の増員 取締役の多様性の向上

MCHCは、企業活動を通じ、KAITEKIを実現し、
環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の持続可能な発展に貢献することをめざしています。
その目標に向かい、経営の健全性と効率性の双方を高める体制を整備するとともに、
適切な情報開示とステークホルダーとの対話を通じて経営の透明性を向上させ、
よりよいコーポレート・ガバナンス体制の確立に努めています。

1. 取締役会の実効性評価の実施
　MCHCは、「三菱ケミカルホールディングス・コーポレート・ガバナン
ス基本方針」において、取締役会は毎年その実効性を評価し、結果の
概要を開示することと定めており、本年は「社外取締役の活用」を主要
テーマとして取締役会全体の実効性について分析・評価を行いました。

2. 分析・評価の手法
　取締役会議長を含むすべての取締役を対象に、記述式のアンケート
（主要質問項目①「社外取締役の役割について」、②「中長期的な経営
の方向性に関する議論の充実について」等）を実施し、その回答に基づ
き業務執行を担わない取締役（取締役会議長、社外取締役、社内の監
査委員）が現状を分析するとともに、今後の課題・改善点について議論
しました。これらを踏まえ、取締役会議長が当社取締役会の実効性を
評価し、その結果を2017年6月の取締役会において報告しました。

3. 評価結果の概要
　MCHCの取締役会は適切に運営されており、経営監督機能を中心
にその実効性は相応に確保されていると評価しました。特に、昨年の
評価結果を受け、以下4.に記載の施策を講じたことにより、取締役会
への情報提供が充実したこと、また、社外取締役が多様な視点から的
確な質問をし、また意見を表明することで本質的かつ活発な議論が可
能となったこと等により、昨年と比較して取締役会の実効性がより向
上したことが確認できました。
　一方、中長期的な経営の方向性に関する議論の充実に向け、以下
（1）および（2）について、さらに改善の余地があることを認識しました。

（1）社外取締役に対する情報提供の充実
改善案：取締役会においてより充実した議論を行う前提として、グルー

プの主要事業に関する知識を深めるために、従来実施してきた社外
取締役とMCHC執行役との定期の情報交換会の運営方法の見直し、
またICTを活用した情報共有等により、社内外の情報の非対称性を
軽減する。

（2）取締役会の効率的な運営
改善案：取締役会での本質的な議論に費やす時間を十分に確保する
ため、事前の説明方法を見直す。また、取締役会においては、持株会
社の視点から、議論のポイントを明確にした説明資料を使用する等、
運営の効率化に努める。

4. 前回の評価結果を受けた取り組み
　昨年実施した実効性評価において、ⅰ）中長期的な経営の方向性に
関する議論の充実、ⅱ）中期経営計画に対するモニタリングの強化、
ⅲ）報告事項の一層の充実、が課題であることを認識しました。
　それらを受け、ⅰ）については、執行役による合議機関である執行役
会議を新設し、また、4つの事業ドメインの事業戦略管理を所管する部
署を設け、持株会社の視点から中長期的な経営の方向性に関する議
論を深めることで、取締役会の議論の活性化へつなげることとし、ⅱ）
については、本年4月より新たな事業モニタリングの手法により中期経
営計画の進捗管理を始めました。さらに、ⅲ）については、事業の計画
や進捗報告に加え、事故・コンプライアンス違反事案などのネガティブ
な情報が、持株会社の所管役員や取締役会に迅速かつ的確に伝達さ
れるよう、報告指針の見直しを行いました。

　MCHCは、引き続き取締役会の運営等の充実・見直しに取り組み、
取締役会の実効性のさらなる向上に努めてまいります。

内部監査

コンプライアンス
推進統括執行役

MCHCの執行部門
重要事項は
執行役会議で決定

各執行役 内部統制部門 担当執行役

内部統制部門（内部統制推進室）各部門

内部監査部門
（監査室）

運用状況監督

監査委員会
事務局

会計監査人

業務執行の
決定の委任・
業務執行の監督

調査

監査
連
携

監査

会計監査

指名委員会
（取締役5名、うち社外3名）

報酬委員会
（取締役5名、うち社外3名）

監査委員会（取締役5名、うち社外3名）

経営管理、内部統制、監査等

MCHCの子会社

取締役会（取締役13名、うち社外5名）

株主総会

執行役会議
執行役社長

業務執行取締役
31%

非業務執行取締役
69%

社内取締役 62% 社外取締役 38%

Management

73 7473 74

コーポレート・ガバナンス
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指名委員会

　指名委員会は、取締役候補者および執行役の指名に加えて、
上場会社を除く主要な直接出資子会社（三菱ケミカルおよび
生命科学インスティテュート）の社長候補者の指名を行います。
また、指名過程の透明性・公正性を高めるため、委員長は社
外取締役が務めることとしています。

報酬委員会

　報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬額の決
定に加え、上場会社を除く主要な直接出資子会社の社長の個人
別の報酬額を決定しています。また、決定過程の透明性・公正
性を高めるため、委員長は社外取締役が務めることとしています。

社外取締役の活動状況

監査委員会

　監査委員会は、執行役および取締役の職務執行の監査、
MCHCグループの内部統制システムの検証などを行っており、
原則として毎月1回開催することとしています。監査委員は、社
外取締役3名を含む5名であります。また、常勤の監査委員を
2名選定するとともに、監査委員会と会計監査人、内部監査を
実施する監査室および内部統制システム整備の方針策定・
推進を担う内部統制推進室が緊密に連携するなどして、監査
委員会による監査体制の充実を図っています。社内各部門と
の十分な連携を確保し、情報収集を円滑に行うため、委員長
は常勤の監査委員である社内取締役が務めることとしています。

執行側の体制

　執行役は、取締役会の定めた経営の基本方針（中期経営計
画、年度予算等）に基づく、業務執行の決定およびその執行を
担っています。MCHCグループの経営における重要事項につ
いては、執行役による合議機関である執行役会議で審議のうえ、
これを決定し、また、その他の事項については、各執行役の職
務分掌を定めることに加え、担当執行役の決裁権限を明確に
することで、適正かつ効率的な意思決定がなされるようにして
います。
　また、執行役会議は、すべての執行役により構成され、
MCHCおよびMCHCグループの経営に関する重要な事項に
ついて審議・決定するとともに、中期経営計画、年度予算等に
基づき、MCHCグループの事業のモニタリングを行っています。
　なお、監査委員および事業会社の社長は、執行役会議に
出席し、自由に意見表明ができることとなっています。

氏名 活動状況 取締役会等への出席状況（2016年度）

橘川 武郎

取締役会では、経営史の視点からの会社経営に関する高い見識やエネル
ギー産業論の専門家としての経験を生かし、必要に応じて発言を行ってい
ます。また、指名委員会では、委員長として、委員会の議事運営を行うと
ともに、その結果を取締役会へ報告するなど、その職責を果たしています。
報酬委員会では、委員として委員会で必要に応じて発言を行っています。

取締役会 9回 / 10回 90%

指名委員会 8回 / 8回 100%

報酬委員会 6回 / 6回 100%

伊藤 大義

取締役会では、公認会計士としての経験や高い見識を生かし、必要に応じ
て発言を行っています。また、監査委員会では、委員として監査計画を立
案し、監査の実施状況とその結果を聴取するとともに、必要に応じて発言を
行っています。報酬委員会では、委員長として、委員会の議事運営を行うと
ともに、その結果を取締役会へ報告するなど、その職責を果たしています。

取締役会 10回 / 10回 100%

監査委員会 13回 / 13回 100%

報酬委員会 6回 / 6回 100%

渡邉 一弘

取締役会では、検察官、弁護士としての経験や高い見識を生かし、必要
に応じて発言を行っています。また、指名委員会および報酬委員会では、
委員として各委員会で必要に応じて発言を行っています。監査委員会では、
委員として監査計画を立案し、監査の実施状況とその結果を聴取すると
ともに、必要に応じて発言を行っています。

取締役会 10回 / 10回 100%

指名委員会 2回 / 2回 100%

監査委員会 13回 / 13回 100%

報酬委員会 6回 / 6回 100%

國井 秀子

取締役会では、会社経営者や情報処理分野の専門家としての経験に加え、
ダイバーシティ推進などに関する高い見識を生かし、必要に応じて発言を行っ
ています。また、指名委員会では、委員として委員会で必要に応じて発言を
行っています。監査委員会では、委員として監査計画を立案し、監査の実
施状況とその結果を聴取するとともに、必要に応じて発言を行っています。

取締役会 10回 / 10回 100%

指名委員会 8回 / 8回 100%

監査委員会 13回 / 13回 100%

橋本 孝之
取締役会では、会社経営の豊富な経験やICTに関する高い見識を生かし、
必要に応じて発言を行っています。指名委員会では、委員として委員会で
必要に応じて発言を行っています。

取締役会 6回 / 7回 85.7%

指名委員会 4回 / 6回 66.7%

役員報酬

　取締役および執行役の報酬については、以下の方針に基づき、
報酬委員会にて個人別の報酬額を決定しています。
　なお、報酬水準や基本報酬と業績報酬の割合などについては、
報酬委員会にて継続して議論し、適宜方針を見直していきます。

取締役および執行役の報酬の決定方針

（注） 1. 執行役を兼任する取締役に対しては、執行役としての報酬等を支払っております。
2. 上記の取締役（社内）の報酬等の支払額には、ストックオプションによる報酬6百万円が
含まれております。なお、当該報酬は、前期に執行役を務めていた取締役（社内）に対し、
執行役在任時の業績報酬として支給されたものです。

3. 上記の執行役の報酬等の支払額には、ストックオプションによる業績報酬29百万円が含まれ
ております。

4. 上記の取締役（社内）および執行役の報酬等の支払額のほか、取締役（社内）および執行役が
役員を兼任するMCHCの子会社からの報酬等として、取締役（社内）の報酬等が330百万円、
執行役の報酬等が169百万円あります。

5. 上記の取締役（社外）の報酬等の支払額のほか、MCHCの子会社の監査役を兼任している
取締役（社外）に対する報酬等として、MCHCの子会社である三菱化学および三菱樹脂から
の報酬等が11百万円あります。

取締役

執行役

● 基本報酬（固定報酬）のみで構成する。
● 基本報酬は、役位および常勤・非常勤などの区別に基づき設定する。
● 報酬額については、指名委員会等設置会社における取締役の責務
を果たすのに相応しい人材を確保するのに必要な水準とするべく、
他企業の水準なども勘案して決定する。

※執行役を兼任する場合、執行役としての報酬を適用する。

● 基本報酬（固定報酬）と業績報酬（変動報酬）で構成する。
● 基本報酬は、役位および代表権の有無などの職責に基づき設定する。
● 報酬額については、優秀な経営人材を確保し、当社の競争力を高
めるために必要な水準とするべく、他企業の水準なども勘案して
決定する。

● 業績報酬については、中長期的かつ持続的な企業価値の向上、な
らびに株主価値の共有に対するインセンティブとするべく、株式
報酬型（1円）ストックオプション制度を活用する。

取締役の報酬 基本報酬（固定）

※0－200%の範囲で変動

執行役の報酬

基本報酬（固定）

業績報酬（変動）

報酬額

区分
報酬等

支払人数（名） 支払額（百万円）

取締役（社内） 8 205

取締役（社外） 5 60

執行役 8 297

合計 21 562

Management
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リスク管理

　MCHCグループは、企業価値を向上することを使命として
企業活動を行っています。この企業活動は、社会情勢や地球
環境等、さまざまな外部環境との関係の中で行われています
が、これらの中にはリスクも潜在しています。

リスク管理体制

　MCHCは、「三菱ケミカルホールディングスグループ･リスク
管理基本規程」に基づき、MCHC社長をグループ全体のリス
ク管理統括責任者とするリスク管理体制を整備しており、
MCHCグループ全体に影響のある、重大リスクの管理状況や
リスク管理の方針については、経営会議にて報告、審議されます。
またその内容については、随時、取締役会に報告されます。
　事業会社の社長は、各社グループのリスク管理統括責任者
として、各社グループのリスク管理の仕組みを整備し、各社の
リスク管理委員会を通じた運用を統括します。
　リスク管理担当部門のみならず、役員･管理職員･従業員の
全員のリスク管理意識を醸成することが重要との認識から、そ
れぞれの立場でリスク管理に関わることとしています。

リスク管理の流れ

　MCHCグループは、重点的に取り組むべき主要なリスクと
して以下のリスクを抽出しています。これらのリスクを認識した

コンプライアンス

　コンプライアンスを着実にグループ内に浸透させるために、企業
行動憲章をはじめとする規則、基準の策定やガイドブックの作成、
教育研修・講習会などの啓発活動や業務監査の実施、またホット
ラインの運用、管理を行っています。海外のグループ会社におい
ても、各国の法制や社会規範に合わせた行動規範、推進規程を策
定しコンプライアンス強化に取り組んでいます。

事故・労災

　各事業所では、保安事故を未然に防ぐため、適切な設備の保
全と運転員に対する教育の充実を進め、健全な設備と正しい運転
操作の担保を図っています。万一、事故が発生してしまった場合
は、要因を解析し、対策を講じ、その有効性を監査やパトロールで
検証し、再発防止を図っています。また、その防止策を類似の設備
や運転操作に水平展開し、事故の未然防止に努めています。

情報セキュリティ

　社内外の脅威から情報システム資産を保護し、グループとし
て企業価値の維持･向上を図っていくために、「情報セキュリティ
ポリシー」を制定しています。同ポリシーに基づき設置した情報セ
キュリティ委員会を中心に、国内外の拠点における情報セキュリ
ティの維持･管理の強化を図っており、海外を含む全構成員に対
して、同ポリシーの遵守と周知徹底を図るための啓発･教育を定
期的に実施するとともに、さまざまな対策を施しています。例えば、
経済産業省が策定した「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」に
基づき、外部機関などと連携し、最新情報の収集や緊急対応体制
の整備に力を入れて取り組んでおり、問題の発生を極力防ぐととも
に、万一、発生した場合の被害を最小限に抑えるようにしています。

自然災害

　2011年の東日本大震災においていくつかの拠点が被災した経
験を生かし、従来取り組んでいた事業継続計画をさらに充実化し、
MCHC本社（東京）での業務継続が不能となった場合の一時的な
本社機能の移管も含め、災害発生時における被害の最小化と事業
の継続性の確保に努めています。また、原材料の調達と製品の供
給責任については、調達先を複数に分散するなど、事業継続計画
の一環として検討を進めています。

うえで、リスク発生の回避およびリスク発生時における損害の
最小化に努めています。

原材料を供給準備作業中

熊本地震における株式会社新菱のリスク対応

　グループ会社の新菱では、東日本大震災における岩手工場の経験をもとに、会社を挙
げて事業継続計画の作成に取り組んできました。2016年4月に発生した熊本地震では
同社熊本工場が被災しましたが、計画に従って、被災後の初動対応や復旧操作を事前の
想定通りに行うことができ、結果として被害を最小限に抑えることができました。復旧時の
原料確保については、同じくグループ会社である三菱ケミカル物流株式会社や他の工場
と連携して体制を取ったことにより、製品をいち早く供給してお客さまの需要にお応えす
ることができました。

重大リスクの取り組み

1 リスクの洗い出し
　MCHCグループ各社では、各部署が影響度の大き
さと発生頻度をもとにリスクの洗い出しを行っています。
その際には、各社の業態･事業特性などの内部環境
や、各国の政治的・社会的状況などの外部環境から
懸念されるリスクを想定しています。また、各事業会社
ごとに統一的な仕組みで社内のリスクの全貌を把握
し、対応するようにしています。

評価と対策の実施
　各事業会社は、洗い出したリスクを会社ごとの重要
性に応じてランク付けし、対応策を選択したうえで、然
るべき管理部署が低減活動などの対策を講じます。ま
た、経営幹部は、所管する事業･業務を遂行するに
あたり、グループの経営に重大な影響を及ぼすリスク
（重大リスク）を特定し、担当部署はその指示に従い
適切な対策を講じています。

2

対策の精査
　リスク対策は定期的に精査され、特に重大リスクへ
の対策については、事業会社ごとに定めたリスク管
理統括責任者に対して報告されます。

3

監　査
　これらの一連のリスク管理活動が継続して適切に運
用されるように、MCHCの監査部署が定期的な監査
を行い、結果はリスク管理統括責任者に報告されます。

4

企業行動憲章

　『三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章』は、
全13章から構成されており、私たちMCHCグループが、企業活
動のあらゆる局面において高い倫理観と社会的良識をもって
行動することを明確に宣言しています。

　私たちが社会とともに持続的に発展していくための基本的な
行動原則やKAITEKI実現に貢献する上での主要な課題に対する
私たちの姿勢、KAITEKI実現に向けた基本的な考え方と取り
組みについてビジネスパートナー等との共有をうたっています。

自覚・責任 説明責任・透明性 法令等の遵守と
公正・公平・誠実

ステークホルダーの
尊重 人権の尊重 雇用・労働 環境・安全

公正な事業慣行 顧客満足 情報管理 科学・技術 コミュニティ貢献 規範の共有

リスクという言葉にはいろいろな意味がありますが、MCHCグループはリスクを
「企業活動に潜在し、MCHCグループの社会的信頼または企業価値を損ねるおそれのある事象である」と定義しています。
それらのリスクを認識、分析、評価し、重大なリスクの顕在化を防ぐとともに、万一、リスクが顕在化した場合に、
人的・経済的・社会的な損害を最小限にとどめる活動を推進しています。

海外事業展開リスク

　海外進出が活発になる中、進出国に特有の法令や制度に起因
するリスクを軽減するため、さまざまな取り組みをしています。例えば
食品包装材料の原料となるポリオレフィンの事業分野では、使用
している原材料が輸出先の規制に適合しない場合、販売ができな
くなるとともにお客さまの信用を失うという重大なリスクがありま
すが、そのような事態を招かぬよう、確認手順のルールを定め、関
係者に周知し、その運用を徹底しています。

　このようなケースを含め、あらゆるリスクの認識漏れを防ぐため
に、進出国ごとに過去に起きた重大事件、法令違反などを公開媒
体から抽出･整理した「グローバル･リスクマップ」を作成し、海外
のグループ会社が利用できるように配付しています。2016年度は
対象国を5カ国追加し計22カ国とし、今後もさらに充実を図って
いきます。また、進出国での政変などの混乱に備え、現地と各事業
会社の本社およびMCHCとの連絡系統を定め周知しています。

Management
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売上収益・海外売上収益比率 コア営業利益・ROS 親会社の所有者に帰属する当期利益
基本的1株当たり当期利益
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■コア営業利益（左軸）
̶ROS（右軸）

■親会社の所有者に帰属する当期利益（左軸）
̶基本的1株当たり当期利益（右軸）

■売上収益（左軸）
̶海外売上収益比率（右軸）
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コンプライアンス推進体制

　MCHCの取締役会が選任したグループCCO（Chief 

Compliance Officer）※が推進の責任者となり、MCHC内部
統制推進室がMCHCグループのコンプライアンスに関する業
務を推進する事務局としてグループCCOを補佐しています。
事務局はMCHCグループの活動を支援するために、教育用共
通ツールの制作のほか、海外グループ会社に対する教育や
ホットラインの設置を行っています。また、米国、欧州および中
国に設立した地域統括会社を通じ、地域の特性に合わせたコ
ンプライアンスの徹底を図っています。各主要事業会社は、コ
ンプライアンス推進委員会を設置し、各社の内部統制推進部
門が事務局となり、「MCHCグループ・コンプライアンス推進
規程」に基づいてホットラインの運用管理や教育研修･講習会、
業務監査、コンプライアンス意識調査などを実施しています。
MCHCグループでは、コンプライアンス違反事案が発生した
場合には、各社の内部統制推進部門やMCHC内部統制推進
室に報告･相談し、是正措置と再発防止策を講じます。

※ CCO：コンプライアンス推進統括執行役

公正な事業慣行に関する取り組み

　2014年に「MCHCグループ・グローバル贈賄防止ポリシー」
および「MCHCグループ・グローバル独占禁止法遵守ポリシー」
を制定し、また、贈賄防止に関して、「MCHCグループ・グロー
バル贈賄防止ポリシー」を補足するガイドラインを2015年に
は中国で策定し、2016年度は、アジアで策定。これらの活動
の結果、2016年度も関連法令等の重大な違反はありません
でした。
　MCHCグループは今後もグローバルな視点で贈賄防止お
よび独占禁止法はもちろんのこと、各国の関連法令等の遵守
に取り組んでいきます。

ホットライン・システム

　MCHCグループでは、MCHCおよび主要事業会社の内部
統制推進部門または社外の弁護士を窓口とするホットライン･

システムを管理・運用しています。2016年度にホットライン･
システムに寄せられた情報は「127件」でした。これらの情報
については内部統制推進部門長をリーダーとする調査チーム
が対応し、問題を確認した場合はCCOの指揮のもと、「MCHC

コンプライアンス・ホットライン運用規則」に則り早期の対応
と是正を図っています。

2016年度の取り組みと結果

　2016年度は、日本国内では、MCHCグループに所属する全
従業員に対して、コンプライアンスの浸透度を継続的にモニタ
リングするため、外部機関に委託し意識調査を実施しています。
　海外についても同様に意識調査を実施しており、従業員の
コンプライアンス意識が年々高まってきていることを確認してい
ます。例えば、アジア地域を中心に、コンプライアンス意識の浸
透と定着を図るために、現地研修を20回開催しました。今後も
現地担当者とFace to Faceでコミュニケーションをとりながら
コンプライアンス推進活動を継続していきます。
　また、コンプライアンスの自主研修については、各国の言語に
翻訳することで従業員のさらなるコンプライアンスの意識向上
に向けた取り組みを推進していきます。
　MCHCグループは、米国、欧州、中国、タイおよび台湾にホッ
トライン窓口を設置しています。加えて、2016年には、シンガポール、
インドネシアに新たな窓口を設置しました。
　今後も、日本、米国、欧州および中国、アジア等が相互に情
報を交換し、そのネットワークを活用しながらグループとして
一層のコンプライアンスの推進を図っていきます。

売上収益とコア営業利益

　当社グループの事業環境につきましては、機能商品分野および素
材分野においては、前連結会計年度に比べ円高の影響を受けたも
のの、国内外の需要が堅調に推移し、ヘルスケア分野においては、
2016年4月に実施された薬価改定の影響等があったものの販売は
堅調に推移しました。
　このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度連結業績
につきましては、円高の影響等により、売上収益は3兆3,761億円と
なり、前連結会計年度と比べて1,673億円の減少となりました。
また、当連結会計年度のコア営業利益については、3,075億円となり、
前連結会計年度と比べて71億円の増加となりました。当連結会計
年度の売上収益コア営業利益率については9.1%となり、前連結会
計年度（8.5%）を上回りました。
　なお、当社はインドおよび中国におけるテレフタル酸事業の譲渡決定
（2016年7月27日公表）に伴い、両地域における同事業を非継続事
業に分類しています。従って、売上収益、コア営業利益および営業利
益は、非継続事業を除いた継続事業の数値を記載しております。また、
前連結会計年度におきましても同様に修正しております。

セグメント情報

エレクトロニクス・アプリケーションズセグメント
　当セグメントの売上収益は1,047億円（前期比110億円減）と
なり、コア営業利益は29億円の損失（前期比19億円の損失増）と

なりました。
　情報機材においてコスト削減効果があったものの、OPCおよび
トナーの販売数量が減少したことに加え、電子関連製品においてディ
スプレイ材料等の販売価格が低下したことや、円高の影響により売
上収益およびコア営業利益は減少しました。

デザインド・マテリアルズセグメント
　当セグメントの売上収益は8,067億円（前期比189億円減）となり
ましたが、コア営業利益は815億円（前期比65億円増）となりました。
　樹脂加工品は、ディスプレイ向けフィルム等の販売数量が増加した
ものの、円高の影響に加え、販売価格が低下したことにより売上収
益は減少しました。精密化学品は、コーティング材料等の需要が概ね
堅調に推移し、電池材料は、自動車用電池向けの販売数量が増加
しました。複合材は、アルミナ繊維の販売数量が増加したものの、円
高の影響により売上収益は減少しました。食品機能材は、前期第4
四半期に連結子会社化したエーザイフード・ケミカルの収益が通期
で寄与したことにより売上収益が増加しました。化学繊維は、輸出
環境の悪化等により販売数量が大幅に減少しました。コア営業利益
は、円高の影響があったものの、総じて販売数量が増加したこと等に
より、増加しました。

ヘルスケアセグメント
　当セグメントの売上収益は5,470億円（前期比14億円減）となり、
コア営業利益は984億円（前期比138億円減）となりました。
　医薬品は、2016年4月の薬価改定の影響があったものの、国内
において関節リウマチ治療剤「シンポニー」およびワクチン等の販売
数量が伸長したことに加え、海外に導出した多発性硬化症治療剤
「ジレニア」のロイヤリティ収入の増加により売上収益は増加しました。
診断検査・創薬支援および製剤材料は、製剤材料の販売数量の
減少等により売上収益は減少しました。コア営業利益は、医薬品に
おける増収があったものの、薬価改定の影響等により減少しました。

Financial Information
財務情報

MCHCグループは、「コンプライアンス」という言葉を“法令遵守”にとどまらず、
企業倫理や社会の一般的ルールの遵守までを含めたより広い意味で捉えています。
そして、社会からの信頼に応える企業であり続けるために、コンプライアンスを
経営上の最重要課題の一つと位置づけ、コンプライアンス浸透のための取り組みを行っています。

経営成績
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※決算期を統一していることによる影響額1,456億円を除いています。

Financial InformationManagement
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コンプライアンス 財務情報｜財政状態および経営成績の分析




