
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
マテリアリティを特定し、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

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

5
社内承認手続き

MCHCの経営会議（現 執行役会
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。

MCHCは中期経営計画APTSIS 20における重要な課題を特
定し、企業活動に及ぼす影響度を勘案しながら優先順位づけを
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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マテリアリティ
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マテリアリティ
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マテリアリティ
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

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、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。

Sustainability

マテリアリティ・アセスメント

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。

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。

行い（マテリアリティ・アセスメント）、企業活動の羅針盤として活
用しています。
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地球環境に関連するマテリアリティ

■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マテリアリティ
■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マテリアリティ

■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
値向上へ活かしていく。

■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

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

疾病治療への貢献

人材の育成・開発

 

関連するSDGs

KAITEKIの実現に向けたMCHCグ
ループの取り組みは、SDGsの達成
に貢献できる部分が多いと考えてい
ます。SDGsの17の目標と私たちの
マテリアリティとの関連性を意識し
ながら、双方の解決に対して貢献で
きるようMOSの推進、高度化を進め
ていきます。

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

強靱なインフラ整備、
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

強靱なインフラ整備、
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

プロセスの関係性：MOSとSDGs

“SDG Compass 日本語翻訳版※”より引用・編集
※翻訳・監修：一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・
ジャパン、公益財団法人 地球環境戦略研究機関（IGES）

社外情報収集・分析
社内啓発

SDGsを理解する

優先課題を決定する 目標を設定する

報告とコミュニケーションを行う 経営へ統合する

ステップ1ステップ1

ステップ2 ステップ3

ステップ5
ステップ4

ステップ2 ステップ3

ステップ4ステップ5

SDGsの企業行動指針であるSDG Compassの5つのステップと、
MCHCグループのサステナビリティ推進活動を比較して示します。

マテリアリティとの関係性整理
ビジネス機会とリスク分析

→成長戦略

MOS指標の活用
（定量目標設定）

KAITEKIレポート
ウェブサイト

サステナビリティアセスメント

価値創造プロセス、
KAITEKI経営への組み込み
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　MCHCグループのMOS指標は、2011年度から運用を開
始した“人、社会、そして地球の持続可能性”への貢献度合い
を可視化するための経営指標です。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。中期経営計画の2年目となる2017年度の実績
は、年度目標に対する達成率108%の152点となりました。（右
下グラフ参照）

■S指標の概要

　S指標は総じて良好な進捗となりました。大気系、水系、土
壌系環境負荷削減指標（S-1-1－S-1-3）は、順調な稼働の中、
環境負荷の削減が進み、目標を達成しました。その他、省エネ
ルギー活動の推進（S-2-1）や再生可能エネルギー利用の推進
（S-2-3）、GHG排出削減に貢献する製品・サービスの提供
（S-3-1）、食料問題解決への貢献指標（S-3-3）も年度計画
上回る結果となりました。一方、省資源・再生可能材料への
転換（S-2-2）の資源削減と水資源問題解決への貢献指標
（S-3-2）は未達となりました。

関連記事 省エネルギー活動の推進（S-2-1）
→FOCUS MOS指標 Ｐ71

■H指標の概要

　医薬品の提供指標（H-1-1）、健康管理・健康診断情報の
提供指標（H-2-2）、健康分野商品の提供指標（H-3-1）の
進捗は好調に推移し目標を達成しました。一方、臨床検査
サービスの提供指標（H-1-2）や衛生分野商品の提供指標
（H-3-2）は進捗が振るわず、年度目標は未達となりました。

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 P44

医薬品の提供（H-1-1）
→FOCUS MOS指標 P71

■C指標の概要
　事故・災害の防止指標（C-1-2）では、保安事故削減率が
目標達成となりましたが、環境事故削減率と休業度数率は目
標を大きく未達となりました。またコンプライアンス意識の向上
指標（C-1-1）やビジネスパートナーとのコミュニケーション推
進指標（C-2-1）は順調に推移しましたが、顧客満足度指数や
クレーム改善指標（C-1-3）は進捗が振るわず未達となりました。
従業員ウェルネス指標（C-2-3）では、従業員満足度、長時間
労働者比率、有給休暇取得率、疾病休業日数率、係長級以上
女性比率、総合職入社者女性比率、主要現地法人における
日本人以外の社長比率、グループ内の協奏に関する従業員の
意識の8項目を測定に採用しており、概ね順調に推移しました。
KAITEKI 健康経営の施策と連動し、各項目の改善・向上を
めざします。

関連記事

事故・災害の防止：休業度数率（C-1-2）
→非財務指標 P44

コンプライアンス意識の向上（C-1-1）
→FOCUS MOS指標 P71

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。2017年度は152点と順調に推移
しています。最終年度の目標として設定した300点
の達成をめざして、引き続き取り組んでいきます。

S（Sustainability）指標
H（Health）指標
C（Comfort）指標

2020計画2018計画2017実績2016実績 2017計画

100

100

100

78

152

300

51

45

31

80

30

68

51

33

50

31

18

（年度）

APTSIS 20  MOS指標の進捗
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MOS指標 評価項目
（単位）

FY2017
計画数値

FY2017
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） 646.2 554.0 548.7 ★★★ 10

S-1-2 水系環境負荷の削減 環境負荷原単位
（LIME/億円） 6.9 6.1 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） 6.9 5.2 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） 36,430 51,699 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） 2,984 2,194 12,000 ★★

13
資源再生サービス
提供増加率（%） 19.8 30.1 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） 43.8 52.6 50.0 ★★★ 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t-CO2e）

0.65 0.78 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） 3.75 3.34 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（%） -0.9 7.1 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） 8.82 10.87 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） 3.18 2.20 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） 4.39 4.17 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%） 154 154 325 ★★★ 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） 4.21 7.84 14 ★★★ 14

H-3-2 衛生分野商品の提供 対象製品売上高
増加率（%） 2.6 -2.4 60 ★ 14

H-3-3 医療分野商品の提供 対象製品売上高
増加率（%） 25.0 20.3 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 21.0 21 ★★★ 21

C-1-2 事故・災害の防止

保安事故件数
削減率（%） 57.9 57.9 60 ★★★

19環境事故件数
削減率（%） 100 -40 100 ★

休業度数率指数
改善率（%） 17.6 -11.1 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 -4 47 ★

17
クレーム指数
改善率（%） 60.0 34.5 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） 28.8 43.2 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 8.6 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） 9.17 8.43 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（%） 14.3 14.0 40 ★★★ 9

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

APTSIS 20  MOS指標の実績評価一覧
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MOS指標

　事業活動を通じてMCHCグループが排出するCO2の約9割がエネ
ルギー起源です。そこでMCHCグループでは、地球温暖化の防止につ
ながる省エネルギー活動を積極的に推進し、その削減効果を定量的に
評価しています。
　省エネ活動のうち、製造プロセスのエネルギー効率向上による削減
効果は大きく、運転条件の最適化や使用燃料の見直し、また省エネル
ギー型装置への計画的な更新にも取り組んでいます。
　たとえば、空気から酸素・窒素・アルゴンを製造する空気分離装置
では、通常、空気の圧縮プロセスで多くのエネルギーを必要としますが、
省エネルギー型空気分離装置へ置き換えることによって、大幅な削減が
可能となります。2017年度はこのようなさまざまな取り組みが進み、
省エネルギー効果は前年度比148%増、2016年・2017年の累積で
合計51,699重油換算トンとなりました。

省エネルギー
活動の推進

S 指 標 S-2-1
MCHCのマテリアリティ
資源・エネルギーの
効率的利用

MCHCのマテリアリティ

疾病治療への貢献

MCHCのマテリアリティ
コンプライアンス、
保安安全、ガバナンス

　MCHCグループは社会からの信頼にこた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、
国内外において種々の教育研修や啓発活動を実施するなど、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。
　日本国内ではMCHCグループに所属する全従業員に対して外部機
関に委託した意識調査を行い、このうちコンプライアンスに対する意識
や職場の風土に関連性が高い4項目の回答をMOS指標の測定に採用
しています。
　2017年度は対象とした4項目において年度計画を上回り、さまざ
まな取り組みが着実にコンプライアンスの浸透・定着につながっている
ことが窺える結果となりました。不正や不祥事を起こさない企業風土の
醸成をめざし、今後もコンプライアンスの意識向上に向けた取り組みを
推進します。

コンプライアンス意識の向上

C 指 標 C-1-1

H 指 標 H-1-1
　医薬品の提供指標は、治療貢献度と有用性拡大の2つの項目から
構成されています。治療貢献度は、製品が投与される疾患の治療満足
度と実際に投与された患者数をもとに算出しており、治療の難しい疾患
に対して、自社の製品がどれだけ貢献できているかということをモニター
しています。他方、有用性拡大では、製品の適応症の拡大や販売国数
の拡大などを評価しています。
　2017年度は、原因不明の神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症
（ALS）に対して米国で約20年ぶりの新薬となる「ラジカヴァ」（日本製
品名「ラジカット」）を発売し、2,500名を超えるALS患者さまに投与さ
れるなど順調に推移し、医薬品提供貢献指数は前年度比92.0%増の
10.87ポイントとなりました。今後も医薬品を通じてより多くの患者さ
まへ治療選択肢を提供することで疾病治療に貢献していきます。

医薬品の提供

省エネルギー型超大型空気分離装置

MCHCグループ企業行動憲章ガイドライン

ALS治療薬「ラジカヴァ」（日本製品名「ラジカット」）
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誰もがスポーツを楽しめる未来に向けて

　ミャンマーでは水道普及率の低さや水道施設の老朽化など、上下水道
システムの整備だけではなく、気候変動の影響とされる雨期や乾期の
長期化による河川の高濁化や塩水化のため、水質分析を含めた水関連
技術の高度化が喫緊の課題となっています。
　MCHCグループは、地下水飲料化事業を手掛ける株式会社ウェルシィ
の高度な技術を活かし、この地域に安全な飲料水を提供するソリュー
ションプロバイダーとしてMW Aqua Solutions Co., Ltd.を設立しました。
水処理エンジニアリングと水質分析を一体としたソリューション事業の
展開により、ミャンマーの水環境向上に貢献しています。
　またJICAが取り組む“ミャンマー水
環境管理および環境影響評価制度の
能力向上プロジェクト”で、政府機関
ラボに対する技術支援を行うなど、現
地における水質分析技術の向上にも
貢献しています。

　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。
　事業会社の一つである三菱ケミカルは、2017年4月に日本障がい者
スポーツ協会（JPSA）とオフィシャルパートナー契約を締結し、パラスポー
ツの支援を行っています。
　従業員による同協会主催スポーツ競技大会の運営サポート（受付、
会場設営等）のボランティア、観戦や応援のほか、社内でボッチャ大会
を開催し、従業員のパラスポーツの理解促進に向けた活動も積極的に
行っています。

事例

02

事例

01

河川向け脱塩装置ミャンマー・マンダレー市開発委員会での水質分析研修

2017ジャパンパラ
ウィルチェアーラグビー競技大会

社内ボッチャ大会

　これからもパラスポーツの支援を通じ、年齢、
性別、障がいの有無等にかかわらず、すべての人
がスポーツの楽しさや喜びを享受し、一人ひとり
の個性が尊重される心身ともに健康的な社
会づくりに貢献します。

ミャンマーの水環境向上に貢献するソリューションの提供
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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付けています。
“人”の能力を十分に活かし、活躍を最大化する取り組みとしてKAITEKI健康経営※を推進しています。 
※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。

CHOメッセージ

取締役
執行役常務 コンプライアンス推進統括執行役
Chief Health Officer　藤原 謙

多様な人材がいきいきと
活力高く働ける会社・職場づくりを通じて、
豊かな創造性と高い生産性の基盤を

築くことをめざします。

※右頁参照

KAITEKI健康経営の
アプローチ

ICT・IoT 活用
（i2 Healthcareの活用）※

コンプライアンス

組織活性化
創造性・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

　2016年の健康経営推進宣言以降、健康支援と働き方改革
を両輪とする、さまざまな活動を展開しています。従来の働き
方改革では残業時間の削減などが中心でしたが、KAITEKI健
康経営では視点を変え、従業員のやりがいや成長の実感、働
き方に関する意識の変革、生活満足度や健康項目の改善など
をKPI（Key Performance Indicator：重要成果指標）に設
定し、ICTやIoTも活用しながら進めています。ウェアラブルデ
バイスを従業員へ貸与し、そこから得られる睡眠の質や活動
量のデータ、健診データ、働き方データを健康支援の情報とと
もに端末上で閲覧できるマイページの開設、産業医による勉
強会、“卒煙サポート”など、多くの特徴ある活動がグループ各
社で展開されています。
　多様な人材がいきいきと活力高く働く職場は、切磋琢磨の
活気とともに風通しが良く、信頼感も高い組織の基盤となります。
この好循環を通して“職場の健康”を増進し、豊かな創造性と
高い生産性を備えた企業となることをめざしていきます。
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広範囲にわたる活動や施策を推進するなか、方向性と達成イメージを共有するために、
KPI 3項目（いきいき活力指数、働き方指数、健康指数）を選定し、それぞれ2020年度までの目標値を設定しました。

このKPIを核にしながら、KAITEKI健康経営のPDCAを推進しています。

活動事例

K P Iと目標値

MCHCグループでは、労災対策として人的要因にも着目して
います。MCCは、転倒労災防止対策の2本柱として、転倒しに
くい身体づくりのための“KAITEKI体操”とともに、転倒リスクを
評価する“安全安心体力テスト”を実施しています。バランス能
力を評価する項目、つまず
きのリスクを評価する項目、
体重の支持力（筋力）を評
価する項目の3つのテスト
で身体機能を把握し、転
倒しにくい身体づくりに活
かしています。 

安全安心体力テスト01
MCHCは、従業員の健康サイクルをサポートするICTシステム
“i2 Healthcare”を開発し、グループ内で本格展開を開始し
ました。睡眠の質、活動量、心
拍数などがリアルタイムで認知
できるウェアラブルデバイスを
多くの従業員が着用し、ゲーム
感覚で楽しみながら活用してい
ます。

ICTの利活用

i2 Healthcareの本格展開02

※1 健康サーベイは、弊社が従来行っている従業員意識調査に加え、健康経営に対する各従業員の取り組み状況を把握するための調査です。

1. いきいき活力指数

従業員のやりがい、熱意、
信頼、成長を指数化

健康サーベイ※1において、

ポジティブな選択を15%以上増やす。

2. 働き方指数

働き方に関する意識、行動、
取り組みレベルを指数化

健康サーベイにおいて、

ポジティブな選択を10%以上増やす。

3. 健康指数

健診項目、生活習慣の質、
満足度レベルを指数化

健康基準を示す10項目において、当てはまる項目を、

全員が10ポイント（1項目）以上増やす。

+15

+10

+10

内容 2020年度の目標
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エネルギー消費・温室効果ガス（GHG）※1 2015年度 2016年度 2017年度

 温室効果ガス排出量（Scope1＋Scope2）（千t-CO2e）※2 12,054※4 14,269 14,815

 Scope1 7,771 7,223 7,470

 Scope2 4,283※4 7,046 7,345

 Scope3※5 43,240 54,370 49,640

 エネルギー消費量（GWh）※3 34,935※4 38,950 40,977

従業員構成（MCHCグループ） 2015年度 2016年度 2017年度

連結従業員数（名） 68,988 69,291 69,230

地域別従業員数（名） 日本 44,858 44,034 43,406

日本以外 24,130 25,257 25,824

環境影響 2015年度 2016年度 2017年度

 NOx排出量（千t） 8.04 8.96 8.12

 SOx排出量（千t） 3.08 4.77 4.42

 COD排出量（千t）※6 1.74 2.00 2.08

 排水中の全窒素排出量（千t）※6 5.53 6.06 6.04

 総りん排出量（千t）※6 0.05 0.09 0.07

※6 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 2015年度 2016年度 2017年度

 従業員数（名） 22,508 21,736 21,770

 男女別従業員数（名） 男性 19,194 18,459 18,440

 　　　　　　　　　 女性 3,314 3,277 3,330

 女性比率（%） 14.7 15.1 15.3

 女性管理職比率（%）※7 7.1 7.7 8.0

 有給休暇取得率（%） 66.8 67.6 65.4

 休業度数率※8 ※9 0.48 0.30 0.26

※7 係長級以上従業員に占める女性従業員比率
※8 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。
※9 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病者数

水使用 2015年度 2016年度 2017年度

 取水量（百万m3）（海水含まず） 171 189 193

 このアイコンのある指標は、2017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

集計対象範囲 2015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）および大陽日酸ならびにこれ
らの国内グループ会社、2016年度および2017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）

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 三菱ケミカル、田辺三菱製薬、大陽日酸および生命科学インスティテュートの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。

※1 2015年度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（CO2排出量はScope2から控除）、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、Scope1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、Scope2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（2015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。
※4 2015年度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年度から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。
※5 Scope3の算定方法はMCHCウェブサイトに掲載している非財務データ集の3ページをご覧ください。
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