
本店所在地 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル

設立年月日 2005年10月3日

資本金 500億円

連結売上収益 3兆7,244億円（2018年3月期）

連結従業員数 69,230名

株式会社三菱ケミカルホールディングス（2018年3月31日現在）

事業運営体制

事業会社
機能商品、素材、ヘルスケアの3つの事業分野での事業活動

純粋持株会社

三菱ケミカルホールディングス※

グループ全体の戦略策定、経営資源の最適配分、事業経営の監督等
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【連結キャッシュ・フロー計算書】 
           （単位：百万円） 
          前連結会計年度 

（自 2016年 4月 1日 
至 2017年 3月 31日） 

当連結会計年度 
（自 2017年 4月 1日 
至 2018年 3月 31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税引前利益	 258,343 344,077 
 非継続事業からの税引前利益	 2,300 ― 
 減価償却費及び償却費	 174,040 178,895 
 持分法による投資損益(△は益)	 △16,964 △26,637 
 受取利息及び受取配当金	 △6,593 △7,669 
 支払利息	 16,060 15,652 
 減損損失	 16,861 12,062 
 固定資産除売却損		 7,457 10,414 
 環境対策費		 6,781 3,672 
 訴訟損失引当金繰入額	 	 ― 1,170 
 関係会社株式売却損	 1,007 26 
 固定資産売却益	 △1,205 △4,183 
 関係会社株式売却益	 △2,347 △3,747 
 営業債権の増減額（△は増加）	 △11,264 △80,607 
 棚卸資産の増減額（△は増加）	 △9,224 △70,882 
 営業債務の増減額（△は減少）	 43,992 51,755 
 退職給付に係る資産及び負債の増減額	 761 8,876 
 その他	 △3,727 18,158 
 小計	 476,278 451,032 
 利息の受取額	 2,809 2,699 
 配当金の受取額	 13,666 16,941 
 利息の支払額 △15,741 △15,041 
 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)	 △80,369 △57,691 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 396,643 397,940 
投資活動によるキャッシュ・フロー   
 有形固定資産の取得による支出 △197,100 △199,871 
 有形固定資産の売却による収入 8,905 10,268 
 無形資産の取得による支出 △8,684 △28,390 
 投資の取得による支出 △314,982 △401,573 
 投資の売却及び償還による収入 207,280 441,464 
 子会社の取得による支出 △26,276 △122,977 
 子会社の売却による収入 10,748 12,701 
 定期預金の純増減額（△は増加） 117,294 △55,835 
 事業譲受による支出 △77,774 △343 
 その他 △8,467 8,623 
 投資活動によるキャッシュ・フロー △289,056 △335,933 
財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金の純増減額（△は減少） △129,692 25,243 
 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 10,000 △16,000 
 長期借入れによる収入 217,446 80,638 
 長期借入金の返済による支出 △143,867 △148,016 
 社債の発行による収入 220,408 29,828 
 社債の償還による支出 △40,010 △40,000 
 自己株式の純増減額（△は増加） △30,035 △60 
 配当金の支払額 △23,437 △38,861 
 非支配持分への配当金の支払額 △28,453 △40,946 
 非支配持分からの払込みによる収入 2,812 5,473 
 非支配持分からの子会社持分取得による支出 △48,837 △3,732 
 その他 △4,924 △4,159 
 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,411 △150,592 
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 △13,144 847 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95,854 △87,738 
現金及び現金同等物の期首残高	 267,148 363,510 
売却目的で保有する資産への振替に伴う	

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	
△247 △6 

連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	 728 1,640 
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	 27 218 
現金及び現金同等物の期末残高	 363,510 277,624  

連結キャッシュ・フロー計算書

グループ会社

56.4%

事業分野

田辺三菱製薬※

資本金

500億円
連結売上収益

4,339億円
事業内容

医療用医薬品 等

ヘルスケア

グループ会社

100%

事業分野

生命科学
インスティテュート

資本金

30億円
連結売上収益

1,324億円
事業内容

健康・医療ICT、
創薬ソリューション、
次世代ヘルスケア

ヘルスケア

グループ会社

50.6%

事業分野

大陽日酸※

資本金

373億44百万円
連結売上収益

6,462億円
事業内容

産業ガスおよび
関連機器・装置 等

素　材

グループ会社

100%

事業分野

三菱ケミカル

資本金

532億29百万円
連結売上収益

2兆5,481億円
事業内容

機能商品、素材 等

機能商品

素　材

機能分担会社

＊2018年7月1日、戦略的出資および協業推進機能として、Diamond Edge Ventures, Inc.
を設立しました。

グループの経理・財務等の共通機能

三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ

中長期的な戦略策定にあたっての将来の社会課題とそれらへの対応の研究

地球快適化インスティテュート

グローバルな事業展開に対応した北米、欧州、中国における対外代表機能等

Mitsubishi Chemical Holdings America
Mitsubishi Chemical Holdings（Beijing）

（三菱化学控股管理（北京））

Mitsubishi Chemical Holdings Europe

※上場会社

100%

100%

100%

100%

100%
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財務情報｜連結財務諸表 会社情報



事業ユニット 主要な事業・製品・サービス 主要な用途

高機能ポリマー

機能性樹脂 自動車、産業資材、エレクトロニクス、
生活用品、食品、医療

フェノール・ポリカーボネート 工業用化学品、自動車、エレクトロニクス

PBT※1

自動車、エレクトロニクス、生活用品、産業資材
サステイナブルリソース

高機能化学

コーティング材料
産業資材、自動車、エレクトロニクス、生活用品、
工業用化学品、航空機エポキシ樹脂

樹脂添加剤

無機化学品 自動車、エレクトロニクス、工業用化学品

食品機能材 食品（飲料、製菓、健康食品等）

情電・ディスプレイ

光学系フィルム
（ポリエステルフィルム等）

エレクトロニクス光学用PVOH※2フィルム

カラーレジスト

精密洗浄 エレクトロニクス、環境

高機能フィルム

食品包装材 食品、生活用品

工業用フィルム 産業資材

医療・衛生用フィルム 医療

環境・
生活ソリューション

アクアソリューション 環境、インフラ、生活用品、医療、食品

イオン交換樹脂 環境、エネルギー、工業用化学品、
エレクトロニクス、医療、食品

分離・アクアケミカル 環境、エレクトロニクス、医療、食品

アグリソリューション 農業

インフラ資材 環境、インフラ、産業資材

高機能成形材料

高機能エンジニアリングプラスチック 自動車、エレクトロニクス、産業資材、医療

炭素繊維・複合材料 自動車、航空機、産業資材、スポーツ用品

アルミナ繊維 自動車、産業資材

機能成形複合材 産業資材

繊維 生活用品、産業資材

新エネルギー

リチウムイオン電池材料 自動車、エレクトロニクス、エネルギー

LEDマテリアルズ エレクトロニクス、自動車

シンチレータ 医療、エレクトロニクス

石化

石化原料・基礎化学品 工業用化学品

ポリオレフィン 自動車、エレクトロニクス、生活用品、産業資材、医療

炭素

コークス
産業資材

炭素材

カーボンブラック
産業資材、自動車、生活用品

合成ゴム

MMA MMA・PMMA 自動車、エレクトロニクス、産業資材、生活用品

産業ガス

産業ガス
産業資材、工業用化学品、エレクトロニクス、
自動車、食品、医療

産業ガス関連機器・装置

医療用医薬品 医療用医薬品 医療、健康

ライフサイエンス

臨床検査

医療、健康
診断薬・診断機器

カプセル・製剤関連機器

医薬原薬・医薬中間体

セルフチェックサービス「じぶんからだクラブ」 健康

熱可塑性エラストマー
「テファブロック」 ポリカーボネート 生分解性プラスチック

「BioPBS」

ビーズレジン エポキシ樹脂
「jER」 シュガーエステル

光学用透明粘着シート
「クリアフィット」

光学用PVOH※2フィルム
「OPLフィルム」 カラーレジスト

食品包装用フィルム
「ダイアミロン」

アクリルフィルム
「アクリプレン」

錠剤・カプセル包装用防湿シート
「ビニホイル」

水処理用部材・
装置・設備

葉菜類用養液栽培システム
「ナッパーランド」

FRP※3・SUS※4製パネル水槽
「ヒシタンク」

エンジニアリング
プラスチック製品 炭素繊維・複合材料 アルミナ繊維

リチウムイオン
電池材料 蛍光体 シンチレータ

エチレン製造プラント 石化誘導品 ポリエチレン製
ガソリンタンク

コークス 炭素材 カーボンブラック

MMAモノマー アクリル樹脂成形材料
「アクリペット」 アクリル樹脂製品

セパレートガス
（酸素・窒素・アルゴン） 電子材料ガス 空気分離装置

自己免疫疾患治療剤 筋萎縮性側索硬化症治療剤
「ラジカット」 ワクチン

体外診断用機器
「パスファースト」 カプセル セルフチェックサービス

「じぶんからだクラブ」

 三菱ケミカルグループ　  田辺三菱製薬グループ　  生命科学インスティテュートグループ　  大陽日酸グループ

※1 PBT：ポリブチレンテレフタレート　※2 PVOH：ポリビニルアルコール　※3 FRP：ガラス繊維強化プラスチック　※4 SUS：ステンレス

直接出資

会社名 主要な事業内容 資本金 当社の出資比率（%）

三菱ケミカル（株） 化学製品の製造・販売 532億円 100.0

田辺三菱製薬（株） 医薬品の製造・販売 500億円 56.4

（株）生命科学インスティテュート ヘルスケアソリューション事業の経営管理等 30億円 100.0

大陽日酸（株） 産業ガスの製造・販売 373億円 50.6

（2018年3月31日現在）

間接出資 会社名 主要な事業内容 資本金 当社の出資比率（%）

機能商品分野 機能商品セグメント

日本合成化学工業（株） 樹脂加工品等の製造・販売 180億円 100.0

三菱ケミカルインフラテック（株） 冷熱管材、設備機器、土木・防水補強および物流資材の製造・販売 4億円 100.0

三菱ケミカルフーズ（株） 食品添加物および医薬原料等の製造・販売 5億円 100.0

三菱ケミカルメディア（株） 各種記録媒体、コンピュータ周辺機器等の販売 41億円 100.0

エムシー・アイオニック・
ソリューションズ・ユーエス社 リチウムイオン電池用電解液の製造・販売 100米ドル 100.0

クオドラント社 エンジニアリングプラスチック事業を行う子会社の経営管理 28百万スイスフラン 100.0

三菱ケミカルパフォーマンス・
ポリマーズ社 熱可塑性コンパウンド・機能ポリオレフィンの製造・販売 100米ドル 100.0

ミツビシポリエステルフィルム社 ポリエステルフィルムの製造・販売 100米ドル 100.0

素材分野 ケミカルズセグメント

関西熱化学（株） コークスの製造・販売 60億円 51.0

日本ポリエチレン（株） ポリエチレンの製造・販売 75億円 58.0

日本ポリプロ（株） ポリプロピレンの製造・販売 118億円 65.0

三菱ケミカル・ルーサイト・グループ社 MMA事業等を行う子会社の経営管理 246百万英ポンド 100.0

産業ガスセグメント

サーモス（株） 魔法瓶等の生活用品の製造・販売 3億円 100.0

（株）JFEサンソセンター 産業ガスの製造・販売 9千万円 60.0

日本液炭（株） 産業ガスの製造・販売 6億円 84.1

マチソン・トライガス社 産業ガスの製造・販売 50米ドル 100.0

ヘルスケア分野 ヘルスケアセグメント

（株）エーピーアイ コーポレーション 医薬原薬・医薬中間体等の製造・販売 40億円 100.0

（株）LSIメディエンス 臨床検査等の医療関連サービス、
医薬品開発支援サービス、体外診断用医薬品・機器等の製造・販売 30億円 100.0

クオリカプス（株） 医薬品・健康食品用カプセルおよび製剤関連機器の製造・販売 29億円 100.0

田辺三菱製薬工場（株） 医薬品の製造・販売 11億円 100.0

その他 三菱ケミカルエンジニアリング（株） エンジニアリングおよび土木建築、建設、保全その他工事 14億円 100.0

三菱ケミカル物流（株） 運送業および倉庫業等 15億円 100.0
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主要な子会社・関連会社 主要な事業



免責事項　本レポートにおける見通しは、現時点で入手可能な情報によりMCHCが判断したものです。実際の業績はさまざまなリスク要因や不確実な要素により、業績予想と大きく異なる可能性
があります。MCHCグループは情電・ディスプレイ関連製品、高機能成形材料、高機能ポリマー、MMA、石化製品、炭素製品、産業ガス、医薬品など、非常に多岐にわたる事業を行っており、その
業績は国内外の需要、為替、ナフサ・原油などの原燃料価格や調達数量、製品市況の動向、技術革新のスピード、薬価改定、製造物責任、訴訟、法規制などによって影響を受ける可能性があります。
ただし、業績に影響を及ぼす要素はこれらに限定されるものではありません。

Mitsubishi Chemical Holdings Europe GmbH

Kasteler Strasse 45, 65203 Wiesbaden, Germany
TEL: [+49](0)611-962-6923

株式会社三菱ケミカルホールディングス

〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル
TEL: 03-6748-7200

Mitsubishi Chemical Holdings America, Inc.

655 Third Avenue, 15th Floor,
New York, NY 10017, USA
TEL: [+1] 212-672-9400

Mitsubishi Chemical Holdings (Beijing) Co., Ltd.
（三菱化学控股管理（北京）有限公司）

Room 710, Beijing Fortune Building, Dong San Huan Bei Lu 5,
Chao Yang District, Beijing, 100004, PRC
TEL: [+86](0)10-6590-8621

国内関係会社 318社 海外関係会社 390社

アジア・
パシフィック

218社

アフリカ

1社
中南米

8社

北  米

72社
欧  州

91社
日  本

318社

（2018年3月31日現在）
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グローバルネットワーク


