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人、社会、そして地球環境のより良い関係を創るために。

Chemistryには、“人と人との相性・関係・つながり”という意味もあり、上記グループ理念は、

「“Good Chemistry for Tomorrow”すなわち、人、社会、そして地球環境のより良い関係を

創ることを目指し、活動していく」という企業姿勢を表現しています。

編集方針
三菱ケミカルホールディングス(MCHC)グループでは、各グルー
プ会社の報告書／レポートに加え、「CSRレポート」を発行していま
す。本レポートを通じて、MCHCグループのCSRに対する考え方
や取組み状況を社会に広く報告することにより、社会とのコミュ

ニケーションを図り、MCHCグループのCSRをより積極的に推進
していきたいと考えています。

報告範囲／報告対象期間
本レポートは、MCHCグループを報告範囲としていますが、

MCHC単体の方針等も掲載しています。報告対象期間は、2006
年度（2006年4月～2007年3月）ですが、一部2007年度の内容も
含んでいます。発行日の2007年10月1日に田辺三菱製薬が発足し
ましたが、旧三菱ウェルファーマの取組みにつきましては、「三菱ウ

ェルファーマ」と記載しています。また、旧田辺製薬の取組みにつ

きましては、旧田辺製薬の「CSRレポート2007」をご覧ください。

グループ理念
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免責事項
本レポートには、MCHCグループの過去と現在の事実だけでな
く、社会情勢に関する予想、経営計画・経営方針とその結果への

予測が含まれています。これらの予想・予測は、記述した時点で

入手できた情報に基づいた仮定ないし判断であり、諸与件の変

化によって、将来の社会情勢や事業活動の結果が予想・予測とは

異なったものとなる可能性があります。

お問い合わせ先
（株）三菱ケミカルホールディングス CSR推進室　

TEL: 03-6414-4880 FAX: 03-6414-4859

三菱化学

RCレポート
http://www.m-kagaku.co.jp/index.htm

レポートに関する内容はホームページでもご覧いただけます。

ホームページ http://www.mitsubishichem-hd.co.jp

三菱化学と三菱ウェルファーマの純粋持株会社として、

2005年10月に設立され、グループのポートフォリオ・
マネジメント機能を担い、グループの成長・飛躍に向け
た経営諸施策を積極的に推進しています。

化学の世界を通じて長年培ってきた広範な技術基盤・
事業経験の上に立ち、常に新しい時代の価値の創造を
求めて前進しています。

2007年10月三菱ケミカルホールディングスの完全子
会社となった三菱樹脂は、2008年4月に三菱化学の一
部事業および三菱化学グループの三菱化学ポリエステ
ルフィルム、三菱化学産資、三菱化学エムケーブイと合
併する予定です。

三菱樹脂

環境・社会報告書

http://www.mpi.co.jp/kankyo/index.htm

三菱ウェルファーマ　

環境・社会報告書

http://www.mt-pharma.co.jp

田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併し、2007年10
月1日に田辺三菱製薬が発足しました。医薬品の創製
を通じて、世界の人々の健康に貢献していきます。

直接出資グループ会社個別の環境データなどについては
各社が発行する報告書をご覧ください。

グループ理念

社長対談

経営戦略

事業を通したCSR

CSRに対する考え方

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

リスク管理

ステークホルダーとともに

お客さまとともに

株主・投資家の皆さまとともに／

取引先とともに

従業員とともに

地域社会の皆さまとともに

環境への取組み

安全への取組み

特集：地球温暖化への対応

国際社会の一員として

会社概要

第三者意見
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10年・20年先の未来を見すえた中長期ビジョンの策定

小林　実は、私どもは2005年10月に、10年後・20年後

のMCHCグループのあるべき姿、ありたい姿を考えよう

と、「プロジェクト10/20」というものをスタートさせまし

た。同じように、2025年までを視野に入れた政府の中

長期戦略「イノベーション25」で、とりまとめの座長を務

められたということで、黒川先生にはぜひ一度お会いし

たいと思っておりました。

黒川　そうでしたか。「イノベーション25」については

2007年5月25日に最終報告書をまとめ、6月1日には閣

議決定もされ、ようやく一段落しました。

小林　しかし半年ほどでまとめられたのですから、凄い

スピードです。私どもの「10/20」のビジョンも同じ5月末

にやっと形にしましたが、1年半もかけていたのでは遅

すぎると反省しております。

黒川　まあ、それぞれに事情が違いますから。それで「プ

ロジェクト10/20」というのはどのようなものなのですか。

小林　私はこの4月にMCHCおよび三菱化学の社長に就

任しましたが、直前にはCTO（チーフ・テクノロジー・オ

フィサー）ということで、グループ全体の研究開発部門の

統括者を務めていました。さらにそれ以前の20年ほどは、

光ディスクの研究や事業会社の社長をやっておりまして、

グループ全体の技術を見渡す立場になって疑問に思った

のが、それぞれの研究や技術開発のテーマが、きちんと

したコンセプトに基づいて設定されているんだろうか、

ということでした。あるいは、この会社は一体何なのか、

そもそも自分たちはこの会社に何のために入って、将来

何を目指していくのか。そういう10年・20年先を見すえ

た議論が必要なのではないかと考え、当時の冨澤社長の

賛同も得て「プロジェクト10/20」をスタートさせました。

「環境」「健康」「快適」という3つのビジョン

黒川　長期的なビジョンを持ってこなかったのは、何も

企業に限ったことではありませんよ。国にしても、20年

後までを視野に入れた政策などというのはあまり聞いた

ことがない。その点でも今回、政府が「イノベーション

25」で長期的な戦略を打ち出したのは意義のあること

だと思います。しかしこれだけ世の中の変化が激しい

と10年、20年先を読むのは大変難しいのも事実です。

皆さんはどのようなビジョンを描いたのですか。

小林　グループ理念である「Good Chemistry for

10年・20年先を見すえて、
この社会、この世界に

貢献できることを

考えていきます。

社長対談

まず、20年先にあるべき自社の姿を描き、
そこへ至るための道筋として

新たな中期経営計画の策定を進める

三菱ケミカルホールディングス(MCHC)。
同じように20年先までを視野に入れ
まとめられた政府の長期戦略

「イノベーション25」で
座長を務められた黒川清さんをお招きし、

小林社長がお話を伺いました。
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（株）三菱ケミカルホールディングス取締役社長
三菱化学（株）取締役社長

小林 喜光
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Tomorrow」の「Chemistry」は、“化学”だけでなく“人と

人との相性・関係・つながり”といった意味も持っていま

す。この理念に基づいて、20年後の明日（Tomorrow）に

も、人や社会、地球との“つながり”を大切にする会社で

ありたいという意志を大前提に置きました。その上で、

化学会社だからこそできることとして、ますます少子高

齢化が進むこれからの社会にあって、トータルな「健康」

に関して力を発揮していきたいと考えました。また「環境」

でも、石炭化学や石油化学に従事しているからこそ豊富

な知識と技術があり、CO2の削減などで貢献できるはず

です。さらに、これまで化学会社は人々の快適に寄与し

てきたわけですから、将来にわたって「快適」を提供し続

けることも使命の1つだと思っています。

黒川 「環境」「健康」「快適」の貢献に向かって事業活動

を進めていくと。

小林　はい、この3つに絞って事業を進めていこうと考え

ています。2008年の4月からスタートさせる新しい中期

経営計画も、このビジョンをもとに策定しています。

大切なのは、技術の強さを何のために発揮するのか

黒川　日本の化学産業は強い。ものづくりの細かいとこ

ろは非常に強いと私も思っています。しかしその強さを、

何のために発揮するかということが、これからますます

重要になるんです。

小林　日本のメーカーの文化として、どうしても作るとい

うことにこだわるし、それも細かい点にこだわりすぎる

傾向があるかもしれない。そこのところは変えていく必

要がありますね。

黒川　日本は技術が強い。技術者も強い。だから一歩先

を行く技術を常に考えていて、それはそれで良いのです

が、どんなに優れた技術でもマーケットに出て利益をあ

げたり、生活者のライフスタイルを変えたりするような、

新しいビジネスに育たなければあまり意味を持ちませ

ん。しかも今の世の中では、突然新しいマーケットが出て

きて、劇的に拡大する可能性もあります。最も重要なの

は、生活者の声をよく聞く、市場の動きをよく見ることだ

と思います。

小林　ただ難しいのは、化学産業はあまりにも幅が広す

ぎるんです。産業の中で学問名がそのまま使われている

のは化学業界くらいなもので、見るべきマーケットがあ

まりに広い。

黒川　なるほど、そうですね。

小林　そうした中で、私たちはグループ全体が目指す先

として「Good Chemistry for Tomorrow」という理念を

掲げています。そして、それを実現するために今回、「プ

ロジェクト10/20」で将来における私たちの姿を思い描い

てから、3年、5年という目の前の経営計画を作り上げる

という方法をとりました。行く先がきちんと見えていれ

ば、足もとの様子が予想外に変化しても柔軟に対応でき

るはずです。

環境技術での優位性が国際貢献への力にもなる

黒川　インターネットの普及が始まり、世界が大きく変わ

り始めたのはわずか10年前のことです。その結果、世界

がフラットになり、企業にしても多国籍企業というよりは、

1つの企業が元にあって、それがいろいろな国で活動を

行っている。国境がなくなって人が自由に動き回るよう

になった。それほど世界が密に結びついた中で、日本で

は人口が減ると大騒ぎしていますが、世界の人口は20年

内閣特別顧問

政策研究大学院大学教授

特定非営利活動法人
日本医療政策機構
代表理事

黒川 清 さん
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後には80億人になると言われているし、そのうちの60％

がアジア地域に集まるんですからね。当然、環境汚染も

資源の枯渇も、食糧や水の不足も深刻化して、ますます

重大な問題になっていくでしょう。

小林　その答えを求めて、私たちも「プロジェクト10/20」

に取り組みました。

黒川　そうなんです。そうした将来に向けて、日本は何を

すべきなのか。日本企業の環境技術が優れているのは確

かだし、これまでに培った高度な環境技術を国際貢献の

中心にすべきだと私は考えています。そして、それが今後、

日本が経済成長を続けるためのエンジンにもなるんです

ね。この点については政府の「イノベーション25」の最終

報告書にも盛り込んでいますが、その中で日本の化学産

業にできることは大きいし、責任も重大だと思います。

小林　私たちも将来ビジョンの1つに「環境」への貢献を

掲げましたが、水不足への対応についてもできることは

いろいろあると思います。また、温暖化防止のために大

きな問題となっているCO2排出の削減でも貢献できるこ

とは多いし、太陽光エネルギーのさらなる活用のため、

有機太陽電池という次世代技術の開発などにも取り組ん

でいます。

黒川 そうした強みはどんどん磨き、苦手な部分は、そこ

を強みにする相手と積極的にパートナーを組んで、より早

くマーケットに送り出していくことも重要だと思います。

起業家精神を持った人材が

「イノベーション」には欠かせない

小林　黒川先生が座長を務められた「イノベーション25」

もそうですが、ここ数年“イノベーション”という言葉がよ

く使われるようになりました。

黒川　経営に携わる方たちや経済学者などの間では、イ

ノベーションという言葉自体は以前からよく耳にしてい

たものだったと思います。それが1995年頃から突然、

いろいろなところで使われ始め、政策論議の中心にもな

ってきました。そこにはやはり意味があって、産業革命

以来の大革命と言われるインターネットの登場により、

大きな社会構造の変化が起き始めたからなんです。一方、

イノベーションは個別の技術革新にとどまらず、モノで

も仕組みでもまったく新しい技術や考え方を取り入れて

新しい価値を生み出し、社会的な大きな変革を起こすこ

とを意味します。社会が大きく変わり始めたからこそ、

そうしたイノベーションに脚光が集まることになったの

ではないでしょうか。イノベーションを起こすには、生

活者の視点や異分野の融合、産官学や異業種の連携、海

外との連携などが必要になりますが、私が特に重要だと

思うのが「人」です。

小林 「イノベーション25」の中でも、「出る杭」を伸ばす

人材育成が最重要課題だと示されていました。

黒川 今は皆、「業を企てる」から企業、それが会社だと

思っているかもしれないけれど、「業を起こす」起業こそ

が会社なんです。起業家精神を持って旧来のシステムを

中から壊す、新しい仕組みを生み出す人材を育てなけれ

ば、どんなに立派な会社でもきっとダメになりますよ。

小林　そうした起業家精神を持った人材、出る杭をどう

評価して育てるかは難しいところです。しかし、私も賢く

て勤勉な社員ばかりでなく、創造性に溢れた人材をどう

育てて増やしていくかは、このグループの未来にかかわ

ることだと考えています。

CSRへの取組みで企業の価値が判断される

黒川 情報化社会が進み世界がフラットになったことで、

CSRの意味合いも変わってきました。これまでは企業の

価値を見る上で、売上や利益率、所有不動産、製品の良

さといった計算できる、あるいは形のあるものが判断基

準の7～8割を占めていました。それが今では、企業が持

つノウハウやブランド価値、知的財産、そして人材の質や

社会貢献、環境問題への対応姿勢など、形にならないも

のが7～8割を占めるほど逆転しています。

小林　この4月から社長になったばかりですが、そうした

CSRの柱が、経営を行う上で非常に重要なことを私も強

く認識してきました。

黒川　地球温暖化や水不足などへの対応が差し迫った問

題になっていることは日々報じられているし、世界では毎

年1千万人もの人たちが飢餓で亡くなっていることを皆が

知っているんですからね。そうなると企業がどれだけ儲

けても、“それであなたたちは何をしているんだ”となるわ

けです。海外ではさまざまな企業や投資家が多額を投じ

て、世界的な問題の解決に役立とうという時代になってい

るんです。環境対応にどれだけの投資をしているのか、

地域社会にどれくらい貢献しているか、社員のボランテ

ィア活動を支援しているのか、将来を担う人材を育てて

いるのかどうか。そのようなCSRへの取組みが、企業の



2008年度から3カ年のグループとしての次期中

期経営計画を策定いたしますが、この次期中期

経営計画においては、将来の社会情勢などを予

測し、MCHCグループが長期的に目指すべき姿

を見据えて、その実現に向けた中期的な各種方

針や具体的な諸施策を定めることとしており、グ

ループを挙げてこれらに取り組んでまいります。

10年・20年先の長期ビジョンを考えるにあた

り、私たちがよりどころとしたのが「Good

Chemistry for Tomorrow」というグループ理

念です。「Chemistry」という言葉が意味するの

は「化学」であり「親和性」。これをもとに私たち

は、20年後のTomorrowにも、人や社会、地球

に対して親和性を持った、Good Chemistryな

会社でありたいと考えました。

● 企業活動の方向性を収束させる3つのキーワード

Comfort（快適）
従来より増して、「より心地よい社会」・

「快適な生活」に向けて化学の総合力を形に変えて

「暮らしの快適さ」に貢献していく

Health（健康）
病気のケアのみならず、IT技術を取り入れ、
健康のケアへ事業を拡大し、健康と医療に貢献していく

Sustainability（環境）
地球気候変動、特にCO2削減に向けて

化学の総合力で貢献していく

●＊「APTSIS」

Agility
（俊敏に、とにかく速く）

Principle
（原理原則・理念の共有）

Transparency
（透明性・説明責任・コンプライアンス）

Sense of Survival
（崖っぷちにあるという意識・危機感）

Internationalization
（グローバル市場でのパフォーマンス向上）

Safety,Security & Sustainability
（製造における安全、品質における安心、

情報セキュリティーおよび環境対応）

価値を判断する上でますます重みを増しています。

小林　スピード感に欠ける面はあるかもしれませんが、

そうした環境対策やコンプライアンス、社会貢献などの

CSR活動は、われわれも他の日本企業と同様に積極的に

取り組んでいます。

黒川 そうなんですね、国も企業も確かにやっている。

ただ、広報活動が非常に下手なんですよ。実践するだけ

ではだめで、皆に知ってもらうことが大事。企業の価値が

幅広いステークホルダーの評価によって左右されるとな

れば、なおさら広報活動は重要です。

小林　私どものような大規模な工場を多く持つグループ

の場合、まずは安全を守り続けることがCSRの基盤だと考

えています。その上で、社会に対してどのような貢献がで

きるのかを考え、実践し、もっと積極的に世間に伝えてい

かなければなりませんね。

黒川　 日本の化学産業が10年・20年先の世界に貢献でき

ることはたくさんあると思っていますので期待しています。

小林　ありがとうございます。今日先生とお話して、私

が普段から社内で提唱している「APTSIS」に沿って、イ

ノベーションをさらに進めていかなければならないと痛

感しました。 （この対談は2007年8月22日に行われました。）

新中期経営計画策定に向けて

●将来を見据えるにあたって

2025年ありたい姿

06

＊

黒川 清 さん（写真右）

東京大学医学部卒業、同大学院医学研究科修了。UCLA医学部内科教授、
東京大学医学部第一内科教授、東海大学医学部長、同大学総合医学研究

所長等々を歴任。2003年に日本学術会議会長に就任、内閣府総合科学技
術会議議員も務め、2006年10月には内閣特別顧問となり「イノベーション
25」を座長してとりまとめる。
【黒川清オフィシャルホームページ】http://www.kiyoshikurokawa.com/
【イノベーション25】http://www.cao.go.jp/innovation/
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「革進ーPhase2」の進捗状況

田辺三菱製薬の発足や、機能材料事業・ヘルスケア事業におけるグ

ループ内再編、自動車関連事業の一層の強化など、2006年度までに

「革進ーPhase2」で基本コンセプトとしている石油化学・機能商品・

ヘルスケアの各事業の選択と集中は大きく前進を遂げました。計画

最終年の2007年度も着実な取組みを続け、業績目標の必達を目指

すと同時に、次期中期経営計画につなげていきたいと考えています。

2008年3月期業績目標 (2007年3月期実績）

・営業利益：1,400億円以上 (1,285億円）

・ROA(税前当期純利益／総資産）：5.5%以上 (6.1％）

・D／Eレシオ ：1.5以下 (1.04）

基本コンセプト

主要テーマ

1. 成長とは、変化することによって、より企業価値を高めることと位置づけ、
新商品化、新市場への展開を促進する。

2. 石油化学・機能商品・ヘルスケアの3分野を柱にして、
それぞれにおいて事業の選択と集中を一層加速させて成長を実現する。

Ⅰ.石化分野：成長を続けるアジア市場に対応して積極展開する。
Ⅱ.機能商品分野：新商品化を加速し、グループの新陳代謝を牽引する。
Ⅲ.ヘルスケア分野：国内の医療環境変化に対応し、医薬事業の国際展開と新たな医療事業展開を図る。

1. 成長戦略の遂行
自動車、情報電子／IT、環境／エネルギー、生活関連、ヘルスケアの重点市場領域において、
Ⅰ.成長対象事業の選別、重点的資源投入
Ⅱ.新商品化・新プロセス化・新ビジネスモデル化の推進（機能商品分野における新商品化率35%目標）
Ⅲ.将来テーマの重点化、事業との連携強化によるR&D推進
Ⅳ.減価償却の枠に拘らない積極的・重点的な設備投資（「革進ーPhase1計画」比：年当たり20％増）

2. 経営基盤の強化
Ⅰ.財務体質の改善（成長戦略とのバランスを考慮しつつ必要な投資・施策を推進）
Ⅱ.国内生産拠点の戦略的再編
Ⅲ.生産革進の進化
Ⅳ.人材の確保・育成の強化

3. グループ総合力の強化
グループワイドでの事業戦略・展開の強化、透明性・公平性向上等を基軸とし、
グループ経営の深化を図る。

4. CSRの強化
企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの認識に立ち、様々なステークホルダーとの
対話を図りながら、事業活動や社員一人ひとりを通じて、社会に有用な価値を提供し、CSRを推進する。

se 2Phas

se 1Phas

売上高（億円）

営業利益（億円）

当期利益（億円）

19,253

21,894

24,089

26,228

29,000

981

1,336
1,480

345

553

855
1,003

1,486

1,8601,

1,285

'04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3'08/3
（（2007200777年年年年5555月予想）月予想）月予月予

＊株主資本に対する有利子負債の比率

＊

2005年4月からスタートした3カ年の中期経営計画「革進ーPhase2」では、

グループの成長・飛躍に向けて、成長に軸足をおいた事業ポートフォリオの改革、

成長戦略とバランスのとれた財務体質への改善を実施しています。

経
営
戦
略
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・三菱樹脂
・三菱化学ポリエステルフィルム
・三菱化学産資
・三菱化学エムケーブイ

●再編前の三菱ケミカルホールディングスグループ ●再編後の三菱ケミカルホールディングスグループ

田辺製薬と合併
(2007.10)

ヘルスケア事業統合
(2007.4)

・三菱化学ビーシーエル
・三菱化学ヤトロン
・三菱化学安全科学研究所

100 % 100 % 100 % 100 % 56.3%

TOPICS＞＞ 田辺製薬と三菱ウェルファーマの合併で「田辺三菱製薬」が誕生 2007年10月

2007年10月1日、田辺製薬と三菱ウェルファーマが合併し、田辺三菱製薬が誕生しました。田辺三菱製薬は、合併に

より拡大した事業規模と強化された経営基盤を最大限に活用し、グローバル新薬の創製と新たな事業機会への挑戦に

向けて、次の基本戦略を経営目標に掲げ、推進していきます。

TOPICS＞＞ グループのヘルスケア事業を統合し「三菱化学メディエンス」を設立

2007年４月、三菱化学グループでヘルスケア事業を展開している三菱化学ビーシーエル・三菱化学ヤトロン・三菱化学

安全科学研究所が事業統合し、新たに「三菱化学メディエンス」が誕生しました。三菱化学メディエンスは今後、統合の

メリットを活かしながら診断検査と創薬支援を主力に事業を発展させていきます。

TOPICS＞＞ 機能材料事業の強化に向け、三菱樹脂を完全子会社化

三菱ケミカルホールディングスグループは現在、主力事業の１つである機能材料事業のさらなる競争力強化を目指して

グループ内の組織の再編・統合を進めています。その第一段階として三菱樹脂を2007年10月に完全子会社化し、続い

て2008年4月には、機能材料を手がけるグループ内の企業と三菱化学の事業部門との再編・統合を行う予定です。

・三菱化学
メディエンス

（三菱化学ヤトロン）

（三菱化学安全科学研究所）

三菱ケミカルホールディングス

三菱化学 三菱樹脂 田辺三菱製薬

三菱ケミカルホールディングス

三菱化学 三菱ウェルファーマ

機能材料事業再編・統合
(2008.4)

三菱樹脂を完全子会社化
(2007.10)

経
営
戦
略

2007年10月

2007年4月

基本戦略

田辺製薬と三菱ウェルファーマそれぞれの強い創薬力を生かし、合併により強化された経

営基盤を活用して海外事業展開を加速し、国際創薬企業としての地位を早期に確立する。

合併によって国内トップクラスとなる営業力により、国内市場でのプレゼンスを高める。

医療の変化に対応する新たな事業機会に積極的に挑戦する。特に、ジェネリック事業への

参入と、三菱ケミカルホールディングスグループの診断・検査に関する基盤活用による新

たなビジネスモデル（個別化医療等）を構築して、特色ある製薬企業の創生をめざす。

1.

2.

3.
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事業を通したCSR

化学が変える未来のくるま
C-Rev: Chemistry makes Revolution

次世代の自動車が、より安全で快適なドライブ環境

を提供するとともに、もっと軽く、省エネルギーで、

CO2排出の少ない、環境に優しいものへ進化してい

くと予測される中、三菱ケミカルホールディングス

（MCHC）グループでは環境・安全・快適さに焦点を

当てテクノロジーの発展に貢献していきます。すで

に、MCHCグループの製品は自動車各部の材料や部

品に幅広く使われていますが、ニーズをとらえ独自

の化学技術を活かし、これからも革新的な製品を生

み出していきます。

プラスチック製の
軽い窓材

炭素繊維強化
プラスチック利用の
軽量化主構造材料

軽いプラスチックボディ外板
新しい加工技術による
塗装レスボディ

カーボンブレーキ

ハイブリッド用
リチウムイオン二次電池

音・光・空気を制御した
快適な室内

シートに座って体調管理
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■ 石化セグメント

ナフサからエチレン、プロピレンなどを生産するエチレンプラン

トを核に、さまざまな素材の原料となる基礎化学品のほか、各種

溶剤・樹脂製品などの誘導品を生産し、多様なプロダクトチェー

ンを展開しています。2006年度の売上高は1兆2,463億円、営業

利益は281億円です。

■ 機能商品セグメント

情報電子、環境・エネルギー、アメニティ（医療・食品）を中心に

高付加価値かつバラエティに富んだ材料・部材とサービスを提供

しています。また、さまざまな機能を付加したフィルム、施工性

などに特長を持つ土木資材、優れた物性を活かした高機能材料

など、マーケット志向の高い製品を取り扱っています。2006年

度の売上高は9,252億円、営業利益は593億円です。

■ ヘルスケアセグメント

医薬事業を中核として、検査・診断事業などヘルスケア事業を総

合的に展開しています。2007年10月1日に発足した「田辺三菱製

薬」では、世界に通用する新薬を継続的に創出できる体制の構築

を進めていきます。2006年度の売上高は3,047億円、営業利益は

396億円です。

■ その他

エンジニアリングや物流など、MCHCグループ各社の活動を支援するとともに、グループ外のお客さま

へも幅広くサービスの提供を広げています。2006年度の売上高は1,464億円、営業利益は105億円です。

MCHCグループの技術・製品が持つ限りない可能性を活かし、
社会の発展と自らの成長に結びつけてきました。

今後も、高度な技術と革新的な研究開発によって、

「人・社会・地球環境」のより良い関係構築に貢献していきます。

営業利益（億円）

'06'06

281

'04'04

585

'05'05

308

営業利益（億円）

'06'06

593

'04'04

621

'05'05

693

営業利益（億円）

'06'06

105

'04'04

112

'05'05

105

営業利益（億円）

'06'06

396

'04'04

286

'05'05

339



11

さまざまな化学品の提供で暮らしの基盤を支えています
エチレン、プロピレン、ベンゼンなどの基礎化学品群と、プラスチック、合成繊維原料、合成ゴム、塗料原

料・溶剤、合成洗剤・界面活性剤原料などの数多くの二次・三次誘導製品群を生産しています。これらは生活

に欠かせないさまざまな製品の素材・原料として使われており、安定的な供給とともに、生産システムの効

率化による一層のコスト削減にも努力しています。また、自動車の軽量化に寄与する素材など、便利さや快適

さ、省エネルギーなどにつながる新素材の開発にも力を注いでいます。

患者さんのQOLに貢献できるヘルスケア事業を推進しています
人々の生命と健康のために、創薬支援、検査、診断、創薬をグループの総合力とネットワークを活かして展開

しています。近年はこの総合力をさらに活用すべく、遺伝子や血液中のたんぱく質、代謝物の変動を見るこ

とで最適な治療を施す個別化医療や、予防・予後医療も視野に入れた医療にも力を注いでいます。より多く

の人たちに笑顔で暮らしてもらうために、MCHCグループは常に、患者さまのQOL（クオリティ・オブ・ライ

フ）に貢献できるヘルスケア事業を進めています。

■ 石化セグメント

■ ヘルスケアセグメント

熱にも電気にも強い「ノバデュラン®」

一般的なプラスチックに比べて耐熱性や絶縁性に優れるエンジニアリングプ

ラスチックは、近年、自動車や電子機器などでの利用が広がっています。「ノ

バデュラン®」（ポリブチレンテレフタレート樹脂［PBT樹脂］)もそのうちの１

つで、耐熱性や絶縁性に加え、寸法精度、耐油性、耐溶剤性など数多くの特

長を備えています。

「ウルソ」の効能追加

肝臓や胆のうなどの疾患や消化機能を改善する医薬品として使用されてきた

「ウルソ」は2007年に発売50周年を迎えた、非常に長く支持されている医薬

品です。この間、C型慢性肝炎に対しての臨床報告が国内だけでなく国外か

らも数多く寄せられ、その有用性が認められるようになりました。今般専門医

や臨床医からの強い要望を受けて効能を追加申請し、2007年3月に「C型慢

性肝疾患における肝機能の改善」の追加承認を取得しました。

事
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より高機能な材料を生み出し社会の発展に貢献しています
MCHCグループはこれまでも常に、高機能な材料や製品の提供により社会のさまざまな分野の発展に貢献し

てきました。自動車分野では、高性能炭素繊維による外装部品やプロペラシャフト、カーボンコンポジットブ

レーキを開発し、また、ハイブリッドカーに使用されるリチウムイオン二次電池の電解液やその主要材料など

も提供しています。

情報電子・IT分野では、CD、DVDなどの光記憶メディアや、電子写真感光体（OPC）・トナーなどで情報化社会

の進化に貢献するとともに、次世代のディスプレイとして注目の集まる有機ELにも取り組んでいます。さらに

生活関連分野では安全な食品添加物や、各種の食品用フィルム、環境・エネルギー分野では水処理などに使わ

れるイオン交換樹脂などをお届けしています。

エンジニアリングや分析技術で環境保全に寄与しています
MCHCグループは、環境を守るための高度な技術を社会に広く提供することで、社会に貢献しています。近

年、注視されている土壌・地下水の汚染問題に対応するため、土壌・地下水汚染の調査から解析、ソリューシ

ョン提案、浄化対策工事をトータルにサポートしています。また、環境分析の分野では、環境アセスメントや

環境調査、ダイオキシン類やシックハウス症候群に関連するホルムアルデヒドの測定・分析などのサービス

も提供しています。

■ 機能商品セグメント

■その他

石炭ピッチ系炭素繊維「ダイアリード®」

より軽く、より丈夫な炭素繊維は、鋼材に代わる新素材として近年ますます

注目が高まっています。「ダイアリード®」はMCHCグループの長年におよぶ

石炭化学の探究から生まれた炭素繊維で、高純度、高弾性率、高熱伝導率な

どを特長とし、航空宇宙・各種産業・スポーツ製品などで活用されています。

食品用乳化剤「リョートー®シュガーエステル」

正式名は「ショ糖脂肪酸エステル」で、ショ糖（砂糖）と天然植物油由来の脂肪

酸から作られる「食品用乳化剤（非イオン界面活性剤）」です。ミルクなどの

分離を防ぐ食品添加物として約40年にわたって缶コーヒー、ドレッシング、

アイスクリームなどに利用されています。

事
業
を
通
し
た
C
S
R



人、社会、地球環境
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人権・雇用

企業統治

情報開示

RC

企業倫理
事業活動を支える基盤

社会貢献活動

三菱ケミカルホールディングスグループ
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C
S
R
方
針

1. 自覚・責任　　　

企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの基本認識のもと、企業

の社会的責任を自覚の上、それぞれの事業活動を通じ、豊かで快適な

社会の実現に貢献する。

2. 公正・公平・誠実

すべての人間の尊厳と権利を尊重し、人種、性別、宗教など、事由の

如何を問わず、不当な差別を一切行わない。さらに、お客さまその他

の取引先、株主、協力会社、行政機関、地域社会など、三菱ケミカル

ホールディングスグループの事業に関わるさまざまな外部の方々に

対して、またグループ内の構成員相互間においても、常に公正で公平

かつ誠実な態度をもって臨む。

3. 遵法精神

すべての法を守るという遵法精神は、社会の一員としての基本であり、

「違法行為は絶対に行わない」という当然の社会ルール（法規範）は、

いついかなるときにおいても厳守されなければならない。

さらに、三菱ケミカルホールディングスグループにおいては、「違法性

につながるリスク」を回避するため、次の規準に従って行動する。

（1）違法性についての感性を常に磨く。

（2）違法性の疑いのある行為を行わない。

（3）楽観的態度で違法性リスクについての判断をしない。

（4）万一、法に触れる行為があったとしても、これを隠蔽あるいは正

当化しない。

（5）違法性のリスクを回避することは、常に利益の追求に優先する。

4. 節度

社内、グループ会社間においても、また取引先や協力会社などとの関

係においても、不適切な社交は避け、その時々の社会通念に照らして、

誤解を招くことのないよう、常に節度をもった関係を保たなければな

らない。

とりわけ、「公私のけじめ」を厳格にし、取引先などとの関係を含め、

会社における職務や地位を利用して、私的な利益を追求しない。

5. 透明性・開放性

企業活動における説明責任の重要性を認識し、企業活動の透明性を

保つとともに、積極的に情報を開示し、外に対しても、内に対しても、

常に「開かれた」姿勢を堅持する。 （2005年10月施行）

三菱ケミカルホールディングスグループ企業倫理憲章

三菱ケミカルホールディングスグループの構成員であるわれわれは、次に掲げる倫理規範を共有し、
その企業活動のあらゆる局面において、常に高い倫理観と社会的良識をもって行動し、
社会から信頼される企業グループとして、その持続的発展を期す。

CSRに対する考え方

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、グループ企業倫理憲章、グルー

プ・コンプライアンス行動規範および国連グローバル・コンパクト10原則に則り、事業

活動を行っています。事業活動を通じて社会に有用な価値を提供し、社会からの信頼を

得ることが、MCHCグループの社会的責任であると考えています。
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監査役 取締役
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コーポレート・ガバナンス

より効率的で透明性の高いグループ経営を目指します。

三菱化学と三菱ウェルファーマの純粋持株会社として誕生した三菱ケミカルホールディングス（MCHC）は、
2005年10月の発足以来、最適なグループ経営を目指してコーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、
リスク管理の強化に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え

MCHCグループの純粋持株会社であるMCHCは、グル

ープのポートフォリオ・マネジメント機能を担い、グルー

プ経営の深化や、グループの成長・飛躍に向けた経営資

源の配分などの諸施策を推進しています。またグループ

の経営を統括する立場から、経営における意思決定や業

務執行の効率性・迅速性の確保、経営責任の明確化、コン

プライアンスやリスク管理の強化に取り組んでいます。

内部統制システムについて

MCHCは2006年5月に開催した取締役会において、コン

プライアンスやリスク管理、取締役の職務執行、情報管

理、監査体制など、内部統制システムの整備にかかわる

基本方針の決議を行い内部統制システムの整備を進めて

います。2008年度から適用が開始される「金融商品取引

法」に対応するため、プロジェクトチームを発足させ同法

への具体的な対応を実施しています。

● 取締役会
取締役会規則その他の関連規則に基づき、MCHCの

経営上の重要事項およびグループ経営上の基本的事

項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執

行について監督を行います。

● 経営会議
取締役社長の意思決定を補佐するための機関として、

MCHCおよびグループ各社の投融資などの重要な業

務執行について審議を行います。

● CSR推進会議
取締役社長の意思決定を補佐するための機関として、

MCHCおよびグループ各社のコンプライアンス、リス

ク管理、環境・安全対策、人権啓発、社会貢献などの

CSR推進に関する重要事項について審議を行います。

● 監査役および監査役会
監査役は、監査役監査基準などに基づき監査を行うと

ともに、内部監査部門および会計監査人と連携を取り

ながら監査を行います。

● コーポレート・ガバナンス体制（2007年10月1日現在）
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コンプライアンス

コンプライアンスについての基本的な考え

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループでは

“コンプライアンス”という言葉を“法令遵守”にとどまら

ず、企業倫理や社会的なルールの遵守までを含めたより

広い意味でとらえています。その上で、コンプライアン

スを経営上の最重要課題と位置づけ、基本規程となるグ

ループ企業倫理憲章およびグループ・コンプライアンス

行動規範、さらにグループ・コンプライアンス推進規程

などの関連規則を策定しています。コンプライアンスの

具体的な推進については、MCHC取締役会が選任したコ

ンプライアンス推進統括執行役員（CCO）を責任者とす

る体制のもと、啓発・教育プログラム、監査・モニタリン

グ制度、コンプライアンス・ホットラインなどの整備とそ

の適切な運用・管理にあたっています。

なおMCHCグループの活動は世界各地に広がっていま

す。海外のグループ会社についてもグループ企業倫理憲

章を共通の基本規程とするとともに、各国の法制や社会

規範にあわせた行動規範、推進規程を策定してコンプラ

イアンスの確保・推進に取り組んでいます。2006年度の

活動実績および2007年度の活動予定は以下の通りです。

2006年度活動実績

2006年5月に国連グローバル・コンパクトに参加

し、国連グローバル・コンパクトの10原則の実践、

支持をグループ内外に表明

三菱ウェルファーマグループ、三菱化学グループ

（会社法上の大会社）の全構成員を対象にコンプ

ライアンス意識調査を行ったほか、各社の役員

を対象としたコンプライアンスに関するアンケ

ート調査（27社／約200名）、CCOを対象とした

第三者によるヒアリング調査（15社）を実施し、

グループ主要企業におけるコンプライアンス推

進状況、構成員の意識実態等をモニタリング

会社単位、事業所単位の研修を実施

2007年度活動予定（一部実施済み）

国連グローバル・コンパクト10原則の実践、支持

のため、海外グループ会社を対象とするモニタリ

ングを実施。また、シンガポール、上海でCSRに

関して協議し、現地のグループ会社の状況を確認

グループ各社のコンプライアンス推進プログラ

ムの整備・運用状況のモニタリング（コンプライ

アンス意識調査による定点観測を含む）を継続

会社単位、事業所

単位の研修を拡充

・

・

・

・

・

・

グループコンプライアンス活動概況

三菱ケミカルホールディングス取締役会

三菱ケミカル
ホールディングスCCO

CSR推進会議

グループ会社

報告

報告

報告報告 報告

報告

報告

指導・監督

報告

指導・監督・協議

選任

（メンバー）（メンバー） （メンバー）（メンバー）

三菱ケミカル
ホールディングス社長

三菱化学CCO

• コンプライアンス
  推進委員会

三菱樹脂CCO

• コンプライアンス
  推進委員会

田辺三菱製薬CCO

• コンプライアンス
  推進委員会

● グループ・コンプライアンス推進体制（2007年10月1日現在）

中国総経理会議
（CSR取進め協議）
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内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）

個々の構成員がコンプライアンス違反を知った場合の通

報制度（コンプライアンス・ホットライン）については、

基本的に各グループ会社が自社の実状に即して整備・運

用を行っています。その一例として三菱化学グループで

は、CSR推進室長または社外の顧問弁護士に直接、報

告・相談ができるホットライン・システムを整え、同制度

の周知にも努めてきました。また通報を受けた情報につ

いては、CSR推進室長をリーダーとするチームが調査に

あたり、問題が確認された場合、CCOの指揮のもと早期

の対応と是正を行っています。2006年4月には「公益通

報者保護法」が施行されており、MCHCグループは同法

に関連する各種制度の整備とともに、コンプライアンス

研修などを通じて内部通報制度の周知を図っています。

コンプライアンス推進状況調査

MCHCグループでは、三菱化学が2006年10月に行っ

たグループ22社の約1万7,000人におよぶ全構成員へ

の意識調査と三菱ウェルファーマがこれまで構成員に

行ってきた調査、それらをもとに行った各社の役員ア

ンケートとCCOへのヒアリングを総合的に分析し、グ

ループのコンプライアンス推進状況を把握しました。

アドバイザーの関東学院大学の小山巖也准教授から「コ

ンプライアンス推進に対するマンネリ化を防ぐべきで

ある」などの具体的な提言を受けました。

三菱樹脂の独占禁止法違反について

三菱樹脂は、2007年6月、ガス用ポリエチレン管など

の販売価格の決定に関して、公正取引委員会から行政

処分を受け、また、2007年7月以降、塩化ビニル管な

どの販売価格の決定に関して、同委員会の強制調査を

受けています。三菱樹脂は、8月1日に「第三者調査委

員会」[委員長：鈴木祐一（弁護士、元検事）]を設置し、

独占禁止法違反を中心としたコンプライアンス違反の

事実存否に関する徹底調査と抜本的な再発防止に取り

組んでいます。MCHCとしても、グループ内でこのよ

うな事態を二度と起こさぬよう、MCHC社長の指示

により緊急総点検を実施しました。

コンプライアンス研修

グループ一体となったコンプライア

ンス強化のために、三菱化学グルー

プで2007年7月、各社の推進担当者

を集めた研修会を開催しました。当

日は、先に実施した「コンプライア

ンス推進状況調査」の結果報告や今

後の活動計画の確認、先進事例の紹

介などに加え、グループ討議を行っ

て各参加者が活発な議論を交わしま

した。一方、三菱ウェルファーマグ

ループでは、全構成員が定期的にコ

ンプライアンス研修を受講し、レベ

ルアップを図っています。
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リスク管理

リスク管理に関する基本的な考え

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは

2006年4月に定めた「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」に則り、適切なリスク管

理に取り組んでいます。MCHCは、グループ全体のリ

スク管理システムの整備にあたっており、グループのリ

スク管理に関する方針、グループ重大リスクへの対応

などMCHCグループのリスク管理に関する重要な事項

はCSR推進会議で審議され、その審議に基づきMCHC

社長が意思決定を行っています。各グループ会社は、リ

スク管理システムを整備し、その適切な運用を実施し、

自社グループに潜在するリスクの洗い出し・評価とそ

れへの対応を行っています。

なお、経営に影響を及ぼす可能性を持つ主要なリスク

は、MCHCの有価証券報告書に記載されています。

今後はリスク管理システムの効果的な運用、グルー

プ横展開が必要なリスクのグループ内への展開を実践

していきます。

三菱ウェルファーマの医薬品に関する訴訟の状況

MCHCグループの三菱ウェルファーマと同社子会社の

ベネシスは、前身企業の一つであるミドリ十字が製造し

ていたフィブリノゲン製剤または非加熱第 IX因子製剤

を使用したことによりHCV（C型肝炎ウィルス）に感染

し、損害を受けたとする人々から、国とともに損害賠償

請求訴訟を提起されています。2006年6月21日の大阪

地方裁判所の判決を皮切りに、2007年7月31日の名古

屋地方裁判所まで４地裁において判決がなされていま

す。4地裁の判決内容はそれぞれ異なりますが、両社は

主張が一部認められていない点や他の裁判所にて係争

中のC型肝炎訴訟に与える影響等を総合的に勘案し、さ

らに上級審において司法の判断を仰ぎたいと考え高等

裁判所に控訴いたしております。（2007年9月1日現在）

三菱ケミカルホールディングス 社長

経営会議
〈グループ重大戦略リスク〉

CSR推進会議
〈グループ重大事業遂行リスク〉

三菱化学 社長

三菱化学グループ・リスク管理規程

経営執行会議

〈戦略リスク〉

リスク
管理委員会

〈事業遂行リスク〉

三菱樹脂 社長

三菱樹脂グループ・リスク管理規程

経営執行会議

〈戦略リスク〉

リスク
管理委員会

〈事業遂行リスク〉

田辺三菱製薬 社長

田辺三菱製薬リスクマネジメント規則

経営執行会議

〈戦略リスク〉

リスクマネジメント
委員会

〈事業遂行リスク〉

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

報告 報告

● リスク管理体制（2007年10月1日現在）
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ステークホルダーとともに

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループ企業倫理憲章を踏まえ、
職務遂行の過程で守るべき規範としてグループ・コンプライアンス行動規範を定めています。

あらゆるステークホルダーとのよりよい関係をつくり、それを維持するため、

グループ・コンプライアンス行動規範に則り、さまざまな取組みを実施しています。

行動規範の詳細については
ホームページをご参照ください。

http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/
csr/compliance/index.html

第1章：自覚・責任

1-1：社会的責任の自覚

1-2：環境に対する配慮

1-3：安全に対する配慮

第2章：公正・公平・誠実

2-1：個人の尊厳と権利の尊重

2-2：働きがいのある職場づくり

2-3：お客さまへの誠実な対応

2-4：取引先との適切な関係

2-5：政治・行政との健全な関係

2-6：反社会的勢力との関係断絶

第3章：遵法精神

3-1：法令等の遵守

3-2：知的財産の保護

3-3：個人情報の保護

3-4：秘密情報の保護

第4章：節度

4-1：節度ある行動

4-2：会社財産の適切な使用

4-3：情報システムの適切な使用

4-4：利益相反行為の禁止

4-5：職場での政治・宗教活動の禁止

4-6：虚礼廃止

第5章：透明性・開放性

5-1：地域社会との共生

5-2：適切な情報開示

5-3：開かれた職場

三菱ケミカルホールディングス
グループ・コンプライアンス行動規範 ■ お客さまとともに

＜行動規範 2-3：お客さまへの誠実な対応＞

>>> P.19

>>> P.20

>>> P.20

>>>P.21

>>> P.22

>>> P.23

>>> P.24

■ 株主・投資家の皆さまとともに

＜行動規範 5-2：適切な情報開示＞

■ 取引先とともに

＜行動規範 2-4：取引先との適切な関係＞

■ 従業員とともに

＜行動規範 2-1：個人の尊厳と権利の尊重＞
＜行動規範 2-2:働きがいのある職場づくり＞

■ 安全への取組み

＜行動規範 1-3：安全に対する配慮＞

■ 環境への取組み

＜行動規範 1-2：環境に対する配慮＞

■ 地域社会の皆さまとともに

＜行動規範 5-1：地域社会との共生＞
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お客さまとともに

グループの製品・技術を一望
「ケミストリープラザ」

幅広い製品や技術を体系的に整

理して展示・公開し、お客さまと

のふれあいの場とする「ケミスト

リープラザ」を2007年1月、本社
ビル（東京都港区）にオープンし

ました。「ケミストリープラザ」

には、お客さまに直接触れてい

ただける展示物やさまざまな情

報を呼び出すことのできるシス

テムを設置しています。「ケミス

トリープラザ」を通して、製品・

技術への理解を深めていただけ

ればと考えています。

お客さまへの誠実な対応の考え方

私たちが提供する製品・サービスは、お客さまの期待に

応える安全で質の高いものでなければなりません。そ

して、その価値を決めるのはお客さまです。グループ各

社における品質管理の徹底は当然のことながら、お客さ

まへの適切な情報開示もまた重要な責務です。さらに、

お客さまからの要望、意見、問い合わせ、クレームに真

摯に耳を傾け、お客さまの期待に誠実に応えていくこと

が必要です。MCHCグループでは、「ケミストリープラ

ザ」や「カスタマー・ラボ」などお客さまと双方向で直接

コミュニケーションできる施設を設けているほか、「お

取引先交流会」および「インフォメーションセンター」な

どにおいてお客さまの声を伺い、事業活動に活かしてい

ます。また、医薬品の安全では、医療機関での使用にあ

たって、安全性情報等の収集・提供に加え、製品のトレー

サビリティによる安全性確保にも取り組んでいます。さ

らに、医療情報のWebサイト（「NO！梗塞 .Ne t」、

「Suimin.net」ほか）などの充実を通じて、患者さまの健

康や安心につながる情報の提供活動にも積極的に取り組

んでいます。

お客さまとの対話

● カスタマーラボ　

お客さまとのワークショップの場として、三菱化学は

2007年3月、主要拠点のひとつである四日市事業所（三

重県）内に「カスタマーラボ」を設置しました。新たに開

発した樹脂材料の成形技術や評価技術について、お客さ

まと一緒に開発を進めていくために、大型・多機能の成

形機や環境試験装置、歩行者保護試験機などを備えてい

ます。今後、カスタマーラボでは、総合力を結集して自

動車関連のお客さまへのソリューション提供に基づく共

同開発を展開していきます。

● 製品検索サイトの充実　

グループが提供する幅広い製品・サービスの中から、お

客さまが必要とするものを自由に素早く見つけていただ

くため、三菱化学グループでは誰もが利用できるホーム

ページ上の検索サイトの拡充に努めています。現在運用

中のサイトでは、フリーなキーワード検索に加え、具体的

な名前・製品群・用途の各項目から選ぶ方法も用意して

おり、目的とする製品の内容やお問い合わせ先を手軽に

調べることができます。

お客さまの立場に立った事業運営を進めています。

＜行動規範 2-3：お客さまへの誠実な対応＞ 消費者やユーザーなどお客さまの声に常に耳を傾け、お客さ
まの立場にたって考え、誠実に対応し、安全で質の高い製品・サービスの提供に努める。



適切な情報開示の考え方

MCHCグループ各社は、社会に対し開かれた企業を目指

しています。情報の開示こそが社会からの信頼を得るた

めの第一歩であると考え、株主や投資家はもとより、お

客さま、取引先などのステークホルダーが必要とする会

社の経営全般にわたる情報を証券取引に関する法令など

に従い、正確かつタイムリーに開示しています。また、製

品の欠陥や事故・災害などのマイナス情報についても、

正確かつ適切に開示することを常々第一に考えており、

今後もさまざまな情報開示において、真摯な姿勢で対応

していきます。

株主・投資家の皆さまとの対話

主に個人株主の皆さまに向け、四半期ごとに株主通信「IR

NAVI」を発行しお送りしています。同誌では財務情報の正

確な報告はもちろん、MCHCグループの多岐にわたる事

業の内容をわかりやすくお伝えすることも心がけていま

す。また、中間および本決算の際には説明会を開催する

ほか、通信回線を使ってアナリストの方々と質疑応答を

行うネットカンファレンスなども実施しています。

2006年度に実施した主な活動は以下の通りです。説明

資料などはホームページに掲載しています。

取引先（サプライヤー等）との適切な関係の考え方

MCHCグループの事業活動には、原材料の供給者、プラ

ントのメンテナンス会社、物流会社、構内作業協力会社そ

の他多くの取引先が関わっており、これら取引先の協力な

くしては事業活動は成り立ちません。私たちは、公平・公

正な取引を通じて利益を適正に分かち合い、お互いの信

頼関係を育んでいくことが大切であると考えています。

取引先との対話

購買活動の基本方針・行動規範の策定、文房具のグリー

ン購入、取引先への法令遵守や環境への配慮の呼びか

け、取引先の環境への取組み促進のための指導・育成な

ど、グループ各社それぞれの取組みにより取引先との

より良い関係構築に努めています。

株
主
・
投
資
家
／
取
引
先
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株主・投資家の皆さまとともに

取引先とともに

・2006年3月期決算発表

・MCHCグループ事業説明会「石化セグメント事業説明」

・定時株主総会開催

・2007年3月期第1四半期財務・業績発表

・2007年3月期中間決算発表

・MCHCグループ事業説明会「機能商品ビジネスの展開」

・2007年3月期第3四半期財務・業績発表

・機能材料分野の再編・統合および三菱樹脂株式に対する

公開買付けの開始に関するお知らせ

・2007年3月期決算発表

・田辺製薬・三菱ウェルファーマ合併に関する説明会

・MCHCグループ事業説明会「グループの今後のあり方について」

2006.5

2006.6

2006.7

2006.11

2007.2

2007.5

経営を的確に判断できる情報開示に努めています。

＜行動規範 5-2：適切な情報開示＞ 社会に対し開かれた企業グループとして、企業活動の透明性を保ち、
適切な情報開示を行い、企業活動に対する社会の理解促進に努める。さらに、関係法令に従い、株主、投資

家などに対して、会社の財務内容や事業活動状況などの経営情報を、正確かつ適切に開示する。

取引先との信頼関係の強化に力を注いでいます。

＜行動規範 2-4：取引先との適切な関係＞ すべての取引先は事業遂行のパートナーであるとの基本認識に
たち、公平かつ公正な取引を通じ、お互いの信頼関係を育む。
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従
業
員

従業員とともに

障がい者の雇用を促進

障がいを持った方たちの就職や能力

発揮の機会を広げるために、三菱化

学は1993年3月、特例子会社の「化

成フロンティアサービス」を福岡県

北九州市に設立しました。同社は、

障がい者にも働きやすい環境を用意

する「ノーマライゼーション」を理念

として、各種のデータ処理や、印刷、

写真現像、事務代行などの業務を行

っています。

個人の尊厳と権利の尊重の考え方

MCHCグループでは、業務遂行の過程で社内外の多くの

方々と関わり合いをもつなかで、お互いに一人の人間と

して、相手の人格、個性を認め合い、尊重することが大

切であると考えています。不当な差別や嫌がらせなど個

人の尊厳を傷つける行為は一切行うことなく、お互いに

相手の人格を尊重し合う人間関係を築いていきます。ま

たサプライチェーンを含めた強制労働の排除、児童労働

の廃止を遵守していきます。

働きがいのある職場づくりの考え方

MCHCグループの最も大きな財産は「人」です。事業活

動を通じて、豊かで快適な社会の実現に貢献していくた

めには、MCHCグループの一人ひとりが職場での働き

がいを感じ、それぞれの目標に向かって力を合わせてい

くことが必要です。そのために、お互いの個性を尊重し、

自由で活発な議論を行いながら、それぞれが自らの能力

を高めるとともに、従業員一人ひとりの能力の開発やそ

の能力を活かせる職場環境の整備に努めています。

● 多様な価値観に対応する環境の整備

本格的な少子高齢化時代を迎えるとともに、仕事に対す

る考え方の多様化も進み、近年は従業員のワークライフ

バランスなども考慮した福利厚生や就業制度の拡充が必

要になっています。「次世代育成支援対策推進法」に基づ

き、MCHCグループ各社でも、育児休暇制度や育児短時

間勤務制度など、仕事と子育ての両立が可能な制度・環

境の整備、時間外労働の削減などに積極的に取り組んで

います。さらに介護のための休職や短時間勤務制度など

の導入も広がっています。

● 社員のボランティア活動を支援

これからの社会では、各個人が社会貢献活動への意欲を

持つことがますます重要になり、それを支えることは魅

力ある職場づくりにもつながります。MCHCグループ

でも、従業員のボランティア活動を前向きにサポートし

たいと考えており、グループ会社の多くが「ボランティ

ア休暇制度」を導入しているほか、「ボランティア休職制

度」や、骨髄移植に関連した「ドナー休暇制度」を導入し

ている例もあります。

一人ひとりの能力を活かす環境整備に努めています。

＜行動規範 2-1：個人の尊厳と権利の尊重＞ 個人の人権と人格を尊重し、会社の内外において、人種、民族、出身、宗
教、信条、性別、障がい、疾病などを理由とした差別や、セクシュアル・ハラスメントをはじめ相手に不快感を与える言
動など、個人の尊厳を傷つける行為は一切行わない。
＜行動規範 2-2:働きがいのある職場づくり＞ グループ構成員の多様な個性を尊重し、個々人の能力を活かせる自由闊
達な職場の形成、公正な人事処遇を通じ、構成員相互の信頼感を育み、働きがいのある職場づくりに取り組む。
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地
域
社
会

地域社会の皆さまとともに

「見てくだ祭」で地域交流

横浜研究センターは、近隣住民の

方々に日々の研究活動の一端を知っ

ていただくと同時に互いの交流を深

めるため、施設を開放してグループ

各社や周辺の市民団体・行政・企業な

どが展示会や屋台出店、スポーツ大

会などさまざまなイベントを行う「見

てくだ祭」を開催しています。2007

年5月にも開催し、1万2,000人以上

の来場者を集める盛況ぶりでした。

地域社会との共生の考え方

MCHCグループは、日本国内はもとより、世界の国々に、

工場や研究所、営業所などの事業拠点を設けており、そ

れぞれの地域社会において、MCHCは良き企業市民とし

ての役割と責任を負っています。MCHCの事業活動は、

その地域の人々の理解を得てはじめて意義のあるものと

なり、そのためには、国内外を問わず、地域の文化や習

慣に対する理解を深め、その社会規範を尊重しなければ

ならないと考えています。また、環境や安全の情報につ

いて適切に開示することも重視しています。

さらに、地域の発展に貢献することは地域の一員とし

ての重要な使命であり、自らの利益を追求するだけでな

く、地域活動や社会貢献活動への参加などを通じ、地域

社会との共生を図っていくことを目指します。

地域との対話

MCHCグループでは、地域社会をはじめとする社会と

の共生を図るため、地域社会の皆さまとの対話が重要だ

と考えています。地域住民の皆さまへ定期修理工事や

プラントの新設時の説明会開催、事業所の活動をまとめ

た冊子の定期的な発行、「見てくだ祭」など地域住民の皆

さまとの交流を深めるイベントの開催など、それぞれの

事業所、研究所に適した形で地域社会との対話を実施し

ています。

また、各事業拠点においては、社会貢献活動を通じた地

域とのコミュニケーションも実施しています。MCHCで

は、環境と次世代育成を社会貢献の重点分野と考えてお

り、地域の環境を維持するために事業所、研究所の周辺の

清掃活動を行うほか、地域の子供たちが所属する運動ク

ラブへの施設の開放や小中学生の工場見学などを実施し

ています。また、科学実験出前教室など未来を担う子ど

もたちに化学に対する興味をもっていただくための活動

も行っています。国内だけではなく、インドネシアの学校

へコンピュータ関連機器を提供するなど海外でも各地で

活動を行っています。

私たちは、今後もさまざまな場面で地域社会との対話

を通して、地域社会との共生を目指した活動をグループ

一体となって展開していきます。

地域の一員として周囲との交流に心がけています。

＜行動規範 5-1：地域社会との共生＞ 事業活動に関わる国々・地域の文化や慣習に対する理解を深め、

その社会規範を尊重するとともに、良き企業市民として、社会貢献活動への参加などを通じ、地域社会

との共生をはかる。
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環
境

環境への取組み

環境に対する配慮の考え方

MCHCグループでは、レスポンシブル・ケア（RC）活動 に積極的に取り組んでおり、環境・安全・健康への責任ある配慮

を企業の社会的責任の大きな柱と考えています。MCHCグループは、企業活動に携わる者として、また個人として、か

けがえのない地球環境を守り、次の世代に引き継ぐ責任を負っています。環境に配慮した製品・サービスの開発や、事

業活動に伴う大気、水、土壌などの汚染防止にとどまらず、地球温暖化や資源の枯渇など地球規模の環境問題に対して

も、主体的かつ積極的に取り組んでいます。

● ゼロエミッションを目指して：三菱化学

三菱化学グループは、循環型社会の実現に寄与するため、

2010年までに廃棄物中の埋立処分量を1％未満に下げ

ることを「ゼロエミッション」の目標とし、廃棄物の再使

用とリサイクルを推進しています。

廃プラスチックについては2000年、樹脂関連製品を

手がけるグループ企業を中心に「プラスチック・エコシ

ステム推進協議会」を設立し活動を行ってきました

（2007年7月現在・参加37社）。同協議会は2006年度ま

でに埋立率を1％未満に下げることを目指してきました

が、2004年度にその目標に達し、2006年度まで3年連

続でゼロ化を達成しました。活動の定着が確認されたこ

とから、今後は各社が主体的に埋立ゼロ化の持続と推進

を続ける計画です。

その他の廃棄物も含めた埋立量については、2006年

度にはグループ全体で前年の8.3％から6.9％へと向上

しており、2010年度のゼロエミッションを目指し今後

も排出量の削減とリサイクル率の向上に努めます。

● 医薬品の廃棄段階にも考慮：三菱ウェルファーマ

特別な成分を含む医薬品は、開発から使用後の廃棄まで

のライフサイクル全般にわたって適切な管理が欠かせま

せん。このうち使用や廃棄については、主に医療機関や

患者さまの処理に委ねることとなりますが、三菱ウェル

ファーマではメーカーの責任として、廃棄やリサイクルの

しやすい容器の開発等に力を注いでいます。

近年は医療機関の間でも廃棄物の適正処理への関心が

高まっており、三菱ウェルファーマは、2003年度から医

療現場を訪問して情報交換を続け、業界全体で対応する

必要があると判断したものについては関連団体への積極

的な働きかけを行ってきました。また、患者さまの生活の

質の向上に寄与する在宅医療でも使用済み医薬品容器な

どの処理が課題となっていますが、三菱ウェルファーマは

日本製薬団体連合会の「医療系一般廃棄物対策プロジェ

クト」に発足時からメンバーを派遣しています。2007年3

月には同プロジェクトでまとめた、家庭からの医療系廃棄

物の回収について、厚生労働省への説明も行っています。

5,580
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5,140

'00'00
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'01'01
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'05'05

240
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● 廃プラスチック埋立量：三菱化学グループ（t）

埋立1％未満達成

容器そのものに針をつけるだけで注射器となるプレフ

ィルド製剤は、医療関係者をはじめとする注射を行う

方々の負荷軽減や、細菌や異物の混入を防ぐ安全性の

高さ、物流の効率化といったさまざ

まなメリットに加え、廃棄物の削

減・処理のしやすさにも優れた面を

持っています。三菱ウェルファーマ

でもその利便性と環境負荷の低減を

考慮し、注射薬剤におけるプレフィ

ルド製剤の拡大に取り組んでいます。

プレフィルド製剤の採用を拡大

環境負荷低減に向け幅広い活動を続けています。

＜行動規範 1-2：環境に対する配慮＞ 地球環境の保護に積極的に取り組むものとし、省資源・省エネルギ
ーの推進、廃棄物の削減・再利用・再資源化の推進、環境保全とその技術の開発など、事業活動のすべての

過程において、環境負荷の低減に努める。

化学物質を取り扱う事業者が化学製品の開発から生産、流通、使用、最終消費を経て廃棄に至る全ライフサイクルにわたって、自主的に「環境・安全・健康」を確保し、その責
任ある活動の成果を公表し、社会との対話・コミュニケーションを行う活動。

＊

＊
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安
全

三菱ウェルファーマでは、2006年度に総務省主催の「ユ

ビキタス技術による高度な医療安全の確保・支援に関す

る調査研究会」に参加するなど、電子タグ、無線LAN、ネ

ットワークを活用した医薬品トレーサビリティ（生産・流

通・与薬履歴）の実用化に向け積極的な取組みを行って

います。また、経済産業省の「セキュア電

子タグプロジェクト」にも参加して、電

子タグの導入で課題となるセキュ

リティやプライバシー保護などに

ついての検討にも協力しています。

医薬品トレーサビリティ

安全への取組み

安全に対する配慮の考え方

MCHCグループが提供する製品・サービスは、消費者やユーザーの生命・身体・財産に被害や悪影響を生じさせない

安全なものでなければなりません。特に、医薬品や食品など人の健康に直接関わる製品の安全については、より高度

で厳格な姿勢が求められます。また、製品の開発・生産・流通など事業活動の全過程においても安全が確保されなけ

ればなりません。MCHCグループは、事業活動における環境・安全リスクを不断の努力によって減少させるとともに、

社会に対する説明責任を果たしていきます。

● 労働安全への取組み：三菱化学

多様な製品を生産する三菱化学グループにとって、生

産現場で起きる労働災害の防止は特に重要な問題です。

これに対して三菱化学グループでは、長年にわたる取組

みにより、事故を未然に防ぐための体制や制度を築き、

今もその拡充に努めています。

労働災害の発生度合いを示す「休業度数率」（労働災害

による死傷者数／労働時間数×1,000,000）は三菱化学

グループ全体で、目標の0.1以下に対し、この数年0.2～

0.5で推移してきました。その多くが通常の作業以外で

発生したもので、危険予知や指示確認の不足に起因して

おり、三菱化学グループではそれらの改善に取り組んで

います。さらに、安全に対する基本動作や感性を磨く体

感教育研修の実施も広げています。運転員や技術者の

世代交代が進む中にあって、熟練者が持つ経験やノウハ

ウを次世代に伝承することも大切です。三菱化学グルー

プではそれらをデータベースとして整理して活用する取

組みも行っています。

● 医薬品の安全性の確保：三菱ウェルファーマ

三菱ウェルファーマでは製品の品質管理や市販後の安全

管理について、厚生労働省の各種省令に基づき、社内規

則を定めて厳格に適用しています。その運用については、

総括製造販売責任者のもとに品質保証部門・安全管理統

括部門を置き、それぞれ責任者を任命しています。

新薬は、承認を得るまでさまざまな段階を経て有効

性・安全性が検証され、処方に関する注意点などの情報

が集められます。しかし市販後に副作用が明らかになる

こともあり、同社では薬事法や関連法令に則った手順書

を策定して、医療関係者・患者さまからの情報、学会報

告・文献報告、関係各政府機関、海外からの情報などを

迅速に集め評価・検討を行っています。その結果に基づ

き、対応が必要なものについては、安全確保措置を立案

しMR（医薬情報担当者）などを通した医療機関への情報

伝達などを速やかに行っています。

薬傷体感教育の様子

事業活動のすべてにおいて安全を優先します。

＜行動規範 1-3：安全に対する配慮＞ 安全の確保は企業の社会的責務であることを自覚し、化学物質の

適正管理を含む製品・サービスの安全性確保、安定操業の確保など、事業活動のすべての過程において、

常に安全を最優先に考え行動する。
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CO2発生を抑えるスチレン製造触媒を開発

三菱化学では、従来の石油化学プロセスをより省資源・

省エネルギーなものとするため、プロセス改良技術の研

究・開発にも積極的に取り組んでいます。その成果の1

つであるスチレン製造触媒の開発と実用化が、2006年

度の触媒学会学会賞を受賞しました。スチレンは、食品

トレーや発泡スチロール、家電製品のハウジングなど、

暮らしに身近な製品に幅広く利用されている樹脂原料

です。三菱化学の研究・開発チームは、その製造に欠か

せない触媒をより高機能化

しました。この触媒を使うこ

とにより、必要なスチレンを

効率的に生産し、副反応とし

て発生するCO2の量を下げ

ることが可能になります。

地球温暖化防止への取組み：三菱化学

三菱化学は1990年から、エネルギー原単位を毎年1％ずつ

向上させることを目標とした省エネルギー活動を続けてお

り、2006年度は、前年より約6％の向上を達成しました。な

お、この結果には、大規模な定期修理工事により2005年度

が対前年比1％の増加となっていたことも影響しています。

CO2排出の絶対量の削減については、生産活動が活発

だったことから前年比3％弱の増加となりましたが、三菱

化学はこれまで、エネルギー多消費型の製品から高機

能・高付加価値製品への移行や、コンビナート一体でのエ

ネルギー有効利用などにより、1990年～2006年の間で

11.5％のCO2排出量の削減を実現しており、今後ともさ

らなる努力を続けていきます。また輸送時におけるCO2

排出の削減についても、より環境負荷の少ない輸送手段

に切り替える“モーダルシフト”を積極的に進め、毎年1％

相当のCO2排出削減を目指しています。

特集：地球温暖化への対応
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● エネルギー使用量＊：
　 三菱ウェルファーマグループ国内事業所
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● CO2排出量＊：
　 三菱ウェルファーマグループ国内事業所
   （千t）

省エネルギー法等の改正を受けて、本年度の

報告は、三菱ウェルファーマグループの国内

の工場、研究所、物流センターで使用している

電気・燃料について、標準発熱量に換算したエ

ネルギー使用量、原油換算量および特定排出

者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の

算定に関する省令による係数でCO2排出量を

算定しています。

＊

三菱ウェルファーマのかずさ研究所と、グループ会社の

バイファ、MPテクノファーマ足利工場は、環境省が地球

温暖化防止を目的に実施しているCO2排出削減／ライト

ダウンキャンペーン「ブラックイルミネーション」に参加

して、社名看板照明や街路灯などを消灯しました。この

他にもグループの各事業所は日常的に、省エネ効果の

高い設備の導入や、ボイラー等の運転効率の最適化、施

設の不具合個所の早期発

見と補修・交換による無

駄の削減など、CO2排出

の抑制につながるさまざ

まな省エネルギー活動に

取り組んでいます。

ブラックイルミネーションに参加

地球温暖化防止への取組み：三菱ウェルファーマ

三菱ウェルファーマグループは、2010年度のCO2排出

量を1990年度レベル以下に抑制することを目標とし、

電力消費量が多い機器の洗い出し、設備の運転管理方法

の見直しや運転効率の向上などに取り組んでおり、

2006年度の排出量は18万9,000トンで、前年比4.7％削

減しました。また、三菱ウェルファーマの8工場と1研究

所が「省エネルギーの使用の合理化に関する法律」（改正

省エネ法）の特定事業所に指定され、毎年、原単位の1％

以上の改善を目標として、省エネルギー推進体制のもと、

効率的なプラント運転に努めています。今後もボイラー

設備の効率化、空調設備の運転管理方法の改善の検討を

行うほか、高効率照明への変更などによる電力削減、気

体燃料へのエネルギー転換など生産部門におけるCO2排

出量削減に取り組むとともに、物流や事務部門でも省エ

ネを進めていきます。

地球全体の問題として、しかもいち早い対応が求められている地球温暖化の防止。なかでも、温暖化

を進める大きな要因となるCO2の排出削減は、すべての人と企業がより積極的に取り組むべき課題

となっています。三菱ケミカルホールディングスグループ各社では、これまでも事業活動を通じて排

出されるCO2の削減に大きな力を注いできましたが、その取組みをさらに徹底・強化していきます。

温
暖
化
へ
の
対
応
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この10年ほどの間に日本でも企業の社会的貢献に対する意識が高まり、従業員の方々の日々の

仕事が、会社を通して社会貢献につながる時代になりました。今回の支援プロジェクトは遠く離

れた国のことでもあり、実感するのは難しいかもしれません。しかし何かの折りに、ご自身の今

の仕事がシエラレオネとネパールの２つの学校の整備にも結びついているのだと考え、途上国の

存在を少しでも身近に感じてもらえたらと思います。

プラン・ジャパン 山形 文 さん

国際社会の一員として、国際的な　

途上国の存在を少しでも身近に

ネパール●

シエラレオネ●

シエラレオネとネパールでの学校建設に協力

海外のさまざまな企業と交流を深めるとともに、国境

を越えて影響し合う世界の一体化が進む時代にあって、

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは

2006年5月、国連が提唱する「国連グローバル・コンパ

クト」に参加しました。それをきっかけに企業が行うべ

き社会的貢献とは何かを考え直す中、あらためて気づい

たのが世界的な貧困問題への対応です。環境問題に比

べ馴染みが薄く難しい問題ではありますが、私たちは国

連の掲げるミレニアム開発目標 に着目し、国際NGO

「プラン」の日本事務局である「プラン・ジャパン」の協力

によりシエラレオネの小学校と、ネパールの聴覚障がい

児学校の建設を支援することとしました。

シエラレオネは西アフリカ沿岸にある国で、2000年に

約10年続いた内戦が収まりようやく復興の道を歩き始め

ました。今回、MCHCグループが支援するポルトロコ郡

のアルハディ・イスラム小学校は、1960年に地域の人々

の力によりコミュニティ初の小学校として設立。しかし内

戦によって校舎は破壊され、現在はトイレや給水設備もな

い狭く簡素な建物で270人余りの子供たちが学んでいま

す。支援内容としては2007年12月の完了を目指し、新た

に校舎（3教室・校長室・倉庫）を建設し井戸を設置すると

ともに、教室備品、教科書、教材などを用意。さらに子供

たちへの平和教育や、教師の能力強化、学校運営を担う

地域の人々のためのトレーニングも実施します。

一方、ネパールでのプロジェクトの対象は、インド国境

近くのモラン県に2005年に設立されたビラ・バヒラ中等

学校で、同校では、財政的に厳しい中、現在は民家を借り

国際社会の一員として

＊

プラン・ジャパン　http://www.plan-japan.org/home/
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1999年にスイスのダボスで開かれた世界経済フォーラムにおける国連のアナン事務総長（当時）

の提唱をきっかけに、2000年7月に発足したのが「国連グローバル・コンパクト」です。グローバ

ル化の進展により深刻化しかねない問題に対し、世界各国の企業が地球市民の立場で、一致団結

して解消に取り組もうという活動で、参加する企業は「人権・労働・環境・腐敗防止」4分野におけ

る10の原則を支持した事業活動を推進します。

＊国連ミレニアム開発目標
Millennium Development Goals (MDGs) 

1. 極度の貧困と飢餓の撲滅

2. 初等教育の完全普及の達成

3. ジェンダー平等推進と女性の地位向上

4. 乳幼児死亡率の削減

5. 妊産婦の健康の改善

6. HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止

7. 環境の持続可能性確保

8. 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

国連グローバル・コンパクト

　課題解決にも努力しています。

地元NGOの運営によって6～18歳の聴覚障がいを持つ子

供たち105人が学んでいます（一部は寮生活）。今回の支

援は2007年12月の完了を目指し、校舎（9教室・職員室・

図書室）およびトイレ棟を建設するとともに、机と椅子を

48セット支給。なお、このプロジェクトは地域の人々によ

る委員会が中心になって進めており、自立性の高い支援

という特長も備えています。

WBCSDへの参加

三菱化学は、ビジネスと環境と社会の調和をめざし、産

業界からの積極的な政策提言と具体

的活動を行うため、WBCSD（持続可

能な発展のための世界経済人会議）に

参加しています。
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● 財務ハイライト

社　名 株式会社三菱ケミカルホールディングス

（英文名：Mitsubishi Chemical Holdings Corporation）

設　立 2005年10月3日

資本金 500億円

代表者 取締役社長　小林 喜光

本社所在地 東京都港区芝四丁目14番1号（三菱ケミカルホールディングスビル）

上　場 東京証券取引所、大阪証券取引所

主要連結子会社 三菱化学（株）、三菱樹脂（株）、田辺三菱製薬（株）

事業内容 グループ会社の経営管理（グループの全体戦略策定、資源配分など）

URL http://www.mitsubishichem-hd.co.jp

三菱化学株式会社

本社所在地 東京都港区芝四丁目14番1号（三菱ケミカルホールディングスビル）

資本金 500億円

事業内容 石油化学、機能商品、ヘルスケア他

URL http://www.m-kagaku.co.jp

三菱樹脂株式会社

本社所在地 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

資本金 215億円

事業内容 合成樹脂および同商品の製造ならびに販売

URL http://www.mpi.co.jp

田辺三菱製薬株式会社

本社所在地 大阪府大阪市中央区道修町三丁目2番10号

資本金 500億円

事業内容 医療用医薬品を中心とする医薬品の製造・販売

URL http://www.mt-pharma.co.jp

三菱ケミカルホールディングス連結業績に関する留意点

・2005年度（2006年3月期）の三菱ケミカルホールディングス連結は三菱化学連結を引き継いで作成しています。
（三菱ケミカルホールディングス連結［2005年度］＝三菱化学連結上期＋三菱ケミカルホールディングス連結下期）
・従来の三菱化学の連結は三菱ウェルファーマグループを連結子会社として含んでおり、三菱ケミカルホールディングスの連結範囲も基本的に同一です。
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高く評価すべき点

グループ22社の従業員約1万7千人に対してコンプライアンスに関する意識調査を行い、各社の役員アンケートと

ともに分析していること（P16）。今後は、各社別の重点リスク項目への取組みの強化に期待します。

一層の努力を求めたい点

取引先（P20）や従業員（P21）との関係について、購買・調達や人的多様性に関するグループ各社の個々の取組みを

横断的に統括する基本原則を定めるとともに、それが適切に実現されているかを確認・監督する機能を、持株会社

として設けること。

CSR推進会議（P14）の機能について、上記の購買・調達や人的多様性など、グループ全体としての基本戦略が求められ

る課題について、各社からの報告を受けるだけでなく、積極的に目標と基本原則を定め、その実現を促す役割へと進化

させること。現状では、部分最適は進んでも、全体最適の進化が期待できず、早急な方針転換が求められます。

社会貢献活動（P27）について、総合化学企業に期待される役割を果たすために、砂漠化が進む産油国およびその周

辺国における水の供給や、医薬品を取り扱う人材の育成など、本業のすぐ先にある社会的な課題の解決に積極的に

挑むこと。

・

・

・

・

「さまざまなステークホルダーとの対話を図り」とある部分につい
ては、特に重要なステークホルダーとの対話を深める機会を、どの
ように設け続けるのかについて、明示されたい。

実践を羅列するだけでなく、方針・計画を明示すること。また、持
株会社自身としての社会責任と、グループ各社共通の社会責任に
ついて、責任と役割を明示すること。

グループ内各社に共通の原則や体制整備などの取組みが求められ
るコンプライアンスなどの重要事項は、持株会社の基本的責任であ
り、グループ全体の推進体制の拡充を強く求めたい。

・

・

・

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループに関係する
ステークホルダー毎に対話実施状況を記載しました。

>>> P19～22

関連するグループ・コンプライアンス行動規範の条文を記載す
るとともに、それに基づいた取組みを記載しました。

>>> P13～18

MCHC設立後、順次整備してきた内部統制、コンプライアンス、
リスク管理などの推進体制を記載しました。

>>> P14～17

ご意見をいただいて

IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］代表 IIHOE：「地球上のすべての生命にとって、
民主的で調和的な発展のために」を目的に
1994年に設立されたNPO。主な活動は市
民団体・社会事業家のマネジメント支援だ
が、大手企業のCSR支援も多く手がける。
http://www.iihoe.com（日本語のみ）

● 三菱ケミカルホールディングスCSRレポート2007に対する第三者意見

当意見は、本報告書の記載内容、および同社CSR担当者へのヒアリングに基づいて執筆しています。

同社のCSRへの取組みは、環境負荷の削減や取引先への取組みの呼びかけなど、広範な項目について

PDCA（マネジメント・サイクル）を進め始めたと言えます。

第三者意見

● 昨年の第三者意見に対して

2006年度の主なご指摘 2007年度での対応

2005年10月にMCHCが誕生してから、CSR分野において

MCHCが果たすべき役割・機能について検討を重ね、コン
プライアンスやリスク管理の推進体制を整備してきまし

た。まだまだ改善すべき点も多く、今後、ご指摘いただい

た点を踏まえながら、MCHCのあるべき姿について議論を

深め、グループのCSRをさらに強化していきたいと思いま

す。また、グループ理念「Good Chemistry for

Tomorrow  人、社会、そして地球環境のより良い関係を

創るために。」の実現に向け、社会的な課題の解決にも積極

的に取り組んでいきたいと考えております。

（株）三菱ケミカルホールディングス執行役員 CSR推進室長

藤澤 晃一
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