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グループ理念

“Chemistry”という言葉には、いわゆる“化学”という意味だけでなく、“物と物、人と人、人と物との相性・関係・

つながり”という意味もあります。三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、この“Chemistry”という

無限の広がりと可能性をもつ舞台で、さまざまなイノベーションを通じて、より安全で、より価値ある技術と素材・

製品を提供するとともに、事業を通じて世界中の人々と、社会と、そして地球環境との“より良い関係”を創造して

いくことをめざしています。“Good Chemistry for Tomorrow”、それが私たちMCHCグループの理念です。

1 CSRレポート2008



編集方針
三菱ケミカルホールディングス（MCHC）は、

MCHCグループのCSRの考え方や各事業会社
が推進するCSR活動をより多くのステークホルダー
の皆様にご理解いただくために、事業会社が発
行する「CSRレポート」に加えて、MCHCグループと
しての「CSRレポート」を発行しています。
2008年度は、「成長を実現し、創造・飛躍する」
企業グループをめざすMCHCグループの新たな
中期経営計画「APTSIS 10」を紹介するとともに、
事業の判断基準である“Sustainability（資源・環
境）”“Health（健康）”“Comfort（快適）”をテーマと
する取り組みを「特集」として取り上げました。
MCHCは、本レポートを通じて、ステークホルダー
の皆様とのコミュニケーションを図り、グループ全体
のCSR活動の推進に役立てていくよう、今後も取り
組みや報告書の工夫を重ねてまいります。

報告範囲
MCHCグループを報告範囲としていますが、MCHC
単体の方針なども掲載しています。

報告対象期間
2007年度（2007年4月～2008年3月）
※一部2008年度の内容も含んでいます。

お問い合わせ先
（株）三菱ケミカルホールディングス　内部統制推進室
TEL.03-6414-4880　FAX.03-6414-4859

レポートに関する内容はウェブサイトでも
ご覧いただけます。
http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/

直接出資グループ会社の個別の環境データなど詳細
については各社のCSRレポートをご覧ください。

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。
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企業存続の崖っぷちに立っている
という認識をもって課題に取り組んでいく

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは今、

「グループ存亡の危機」、いわば企業存続の崖っぷちに立

たされていると思っています。

そのことを最も痛感したのは、2007年12月に三菱化学

鹿島事業所の第2エチレンプラントで発生した火災です。こ

の火災により、協力会社の従業員4名の方の尊い命を失っ

てしまいました。グループの最高責任者として、亡くなられ

た方のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に深く

お悔やみとお詫びを申し上げます。また、近隣の住民の皆

様をはじめ多くの方々にご心配とご迷惑をお掛けしたこと

も重ねてお詫び申し上げます。二度とこのような事故を起

こさぬよう安全対策に万全を期してまいります。

一方、三菱樹脂は、ガス用ポリエチレン管の販売価格の

決定に関して、2007年6月に公正取引委員会から行政処分

を受けました。加えて、塩化ビニル管では価格カルテルの

疑いで公正取引委員会の調査が続いており、誠に遺憾なこ

とと考えております。

田辺三菱製薬のフィブリノゲン製剤に係るC型肝炎訴訟に

ついても、誠実かつ真摯に対応していかなければなりません。

私は、こうした課題を解決していくためには、グループを構

成する一人ひとりが各々のステークホルダーに対して、法令

や社会規範を遵守することはもちろん、安心や信頼、満足をも

たらすような業務を行い、日々点検し、改善し続けていくことが

何よりも重要だと考えています。2008年4月に発表したMCHC

グループモットー（行動指針）「APTSIS（アプトシス）」には、そう

した思いを込めています。そして、「事業活動の基盤は社会か

らの信頼にあり、社会からの信頼を裏切る行為は決して行っ

てはならない」ということを肝に銘じ、グループ一丸となって、

社会からの信頼を回復していきたいと考えております。

20年先の「ありたい姿」と10年先の「あるべき姿」を策定

こうした信頼回復への道のりを着実に進んでいくため

にも、私はMCHCのグループ理念「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。」を今後さらに強く意識していきたいと考えてい

ます。グループ理念の具現化は、事業の発展のみならず、企

業の社会的責任（CSR）を果たすこと、すなわち社会からの信

頼を得ることにも通じているからです。

そこで私は、「MCHCグループの事業」と、株主の皆様や

お客様、お取引先、地域社会の皆様、従業員など「事業に

関わるさまざまなステークホルダー」の双方が一層有益な

“関係”となるよう、将来の世界と社会を見据えて、どのような

課題があり、MCHCグループがどのように貢献できるかと

いう視点から、20年先の「ありたい姿」を想定し、それを達

マネジメントメッセージ

グループ一人ひとりの知恵を結集して、
社会からの信頼回復へ、Good Chemistryの具現化へと
邁進してまいります。

3 CSRレポート2008



MCHCグループモットー（行動指針）

成するための10年後の「あるべき姿」をまとめ、そのなかで

“Sustainability（資源・環境）” “Health（健康）” “Comfort（快

適）”という企業活動の判断基準を定めました。その上で本

年度から3ヵ年の中期経営計画「APTSIS 10」を策定し、2008

年5月に発表しました。

地球環境問題の解決に“Chemistryの英知”を活かす

世界が抱えるさまざまな社会的課題のなかでも、地球環

境問題は、国や地域、産業界の枠組みを越えて取り組んで

いかなければならない重要な問題です。

私たちMCHCグループは、従来から積極的に生産効率の

向上や省エネルギーに取り組むとともに、多彩な環境配慮型

製品を提供してきましたが、「APTSIS 10」では、これらの取り

組みを一層加速していくことを前提に、地球温暖化ガスの具

体的な数値改善目標を打ち出しました。同時に、「有機太陽

電池」や「固体照明」「自動車軽量化技術」「バイオポリマー」

など、CO2排出やエネルギー消費を低減する技術・製品を「育

成事業」と位置づけ、早期の事業化を図っていく計画です。

さらに、私はこうした地球環境問題の解決にこそ

“Chemistryの英知”が求められているという強い信念をもって

おり、今後は、MCHCグループが培ってきた知見をもとに、たと

えば光合成のようにCO2を製品の炭素源として活用するよう

な新しいテクノロジーにも挑戦していきたいと考えています。

オーケストレーション機能を発揮して
グループ・シナジーを創出

2007年10月、医薬品に関わる2社が合併して、国際創薬

企業をめざす「田辺三菱製薬」がスタートしました。また、

2008年4月にはグループの機能材料事業を統合した新生

「三菱樹脂」が発足しました。このように、MCHCグループ

は、三菱化学、三菱樹脂、田辺三菱製薬の3つの事業会社そ

れぞれが固有の技術・ノウハウを鮮明にしながら、個々の

市場における競争力向上を図っています。と同時に、MCHC

は、持株会社ならではのオーケストレーション機能を発揮

して、3つの企業グループ間の協奏やシナジー創出を促す

ことで、地球環境問題などの社会的課題の解決に一層大き

く貢献していくことをめざしています。事業会社ごとの縦の

ラインに加えて、“横串機能”を果たす「グループ基盤強化

室」の発足はその一環です。今後、MCHCは、こうした取り組

みを通じて、特徴ある複数の事業を擁する企業グループな

らではの総合力、シナジーを活かして新たな技術・製品・事

業の創出に注力してまいります。

原油・ナフサ価格の高騰や世界的な経済状況の停滞など、

足下の事業環境はますます厳しさを増しておりますが、こう

いう時こそ、グループモットー「APTSIS」を実践し、21世紀の人類

共通の課題解決に貢献するという、より大きな社会的責任を

果たすべく努力し続けなければならないと考えております。

2008年9月
株式会社三菱ケミカルホールディングス

取締役社長
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新興諸国の
台頭による

世界的な競争の激化

地球環境の保全や
資源の枯渇が
社会的問題として
一層クローズアップ連結営業利益4,000億円を視野に

基本方針 主な具体的施策 積極的な資源の投入 経営目標（2010年度）

中期経営計画
「資源・環境」「健康」「快適」

を実現する世界のリーディングカンパニー

2008 2010 2015 2025
少子高齢化の
進展により

医療へのニーズが
複雑・多様化

の概要

成長

創造

飛躍

●既存のグローバル事業のさらなる拡大（記録メディア、
イメージング、高機能ポリエステルフィルムなど）

●情報電子分野、自動車分野など成長市場分野における
ニッチ事業（オンリーワン・ナンバーワン）の拡大

既存事業の高機能化・高付加価値化と新陳代謝

連結営業利益
1,900億円以上

連結ROA
（税前利益／総資産）
6％以上

CO2削減 原単位
1990年比

20％以上改善

設備投資
5,900億円／3ヵ年

研究開発
4,250億円／3ヵ年

2,500億円／3ヵ年（目安）

機能商品分野

7大育成事業の早期事業化

戦略的な提携やM&Aの実施

7大育成事業

田辺三菱製薬における
●合併効果の早期実現
●重点医薬品開発の確実な推進
●国際創薬企業に向けての展開

ヘルスケア分野

●高機能化へのシフト
●「革進-Phase2」投資成果の着実な実現

固体照明、リチウムイオン電池材料、次世代ディスプレイ、
自動車用軽量化素材、バイオポリマー、有機太陽電池、
個別化医療

化学品分野

2002年、三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループ

（当時「三菱化学グループ」）は、①成長と飛躍に向けた選択

と重点的資源投入、②グループ経営のさらなる深化、③さら

なる成長と財務体質改善、の3つを基本方針とする経営計画

「革進プラン」を立案しました。その実施にあたっては、最初

の2年間をポートフォリオ改革と財務体質改善など成長への

基盤整備を図る「革進-Phase1」、次の3年間を「石油化学」「機

能商品」「ヘルスケア」事業を強化し、持続的成長と発展を実

現する企業グループを確立していく「革進-Phase2」に分け、

それぞれの目標達成をめざしてきました。

この革進プランでは、持株会社「三菱ケミカルホールディ

ングス」の設立や、成長に向けた事業の方向づけと大型投資

など、さまざまな戦略的な施策を展開し、成果をあげてきま

したが、一方で、三菱化学 鹿島事業所での事故に象徴され

る現場のものづくり力の低下、グローバル化の不足、新規事

業の立ち上げの遅れといった課題を残しました。

そこでMCHCは、2008年4月、3年間の新たな中期経営計画

「APTSIS 10」をスタートさせました。「APTSIS 10」では2025年

の「ありたい姿」、2015年の「あるべき姿」から、“Sustainability

（資源・環境）” “Health（健康）” “Comfort（快適）”の3つの判

断基準で企業活動を行うことを定め、世界から信頼される

リーディングカンパニーになるというビジョンを掲げました。

このビジョンを達成するために、MCHCグループは今後、

事業ポートフォリオの変革を積極的に行うと同時に、機動的

な戦略的投資も実施することで高収益体質企業への転換を

図っていきます。また、持続的な企業価値の向上のため、グ

ループ基盤・総合力の強化、地球温暖化ガス（CO2）削減への

取り組みなどの諸施策も実行していきます。

中期経営計画「APTSIS 10」

「成長を実現し、創造・飛躍する」企業グループをめざして、
新中期経営計画「APTSIS 10」を策定しました。
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MCHCグループは、グループの総力をあげて地球温暖

化問題に取り組んでいくために、MCHCの経営戦略室に

統括事務局を置き、MCHCおよび各事業会社の技術生

産・環境安全・研究開発スタッフなどが参加する「地球快適

化プロジェクト」を2008年4月から推進しています。プロ

ジェクトでは、以下の4つのワーキンググループを通じて

地球温暖化ガスの削減や環境問題の提言活動などに取

り組んでいきます。

①国際社会、産業社会への対応
WEF（世界経済フォーラム）、WBCSD（持続可能な発展

のための世界経済人会議）およびICCA（国際化学工業

協会協議会）、（社）日本化学工業協会などと、地球温暖

化ガスの削減や環境問題に関する意見交換、提言など

を実施していきます。

②地球温暖化ガス削減への具体的な取り組み
三菱化学、三菱樹脂、田辺三菱製薬の主要3事業会社で

CO2削減対策投資を実施します。三菱化学グループとし

て、3ヵ年で50億円の投資を予定しています。

③育成事業などイノベーションの推進、
サステナビリティを考慮した開発の推進
育成事業の早期事業化、地球温暖化ガス削減に貢献

する新製品の開発を推進していきます。

Close-Up 1
グループ力を発揮して地球温暖化問題に取り組む
「地球快適化プロジェクト」を開始

Close-Up 2

④地球温暖化ガス削減に向けた
「地球快適化インスティテュート（仮称）」
設立および活動
温暖化問題など地球環境が抱える諸課題に科学・化

学の力を活かした解決策を提供し、人類のクオリティ・

オブ・ライフ（QOL）の向上に貢献する新研究所の設立

（2009年4月予定）を検討していきます。

「APTSIS 10」で掲げた「2025年のありたい姿」を実現

していくためには、固有の技術・ノウハウをもつ三菱化

学、三菱樹脂、田辺三菱製薬の3つの事業会社が“Good 

Chemistry”を奏で、シナジーを発揮して地球環境問題な

ど社会的課題の解決に資する事業を推進していく必要が

あります。

グループシナジーを発揮していくために「グループ基盤強化室」を設置
こうした認識のもと、MCHCは、2008年4月に「グループ

基盤強化室」を設置。各事業会社から、研究開発や商品開

発、生産、マーケティング、物流・購買、人事、IT・セキュリ

ティ、知的財産に関わるスタッフを集め、MCHCグループ

ならではの総合力を活かした新たな技術・製品・事業の

創出に注力しています。

プロジェクトの施策をグループ一体となって着実に推

進していくために、2008年7月にプロジェクトの統括責

任職として「CSO（Chief Sustainability Officer）」を設置。

MCHCの経営戦略室長が兼務することで、グループの経

営戦略や事業戦略、中期経営計画「APTSIS 10」の推進戦

略と一体となった施策を実践していきます。

●科学
●化学

解決策

人類の生活の質の向上 地球環境が抱える
諸課題の解決

2009年4月設立を予定

●社会
●人間
●自然
●技術

知、情報

CO2の
炭素資源化

（例）

地球快適化インスティテュート（仮称）
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三菱化学

三菱化学

MCHC

三菱樹脂

田辺三菱製薬

三菱化学

※ 自己資本（2006年度以降）：
総資産－新株予約権－少数株主持分

※ 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
●2004年度までは三菱化学連結の数値となっています。
●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）
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設備投資
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2003
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研究開発費

40,000
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33,447
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39,305

2007

従業員数

1,200

900

300

600

0

設立 2005年
資本金 500億円
代表者 小林 喜光
本社所在地 東京都港区芝4-14-1
URL http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、個々

に特徴ある技術・製品・サービスをもつ三菱化学、三菱樹脂、

田辺三菱製薬を基幹事業会社とした3つの企業グループで

構成されており、「機能商品」「ヘルスケア」「化学品」という3

つの事業分野を通じて、「資源・環境」「健康」「快適」をキー

ワードとした多彩なソリューションを提案しています。

MCHCは、純粋持株会社として、従業員約39,000名がグロー

バルに事業を展開する3つの企業グループの「ポートフォリオ

マネジメント機能」を担っており、グループの成長・飛躍に向け

た資源配分など企業価値向上のための諸施策を積極的に推

進するとともに、グループの経営を統括する立場から、コーポ

レート・ガバナンスやコンプライアンス、リスク管理体制の強化

を図るなど、グループ一体となって企業の社会的責任（CSR）を

推進していくよう努めています。

ヘルスケア
(エレクトロニクス・
アプリケーションズ、
デザインド・
マテリアルズ）

(ケミカルズ、ポリマーズ）
化学品

機能商品

MCHC
三菱化学グループ
三菱樹脂グループ
田辺三菱製薬グループ

4,460

2004

6,561

2005

7,122

2006

8,278

2007

MCHCグループの「事業」と「製品」

個性を発揮して、グループ力を結集して、
人と社会と地球環境の“Good Chemistry”を実現する
多彩なソリューションを提案しています。
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三菱化学

三菱樹脂

田辺三菱製薬

ポ
リ
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ズ

ケ
ミ
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ズ

ヘ
ル
ス
ケ
ア（
そ
の
他
）
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ル
ス
ケ
ア（
医
薬
品
）
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ド
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ズ

エ
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ト
ロ
ニ
ク
ス
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

機
能
商
品

ヘ
ル
ス
ケ
ア

化
学
品

発足
資本金
代表者
本社所在地
URL

1994年
500億円
小林 喜光
東京都港区芝4-14-1
http://www.m-kagaku.co.jp/

地球規模の環境問題やエネルギー・資源問題
を解決し、私たちの日々の生活の安全・安心を
守るために、培ってきた技術基盤をもとに、
“Chemistry”がもつ無限の力を幅広い産業や
社会にソリューションとして提供しています。

1994年10月、三菱化成と三菱油化の合併により発足

国際創薬企業をめざして、人類の幸福、クオリ
ティ・オブ・ライフの向上に資する医薬品を開
発・提供するとともに、グループがもつ診断薬
や臨床検査などのノウハウを融合して個別化
医療など新たな事業創出に挑戦しています。

2007年10月、田辺製薬と三菱ウェル
ファーマの合併により発足

市場が求める価値をいち早く具現化する
“開発型企業”として、グループ企業と一体と
なって高機能・高付加価値の製品開発に
チャレンジ。お客様とともに環境に調和した
豊かで快適な社会づくりに貢献しています。

2008年4月、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、
三菱化学の機能材料事業の統合により発足

発足
資本金
代表者
本社所在地
URL

2008年
215億円3百万円
吉田 宏
東京都中央区日本橋本石町1-2-2
http://www.mpi.co.jp/

発足
資本金
代表者
本社所在地
URL

2007年
500億円
葉山 夏樹
大阪府大阪市中央区道修町3-2-10
http://www.mt-pharma.co.jp/

記録メディア

イメージング部材

食品機能材

診断製品･臨床検査

高純度グラファイト

C4 ケミカルズ

機能性樹脂

ポリカーボネート

高機能ポリエステルフィルム

電子機器部材

アルミナ繊維

ピッチ系炭素繊維・複合材

機能性包装フィルム

農業用資材

産業用資材、土木・建築資材

関節リウマチ治療薬 レミケード®

脳保護剤 ラジカット®

抗血小板剤 アンプラーグ®

肝・胆・消化機能改善剤 ウルソ®

高血圧症治療剤 タナトリル®

アレルギー性疾患治療剤 タリオン®

ワクチン

ジェネリック医薬品
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三菱ケミカルホールディングス

（MCHC）グループは、「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。」をグルー

プ理念に、ステークホルダーの皆様との

「対話」を図りながら“Sustainability（資源・

環境）”“Health（健康）”“Comfort（快適）”に

関わる多彩な技術と製品、サービスを通

じて社会に貢献していくことが、企業の社

会的責任を果たすことであると考えてい

ます。そのためには、新たな技術・製品・

サービスの創出とともに「MCHCグループ

企業倫理憲章」や「国連グローバル・コ

ンパクト」の10原則※などの規範に則った

企業活動が不可欠であり、このような企業

行動を経営の基盤と位置づけています。

さらに、国内外の各地域で社会貢献活動

などを積極的に行うことで、地球環境や国

際社会への責任を果たし、持続可能な地

球社会づくりに貢献していきます。

MCHCグループは、グループ全体で

CSRを推進していくために、「CSR推進会

議」を原則として年2回開催しています。

会議は、MCHCの社長が議長を務め、

MCHCとその直接出資子会社の社長、コ

ンプライアンス推進統括執行役員、リスク

管理担当役員、RC（レスポンシブル・ケア、

P21参照）担当役員、監査役などCSRに関

係する役員が出席し、コンプライアンスや

リスク管理、安全・環境対策、人権啓発、社

会貢献などの重要事項について審議して

います。さらに、2008年度からスタートし

たMCHCグループの中期経営計画

「APTSIS 10」では、さらなる活動の強化を

めざして、「CSR活動の強化」を一つの柱

と位置づけています。

CSRの基本的な考え方

CSRの強化に向けて

社
会
貢
献
活
動

企業倫理

RC

情報開示

人権・雇用

企業統治

P23-28
事業活動を支える基盤

※「国連グローバル・コンパクト」の10原則：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。世界各国の企業が人権・労働・環境・腐敗防止の分野において遵守する10原則が記されている。

MCHCグループの「ステークホルダー」と「CSR」

さまざまなステークホルダーの皆様との対話を通じて、
「資源・環境」「健康」「快適」をキーワードにした
“未来への責任を果たす事業”を推進しています。

9 CSRレポート2008



豊かで快適な社会の実現と、地球環境のサステナビリティを両立

させるために、「エコカー用リチウム二次電池材料」や「有機太陽

電池」「バイオポリマー」など、自然エネルギーを活かす技術、限り

ある資源を有効活用する技術、生活に新しい価値をもたらす技術

などを開発しています。

製薬事業と化学事業をもつ強みを活かして、“高齢化社会への対

応”“難病克服”“クオリティ・オブ・ライフ（QOL）向上”“医療の高度

化”をテーマに、医療・予防医療分野における医薬品や健康管理

サービス、「個別化医療」の実現をめざした新技術、「食の安心・

安全」に貢献する資材・機能材の開発など多彩な事業に取り組ん

でいます。

基盤技術である「光と色のケミストリー」と、効率的な電気エネル

ギーの利用を促す素材・部品の開発力を融合して、「白色LED」や

「次世代ディスプレイ材料」「記録メディア」など、高度情報化社会

に向かう人々の豊かで快適な暮らしを支える事業を地球環境や安

全性に配慮しながら推進しています。

「資源・環境」「健康」「快適」を
キーワードに

社会に有用な
価値を提供する

社会からの
信頼を得る

対話

人　

社
会　

地
球

P18
お取引先

P19
従業員

P20
地域社会

P31-32

国際社会

P29-30
株主・投資家

持続可能な社会を
支えるために。資源・環境

K E Y W O R D

健やかで安心に満ちた
暮らしを実現するために。

快適

K E Y W O R D

多彩で快適な未来を
拓くために。

健康

K E Y W O R D

P21-22

地球環境
（次世代の人々）

P17
お客様
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自動車は、人々の豊かで快適な暮らしと産業の発展にな

くてはならないものです。しかし一方で、化石燃料を消費す

る自動車は、世界規模で深刻化しつつある資源・環境問題

の原因ともなっていることから、大幅な燃費改善やクリーン

エネルギー化が求められています。

こうしたなか、世界の自動車メーカーは、車体の軽量化な

どによる燃費性能の向上や、ハイブリッドカーや電気自動

車、燃料電池車など、資源・環境問題の解決に資する次世代

エコカーの実用化・性能向上に注力しており、三菱ケミカル

ホールディングス（MCHC）グループは、これらを支える各種

の新素材や製品を提供しています。

地球環境にやさしい自動車社会をめざして

たとえば、次世代エコカー向けの「リチウムイオン二次電池」や
自動車の軽量化に貢献する「ケミカルコンポーネント」の開発で

さらなるCO2削減のために

特集
ビジョンを見つめて。
社会を見つめて。

Good Chemistry
物語

2008
資源・環境 健康 快適
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リチウムイオン二次電池の主要部材

1

2

3
4

6
7

5

8

9 10

●ルーフレール
●ウィンドウ
●ドアモジュール
●マッドガード
●サイドプロテクター

●ホイールキャップ
●バンパー
●ヘッドランプレンズ
ランプハウジング

●フロントグリル
●エンジンカバー

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

自動車に使用される
主なケミカルコンポーネント

安全性・耐久性に優れた車載用リチウムイオン二次電池の
実用化をめざして

エンジンと電気モーターを併用して低燃費を実現するハイブリッドカーは、

環境にやさしい自動車として、近年、着実に普及が進んでいます。また、数年

内には家庭用コンセントから充電できる「プラグイン・ハイブリッドカー」の実

用化や、バッテリーの電力だけで走る電気自動車、燃料の水素と酸素を反応

させて発電しながら走る燃料電池車など、走行中にCO2を含む地球温暖化ガ

スを出さない自動車も一般発売される見込みです。

これら次世代エコカーの実用化に欠かせない高性能バッテリーが「リチウ

ムイオン二次電池」です。リチウムイオン二次電池は、一般的なハイブリッド

カーに搭載されているニッケル水素電池などに比べて大容量で、一回の充電

で走行できる距離を大きく伸ばすことができます。一方で、人命に関わる車載

用のリチウムイオン二次電池には、従来の小型電子機器用のバッテリーより

もはるかに厳しい最高レベルの安全性・耐久性が要求されます。

こうしたなか、MCHCグループは、バッテリーの主要部材である電解液、負極

材、正極材、セパレータのすべてを製造できる唯一のメーカーとして、小型電

子機器用リチウムイオン二次電池の豊富な開発・製造実績を蓄積。独自の材料

設計技術、化学反応制御技術、電池評価技術を駆使して、安全性・耐久性はも

ちろん、ハイパワーで長寿命の車載用リチウムイオン二次電池材料を開発し、

自動車メーカーとともに次世代エコカーの実用化をめざしています。

自動車の軽量化を中心に新しい素材の開発で貢献
自動車の軽量化は、燃費改善やCO2排出量削減を実現する上で重要かつ急

務な課題の一つです。現在、自動車メーカー各社は車体のさまざまな部品を

より軽量な素材へ転換する工夫を進めています。

MCHCグループでは、長年培った多岐にわたる素材の設計、複合化および

成形加工などの基盤技術を活用し、金属やガラスに代わる新しい高性能ポ

リマー（高分子化合物）や炭素繊維をはじめ、それらを複合化した“軽く

て強い”ケミカルコンポーネントの開発、提案に注力しています。

たとえば、「炭素繊維複合素材」は、鉄より高剛性かつ軽量なた

め、シャーシやメインフレームなどの構造部材に活用されています。

また、高性能ポリマー素材は軽量でデザイン意匠性に優れることに加え、

万一の事故の際にも衝突のダメージをより軽減でき、安全性の向上にも寄与

できることから、ボディパネル（外板）材への採用が期待されています。　

一方、ガラスの代替材料として期待されるポリカーボネートなどのポリマー

製グレージング材※も自動車の軽量化に貢献できることから、現在、独自の色

素技術やコーティング技術などを活用して、傷がつきにくく、また日射などの

透過光量を制御できる快適性を併せもつ高機能グレージング材の実用化に

取り組んでいます。

※ グレージング材：自動車などの窓用に使われる（板）ガラス材のこと。

リチウムイオン
二次電池

20年後の自動車をイメージした
コンセプトカー

ポリマー製のボディパネル材は、軽量で、安全性向上に寄与
するだけでなく、成形加工適性にも優れるために意匠デザイ
ンの自由度が高まるほか、将来の環境や人にやさしいくるま
づくりに貢献できる可能性を備えています。

左：電解液　中：負極材
右：セパレータ
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いかに美しく、軽く、薄く、大きくできるか──。映像を表示するディスプレイは、「液晶」

や「プラズマ」を用いた薄型・大画面テレビの普及を例にとるまでもなく、急速な進化を

遂げ、市場も急拡大しています。そして現在、これらに代わる次世代ディスプレイとして

待望されているのが、ブラウン管やプラズマを凌駕する高画質を特徴とし、薄さも数ミ

リ程度にできる「有機EL（エレクトロ・ルミネッセンス）」を用いたディスプレイです。この

有機ELディスプレイにおいて、三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、独

自の材料を開発し、曲がるフィルムなどに“塗ってつくる”新発想の有機ELディスプレイ

の開発に成功。映像をめぐる生活シーンを一変させる大きな可能性に注目が集まって

います。

映像ライフを一新する“塗ってつくるディスプレイ”

画像はイメージです

たとえば、“有機EL材料を塗ってつくる”
次世代ディスプレイの登場に向けて

より快適な生活のために特集
ビジョンを見つめて。
社会を見つめて。

Good Chemistry
物語

2008
資源・環境 健康 快適
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有機ELと有機太陽電池を組み合わせた
究極のディスプレイ（イメージ）

“塗ってつくる”有機ELディスプレイが
実現する未来のリビング

現在

未来（イメージ）

映像の世界を変える“塗ってつくる”有機ELディスプレイ
次世代ディスプレイの本命と目される有機ELディスプレイ。有機ELは、電流を

流すと自ら発光するため、液晶のようにバックライトを必要とせず、薄くてフレキ

シブルなディスプレイをつくることができます。また、斜めから見た時の鮮明さ

を表す“視野角”も広く、ハイコントラストであるために、まるで実物を見ているよ

うな臨場感あふれる映像表現が可能です。現在はまだ携帯電話やカーステレオ

など小型画面での実用化にとどまっていますが、その大画面化が実現すれば、

ディスプレイの世界に大きなインパクトを与えるでしょう。

その大画面化をめざしてMCHCグループが取り組んでいるのが、“有機ELを塗

る”という新しい発想に基づくディスプレイの製造技術です。MCHCグルー

プは、2006年5月、基板に塗布することでディスプレイを成膜できる低分子

有機半導体材料を開発。これを用いて有機EL素子を発光させることに成

功しました。“塗ってつくるディスプレイ“が実現すると、家の壁や窓ガラス

をそのまま大画面テレビにしたり、超高画質を利用して室内にバーチャル

な空間を映し出すことができます。また、ポスターに有機ELディスプレイを

使えば、貼り替えなくても新しい映像を次 と々提供できるようになります。

さらに、MCHCグループは、有機ELを塗布するためのフィルムも開発。材料

にナノファイバーという、“ナタデココ”を応用した生体材料を用いることで、透

明で、熱で伸びない強靭さをもつ高画質なディスプレイの実現を可能にしま

した。これを使うことで、使用しない時は巻き取って収納するディスプレイもつ

くることができます。

MCHCグループは、今後も「光と色のケミストリー」を基盤技術に、パート

ナー企業との共同開発を進め、材料だけでなくパネルも供給するトータルな

ビジネスをめざしています。

自ら発電し表示する究極のディスプレイ開発へ
有機ELディスプレイは、日々の生活を楽しく快適にするだけでなく、環境に

もやさしい技術です。たとえば液晶ディスプレイの生産は、半導体のように何

層も繰り返して成膜する、いわゆる装置産業ですが、パネル素材に塗布してつ

くる有機ELディスプレイは工程がシンプルで、生産時の消費エネルギーが少

なく、水や材料などの資源の使用量も大幅に抑制することができます。また、

使用時においても、有機ELディスプレイは液晶ディスプレイよりもさらに低消

費電力で、明るく、軽量薄型という長所を兼ね備えています。現時点では画面

のサイズや価格、寿命などの点で液晶ディスプレイに優位性がありますが、量

産技術が確立されれば、これらの課題をクリアすることが可能です。さらに、

MCHCグループでは、有機太陽電池という“塗ってつくる太陽電池“の開発も進

めており、これと複合させることで、“自ら発電しながら映像を表示する究極の

ディスプレイ”の実現もめざしています。

MHCHグループは、映像新時代を拓く有機ELディスプレイの早期実用化に

向けて、強い意思と決意で取り組んでいきます。

ディスプレイ

窓

屋外 屋内

太陽光で発電
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急激な少子高齢化や不透明な経済状況が続くなかで、今、日本

の医療制度は大きな転換期を迎えています。その焦点の一つが、医

療費を抑制しながら、いかに医療水準を維持・向上させていくのか

──予防医療の強化や、より効果的な投薬治療をどう実現していく

かという課題です。

こうしたなか、これらの課題解決に貢献する新しい医療のあり方

として、遺伝子や体内物質の解析によって個々の体質・体調の変化

を把握し、一人ひとりに最適な予防法や医薬品を開発し、診断・治

療を施す「個別化医療」が注目されています。

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、グループ各

社が保有する医薬・医療関連技術を結集して、人々のクオリティ・オ

ブ・ライフの向上を支える「個別化医療」の実現をめざしています。

「個別化医療」が実現する新時代の医療

たとえば、一人ひとりに最適な医療を施す
「個別化医療」の実現へ

クオリティ・オブ・ライフの
向上のために

特集
ビジョンを見つめて。
社会を見つめて。

Good Chemistry
物語

2008
資源・環境 健康 快適
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肥満で要検査

バイオマーカーの検出

中枢性
食欲抑制剤

骨格筋
熱産生促進

脂肪吸収
阻害剤 運動療法

摂食中枢異常 脂肪代謝異常 脂肪吸収異常

疾患・病態・進行度を正確に反映するバイオ
マーカーで患者さんを分類し、適切な薬剤を選択
すれば有効率上昇が期待できる。

バイオマーカーを用いた個別化医療

モレキュエンス
血液サンプルからの
バイオマーカー
探索、解析

医療支援技術開発Omics解析※

“個別化医療”の提供

臨床・
健診データDB化、
インフォマティクス
（情報科学）

医薬と診断の融合

健診データ、採血臨床データ、採血

患者さん

田辺三菱製薬

より良い
医薬品

三菱化学
メディエンス

より良い
診断検査

MCHCがめざすグループ内連携による
個別化医療

個々の体質や体調変化に合わせた最適の医療を提供
人間には、それぞれの体質、さらにはその時々の体調などによって、特定の病

気に罹るリスクの大きさや、病気の進行の度合い、特定の医薬品における薬の

効果・副作用の大小などに違いが生じます。個別化医療とは、こうした個々の体

質や微妙な体調の変化、病状の変化などを詳しく把握し、それぞれの人に最も

効果的な投薬、治療、予防指導などを施す“患者本位”の医療です。その実現に

は、個々の体質・体調、病気の進行度などを詳しく把握するための検査・診断技

術の高度化が欠かせません。そこで近年、DNA解析などによる遺伝的体質の研

究とともに注目を集めているのが新たなバイオマーカーの探索研究です。

バイオマーカーとは、血液や尿などに含まれるさまざまな体内物質のうち、そ

の種類や量が「健康状態や特定の病気などの指標」となるものです。健康診断

の主要検査項目である血中コレステロール値や血糖値などもバイオマーカー

の一つであり、これらの量や変化の推移などを指標に脳卒中や糖尿病などのリ

スク診断が行われています。今後、より多くの病気に関するバイオマーカー、そ

して医薬品の効果や副作用に関するバイオマーカーなどを発見できれば、病

気の早期発見や予防医療の充実、個々の体質に合わせた効果的な投薬治療と

いった個別化医療の実現に向けて大きく前進するはずです。

独自の分析技術を駆使して新たなバイオマーカーを探索
国際創薬企業をめざす田辺三菱製薬が行っている、さまざまな病気の治療

に役立つ新薬の開発をはじめ、三菱化学メディエンスが手掛ける診断薬・診断

機器、臨床検査受託、健康診断まで、幅広いヘルスケア事業を展開するMCHCグ

ループでは、現在、グループ各社が保有する豊富な技術や医療機関との協力関

係を活用して、新たなバイオマーカーの探索研究に取り組んでいます。

その一つが、化学事業を通じて培ってきた高度な分析技術を応用して、数

百から数千種といわれる血中物質の種類や量の変化を高感度に分析するCE-

MSメタボローム解析※によるバイオマーカー探索技術です。MCHCグループ

は、バイオマーカー探索研究開発会社として、モレキュエンス社を設立。同社

は、田辺三菱製薬、三菱化学メディエンス、三菱化学などと連携して、メタボ

ローム解析など最先端技術を活用したバイオマーカーの探索と、それをもと

にした診断技術の確立や治療薬・予防薬の開発などに取り組んでいます。具

体的なプロジェクトとしては、九州大学、有限責任中間法人 久山生活習慣病

研究所との共同研究として、脳梗塞関連バイオマーカーの解析・探索を進め

ており、より高精度な診断・予防・治療法の確立をめざしています。また、症状

がほとんど現れないために早期発見が非常に難しく、死亡率が高い難治がん

であるすい臓がんのバイオマーカーの探索研究にも取り組んでいます。

MCHCグループは、こうした個別化医療の研究を通じて、日本の医療の健全

な発展、世界の人々のクオリティ・オブ・ライフの向上に貢献していきます。

※ メタボローム解析：さまざまな状態の代謝物質（メタボローム）を網羅的に測定し、どのような代謝反応が起こって
いるか解析する技術。

※ Omics解析：生命情報を系統的に集め、解析する方法。
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田辺三菱製薬と同社の子会社であるベネシスは、田辺三

菱製薬の前身会社の一つであるミドリ十字が製造・販売した

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の提起を受け

ていましたが、2008年9月28日に基本合意書を締結すること

となりました。

今後も田辺三菱製薬とベネシスは、誠意をもって対応して

まいります。

田辺三菱製薬の医薬品訴訟について

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループでは、

それぞれの事業会社の事業内容や製品特性に合わせて、

製品の安定供給や品質・安全性確保に取り組むのはもちろ

ん、「対話」を通して、お客様の声を聞き、事業活動や業務改

善に反映していくことが大切であると考えています。

こうした考えのもと、MCHCグループは、日々の事業活動

だけでなく、MCHCグループの技術や製品を紹介する「ケミ

ストリープラザ」、医薬品に関するお客様の相談窓口、技術

サービス拠点など、お客様との「対話」を促進する機会・場

を設けて積極的にお客様の声を集めています。お客様から

いただいたご意見やご要望については、迅速かつ誠実に

対応するとともに、活動のレベルアップにつなげています。

MCHCグループは、2007年10月、MCHC本社ビルに次い

で2ヵ所目となる「ケミストリープラザ横浜」を、横浜研究セ

ンター内に開設しました。グループの研究拠点という同セ

ンターの特徴を活かして、「ケミストリープラザ横浜」では、

技術的な課題をもつお客様にMCHCグループの技術基盤

や未来に向けた研究活動の状況を紹介しています。

さらに今後は、三菱化学四日市事業所にもケミストリー

プラザを開設し、お客様との対話をさらに深めていきます。

三菱樹脂では、お客様へ

の技術サポートの一環とし

て、2003年から「CS Lab（カ

スタマーサービスラボ）」を

設置しています。CS Labで

は、高精度な分析機器を取

り揃え、フィルムの構成や物性特性、強度などをスピーディ

に分析・評価するサービスを提供しており、お客様の製品

開発を積極的に支援することで、お客様満足の向上をめざ

しています。

田辺三菱製薬では、関節リウマチに悩む患者さんへの情

報提供を目的に、インターネットサイト「リウマチ21.info」

を開設しています。同サイトでは、関節リウマチの原因・症

状や最新の診断・検査、治

療法のほか、治療を受けら

れる医療機関を検索できる

コーナーを設け、関節リウ

マチに関するさまざまな情

報を提供しています。

グループの技術や製品を紹介する
新たな施設を開設

お客様への責任と行動 お客様への技術サポートに注力
三菱樹脂

田辺三菱製薬

関節リウマチに悩む患者さんへの
情報提供サイトを運営

ケミストリープラザ横浜

リウマチ21.info 
http://www.riumachi21.info/

CS Labでの試験分析風景

CSR活動報告 ～ステークホルダーとともに

お客様とともに
お客様の立場に立って考え、誠実に対応するとともに、
お客様の声を聞き、事業活動や業務改善に反映しています。
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製品原材料のサプライヤー、プラントのメンテナンス会

社、物流会社、構内作業の協力会社など、三菱ケミカルホー

ルディングス（MCHC）グループの事業活動はさまざまなお

取引先によって支えられています。これらお取引先との信

頼関係を深めていくために、公正なお取引はもちろん、お

取引先と協調した労働安全活動や環境保全活動に取り組

んでいます。三菱化学では、2007年12月に鹿島事業所で発

生した火災事故によって協力会社の従業員4名が亡くなら

れたことを深刻に受け止め、全事業所でお取引先とともに

安全確保に全力を注いでいます。

また、独占禁止法や下請法などの関連法令はもとより、

「MCHCグループ・コンプライアンス行動規範」や、ぞれぞ

れの事業会社で定めた購買活動に関する規程・方針などを

遵守し、オープンでフェアーな取引に努めています。

さらに、サプライチェーン全体で地球環境に配慮した事

業活動を展開し、サプライチェーン全体での持続的な成長

を実現していくために、お取引先に対する環境配慮の呼び

掛けや環境に配慮した製品の優先的な購入など、お取引先

と協調した環境保全活動を進めています。

三菱化学水島事業所では、2007年5月、「定修（定期修理）

安全集会」を開催しました。

この集会は、定期修理中の化学プラントにおける安全確

保を目的としたもので、同社グループの構成員と工事関係

者合わせて約3,500名が参加しました。事業所長の訓話、各

プラントの統轄安全衛生責任者代表の安全宣言ののち、参

加者全員で安全スローガンを唱和し、災害ゼロに向けて安

全意識の向上と緊張感

の喚起を図りました。

今後もこの取り組み

を継続して、工事従事

者の安全意識をさらに

向上させていきます。

三菱樹脂長浜・浅井工場では、2007年10月～12月にかけ

て、安全体験研修を実施し、同社グループの従業員と協力

会社の従業員合計709名が受講しました。

この研修は、「危険を危険と感じる安全人間の育成」を目

的としたもので、共同作業時の声掛けの大切さを再確認し

たほか、高温の物体に可燃物が接触することによって起こ

る火災の再現実験などを行いました。また、終了後には、す

べての受講者を対象に理解度を測る確認テストを実施する

とともに、安全を宣言する文書を提出してもらいました。

同社は、こうした取り組みを通じて災害発生ゼロの達成

をめざしています。

田辺三菱製薬グループでは、医薬品を安定的に供給し、

医療機関や患者さんに医薬品を安心して使っていただくた

めに、原材料の調達から医薬品の生産・管理、物流センター

での保管、医薬品卸会社まで、サプライチェーン全体で各

種基準を遵守するとともに、最新の情報システムを用いた

品質管理の徹底に努めています。

定期修理中の安全確保に向け
安全集会を開催

田辺三菱製薬

お取引先への責任と行動

三菱化学

三菱樹脂

協力会社の従業員とともに
安全体験研修を実施

医薬品の安定供給と品質管理を確保する
サプライチェーンの強化に注力

定修安全集会

安全体験研修

CSR活動報告 ～ステークホルダーとともに

お取引先とともに
すべてのお取引先は事業遂行のパートナーであるとの基本認識に立ち、
公平かつ公正な取引を通じて信頼関係を深めています。
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社外のステークホルダーとの対話の接点となる従業員を

重要なステークホルダーと認識し、「MCHCグループ・コン

プライアンス行動規範」において、「人権と人格の尊重と尊

厳を傷つける行為の排除」「多様な個性の尊重と能力を活

かせる自由闊達な職場の形成」「公正な人事処遇」を宣言し

ています。また、社会に対して大きな責任を果たしていける

よう、中期経営計画「APTSIS 10」（P5-6参照）において「人財

の確保と育成」を最重要課題と位置づけています。

こうした考えや方針に沿って、各事業会社では多様な人

材の採用を進めるとともに、各々の個性と能力を適切に評

価・処遇する仕組みの整備やワーク・ライフ・バランスへの

配慮、障がい者や高齢者が活き活きと働くことのできる環

境づくり、労働安全衛生システムの整備などに取り組んで

います。

三菱化学では、従業員の希望や意欲を尊重した適材適所

の人材配置の実現に取り組んでいます。

その一環として、2008年4月から、所属部門の内部異動

だけでは経験することが難しい職務経験の機会を提供する

「社内インターンシップ制度」、キャリア開発を目的とした

部門異動の希望を認める「社内FA制度」を導入しました。

中国・寧波に拠点を置く寧波

三菱化学では、2007年9月から

年4回の社内報を発行。会社の

経営方針やCSRへの取り組み、

従業員のコメントなどを掲載し

て、会社と従業員、また従業員同

士のコミュニケーションの促進

を図っています。

MCHCグループは、従業員が家庭や地域社会のなかで

その役割を果たし、豊かな会社生活を送れるよう、時間外

労働の適正化や有給休暇の取得を促進するとともに、子育

てや介護を支援する制度・環境の充実に取り組んでいます。

三菱化学では、2008年6月に各種育児支援制度の取得

方法や出産を控えた従業員へのアドバイスなどを掲載した

「仕事と育児両立支援ガイドブック」を作成・配布しました。

三菱樹脂では、人権問題を企業の社会的責任を遂行す

る上での重要な課題の一つとして捉え、1982年に「人権啓

発推進委員会」を設置して啓発活動を企画・立案し、実施し

てきました。社内研修だけでなく社外研修への参加機会も

増やすなど、人権研修を充実させています。

その他のMCHCグループ各社においても同様に、人権研

修の充実を図り、啓発に注力しています。

MCHCグループでは、従業員一人ひとりがやりがいをもっ

て意欲的に働ける企業風土の醸成に取り組んでいます。

田辺三菱製薬では、従業員の能力開発においてOJT※1を

中心にさまざまなOff -JT※2や異動の機会を提供し、従業員の

成長支援と個人の能力を活かした適

材適所の配置に努めています。

また、階層別研修やキャリア開発

を支援する研修なども多数実施して

います。

従業員への責任と行動

三菱化学

適材適所の人材配置に向けた
制度を導入

三菱化学
育児支援ガイドブックを作成

三菱化学
中国法人で社内報を発行

人権意識の向上を図る研修を充実化
三菱樹脂

従業員のやりがいを高める
環境の整備に注力 田辺三菱製薬

※1 OJT：職場で実際に業務を経験しながら、教育を受けること。
※2 Off -JT：職場とは異なる場所で教育を受けること。

仕事と育児両立支援ガイドブック

MR研修

創刊号

CSR活動報告 ～ステークホルダーとともに

従業員とともに
個人の尊厳と権利を尊重し、一人ひとりが能力を高められ、
働きやすく働きがいのある職場づくりに取り組んでいます。
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2007年12月21日に発生した三菱化学鹿島事業所 第2エ

チレンプラントにおける火災により、協力会社の従業員4名

の方が亡くなられました。お亡くなりになられた方のご冥

福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の方に対し深くお

悔やみとお詫びを申し上げます。また、近隣にお住まいの

皆様をはじめ、多くの方々にご心配とご迷惑をお掛けしま

したことを重ねてお詫び申し上げます。

三菱化学では、社外有識者のご指導を得た社内事故原因

調査委員会での調査結果および茨城県が設置した事故調

査委員会のご指摘を踏まえて、①設備の安全措置、②安全

管理面の対策、③発火に対する安全措置、④被害拡大を防

止する安全措置、⑤安全文化構築、という5つの視点から再

発防止・安全対策を実施しています。また、これらの対策は、

その内容に応じて他の事業所にも展開しています。

今後は、これら再発防止・安全対策を確実に実施すること

はもちろんのこと、二度とこのような事態を引き起こすこと

のないよう、全力を挙げて安全の確保に努めてまいります。

三菱化学鹿島事業所での火災について

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、工

場や研究所、営業所などの事業拠点を設けているそれぞれ

の地域社会において、“良き企業市民”としての責任と役割

を果たしていくことを基本方針としています。

こうした考えのもと、国内外の全グループ会社では、

「MCHCグループ企業倫理憲章」の浸透を図るとともに、事

業活動を展開する地域で定期修理やプラントの新設に関

する住民の皆様への説明会、地域の児童・学生を対象とし

た工場見学会や出前授業、地域交流イベント、スポーツ大会

を開催し、地域住民の皆様との対話・交流に努めています。

また、それぞれの地域で事業や環境に関する報告書を発行

し、MCHCグループの事業活動に関する理解を深めていた

だいています。

三菱化学とインド・西ベンガル州にあるMCC PTA India

（MCPI）は、2007年8月、同州の情報文化省がベンガル文

化の学習・研究と日本語教育、日本文化の普及を目的に開

設した「印日文化センター」に運営資金として約500万円を

寄付しました。MCPIは、2008

年からテレフタル酸の生産

能力を拡大させており、今後

も経済・文化の両面で同州

の発展に貢献していきます。

人工芝の製造や輸入販売を行っているアストロでは、2007

年9月、東京都内の乳児院の遊び場に、同社が取り扱ってい

る人工芝を提供しました。これは、ボランティア団体「ハンズ

オン東京」の活動支援として実

施したもので、施工当日には、

ボランティアスタッフなどとと

もに同社の従業員3名も施工

指導のために参加しました。

田辺三菱製薬では、約40年前か

らボランティアを志す方々の交流

のために「MSCボランティアサロン」

を開催しています。

2007年度は、くらしや健康に役立

つ講演会とミニコンサートを隔月開催したほか、福祉作業所

やフェアトレード団体の活動紹介と展示販売も行いました。

MCHCグループは、大規模な地震・津波などが発生した際

に義援金を拠出するなどして被災地の復興を支援しています。

2008年5月に発生した中国四川省大地震では、MCHC

グループとして1,000万円の義援金を拠出するとともに、田辺

三菱製薬グループから義援金や医薬品など3,000万円相当

の支援を行いました。被災者の皆様に対して、謹んでお見舞

い申し上げますとともに、被災地の1日も早い復旧を心よりお

祈り申し上げます。

地域社会への責任と行動

三菱化学
インドで地域文化の研究・発展を支援

東京都内の乳児院に人工芝を提供
三菱樹脂

ボランティアを志す方々の交流を支援
田辺三菱製薬

大規模災害の復興支援に義援金を拠出

人工芝を提供した乳児院の遊び場

印日文化センター開館式で寄付目録を贈呈

MSCボランティアサロン（フェア
トレード団体が扱う商品の販売）

CSR活動報告 ～ステークホルダーとともに

社会とともに
良き企業市民としての責任を果たしていくことを基本方針に、
社会貢献活動への参加などを通じて地域社会との共生を図っています。
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2015※2006※ 2010※1990 2025※

基準排出量 100％

80％
以下

50％
以下

プロセス効率最大化
製造業間連携

革新的プロセス創造
削減
貢献量

グループ内
排出量の削減

POINT 2 POINT 3POINT 1

2010年までにエネルギー原単位で地球温暖化ガスを1990年度比20％以上削減する
2015年までに「グループ内排出量の削減」と「削減貢献量」を合わせて、地球温暖
化ガス排出量を1990年度比80％以下とする
2025年までに「グループ内排出量の削減」と「削減貢献量」を合わせて、地球温暖
化ガス排出量を1990年度比50％以下とする

POINT 2

POINT 1

POINT 3

APTSIS 10の地球温暖化ガス（CO2換算）排出量削減目標

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、環境

負荷を低減させる製品・サービスを社会に提供し、地球環境

保護に貢献しています。しかしその一方で、生産活動などの

過程においてさまざまな環境負荷を与えています。この環境

負荷をできる限り減らし、かけがえのない地球環境を守るこ

とは、企業が果たすべき重要な社会的責任であることから、

各事業会社では、地球温暖化ガスや化学物質、廃棄物の排

出量削減、有害化学物質の適正管理と使用量削減など、さま

ざまな活動に取り組んでいます。

三菱化学グループと三菱樹脂グループでは、化学業界が

推進する自主管理活動「RC（レスポンシブル・ケア）活動※」に

取り組み、化学物質の開発から製造、流通、使用、廃棄までの

全ライフサイクルを視野に入れた環境・安全活動を推進して

います。事業所や部門ごとに、PDCA（Plan-Do-Check-Act）サ

イクルを回しながら活動のレベルアップを図っています。こ

のRC活動は海外でも積極的に推進しており、中国では、AICM

（在中国外資系化学メーカー協会）が2008年5月に発表した

「RC北京宣言」に三菱化学グループも賛同・署名して、他の

化学メーカーとともに同国の環境問題の解決と持続可能な

発展の実現をめざしています。

また、田辺三菱製薬グループでは、2007年10月の設立直

後から環境安全に関するマネジメントシステムのさらなる

整備を進めており、「省エネルギー・地球温暖化防止」「廃

棄物の削減・資源循環」「環境に配慮した製品開発」など8

項目にわたる活動を展開しています。また、2008年度から

は優先的に取り組むべき重要課題への具体的な対策と数

値目標を定めた3ヵ年の「環境安全中期自主行動計画」をス

タートさせました。

MCHCグループは、地球温暖化対策を強化するために、

国内化学・製薬業界が掲げる地球温暖化ガス削減の自主目

標に加え、中期経営計画「APTSIS 10」（P5-6参照）において、

2025年を見据えた独自の削減目標を設定しています。

この目標の達成をめざして、各事業会社では、生産、物流、

販売、オフィスなどの各部門で、地球温暖化ガスの削減のた

めのさまざまな対策を計画的・継続的に進めています。三菱

化学グループや三菱樹脂グループの生産部門では、燃料転

換や熱源の有効利用、省エネルギー機器の導入・更新、製

造プロセスの改善などを推進しています。また、物流部門で

は、グループの物流企業である三菱化学物流と共同で内航

船舶やタンクローリーの輸送効率の向上や内航船舶の燃費

向上に取り組んでいるほか、エコドライブをサポートする車

載端末やエコタイヤの搭載・装着などの対策も進めていま

す。田辺三菱製薬グループの販売部門では、社用車の保有

台数の削減に努めるとともに、急発進の抑制やアイドリング

ストップを励行するエコドライブを実践しています。

これまでオフィス部門では、夏季のクールビズや昼休み

時間中の消灯、蛍光灯の本数削減、空調設備の運転効率の

向上など、各社ごとに取り組みを推進してきましたが、2007

年4月にMCHCグループの横断プロジェクト「チームマイナ

ス20％」を発足させました。①本社（MCHCビル）での省エネ

ルギー活動の実施（グリーン電力の購入含む）、②本社の取

り組みのグループ会社への応用・深化、③グループ全体の

成果の定量的な把握、という3つのステップで地球温暖化ガ

ス削減を図る「オフィスでの活動」と、グループ全従業員に

家庭で環境家計簿を記入してもらうよう要請する「家庭での

活動」を推進するなど、従業員一人ひとりにオフィスや家庭

での環境負荷削減活動の実践を促しています。

地球環境への責任と行動

※ RC活動：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。

生産・物流・販売・オフィス・家庭の各部門で
地球温暖化ガスの排出量を削減

※ 2006年以降現行温暖化対策推進法ベースに試算

CSR活動報告 ～ステークホルダーとともに

地球環境のために
地球環境の保護に積極的に取り組み、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ています。
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※ CO2排出量は、「エネルギー使用の合理化に関する法律」により届出したエネルギー
消費量をもとに計算していますが、排出係数の違いにより、「地球温暖化対策の推進に
関する法律」の届出値とは差異があります。
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※三菱化学の事業所内に所在している横浜事業所は、データ切り分けが不可能なため、
集計対象外です。

※エーピーアイコーポレーションの黒崎工場は対象範囲に含めています。
※ 1990年度は、田辺製薬と三菱ウェルファーマの合併前に発行された2006年度報告書
の両社合算値です。

CO2排出量（田辺三菱製薬）

MCHCグループの各事業会社では、製造する化学製品はも

ちろん、原料などに使用する化学物質についても、人への有

害性や環境への影響などを厳しく管理しています。

2007年度は、6月にEUで施行されたREACH※1に対応する

ため、三菱化学グループと三菱樹脂グループでは、同地域へ

の製品輸出の有無を調査した上で、輸出製品については、原

材料メーカーにアンケート調査を実施して予備登録の計画

の有無を確認しました。

また、各事業会社では、PRTR法※2で定められた物質や

VOC※3の排出量・移動量を把握するとともに、タンクへの浮

屋根の設置、溶媒回収設備の導入などを通じて排出量の削

減に努めています。

MCHCグループは、循環型社会の実現への貢献をめざし

て、廃棄物の削減に努めています。各事業会社では、それぞ

れの事業内容に合わせて3R（リデュース、リユース、リサイク

ル）に積極的に取り組んでいます。

三菱化学グループは、排水処理汚泥のリサイクル活動など

を進め、2007年度は廃棄物の最終埋立処分率を5％（前年度

7％）まで削減しました。三菱樹脂グループは、2003年度から

埋立処分量完全ゼロを継続しています。

また、田辺三菱製薬グループでは、汚泥や廃プラスチック、

触媒、梱包資材などの再使用やリサイクルを進め、2007年

度は廃棄物の最終埋立処分率を0.6％（前年度1％）まで削減

しました。さらに、医薬品包装の省資源、再資源化、環境負荷

低減にも取り組んでおり、その設計段階において製造から

流通、使用、廃棄までの各段階を見据えたさまざまな検討を

行っています。

化学物質の適正な管理と排出量の削減を推進

廃棄物最終埋立処分量の削減を推進

※1 REACH：化学物質からの人の健康と環境の安全性確保を目的としたEUの新しい化
学物質管理規制。

※2 PRTR法：有害性のある化学物質を環境中に排出した量と、廃棄物に含んで事業所の
外に移動させた量の集計・公表を定めた法律。

※3 VOC：揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称。
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三菱ケミカルホールディングスグループ
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業
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コンプライアンス
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社　長 コンプライアンス
推進統括執行役員

経営会議 CSR推進会議

執行役員

株主総会

内
部
監
査
部
門

監査の補助

監査役付

コーポレート・ガバナンス体制（2008年9月30日現在）

MCHCは、2005年10月3日に三菱化学と三菱ウェル

ファーマの株式移転により、両社の完全親会社として設立

されました。これにより、グループの経営形態は、「ポート

フォリオマネジメント機能」と「個別事業経営機能」とを完全

に分離した純粋持株会社制に移行しました。

MCHCは、MCHCグループの「ポートフォリオマネジメント

機能」を担う持株会社として、グループ経営の深化、グループ

の成長・飛躍に向けた資源配分など、企業価値向上のための

経営諸施策を積極的に推進しています。

MCHCは、MCHC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および業務執行の効率性・迅速性の確

保、経営責任の明確化、コンプライアンスの確保およびリス

ク管理の強化をコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と

位置づけ、企業価値の一層の向上をめざしています。

取締役は、取締役会規則その他の関連規則に基づき、当社

グループの重要事項について取締役会において意思決定を

行うとともに、相互にその職務執行の監督にあたります。

監査役は、監査役監査基準などに基づき、取締役会その

他の重要な会議への出席などを通じて、取締役の職務執行

について監査を行います。

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）の
基本機能

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え

CSRマネジメント

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めざして
コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。
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●取締役会

取締役会は、取締役会規則その他の関連規則に基

づき、当社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っており、原則として

毎月1回開催しています。当社の取締役は、10名以内と

する旨を定款で定めており、2008年6月末現在、7名で

構成されています。なお、経営環境の変化に迅速に対

応できる経営体制を構築し、取締役の経営責任とその

役割の一層の明確化を図るため、取締役の任期を1年

としています。

●経営会議

経営会議は、取締役社長の意思決定を補佐するため

の機関として、当社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っています。なお、

審議事項のうち、経営上の重要事項については、取締

役会の決議を経て執行しています。経営会議は、月2回

程度開催し、取締役社長、取締役、常務執行役員および

監査役で構成されています。

各組織の権限と役割

● CSR推進会議

CSR推進会議は、取締役社長の意思決定を補佐する

ための機関として、当社およびグループ各社のコンプ

ライアンス、リスク管理、安全・環境対策、人権啓発、社

会貢献などのCSR（企業の社会的責任）推進に関する

重要な事項について審議を行っています。CSR推進会

議は、原則として年2回開催しているほか、必要に応じ

随時開催し、当社および直接出資子会社の社長、コン

プライアンス推進統括執行役員、リスク管理担当役員、

RC（レスポンシブル・ケア）担当役員、監査役などCSR

に関係する役員および監査役で構成されています。

●監査役および監査役会

監査役会は、原則として毎月1回開催しており、監査

役は、2008年6月末で社外監査役3名を含む5名で構

成されています。監査役は、監査役監査基準などに

基づいて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とりながら監査を行っています。

併せて、執行役員制度を導入し、経営と執行の分離を進

めるとともに、取締役会、経営会議、CSR推進会議をはじめ

とする各審議決定機関、各職位の権限、各部門の所管事項

などを社内規則に定め、会社の経営に関する意思決定およ

び執行を効率的かつ適正に行っています。

MCHCは、会計監査業務を新日本有限責任監査法人に委

嘱しています。会計監査人は監査役と緊密な連携を保ち監

査役に対し、監査の実施状況や監査結果について報告を行

うとともに、必要な情報交換、意見交換を行い、効率的かつ

効果的な監査を行うことをめざしています。

監査役と会計監査人の連携状況
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三菱ケミカルホールディン

グス（MCHC）は、コンプライア

ンスやリスク管理を含めた内

部統制システムの整備、運用

をグループ一体となって一層

強力に推進していくために、

2008年4月に「内部統制推進

室」を設置しました。グループ

としてこれらを推進していくポ

イントは三つあると考えています。

先ずは「内部統制についての認識を共有する」ことで

す。MCHCは、内部統制とは、「目的実現のために組織を

効率的・効果的に機能させること」であり、従って、人が

活き活きと働いている、マネジャーがリーダーシップを

発揮している…というような至極あたりまえの、組織と

しての基盤をしっかりさせることが基本だと考えていま

す。内部統制推進室は、リスク管理、コンプライアンス、

財務報告の信頼性確保といった目的実現の観点から内

部統制の推進活動を行いますが、これらの活動は、各組

織を強くして有機的に繋げること、すなわち、MCHCグ

ループ協奏の基盤整備を行うことであり、グループの健

全な成長を図ることに他なりません。我々は、そうした

認識の共有を図りながら活動しています。

「グループの健全な成長を図る」という目的意識をもって活動を推進しています。

二つ目のポイントは、MCHCとして、グループ全体に

適用する基本ルールやグループ全体としての運営の

仕組みを整備し、浸透させ、適切に運用すること、すな

わち「MCHCグループとしての基本システムを整備、

運用する」ことです。

三つ目は、そうしたMCHCとしての基本的な考え方

や基本システムのもとで、「各組織体がその実情に応

じた内部統制システムを自律的に整備、運営」できる

ようにすることです。MCHCグループの内部統制シス

テムの整備、運用状況を客観的に評価すると、リスク

管理やコンプライアンスの基本規程、CSR推進会議な

どの推進体制、ホットライン制度など、基本的な枠組

みについては合格点をいただけるレベルにあると考

えていますが、国内外のグループ各社が自律的に…と

いうことになると、まだムラがあるという状態です。会

社数の多さ、また、業種・業容・規模が異なるため何を

どこまで整備するかで各社に戸惑いがあることも原因

と考えられます。我々は、事業会社の内部統制を担当

する部署や監査を担当する方々と連携を取り、各社が

それぞれの実情に応じて自律的に内部統制の仕組み

を整備でき、運営できるようサポートしていくことが大

きな使命であり、今はグループ会社やさまざまな部署

に出向いて仕事をすることが大切だと考えています。

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）は、2006年5月

に取締役会において決議した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、監査体制などの内部統

制システム整備の基本方針について、毎期終了後に取締役

会でその運用状況を検証するとともに、必要に応じてその

内容の見直しを行うことにより、内部統制システム、リスク

管理体制などの強化・徹底を図っています。

2008年4月から適用が始まった「金融商品取引法」に

対応するために、2007年度は、財務報告に係る内部統制

の状況を評価するための仕組みの整備に取り組みました。

また、2008年4月には、取締役会の決議により、内部統制

システム整備の基本方針に財務報告の信頼性確保のため

の体制の整備に関する項目を追加しました。

2008年度は、内部統制評価などを実施し、財務報告に係

る内部統制システムの整備・運用の維持や改善に取り組

みます。

内部統制システムに関する
基本的な考え方と整備体制・状況

VOICE

執行役員
内部統制推進室長

津田 登

CSRマネジメント

内部統制
各事業会社と連携し、
業務の適正を確保するよう活動を推進しています。
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三菱ケミカルホールディングス 社長

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

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

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

リスクマネジメント委員会
〈事業遂行リスク〉

報告

三菱樹脂 社長

三菱樹脂グループ・リスク管理規程

リスク管理委員会
〈事業遂行リスク〉

リスク管理体制（2008年9月30日現在）

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループは、グルー

プとしての社会的責任を果たし、企業価値の維持・向上を図

るために、リスク管理システムの整備に注力してきました。

2006年4月には、MCHCの社長をグループのリスク管理

統括責任者とするリスク管理体制を構築するとともに、事

業活動に伴う重大なリスクの顕在化を防ぎ、万一リスクが

顕在化した場合の損害を最小限にとどめることを目的とし

て、「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」を策定し、その適切な運用に努めています。

グループのリスク管理に関する方針やグループにとって

の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」で審議しており、そ

の審議に基づいてMCHCの社長がリスク管理統括責任者と

して意思決定を行っています。

各事業会社では、個々の事業特性に応じたリスク管理シ

ステムを構築するとともに、その子会社に対してリスク管理

システム構築の指導・支援を行っています。合併、統合で誕

生した田辺三菱製薬、三菱樹脂は、それぞれ新社発足後、

それまでのリスク管理システムを見直し、新社としての新

たなリスク管理システムを構築し、リスク管理に取り組んで

います。

MCHCは、リスク管理システムのさらなる強化には、グ

ループ内でのリスクに関する情報の共有化が重要であると

考え、MCHCと各事業会社との定期的な会合を開催し、新型

インフルエンザへの対応などグループ会社で共通するリス

クやリスクの管理手法などの情報交換を行っています。

MCHCグループは、今後もリスク管理システムの効率

的な運用、グループ内での情報共有などを進めることで、

グループ全体のリスク管理力の向上を図っていきます。

リスク管理の基本的な考え方と推進体制・状況

CSRマネジメント

リスク管理
三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループのリスク管理基本規程を策定し、
重大なリスクの防止、リスク顕在化の際の適切な対応に努めています。
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選任 報告
報告

指導・監督 報告

（メンバー）報告 指導・監督・協議

（メンバー）

報告

報告 報告 報告

三菱ケミカルホールディングス取締役会

グループ会社

三菱ケミカル
ホールディングスCCO

三菱ケミカル
ホールディングス社長

CSR推進会議

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（2008年9月30日現在）

三菱ケミカルホールディングス（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

倫理や社会的な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、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「MCHCグループ企業倫

理憲章※」「MCHCグループ・コンプライアンス行動規範※」

「MCHC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。

また、コンプライアンスを着実にグループに浸透させて

いくために、MCHCの取締役会が任命したコンプライアン

ス推進統括執行役員（グループCCO：Chief Compliance 

Offi  cer）を責任者として、MCHCの内部統制推進室がコンプ

ライアンスを所管するとともに、各事業会社に「コンプライ

アンス推進委員会」を設置しています。MCHCは、各事業会

社に対して行動規範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の実施、業務監査・モニタリング

の実施、コンプライアンス・ホットラインの整備と運用状況

の管理などを要請しています。また、こうした事業会社の活

動を支援していくために、研修における講師の派遣、ツー

ルの制作などを行っています。

なお、こうした考え方や活動は海外のグループ会社にお

いても同様で、「MCHCグループ企業倫理憲章」を共通の基

本規程とし、各国の法制や社会規範に合わせた行動規範、

推進規程を策定してコンプライアンスの確保・強化に取り

組んでいます。

2007年度のコンプライアンス強化の取り組み

●「MCHCグループ・コンプライアンス行動規範」を改定
MCHCは、2006年5月に参加した「国連グローバル・コ

ンパクト」の10原則に則り、2007年11月1日付で「MCHCグ

ループ・コンプライアンス行動規範」に「強制労働の排除」

「児童労働の廃止」の項を新たに加えました。同時に、ワー

ク・ライフ・バランスに配慮した表記を行うとともに、金融商

品取引法の施行に合わせて、法令遵守項目に「財務報告の

信頼性確保」を追記しました。

●全構成員を対象としたコンプライアンス研修を実施
MCHCグループ各社は、“気づき”を起点とした“意識づくり”

を重視したコンプライアンス研修を役員・従業員のみなら

ず、派遣社員・アルバイト・パートも含めた全構成員に実施し

ています。

●「コンプライアンス・トップ研修会」を実施
日本経団連が「企業倫理月間」と定めている10月を「コ

ンプライアンス強化月間」として、各グループ会社の社長、

CCOを対象に「コンプ

ライアンス・トップ研修

会」を実施しています。

2007年度は、外部から

独占禁止法に関する専

門家をお招きして講演

会を開催しました。

●「研究者倫理」に関する講演会を実施
三菱化学科学技術研究センターは、2006年に独自の「研

究者行動規範」を策定しました。2007年11月には、この規範

をもとに、横浜の研究センターにMCHCグループの研究者

を集めて「研究者倫理」に関する社外有識者による講演会

を実施しました。

コンプライアンスの基本的な考え方と
推進体制・状況

コンプライアンス・トップ研修会

CSRマネジメント

コンプライアンス
コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置づけ、
一人ひとりの意識づくりを重視した多彩な施策を推進しています。
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三菱樹脂は、2007年6月、ガス用ポリエチレン管、継手の

販売価格の決定に関して独占禁止法違反として公正取引委

員会から行政処分を受け、また2007年7月には、塩化ビニル

管、継手などの販売価格の決定に関して、同委員会の強制調

査を受けました。

相次ぐ独占禁止法違反による命令および同法違反の疑

いによる強制調査によって失われた社会からの信頼は、極

めて甚大であると考え、2007年7月に三菱樹脂社長およびコ

ンプライアンス推進委員会委員長から三菱樹脂グループ役

員・全従業員に対してコンプライアンスの再徹底を指示する

とともに、2007年8月1日、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

再発防止策の提言を目的とした「第三者調査委員会」［委員

長:鈴木祐一（弁護士、元検事）］を設置しました。2008年7月、

同委員会より約10ヵ月にわたる社内全部門およびグループ

会社に対する調査の結果報告と再発防止策の策定に向け

ての提言を受けて、現在その整備、充実を図っています。

また、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、2007年7月、MCHC社長の指示により、コン

プライアンスの緊急総点検を実施しました。

三菱樹脂の独占禁止法違反について

●イントラネットを活用した
コンプライアンス教育・啓発活動を推進

三菱化学は、コンプライアンス違反の事例や、グループの

研修会・講演会資料など、グループ各社のコンプライアンス

担当者が社内啓発に活用するためのコンテンツのデータ

ベース「コンプライアンス・フォーラム」をイントラネットに掲

載し、定期的に更新しています。

●「コンプライアンス・ガイドブック」を改定
MCHCは、各事業会社に対して、事業特性を踏まえた「コン

プライアンス・ガイドブック」を作成し、定期的に見直すよう

要請しています。

2007年度は、「MCHCグループ・コンプライアンス行動規

範」の改定に則して、三菱化学、三菱樹脂、田辺三菱製薬の

各事業会社グループがガイドブックを制作・改定し、全構成

員に配布しました。

●「コンプライアンス意識調査」を実施
三菱化学、三菱樹脂、田辺三菱製薬の各事業会社は、2006

年度に引き続き2007年度も、国内のグループ構成員を対象

とした「コンプライアンス意識調査」を実施しました。結果は、

グループ各社の今後のコンプライアンス推進活動に活かし

ていきます。

●コンプライアンス・ホットラインの整備・運用
MCHCは、各事業会社にコンプライアンスの相談窓口で

ある「コンプライアンス・ホットライン」を整備・運用するよ

う要請しています。2008年3月末現在、三菱化学、三菱樹

脂、田辺三菱製薬の各事業会社は、それぞれが独自のホッ

トラインを設け相談を受け付け、迅速な対応をしています。

また、2008年7月にはMCHCにおいてもホットラインの運用

を開始しました。

●「倫理審査委員会」の審査を経た薬剤研究を推進
田辺三菱製薬では、生命関連企業として、生命倫理を含

めた高度な倫理観をもって行動するよう努めています。た

とえば創薬に不可欠な動物実験については、「生命を尊

重し動物を愛護する」考えに基づいて、代替法の積極採用

（Replacement）、実験動物数の削減（Reduction）、苦痛の

軽減 （Refi nement）、実験者の責任（Responsibility）の“4R”

を基本方針として、動物実験委員会でその妥当性を審査し

ています。

また、研究活動は、インフォームドコンセントの徹底や提

供者のプライバシー保護など、倫理的に十分な配慮が成さ

れていることを、「倫理審査委員会」の公正・中立な審査を経

た上で実施しています。

※ 「MCHCグループ企業倫理憲章」「MCHCグループ・コンプライアンス行動規範」はウェブ
サイトでご覧いただけます。

三菱化学グループのコンプライアンス・ガイドブック

28CSRレポート2008



※ 連結当期純利益は前期に比べて増加しましたが、これは、2007年10月1日付でMCHC
の完全子会社の三菱ウェルファーマが田辺製薬と合併したことに伴い、連結会計上、
キャッシュフローを伴わない持分変動利益を特別利益に計上したことによるものであ
り、この特殊要因を除くと、前期を下回る利益水準となっています。
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73.25
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（円）

1株当たり当期純利益 1株当たり配当金

1株当たり当期純利益・配当金の推移

※ 「個人その他」には、MCHCの自己株式としての保有分（8.6％）が含まれています。
※ MCHCは、2007年10月31日付で300,000千株の自己株式の消却を行いました。これに
より、MCHCの発行済株式総数は、同日付で1,506,288千株となりました。

個人その他
26.0％

政府・地方公共団体
0.0％

外国法人等
25.9％

証券会社
0.4％

その他の法人
9.9％

発行済株式総数
1,506,288
（千株）

金融機関
37.6％

所有者別株式分布の状況（2008年3月31日現在）

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）は、事業活動に

信頼と期待を寄せ、投資いただく株主の皆様に対する利益

配分を重要な社会的責任の一つと考え、企業価値の向上を

図り、適切な利益配分に努めています。

株主の皆様に対する配当額については、連結業績に応じ

て行うことを基本としつつ、中長期的な安定配当、今後の事

業展開に備えるための内部留保の充実などを総合的に勘

案して決定しています。

2007年度の期末配当金については、上記の方針に加え、

連結キャッシュフローの結果などを総合的に勘案し、1株に

つき8円としました。なお、年間の配当金は、中間配当金（1株

につき8円）と合わせて、1株につき16円となりました。

MCHCは中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を

行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決

定機関は、期末配当については株主総会、中間配当につい

ては取締役会です。

株主・投資家をはじめとするさまざまなステークホル

ダーが必要とする情報を適時・適切に開示することは、その

信頼を得るための第一歩です。

こうした認識のもとに、MCHCグループは、金融商品取引

に関する法令などに則って、経営・事業戦略や経営成績は

もとより、製品の欠陥や事故・災害などのマイナス情報につ

いても正確かつタイムリーに開示し、“社会に対して開かれ

た企業”であり続けることをめざしています。

MCHCでは、機関投資家・アナリストとも積極的な対話に

取り組んでいます。

中間・期末決算の発表時には、「決算説明会」の開催に加

え、通信回線を用いて機関投資家・アナリストの皆様からの

質問に答える「ネットカンファレンス」を行っています。

また、経営計画や注力事業などの具体的な戦略をより詳し

く説明する「事業説明会」も開催し、MCHCグループへの理解

を深めていただけるよう努めています。海外の株主の皆様や

機関投資家に対しては、CEO・CFOが海外に定期的に赴き、

経営戦略・成績を説明しています。

2007年度は、例年の欧州と北米に加え、アジア地域の株

主・投資家も訪問しました。

利益配分に関する考え方

情報開示の考え方

機関投資家・アナリストとのコミュニケーション

研究所見学会

CSRマネジメント

株主・投資家との対話
投資判断に資する正確な情報の適時・適切な開示に努めるとともに、
IR施策・ツールの充実によって株主・投資家との積極的な対話に取り組んでいます。
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MCHCでは、株主・投資家への情報開示の一環として、

経営戦略や経営成績をわかりやすく記載した株主通信「IR 

NAVI」（四半期ごと）やアニュアルレポートを定期的に発行

しています。

また、ウェブサイトで適時、ニュースリリースを発信して

いるほか、「投資家情報」コーナーを開設し、決算に関する

説明資料、アニュアルレポート、株主通信や、株式に関する

情報、IRイベントの年間スケジュールなども随時閲覧できる

ようにしています。

MCHCでは、いわゆる「第1集中日」を避けた株主総会の

開催や、招集通知の早期発送、ウェブサイトへの掲載、議決

権の電子行使などの施策を実施し、より多くの株主の皆様

に株主総会にご出席していただけるよう努めています。

また、総会会場では、映像や音声を用いてわかりやすい

事業報告や議案説明を行うなど、さまざまな工夫を行って

います。

2008年6月26日に開催した第3回定時株主総会には、400

名を超える株主の皆様にご出席いただきました。

環境や社会に対する取り組みも考慮して、社会的責任を

果たしている企業に投資を行う社会的責任投資が注目さ

れています。

MCHCは、2008年9月現在、「FTSE4 Good Global Index」

「モーニングスター社会的責任投資株価指数」などに組み

込まれています。

●FTSE4 Good Global Index
「FTSE4 Good Global Index」は、英国の指
標会社FTSE社（英国Financial Times社とロ
ンドン証券取引所の共同出資会社）による
株式指標で、国際的に認可された企業責
任基準を満た企業活動を評価し、そのよう
な企業への投資を促進するために作成さ
れています。透明な運営方法・選定基準と

FTSEグループの高いブランド・イメージにより、FTSE4Good指数シリー
ズはSRI商品に最適な指数となっています。

●モーニングスター社会的責任投資株価指数

「モーニングスター社会的責任投資株価指数」は、モーニングスター株
式会社が国内上場企業の中から社会性に優れた企業と評価する150
社を選定し、その株価を指数化した国内初の社会的責任投資株価指数
です。本株価指数は、それを構成する銘柄を含めて、将来のパフォーマ
ンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社
が信頼できると判断したデータにより指数の算出・管理を行っておりま
すが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。前
記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
懲罰的損害、拡大的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む）ついて
通知されたとしても、モーニングスター株式会社では、このような損害
賠償については、いかなる責任も負いません。著作権等の知的所有権
その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，
Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

IRツールの充実化

株主総会の工夫

SRI（社会的責任投資）の状況

アニュアルレポート

IR NAVI（株主通信）

ウェブサイト「投資家情報」
http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ir/
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持続可能な地球社会を実現していくためには、環境問題と

同様に、「貧困問題」への対応も不可欠です。国連では、自国

だけでは解決できない地球規模の問題に対して国際社会が

とるべき行動指針として「ミレニアム開発目標※」を掲げおり、

「極度の貧困と飢餓の撲滅」をその一つにあげています。

三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループも、国

際社会の一員としての責任を果たせるよう貧困問題の解決

に取り組んでいます。具体的には、国連グローバル・コンパ

クトへの支持表明を契機に2006年から、途上国の地域住民

やNGOとともに、共同プロジェクト「地域住民による学校設

立事業」支援を実施しています。「教育」は、就業の機会を増

やすだけでなく、さまざまな問題を主体的に解決していく

力を養うことに通じており、ミレニアム開発目標のなかでも

「教育は貧困をなくす鍵」と位置づけられています。

「地域住民による学校設立事業」の目的は、その名が示す

とおり、地域の人々の力を結集して、次世代を担う子どもた

ちの知的好奇心や生活能力を高めるインフラとしての学校

をつくることですが、学校建設だけでなく、運営そのものも

地域の人々に担ってもらうことで、コミュニティが本来的に

もっている組織的生産力や問題解決力を継続的に発揮し

て“自立したコミュニティ”“成長力をもったコミュニティ”と

なることを重視しています。「学校」やそれに付帯する「井戸」

「トイレ」などの設備は、子どもたちや地域住民の生活意欲

や生活能力、問題解決力を高め、コミュニティの自立や発

展を促すための、いわば“プラットフォーム”といえます。

プロジェクトの遂行にあたって、MCHCは、複数のNGOや

公的機関と緊密な情報交換を行い、適切な地域でプロジェ

クトを企画・実施していくよう努めています。また、実際の支

援にあたっては、学校や施設の建設資金の援助にとどまら

ず、“地域住民の、地域住民による、地域住民のための施設”

という考えに立ち、現地社会で長期にわたって活動してい

るNGOとの連携を通じて、地域の人々が主体的にプロジェ

クトに参加できる仕組みづくりを促すことで、学校を拠点に

コミュニティ全体の能力や活力の向上に寄与することをめ

ざしています。

2007年度の活動
2007年度は、シエラレオネ（西アフリカ）とネパールの両

国で、「地域住民による学校設立事業」を支援しました。

両プロジェクトとも「学校運営委員会」が組織され、子ども

たちの意見を取り入れた設計や、建設資材の地元からの調

達などが行われました。また、開校後には、井戸やトイレ、施

設の正しい利用・管理方法などの保健衛生知識の普及活

動や平和教育が実施されました。

2008年度の活動
2008年度も引き続き、小学校のない地区に校舎（含む教

室備品）を建設する「地域住民による学校設立事業」の支援

を計画しています。

一つは、ブルキナファソ（西アフリカ）での計画で、校舎に

は、昼間通学できない子どもや大人の夜間教育に活用でき

るよう、太陽光発電・照明装置一式が設置される予定です。

もう一つの計画はカンボジアで、学校建設に加えて、

MCHCグループの従業員が会社とのマッチングギフト方式

で購入した日本の絵本を現地の小学校へ贈ることを企画

中です。

MCHCグループは、今後も、技術や製品、従業員のノウ

ハウや思いを継続的に途上国のコミュニティに届けること

で、地域社会の自立を支援し続けていきます。

国際貢献に関する基本的な考え方

※ ミレニアム開発目標：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。

CSRマネジメント

国際社会との対話
コミュニティの自立と持続的な成長をめざして、途上国の人々やNGOとともに、
子どもたちに「教育」の機会を提供する“学校づくり”を推進しています。
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支援内容 新校舎建設、備品・教科書・教材支給、
 教師の能力強化トレーニング、平和教育の実施、
 井戸の設置、保健衛生トレーニング
支援の目的 全校生徒（272名）の能力開発
 学校を拠点とする地域の公衆衛生の向上、
 技術習得等自立促進
実施期間 2006年10月～2007年12月
連携先 NGO「プラン・ジャパン」

シエラレオネ共和国（西アフリカ）　アルハディ・イスラム小学校

VOICE
私は毎日親友と一緒に学校に通ってい

ます。科学の授業とバレーボールが大好き
です。ご支援によって、新しく立派な校舎
ができて本当にうれしいです。
一生懸命勉強して、将来社会の役に立

てるような人間になりたいと思います。

ネパール連邦民主共和国　ビラ・バヒラ中等学校

VOICE
アルハディ小学校の学校
運営委員会は、地元建設業
者の入札や工程管理、品質
管理を行うほか、建設資材
の地元調達にも取り組みま
した。また、熟練技術を必要
としない作業スタッフを募
ることで、雇用創出を図ると

同時にコスト削減も実現。こうした工夫を積み重ねることで、
当初予算のままでトイレを増設することができました。
シエラレオネでは現在、乳幼児の4人に1人が死亡するな

ど、世界最悪の乳幼児死亡率となっています。主な死因は、排
泄物由来の細菌に汚染された水による下痢といわれていま
す。こうしたなか、井戸やトイレを備え、衛生教育が実施され
ている同校では、井戸水を利用した子どもたちによる学校菜
園づくりが始まっています。

支援内容 校舎、衛生設備の建設、備品支給
 （プロジェクト実施費用の1割は地域住民が負担）
支援の目的 聴覚障がいをもつ子どもたちの教育環境整備
実施期間 2007年1月～2008年4月
連携先 NGO「プラン・ジャパン」

ビラ・バヒラ中等学校の設立にあたっては、地元の自治体
も校舎までの道路の拡張支援や建材資材の購入に伴う税金
免除を行うなどしてプロジェクトを支援しました。
この学校建設プロジェクトは、ネパールの聴覚障がいのあ

VOICE
る子どもたちの教育と成長のために、画期的なプロジェクト
となりました。貴重なご支援をありがとうございました。
モハン・ティワリ様（コミュニティ・リーダー）

数学の授業風景。窓から光が
差し込む明るい教室で、手話
で授業が進められます。

完成した校舎。立派な美しい
校舎ができました。

シエラレオネ共和国
（西アフリカ）

ネパール連邦
民主共和国

アリアマ様
給水施設が完成し、手を洗う
習慣の普及から始めました。

内戦中に通学できず就学年齢を過ぎた生徒も学んでいます。

折り紙にも挑戦しました。

写真提供:プラン・ジャパン

NGO「プラン・シエラレオネ」
デビッド・ソヴラ様

MCHCグループからアルハディ小学校
の生徒に手紙を送りました。

写真提供:プラン・ジャパン
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環境指標 

社会性指標 

経済性指標 

事業会社名 三菱化学 三菱樹脂 田辺三菱製薬

対象範囲 国内事業所 国内事業所 国内事業所

環境会計 項目 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額

環境保全コスト 2007年度 4,143百万円 35,317百万円 416百万円 1,626百万円 168百万円 2,536百万円

環境保全対策に
伴う経済効果 2007年度 ー 1,039百万円 59百万円

対象範囲 国内事業所 グループ 国内事業所 国内事業所

PRTR法対象物質排出量 2007年度 470t 580t 127t 45t

SOx排出量 2007年度 2,620t 3,040t 1t 29t

NOx排出量 2007年度 8,400t 10,200t 25t 104t

ばいじん排出量 2007年度 160t 210t 1t 5t

COD排出量 2007年度 1,480t 1,820t 4t 86t

廃棄物排出量 2007年度 166,200t 325,610t 17,400t 57,779t

廃棄物最終埋立処分量 2007年度 6,000t 17,000t 0t 339t

事業会社名 三菱化学 三菱樹脂 田辺三菱製薬

従業員数
対象範囲 グループ グループ グループ

2007年度 25,204名 4,242名 10,361名

休業度数率 
対象範囲 単体 グループ グループ 単体 製造業平均

2007年度 0.58 0.49 0.28 0.62 1.09

障がい者雇用率 
対象範囲 単体 単体 単体 法定雇用率

2007年度 2.16％ 2.17％ 2.08％ 1.80％

事業会社名 三菱化学 三菱樹脂 田辺三菱製薬

 対象範囲 グループ グループ グループ

売上高 2007年度 2,544,169百万円 190,143百万円 315,636百万円

当期純利益 2007年度 30,847百万円 1,001百万円 21,993百万円

総資産 2007年度 1,870,051百万円 163,640百万円 807,261百万円

※ 詳細については各社のCSRレポートをご覧ください。

データ編
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取引先や従業員との関係について、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。

持株会社ならではの確認・監督機能、オーケストレーション機能を発揮
するため、2008年4月にMCHC内にグループの“横串機能”を果たす「内
部統制推進室」および「グループ基盤強化室」を設置しました。これらの
組織において、グループ全体としての基本戦略や目標が求められる課題
についての検討を行ってまいります。（P4-P6参照）

製品やサービスなど事業を通じて社会に貢献していくとともに、持続可能
な社会を実現するために不可欠な貧困問題の解決をめざして、その鍵とな
る教育やコミュニティの自立・発展を促す社会貢献活動を行っております
（P31-32参照）。しかしながら、自社の技術や製品・サービスを活かした社会
貢献活動については、検討を続けているものの、具体的な支援内容を決定
するには至っておりません。

CSRレポート2007への主なご指摘 三菱ケミカルホールディングス（MCHC）の対応

2007年度、MCHCグループは、事業会社の合併、統合を行い、

三菱化学グループ、三菱樹脂グループ、田辺三菱製薬グループ

の3つの企業グループで構成する企業グループとなりました。

MCHCは、持株会社として、グループ全体に適用する基本ルー

ルなどが浸透し、適切に運用されているかどうかを確認・監督

する機能のほか、新たな価値創造に向けたオーケストレーショ

ン機能などを発揮していくため、2008年4月、グループ横断的

な活動を推進する内部統制推進室およびグループ基盤強化室

（P6参照）を設置しました。

ご意見をいただいて

今後、ご指摘のありましたさまざまなステークホルダーとの

対話を図る機会の一つとして、「地球快適化インスティチュート

（仮称）」の設立を予定しています。この研究所において、地球

環境がかかえる諸課題に科学・化学の力を生かした解決策を

提供し、人類のクオリティ・オブ・ライフの向上に貢献していくた

めに、さまざまな社外の方のご意見を取り入れていきたいと考

えています。

当意見は、本報告書の記載内容、および三菱ケミカルホールディ
ングスの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への取り組みは、環境負荷の削減や取引先への取り組みの
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。

高く評価すべき点
●2025年のありたい姿を掲げ、その実現に向けた中期経営目標に
CO2削減値を織り込むとともに、CSO（Chief Sustainability Officer）
の任命や「地球快適化プロジェクト」設置などの準備を進めたこと
（P5・6）。その進捗の詳細な発信に期待します。
●グループ各社のオフィス部門の省エネに向けて横断プロジェクト
「チームマイナス20%」を発足したこと（P21）。連携・共有による成
果に強く期待します。

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://blog.canpan.info/iihoe/（日本語のみ）

IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］代表

株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員  内部統制推進室長

津田  登

一層の努力を求めたい点
●取引先（P18）や従業員（P19）の安全について、三菱化学鹿島事業
所での協力会社の方の死亡事故を受けて、ホールディングスとして
の対策と、グループ各社の個々の具体的な対策がどのように行わ
れたかを、体系的に示すこと。

●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り組
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。

●「さまざまなステークホルダーとの対話」（P9・10）について、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。本件は2006年に指摘して
以来、改善が進んでいないことを強く憂慮します。

昨年の第三者意見に対して

CSRレポート2008に対する第三者意見

第三者意見
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この冊子は、FSC認証紙、VOC（揮発性有機化合物）成分フリーのインキを使用し、
ISO14001認証取得工場で製作しました。




