
投融資・R&D費用を当初計画から増額

APTSIS 20 基本方針
中期経営計画

投融資 設備投資 R & D 費用

成 長 効 率 性 基 盤 強 化

APTSIS 20
2020年度目標

2017年度実績

 グループのインテグレーション・協奏促進

 海外事業の展開加速とマネジメント深化

 収益性を意識したポートフォリオ・マネジメントの強化

コスト削減等を通じた生産性の高い企業体制の実現

財務基盤の強化

保安安全・コンプライアンスの徹底

機能商品、素材、ヘルスケア分野の事業を通じて、

高成長・高収益型の企業グループをめざす
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定量目標

資源配分

主要施策

01 02

03 04

 2017年度は一部数値目標を前倒しで達成

 資本効率を向上させ、ROE10%以上を達成する

コア営業利益

1.5兆円  1.7兆円
（機能商品の投融資を中心に2,000億円増額）

7,000億円  7,250億円
（機能商品・ヘルスケアを中心に250億円増額）

機能商品 ケミカルズ 産業ガス ヘルスケア その他

ポートフォリオ・マネジメント強化
による収益基盤の強化・拡大

化学系3事業会社統合による
早期の統合効果の発現

次世代テーマの早期事業化 グローバル展開の加速

 各事業・関係会社を分野別の基準指標でポジショニング
 定期的なモニタリングをしながら、
　資源配分とポートフォリオ最適化を加速

 成長事業の選択と集中および資源配分の優先配分
 新たにトータル売上収益で3,000億円相当の
　事業の再構築を検討・加速

 2017年4月三菱ケミカル発足、10事業部門への集約を実施
 注力すべきフォーカス市場を選定し、2020年度までに
　500億円の統合効果実現
   （協奏・成長350億円+合理化150億円）

 先端技術・事業開発室を設置し、オープンイノベーションを推進
 AI・IoT利活用による新たな価値創造

  （デジタルトランスフォーメーション）※「コア営業利益」とは、IFRSの営業利益に含まれる非経常的な要因により発生した損益
（非経常項目）を除いた損益で、日本基準の営業利益との比較可能性も加味した、当社独自の
段階損益として開示しております。

 海外売上収益比率：2017年度実績41.6%→2020年度目標50%
 三菱ケミカルのリージョナルヘッドクオーター設立（2017年）

コア営業利益※ 3,800億円 3,805億円

ROS（コア営業利益） 8% 10.2%

親会社の所有者に
帰属する当期利益 1,800億円 2,118億円

ROE 12% 17.8%

Net D/E レシオ 0.8 0.89

投融資+設備投資 R&D費用

関連ページ

関連ページ

関連ページ

関連ページ

P28-P29

P30/P65

P24-P25

P25/P32

812

2,053

940

ア プ ト シ ス
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30年後の世界を見据える
長期志向経営
地球規模でWell-beingの実現をめざします

代表執行役社長　越智 仁

　社長の越智です。2018年3月期の業
績は、コア営業利益が過去最高益の
3,805億円（前期比約24%増）、ROEは
17.8%に達し、2017年3月期の年20円
から32円への配当金増配をさせていた
だきました。市況の上昇という追い風も
ありますが、私自身は、2005年の三菱
ケミカルホールディングス（MCHC）設
立以来の不採算事業の撤退やM&Aによ
る構造改革がなければ、中期経営計画
で掲げた2021年3月期の目標3,800億
円を前倒しの達成はできなかったと考え
ています。
　一方、加速するテクノロジーの進化に
乗り遅れずに、世界経済が低成長であっ

ても持続可能な成長ができる会社にな
るためには、乗り越えるべき課題は山積
みで、最高益で安心している余裕はまっ
たくありません。弛むことなく、2021年
3月期のコア営業利益4,300億円を視野
に入れて、その達成をめざし全力を尽く
してまいります。

中長期の企業価値向上に向け、
さらに強い持株会社をめざします

　私は、MCHCの社長に就任して4年
たちましたが、この4月に三菱ケミカル
（MCC）の社長との兼務を解消し、
MCHCの社長に専念することになりました。
中長期的なグループ全体の企業価値向

上を考えていくMCHCの社長と、日々の
ビジネスを推進する事業会社の社長の兼
務には、私自身、課題認識をもっていまし
たが、MCCの経営が軌道に乗り、これか
らは、MCHCの持株会社としての機能を
強化すべき時期に来たとの判断から、兼務
を見直すことにしました。
　実際に、まだ数カ月ですが、私の時間の
使い方は大きく変わってきています。兼
務時には、事業会社の社長として、日々の
事業の執行のために時間を使っていま
したが、現在は、中長期的な経営戦略
や施策について考えることに時間を投下
しています。グループ全体の企業価値向上
という点では、理想の姿に一歩近づいた

のではないかと思います。
　私たちがめざしているのは、強い持株
会社です。一般に、持株会社の役割は、
最適な事業ポートフォリオの構築、IR、財
務、コーポレートガバナンスなどに限定さ
れることが多いかと思います。2005年の
MCHC発足時は、当社でも同様で、持株
会社として強い戦略的方針を打ち出すこ
とができませんでした。その後、2017年ま
でに、約6,000億円の事業の売却・撤退、
1兆4,500億円規模の事業の取り込みな
ど、持株会社であるMCHCの意志として
さまざまな改革を進めてきました。化学、
産業ガス、医薬、ライフサイエンスの事業
もそれぞれ一定の規模に成長し、コア営

業利益は、2006年3月期の約1,300億円
から2018年3月期には約3,800億円に
拡大、2017年4月には改革の仕上げへの
布石として、化学系3事業会社を統合し、
三菱ケミカル株式会社を設立しました。
このように、当社の経営ステージが変わり、
世の中のデジタル技術、科学技術の進化
が加速する中で、ますます、持株会社と事
業会社それぞれの役割が大きく変わると
きが来たと考えています。
　具体的には、これまで、事業会社が3－
7年の時間軸での自社を中心とした戦略
を考え、MCHCはそれをまとめて全体の
方向性を作り上げるという役割分担でし
たが、これを、MCHCが10－15年先を

しっかり見据えたうえで、グループの方向
性を決めて、戦略の基本的な骨格を構築
し、それに基づき事業会社が3－7年の戦
略を考え、きっちりと執行していく体制に
変更していきます。そのために、MCHCに
経営戦略を考えるシンクタンク的な機能
とイノベーションを担う先端技術・事業
開発室を2017年に設立しました。
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KAITEKI経営は第3ステージへ

　持続的な成長をめざしたKAITEKI経営
は、第3ステージに入りました。KAITEKI

経営の原点、第1ステージは、2006年に
スタートしたプロジェクト10/20です。20

年後の世界を想定しながら、10年後どう
あるべきかを考え、自分たちが化学会社と
して世の中でどのような役割を担うのかを
問いかけながら経営していく試みでした。
サステナブルデベロップメントに資する7事
業を掲げ、展開しました。
　第2ステージは、リーマンショックの頃
からです。当時は、「CSRとは、本業を通
じてサステナブルデベロップメントを実現
すること」という認識でした。“カイテキ”は、
日本語では “ 快適 ” 、英語圏では
“Comfortable”ですが、もう少し広く、企
業と社会の共通価値（CSV：Creating 

Shared Value）を捉えるべきではないか
と考え、“KAITEKI”という文字遣いにその
意味を込めるべく、この表現としました。
また、会社の価値をどのように生み出して
いるのかを理解してもらうためにKAITEKI

経営の3つの軸（MOE: Management 

of Economics, MOT: Management 

of Technology, MOS: Management 

of Sustainability）を提示して、浸透を
図りました。
　そして、現在は、第3ステージに入りました。
2015年の国連のSDGsの提言により、
社会が解決すべき問題も気候、水、食糧
から、貧困、差別、教育などを含む範囲まで、
広がりました。当社では、以前からステー
クホルダーにとっての重要度と自社にとっ
ての重要度をマトリクスで考えるマテリア
リティ・アセスメントを活用していましたが、
企業の活動とSDGsのつながりをより深
く考えるべきステージに来たと考え、
KAITEKIを大きく捉え直すことにしました。
そしてめざすべきKAITEKIを「人、社会、
そして地球の心地よさがずっと続いていく
こと」と再定義しました。健康まで含めた
心地よさ（Well-being）を、会社、社会だ
けでなく、人や地球規模で実現するとい
う意思を込めています。

未来に向けた布石を打っていきます

　当社の経営は長期志向です。20－30

年後を考え見据えながら、我々にとっての
次世代テーマ（P64参照）は何かを考え
る地球快適化インスティテュート（TKI）を

深刻です。これまでにも産業界にはリサイ
クル・リユースという活動はありましたが、
より本質的な循環社会の仕組みをつくっ
ていくことが、材料メーカーの責任であり、
また成長の機会でもあると考えています。

組織と個人の「健康経営」を
推進します

　KAITEKI経営の重要な施策の一つが、
健康経営（P73参照）です。健康支援と働
き方改革を業務効率化と生産性向上に結
びつけ、イノベーション力と事業競争力の
強化を通じて収益力を大きく向上させます。
　ここ数年の従業員の意識調査などを通
じて、健康促進と職場のコミュニケーション
の改善は、個人の能力・満足度の向上、
さらに組織が活性化し、創造性が上がって
くることも分かってきました。世の中の働
き方改革では、時間外労働が注目されが
ちです。当社では、もちろん労働時間はモ
ニターしますが、KPIとしては、いきいき活
力指数、健康指数、働き方指数の独自指
数を設定しています。
　人材育成とコミュニケーションを強化
するために、オフィス環境や福利厚生施設
などにも投資をしていきます。人材への投

企業の活動とSDGs※のつながりをより深く考えるべきステージに来たと考え、
KAITEKIを大きく捉え直すことにしました。
そしてめざすべきKAITEKIを「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」と再定義しました。
健康まで含めた心地よさ（Well-being）を、会社、社会だけでなく、
人や地球規模で実現するという意思を込めています。
※Sustainable Development Goals

2009年に設立しました。TKIの長期視点
を短中期の事業戦略にどのように活かし
ていくのかが課題でしたが、先端技術・
事業開発室を設置するなどMCHCの戦
略機能を強化することで、TKIが20－30

年を見通し、MCHCが5－20年のイノベー
ションの実現手法を考え、事業会社が
3－7年の計画を立てて実行していくとい
う形が出来上がってきました。
　デジタルトランスフォーメーション（P66

参照）については、CDO（Chief Digital 

Officer）を外部から招聘し、MCHCグルー
プには何が必要かを広く考え始めました。
チームは、外部と内部の混成メンバーで、
多様な視点からデジタルシフトを浸透さ
せていきます。70－80件のテーマがあり
ますが、まず、10件ほどの仮説・検証のプ
ロジェクトを進め、実行に移していきます。
若手を中心にデジタルイノベーションにつ
いてのナレッジを共有、実践に活かすこと
で人材の育成もしています。
　サーキュラーエコノミーもMCHCグルー
プの重要なテーマです。近年、マイクロプ
ラスチックなどの海洋汚染の問題が広がっ
ており、まだゴミの回収システムが構築さ
れていない開発途上国地域の沿岸などで

資は、財務諸表上は費用になりますが、コ
ミュニケーションの活性化、健康の改善、
経験の共有を通じて、人が成長すれば、
必ず成果が出る投資だと思っています。

安全とコンプライアンスは
企業のすべての基盤です

　安全とコンプライアンスは企業のすべ
ての基盤であり、それを疎かにすると、企
業の存続そのものが根底から揺らいでし
まいます。安全については、2007年の当
時三菱化学鹿島事業所での事故など、過
去の経験を決して風化させません。古く
なってきた設備については、適切なメンテ
ナンス投資と最新の技術を活かした事故
防止策を進めています。
　コンプライアンスは、欧州の個人情報
保護規則、中国の環境規制など、刻一刻
と変わっていくので、絶えず、世界の情勢
をモニタリングして、対応していきます。
自分たちだけで考えて、実践するだけでは
不十分で、世の中のニーズを把握して、世
界の基準を守ることを怠ってはなりません。
守ればよいということだけではなく、想像力
をもって対応します。

中長期の企業価値向上に
コミットします

　私が初めて IR活動に関わったのは
2008年です。経営戦略室にいた私は当
時の小林喜光社長に随行し、海外投資家
を訪問しましたが、そのときは、石油化学
をはじめとした事業の低収益性、“総合”
化学の事業の分かりにくさなどの質問を
多く受けました。昨今では、現行の中期
経営計画のもと、当社がこの時代をどの
ように勝ち抜き、自らの力でどのように成
長を生み出すかを正面から問い掛ける、
本質的な質問が増えています。当社が
実践してきた構造改革と、収益の安定
化・改善が評価されてきたことに加えて、
投資家の中でもESGやSDGsに対する
関心が高くなってきていることを感じます。
我々は、今後もステークホルダーの皆さ
まとの対話を重視し、中長期企業価値
向上のための施策に取り組み、会社を
成長させることにより、皆さまのご負託
にお応えしていきたいと考えていますので、
引き続きのご支援をよろしくお願いいた
します。
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1. 2018年3月期の業績に 
ついて

井谷　2018年3月期のコア営業利益
は3,805億円と市況の後押しがあるとは
言え2021年3月期の目標を前倒しで達
成されましたが（P17、P19参照）、その
要因を振り返ってお話しいただけますか。

幅広いマーケットのニーズの多様化に、
迅速な意思決定および戦略の立案・実行で対応。

持続的な成長の獲得に向けた
弛まぬポートフォリオ改革と
新たなビジネスモデルの構築をめざす

越智　要因は主に三つあり、事業構造・
組織改革、市況の好転、マーケットニーズ
の変化が重なり合った結果だと認識して
います。当社グループは成長の基盤をつ
くるために長期間にわたりポートフォリオ
改革を行ってきました。実際のところ、
2015年度（前中期経営計画の最終年
度）までとその後の経営状態は変わって
きています。具体的には、素材分野では

低収益事業の切り離しを実行してきたこ
とに加え、世界的にも市況が好転・安定
したことにより収益が拡大しました。中で
も当社グループが世界の40%のシェアを
もつMMAの事業は、複数のグループ会
社に分かれてグローバル展開していまし
たが、現在ではグローバルに一つの事業
としてマーケット戦略や設備運営の最適
化を図ることができる体制になっており、

市況の好転も追い風となり2017年度は
大幅に収益を伸ばしました。また、フィルム、
高機能エンジニアリングプラスチック、
コンポジット等の機能商品分野においても、
マーケットが拡大する中で、グローバル化
を積極的に進め、マーケットニーズに合わ
せた付加価値の高い製品にシフトするこ
とにより収益を伸ばしました。
　マーケットニーズの変化も、収益にプ
ラスに働いていると感じています。さま
ざまな分野で科学技術の進歩があり、
特に膨大な情報の蓄積と分析が可能に
なったことにより、新しい社会のニーズ
が生まれています。今は、一つのマーケッ
トが成長するのではなく複数のマーケッ
トが同時に成長する時代に入っています。
総合化学メーカーとして、モビリティ、エ
レクトロニクスなど幅広いマーケットに
素材を供給している当社グループにとっ
てこの状態は好機であり、我々の強みに
適した事業環境になりつつあると捉えて
います。

井谷　石化事業およびMMA事業につい
ては非常に好調で、業績を押し上げてい
る状況ですが、今後市況が下落するリス
クにはどのように対応されるのでしょうか？

越智　過去の石化事業では川上の生産
能力や効率を重視していましたが、現在
では川下でいかに付加価値のある製品を
生み出すかが重要です。エチレン、プロピ
レン、ブタジエン等すべてそうですが、それ
ぞれの川下の製品の競争力によって川上
の生産能力が維持されているのです。す
でに前中計期間においてナフサクラッカー
を統廃合したこと等により、市況が下落し
ても以前のような大きな収益のブレはな
いと考えています。MMAについては、
40%のマーケットシェアを有していること、
またサウジアラビアの新プラントに使用さ
れている新エチレン法というコストパフォー
マンスに大変優れた当社独自の製法を
もっていることから、市況の変動に対して
も強いポジションにあると考えています。

2． 現中期経営計画（2021年3月期まで）

の目標達成に向けた施策

井谷　既存事業の再構築だけでは、市
況が上向いたときにアップサイドが疎か
になってしまいますが、御社は成長投資
も弛まず行ってこられたことで業績の伸
長につなげることができていると思います。
好業績の結果、中計のコア営業利益目
標3,800億円に500億円を上積みし、
4,300億円を目標の視野に掲げられま
したが、これを達成するためにどのような
施策を実行していくのでしょうか。

越智　一つには、化学系3事業会社の統
合効果により、既存事業のオーガニック・
グロースが従来よりも大きく伸長すると見
込んでいます。具体的には、ビジネスユニッ
トを集約したことによる意思決定の迅速化、
既存製品・サービスの最適化が収益性を
押し上げると考えています。ホールディン
グス傘下の協奏の促進としては、たとえば、

シンガポール政府投資公社
Senior Vice President Portfolio Manager, Total Return Equities Asia Pacific

井谷 昌展氏

株式会社三菱ケミカルホールディングス　代表執行役社長

越智 仁
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M&Aによる成長加速に加え、次世代事業の育成と
生産技術・研究開発・人材育成といった基盤事業の効率化に向けた
デジタル活用やベンチャー連携などへの成長投資を行っていきます。

中国等での半導体ビジネスの市場が活性
化しているときに、産業ガス分野と機能商
品分野が連携し、さまざまな事業機会を逃
さないような体制をつくっています。
　次に、海外事業展開においては、マーケッ
トを面で捉えて拡大することを狙っています。
　これには、リージョナルヘッドクオーター
（RHQ）の設置とM＆Aが重要な施策にな
ります。RHQは、欧州、米国、アジアなど各
マーケットのニーズに対応するために、マー
ケティング機能・人事機能を集約した機
関で、迅速な意思決定と戦略の実行に加
え、マーケット間での戦略の横展開にも効
果を発揮しています。また、冒頭にもお話し
したマーケットニーズの多様化に対応する
うえで、たとえば高機能エンジニアリングプ
ラスチックと炭素繊維など、事業と事業を
コネクトして顧客のニーズに応えていくこと
に戦略上ますます重要になってきています。
　加えて、年150億円程度の合理化・生
産性向上の施策は毎年継続して実行し
ています。
　これらの施策を通じて、4,300億円を視
野に入れて、その達成をめざしたいと考え
ています。

井谷　中計期間における化学系3事業
会社の統合効果としては、協奏・成長と
合理化を合わせて500億円を見込んで
いらっしゃいますが、こちらの進捗はどの
ような状況でしょうか？

越智　金額ベースでは500億円のうち、
200億円程度の達成のめどがついたとこ
ろです。ポートフォリオ改革としては、コア
事業と非コア事業の仕分けはほぼ完了し、

各分野がROICの目標値を設定し、モニタ
リングを行っています。また、750－760

社あった関係会社は25%削減に向けて、
各事業会社において整理を進めています。

3．成長投資・研究開発費用
　投入分野について

井谷　現中計期間中の投資計画として、
投融資および設備投資枠は当初計画よ
り2,000億円増額して1.7兆円へ、また研
究開発費用も当初7,000億円の計画か
ら250億円増額されました。成長投資の
今後の配分はどのように考えておられま
すか？たとえば、御社は従来“協奏”という
言葉を使っていらっしゃいますが、異なる
製品群をうまくつなげて新しい事業分野
を開拓されてきています。そういう意味で、
今後M&Aをどのように活用していくので
しょうか？

越智　M&Aによって成長加速をめざす
のは主に機能商品分野です。2017年
度からの三菱ケミカル発足時に、事業を
再編して10のビジネスユニットに集約し
ましたが、既存事業だけで成長を獲得す
ることは難しいと考えています。ですから
新たな市場・技術を取り入れるために
M&Aは積極的に活用します。また、ヘル
スケア分野においても、従来から蓄積の
ある医薬品事業だけでなく、ヘルスケア
事業全体の展開を考えるうえで、M&A

は新たな機能を加える手段となります。
　なお、2018年7月5日付で発表した産
業ガス事業（大陽日酸）における欧州事
業の取得（取得予定価額50億ユーロ/

約 6,438億円、（株式譲渡実行日は
2018年11月を予定））は、当中計の当
初想定枠を超える案件ではありましたが、
未参入であった欧州で一定シェアかつ
収益性の高い事業を獲得することで、産
業ガス事業のグローバル化を進めるとと
もに、マーケティング機能拡張など含め
さらに収益を拡大させていきます。
　加えて、買収事業を通じ、たとえば特
殊ガスの販路等を活用した機能商品分
野の半導体関連製品の拡販など、産業
ガスのみならずMCHCにおけるその他
の事業でのシナジーにも期待しています。

井谷　ヘルスケア事業については、世界
的に見ると化学会社は医薬品事業を切り
離す傾向にありますが、御社はむしろ医薬
品事業を核にヘルスケア事業を展開され
ようとしているユニークな会社だと思います。

越智　当社グループの医薬品事業は中
枢神経系、自己免疫系といったある意味
で特異な疾患領域の分野にフォーカスし、
アンメットメディカルニーズに対応していこ
うとしています。それは今後も重要な事業
であり続けますが、それだけではなく、高齢
化や社会保障の問題に加え、従業員の働
き方も含めてさまざまな健康に関する課
題を考えたとき、発症後の治療だけでなく
疾病の予防・健康の維持に関するサー
ビスを充実化する必要があります。長期
的には、医薬品、医療現場、私たち個々人
とその職場となる組織、これらをつなげる
健康システムをつくりたいのです。

井谷　そのような構想があって、ヘルス

ケアソリューションは次世代事業に位置
づけられているのですね。先日、再生医
療分野で使われるMuse細胞は探索的
臨床試験を開始されたようですね。

越智　再生医療は今後研究開発を促進し
ていく分野です。生命科学インスティテュー
トが手掛けるMuse細胞は、現時点では
2021年の上市をめざしています（P15-16

参照）。また機能商品分野でも医療現場で
使われる材料は今後の成長分野です。医
薬品のカプセルや輸液バッグ、人工関節向
け高機能エンジニアリングプラスチックなど
のメディカル材料を展開させていきます。

井谷　一方でデジタル活用・ベンチャー
連携といった施策も成長投資の対象と
されていますが、これらはどのように活用
されますか？

越智　この領域は新たに設置した先端
技術・事業開発室が主導し、次世代事
業を育成するアクセラレーターとしての
役割を果たすことと、生産技術、研究開発、
人材育成といった会社の基盤を効率化
することという2つの大きなミッションをもっ
ています。デジタル活用については、実は
健康経営にもつながっていく施策です。
生産現場で人の安全を確保し、月次解
析などのルーチンワークを削減し、従業
員の生産性を向上させることができます。
また人材育成という側面では、コミュニ
ケーションシステムやナレッジ共有システ
ムの構築を検討しています。これらの施
策は長期的な視野で、当社グループが
KAITEKIというコンセプトに基づき、社会
とともに持続的に成長するうえで、新しい
事業モデルを構築していくための将来投
資と捉えています。

4．株主還元について

井谷　最後に株主還元についてお聞きし
たいのですが、2018年5－6月に実施し
た約200億円の自己株式の取得の意図
も含めて、今後の株主還元についてお話
を伺えますか。

越智　株主の皆さまへの還元は成長投
資・財務体質の改善とのバランスを考慮し、
中期的な連結配当性向30%を目安に、

安定的な配当を実施することを基本とし
ています。2016年度・2017年度と好
業績が継続していますが、MMA等一部
製品がここ数年類を見ない高い市況で
推移したことに加え、一時的な税金費用
の減少による効果もあるため、実質的な
事業の成長による利益伸長がどれだけ
あったのかは冷静に見極める必要があり
ます。それらを総合的に判断した結果、
2017年度の配当金を前期比12円増の
1株につき32円としたことに加え、200億
円の自己株式の取得を実施し、株主還元
の充実に努めています。
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執行役常務 最高財務責任者
Chief Financial Officer

伊達 英文

不断のポートフォリオ改革と
資金効率化により、
成長投資を積極化

中期経営計画APTSIS 20の進捗状況（2017・18年度業績推移）について

APTSIS 20の財務戦略の進捗について

※1 経常的な営業損益を把握するために、構造改革に関わる費用、災害による損失等の非経常的な要因による損益を除いた損益を「コア営業利益」とし、対外説明・経営管理における指標として使用しております。
※2・3 2015年度のIFRSおよび2016年度は、非継続事業に係る数値を控除しております。

親会社所有者
帰属持分比率
（2020年度末）

※日本基準では「自己資本比率」

ネットD/Eレシオ
（2020年度末）

0.8倍
（2017年度末0.89倍）

30%
（2017年度末27.4%）

連結業績の推移
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2017年度の業績

　2017年度は、機能商品分野を中心に総じて販売が伸長する中、
素材分野においてMMA等の石油化学製品をはじめとして概ね市
況が好調に推移するなど、全般に良好な事業環境の中、売上収益
3兆7,244億円（対前年＋3,483億円）、コア営業利益※13,805億円
（対前年＋730億円）と過去最高益を更新し、ROSは10.2%となり
ました。親会社の所有者に帰属する当期利益は、米国連邦法人税
率の引き下げにより主に繰延税金負債の取り崩しによる税金費用
の減少も寄与して、2,118億円（対前年＋555億円）と大幅に拡大
しました。APTSIS 20の重要業績評価指標（KPI）実績としては、
ROE17.8%（対前年＋2.7%）、ネットD/Eレシオは0.89倍（対前年
0.17の改善）、親会社所有者帰属持分比率27.4%（対前年＋
2.9%）となり、いずれも前年比で改善しました。また、キャッシュ・
フローにおいては、減価償却費を494億円上回る2,283億円の
設備投資や1,502億円の投融資等を行う一方で、フリー・キャッ

安定強固な財務基盤の実現ステージへ

　2016－2020年度までの中期経営計画APTSIS 20において、
2020年度における主要な目標を「ROE12%、コア営業利益
3,800億円、親会社の所有者に帰属する当期利益1,800億円」
と定めました。2020年度までの期間中においても、ROEは継続
的に10%以上とすることを目標にしています。我々は、成長・
収益性の高い機能商品、ヘルスケア分野に投資し成長させるこ
とに加え、化学系3事業会社の統合による事業シナジー発現、
働き方改革を通じた業務効率化により、収益性を上げてコア営
業利益4,300億円も視野に入れ、当中計目標を達成していきま
す。事業で得られたキャッシュは、将来への持続的成長の投資、
財務基盤改善、適切かつ安定的な株主還元にバランスよく使っ
ていきたいと考えております。
　APTSIS 20においては、当初計画に比べて、業績の向上お
よび資産の効率化等の財務構造改革に伴いキャッシュ創出
力が2,000億円超拡大する見込みです。キャッシュ創出力の
拡大に伴い、設備投資やM&Aの成長投資において、機能商
品を中心に当初計画比で2,000億円の投融資を追加し、5カ
年で約1兆7,000億円を使用することとしました。加えて、研
究開発費用においては、機能商品とヘルスケアを中心に、今後
３年間で250億円ほど当初計画より増額して、成長を加速さ
せることとしました。一方で財務体質改善への具体的な目標
である、親会社所有者帰属持分比率30%、ネットD/Eレシオ
0.8倍の当初計画目標は堅持してきました。しかしながら、
2018年7月に発表した欧州産業ガス事業の取得（株式譲渡
実行日は2018年11月を予定）は、当初計画の枠を超える投
資案件となりました。これによる一時的な財務指標の悪化は
見込まれますが、引き続き我々は企業価値の拡大のために、さ
らなる成長・収益の改善とともに財務基盤の安定強化に努め、
できるだけ早期の目標達成をめざして取り組んでいきます。

シュ・フローは実質ベースで713億円を確保し、ネット有利子負債
は前年とほぼ変わらない水準に抑え込むことができました。

2018年度の見通し

　期初に発表しました2018年度の見込みは、売上収益3兆
9,300億円（対前年＋2,056億円）、コア営業利益3,550億円
（対前年－255億円）、親会社の所有者に帰属する当期利益
1,840億円（対前年－278億円）です。素材・機能商品分野に
おける一部製品の原料価格上昇に伴うマージン縮小や、ヘルス
ケア分野における薬価改定の影響および研究開発費の増加等
が見込まれるものの、引き続き拡販やコスト削減に取り組んでま
いります。また、運転資金を抑制することで、営業活動による
キャッシュ・フローは2017年度並を確保します。
　2018年度のKPI想定は、ROS9.0%、ROE13.5%、ネット
D/Eレシオ0.8倍弱と、いずれも中計目標を超える水準を期初に
見込んでおります。

ポートフォリオ管理の強化

　当中計においては、MCHCと事業会社の関係について「事
業の管理」と「事業の執行」の役割を明確にし、経営のスピー
ドを上げるために、事業会社に大幅に権限を委譲しました。
MCHCは、事業戦略、中長期計画の策定・管理およびこれら
に基づく資源配分を決定しております。より適切な資源配分
の実施のために、各事業および関係会社を、それぞれの事業
分野に見合った管理指標（売上収益成長率、ROS、ROIC）
を参考にしながら、分野別の基準指標で4象限（次世代事業、
成長事業、基盤事業、再構築事業）に再配置し、ポートフォリ
オ管理を強化しています。赤字事業だけでなく、ROICが加重
平均資本コスト（WACC）を下回るような低収益事業は明確
に見直しの対象となります。計数的な面だけでなく、当社技術
の優位性やビジネスモデル自体の検証も踏まえて、見直しを
不断に行っており、他社とのアライアンスから撤退までも視野
に入れて検討を行っている再構築事業の売上収益合計は現
時点で約3,000億円となっています。
　中計アクションプランや投資計画の進捗、管理指標の数値
点検・評価は年2回実施し、目標に対して未達であれば、構
造改革の検討要否等の実質的な議論を経てポートフォリオ・
資源配分の見直しを実施しております。
　これらの取り組みの結果、2017年度の分野別ROICは、機能
商品分野で8.5％、素材分野で9.7%、ヘルスケア分野で9.8%

となり、設定した資本効率性指標（機能商品分野8%、素材分
野5%、ヘルスケア分野8%）を全分野で超える実績となりました。

国内だけでなく海外含めた資金を効率化

　キャッシュ・マネジメントシステム（CMS）を欧州で始動させ、
日本・米国を含めた3極体制が確立しました。2017年度まで
の2年間で全社としては126億円の効率化に寄与しました。
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株主還元方針について
 企業価値の向上を通じ、株主価値の向上をめざす
 配当政策については、成長投資・財務体質の改善とのバランスを考慮
・中期的な連結配当性向の目安を30%
・安定的な配当を実施

（円）

2013 2014 2015 2016 2017 2018
（予想）

（年度）

株主還元

また、2018年度に入ってアジアで米ドルのCMSをすでに起動
させております。2020年度までにアジアの複数の管理通貨を
一元管理できる体制を構築し、アジアを含めた4極でのグロー
バル一元管理による効率化と、CMSを通じ海外子会社含め
たガバナンスの一層の強化をめざしています。
　この他、キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）の短

　我 は々企業価値の向上を通じて、株主価値の向上をめざして
います。株主還元につきましては、成長事業への投資、財務体質
の強化と適切なバランスを維持しつつ、中期的な利益水準の
30%を連結配当性向の目安にしています。加えて安定的な配当
も考慮に入れて配当を実施します。2017年度の配当につきまし
ては、1株につき中間配当15円、期末配当17円、通期32円（対前
年+12円）となりました。2018年度は、対前年で減益を予想して
いるものの、配当は、1株につき中間配当、期末配当ともに17円、
通期34円（対前年＋2円）を予定しています。
　また、2018年5月10日発表の通り、経営環境の変化に対応し
た機動的な資本政策を遂行するため、6月1日までに総額200億
円の自己株式の取得を実施しました。当社は配当を株主還元の
基本にしていますが、2016年度2017年度ともに一時的な税金
費用の減少があり、その株主還元を図ったものです。

撤退
売却
JV化

各事業・関係会社を分野別の基準指標でポジショニング
定期的なモニタリングをしながら、資源配分とポートフォリオ最適化を加速

ポートフォリオマネジメント強化

※1 2016-2020年平均 IMF予測   ※2 現預金等を除いて算出

指  標 2017年度実績値

機能商品

素　　材

ヘルスケア

8%以上

5%以上

14%以上

8.2%

11.3%

14.6%

8%以上

5%以上

8%以上※2

8.5%

9.7%

9.8%

機能商品

素　　材

ヘルスケア

ア ク シ ョ ン

再 構 築 事 業

 定期的なモニタリングによるPDCAサイクル実施
 資源配分計画
 ポートフォリオ判断（含 縮小・撤退・事業売却）

 再構築

成 長 事 業

基 盤 事 業

成長戦略

成長戦略

 R&D
 協奏
 M&A

 協奏
 M&A

次 世 代 事 業

 R&D
 オープンイノベーション

縮化にも取り組んでおり、中計最終年度に向けて2016年度
比で10%の改善（約99日から約89日へ）を目標としています。
2017年度は、定期修理や原料製品価格のアップの影響を除
いて、前年比で1.5%改善させることができました。さらに、定
期的な保有意義の検証を通じて、保有意義の低下した資産
の売却も進め、一層の資金の効率化を図っています。

成長性指標
（売上収益成長率）

収益性指標
（ROS）

資本効率性指標
（ROIC）

4%/年以上
（世界経済成長率予測3.5%※1）

12.3%
（前年度比）

新たな成長に向けたプラットフォーム

　一年前、MCHCグループのイノベーション力を高めるために、
先端技術・事業開発室が設立されました。各事業会社はそれ
ぞれ自社の成長に注力しなければならないことを認識する
一方、私たちはMCHCグループ全体のポートフォリオに大きく
3つの価値を付加しようとしています。まず第一に、既存事業の
視点を越えた事業機会を創出していくこと、第二に、多数の事
業部門を成長させる横断的な新たなプラットフォーム機能を導
入することです。そして第三に、MCHCグループがグローバルな
視点をもち、日本以外から新しい技術、ビジネスモデル、手法を
取り込んでいくことです。
　私たちのデジタルトランスフォーメーション戦略は、2つの重要
な要素に基づいています。まず初期の取り組みとして、MCHCグ
ループ全体の事業課題の解決に重点を置き、最先端のデジタル
技術を展開し、各事業会社がもつ豊富なデータを活用することで
す。その結果、すでに、知識の継承、プロセス異常の予測、品質管
理などさまざまな分野で成果をあげています。さらにこうした初期
の成果を踏まえ、デジタル時代に向かって現在の事業を変革する
新たなビジネスモデルを確立していくことです。
　また、グローバルな発想に触れる機会を増やすために、新たに
コーポレート・ベンチャー・キャピタル・ファンドを立ち上げ、米国

執行役常務
Chief Innovation Officer

ラリー・マイクスナー

グローバルな視野に立った新たなイノベーションプラットフォームを創出・活用し、
既存事業の視点を越えてMCHCの事業を拡大していきます。

に子会社であるDiamond Edge Ventures, Inc.を設立しました。
新しいオフィスとシリコンバレーに拠点を置く経験豊富なチーム
は、ベンチャー企業との協力と投資を推進し、MCHCの事業戦略
に必須な要素として、社内の研究開発やM＆A活動を補完してい
きます。私たちの狙いは、破壊的イノベーションを活用したMCHC

グループの新たな成長の柱の構築ですが、その中で得られた知見
を提供することは、事業拡大に向けたグループ会社の取り組みへ
の支援にもつながります。“スタートアップスピード”で自律性と機
敏性をもって、MCHCグループの新たなプラットフォーム機能を
構築していきます。
　さらに、社会や技術の変革から生じる、新しいエコシステムを探
る市場重視のアプローチも行っています。我々の取り組みはすべ
て、MCHCグループ全体の事業企画、研究開発、事業運営の各
チームと連携し、全社一丸となって取り組んでいます。
　一方、社外での取り組みとして、光栄なことに私は産業競争力
懇談会（COCN）で、初めての外国人実行委員を務めております。
また、私は世界経済フォーラム第4次産業革命センターの初期
パートナーとしてのMCHCの参画に関与しています。こうした交
流を通じて、MCHCグループ全体で継続的に視野を広げ、イノ
ベーションを推進してまいります。

先端技術・事業開発室

 デジタルトランス
フォーメーション

 コーポレート・ベンチャー活動
 グループ全体の
イノベーション戦略

 将来に向けたビジネス
エコシステム

 新たなビジネスモデル

CIO
Chief Innovation Officer

現状の事業とその競争力

CDO
Chief Digital Officer

CTO
Chief Technology Officer

CMO
Chief Marketing Officer
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三菱ケミカル発足の
狙いと統合効果

　三菱ケミカルは2017年4月に、三菱化学、
三菱樹脂、三菱レイヨンの化学系3事業
会社が統合することにより発足しました。
AI、IoT、ロボティクス、再生医療などの
新しい科学技術が目覚ましいスピードで
発展し、社会が大きく変わろうとしている
状況において、これらの変化に迅速に対
応するためには、3社の経営資源を最大
限活用する体制を構築する必要があると
判断したためです。私は当社の発足2年
目となる2018年4月に社長に就任しまし
たが、発足後の当社を振り返りますと、多
種多様な人材や技術、商流を有する3社
が統合したことにより、お客さまに提案で
きる技術の選択肢が圧倒的に広がったと
同時に、会社の壁がなくなったことで、さま
ざまな部門が接点をもつ共通の取引先や
マーケットについての情報共有が可能と
なり、研究開発の方向性を見極めるうえ
でも大きなメリットがもたらされたと感じ

ています。また、海外においては、米国、欧
州、中国、アジア・パシフィックの各地域
にリージョナルヘッドクオーター（地域統
括会社）を設け、地域ごとのマーケティン
グ機能の強化など、海外における事業基
盤の強化に取り組みました。
　私は、3社が統合することにより得られ
た技術や取引先、マーケット情報などの広
がりを最大限に活用し、お客さまの多様な
ニーズに応じた材を提供する総合化学会
社として当社を持続的に成長させていき
たいと考えています。安全・安定操業を
第一に取り組むのはもちろんのこと、営業
力強化も欠かせません。「答えはお客さま
が知っている」との思いのもと、経営幹部
まで含めた多面的な関係を構築し、事業
部門をまたぐ営業情報を共有することな
どにより戦略的に対応していきます。また、
企業として収益性の向上に努めることは
当然のことであり、ROS（売上収益コア営

業利益率）やROIC（投下資本利益率）と
いった利益指標を設定していますが、大切
なのは、当社の材が世の中に必要とされて
いるか、当社ならではのつくり込みができ
ているかということだと考えています。その
ため、経済性だけでなく、世の中への貢献
度や技術も踏まえて事業の継続性を判断
していきます。これは当社が所属する
MCHCグループで実践しているKAITEKI

経営に則った考え方でありますし、現在、
企業に求められているSDGsやESGへの
対応と同じ方向性であると思います。それ
から、真のグローバル化も欠かすことがで
きません。これまで多くの日本企業がグロー
バル企業をめざしてきましたが、それは日
本企業または日本人が、海外の言語・文
化・ビジネスを知るという一方通行にとど
まっていたように思います。私は、これらに
加えて、海外に勤務する当社グループの従
業員にも日本語を学び、日本で生活する
機会を設けることによって、双方向のグロー
バル化を推進して、グループの一体感を高
めていきたいと考えています。
　MCHCグループには、産業ガスから
医薬品、ライフサイエンスと多岐にわた
る事業会社があります。これらのグルー
プ会社との協奏を通じたシナジーの創出
にも積極的に取り組み、MCHCの企業
価値の向上に貢献してまいります。

三菱ケミカル株式会社

代表取締役社長　和賀昌之

1
安全・安定操業
AI、 IoT、ロボティクス等を活用した
危険作業の機械化や作業負荷の低減

2
収益性の向上
企業の活力の源泉である収益に従業員
一人ひとりが徹底的にこだわりをもつ

3
真のグローバル化
双方向のグローバル化を促進し、
グループの一体感を高める

4
営業改革
事業部門を跨ぐ営業情報の一元化や経営幹部
まで含めたお客さまとの多面的な関係の構築

企業価値を高めるための
重点取り組み事項

執行役常務
Chief Sustainability Officer

池川 喜洋

サステナビリティの追求を核にKAITEKI価値を最大化し、
持続的成長をめざします。

　近年、環境や社会課題の認識が進み、国連の持続可能な開
発目標（SDGs）の採択やパリ協定の発効など、地球全体で団結
してグローバルアジェンダを解決していくという目標が共有され
るようになり、それに対応する企業姿勢や企業活動への要請が
高まっています。MCHCグループでは、2007年よりKAITEKIの
コンセプトを掲げ、未来の社会に向けて解決すべき課題に対して、
ソリューションを提供し続けることがMCHCの創り出す企業価
値＝KAITEKI価値であると定義し、事業を通じて人、社会、そし
て地球の心地よさがずっと続いていくことをめざしています。これ
は前述の国際社会の動きと、先を見据える方向は同じであり、私
たちはKAITEKI価値を最大化するために、サステナビリティを追
求する経営（MOS）をさらに推し進めています。
　MCHCグループは、サステナビリティの向上をめざした取り組
みを着実に前へ進めていくために、MOS指標を設定しています。
たとえば環境課題に対しては、環境負荷の削減や省エネルギー
の推進、再生可能エネルギー利用の推進、GHG排出削減に貢献
する製品群の拡充などを指標としており、引き続きこれらの目標
達成に向け取り組んでまいります。また企業と組織に関連する課
題については、社会からより高い信頼を得るために、事故・災害
を防止して安定生産、安定供給を継続することはもちろんのこと、
さまざまな課題の解決に向けてビジネスパートナーとともに取り

組めるよう、コミュニケーションを通じてより深いエンゲージメント
を構築してまいります。（P69-72参照）
　さらにMCHCグループは、“人”は社会と企業の持続的成長を
担う原動力であるとともに、最も重要な経営資源の一つと位置付け、
KAITEKI 健康経営を始動いたしました。（P73-74参照）
　2017年度はDJSI World メンバーや日経スマートワーク経営
の優良企業に選定されるなど、各分野で高い評価をいただきました。
このことは、これまでの10年間に積み重ねてきた取り組みとその
成果が、さまざまな課題をもつ社会に欠かすことのできないもので
あるとの共感を得、ご評価いただいたものと考えています。
　MCHCグループは、KAITEKIをより一層グローバルにも深化さ
せるため、今般、企業理念をはじめとする理念体系を整備しました
（P10参照）。加えて、人、社会、そして地球のサステナビリティへ
の貢献を核に、2050年を見据えた中長期ビジョン策定の検討を
開始しました。この中長期ビジョンの中で、2030年のサステナビ
リティに関する目標と指標を明確化し、次期およびそれ以降の中
期経営計画に反映させる所存です。
　今後も多くのステークホルダーと協奏しながら、企業価値を向
上させるサイクル（MCHCグループの価値創造アプローチ：
P9-10参照）を加速させ、KAITEKIの実現に向けた歩みを確実に
進めてまいります。

※1 必要に応じて　※2 G（ガバナンス）は指名委員会等、各委員会が中心　※3 技術の方向づけなど

各部門（各室）/事業会社

取締役会
報告

重要事項の審議の付議※1

MCHC

MCHCグループの価値創造アプローチ体制

ESG※2

イノベーション※3

健康経営

非財務視点による
企業価値の向上

ボトムライン
資本効率

ポートフォリオマネジメント

財務視点による
企業価値の向上

執行役会議

答申諮問

KAITEKI推進会議

執行役社長
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