
転・設備ノウハウを浸透させ、人材を育成し、事故や災害防

止の徹底に努めています。

コンプライアンスについては、各国の法令、規則、基準に的

確に対応し、内部統制システム強化のために、2018年度に導

入した内部統制マップなどを用いて改善を進めています。 

さらに、コーポレートガバナンスの強化については、機動

的な業務運営と経営の客観性・透明性を確保するという目

的のもと、2015年の指名委員会等設置会社への移行など

を通じて監督と執行を明確に分離しました。

また、これら経営基盤の強化とともに、今後はKV30の実現

に向けて主体的に考え行動する人材育成や談論風発の企

業文化の定着がより重要となっています。そこでMCHCでは

「人事制度改革とグローバルマネジメント」をテーマに、従業

員一人一人の達成感や働きがいを軸とした「人と働き方に

関わる改革」に着手しています。

2020年のダボス会議では、企業価値向上という目的に関

して、これまでの株主至上主義から、環境・社会の持続可能

性をより積極的に追求し、あらゆるステークホルダーに価値

をもたらすステークホルダー主義への転換が提唱されまし

す。何より私たちには総合化学会社ならではの価値創造力

があります。「総合」を謳う企業は、時には株式市場から本来

あるべき価値より低く評価されることもありますが、MCHC

グループは強い経営基盤をもとに、事業ごとに持つ強みを

活かしてシナジーを追求し、KV30で掲げた事業領域におい

てグループならではのソリューションを創造し得ることを実

証したいと思います。

私は、経営者がどんな壮大なビジョンをつくっても、時代

を射抜く施策を立案しても、最終的にはそれを実現する「人」

と、一人一人が自律的に新たな事柄に挑戦する「風土」がな

ければ目標は達成できないと考えています。

その基盤となるのが、働く環境の整備・安全の確保、コンプ

ライアンス、人事や資源配分のフェアネスを基軸としたコーポ

レートガバナンスの強化にあることは言うまでもありません。

安全確保に関しては、過去の災害や事故を風化させるこ

となく、その教訓を製造設備の適切なメンテナンスに活かし

ていくとともに、最新技術を活かした事故防止対策を立案

し、実行しています。また330社に及ぶ海外子会社でも、運

を融合させた中長期経営基本戦戦略KV30をベースとして、

2021年度から始まる中期経営計画の策定を行っています。

この新たな中期経営計画は、前半2年間でpostコロナに向

けてレジリエンスの向上と経営基盤のさらなる強化に努

め、後半3年間で成長を軌道に乗せていくことを想定してい

ます。

私は、レジリエンスの期間で重要になるのは、サプライ

チェーンの再構築だと考えています。新型コロナウイルス感

染症はグローバルなサプライチェーンを分断しました。また、

近年のナショナリズムの台頭も相まって、各国ではライフライ

ンに関わる物資を自国経済の圏内で確保する方向にありま

す。企業もまた、グローバルな最適化をめざして分散させて

きたサプライチェーンを、情報はグローバルに共有しつつ、モ

ノの流れ自体はリージョナルに変えていく動きが早まるで

しょう。そうした意味で、私たちが APTSIS 20 で取り組んでき

たリージョナル化は、時代への一つの解でもあり、今後も加

速していきます。

また、この不確実性が高まる時代において、私はぜひとも

MCHCグループの“総合力”が再評価されるようにしていき

たいと思います。多様な事業を持つMCHCグループは、コロ

ナ禍においても市場の変化に柔軟に対応することが可能で

現在、私たちはコロナ禍における緊急対応に取り組んで

いますが、同時にこの2020年度は中期経営計画 APTSIS 20 

の最終年度でもあります。

残念ながら2019年度は、米中貿易摩擦の長期化などの

影響により半導体および自動車用途を中心に需要が低迷

し、さらに第４四半期以降は、新型コロナウイルス感染症の

世界的大流行の影響により経済活動が抑制された影響を受

けて減収減益となりました。MOE指標の主要なKPIも前期比

では大きく落ち込む結果となりました。

また、2020年度の見通しも、半導体市場においては需要

回復の兆しが見られるものの、引き続き先行き不透明な状

況が続き、中期経営計画終了時のコア営業利益4,100億

円、ROE13％、ROS９％といった定量目標の達成は極めて難

しいと考えています。

このように厳しい状況の中でも、APTSIS 20 の基本方針

（「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」）における主要施策を通

じた化学系３事業会社統合による統合効果の発現や、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・拡大につ

いては一定の成果が上がったと考えています（「 APTSIS 20に

おけるポートフォリオマネジメント強化」についてはP.23参

照）。また、デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速や、

グローバルマネジメント、研究開発体制の強化など、イノ

プライチェーンが分断される中、私たちはこれら製品の安定

供給という社会的使命を果たすために、それぞれの地域・職

場に応じた感染防止策を徹底して継続し、開発・生産拠点と

リモート会議などで緊密に連携を取るなど、一丸となって供

給の維持に努めてきました。

また、MCHCグループは、多岐にわたる素材を扱う企業と

して、既存の製品・技術を活かして感染拡大防止に貢献する

製品を供給するとともに、医療機関への支援活動にも取り

組んでいます。

さらに、医薬品事業を展開するMCHCグループでは感染

予防に貢献するワクチンの開発も重要なテーマと位置付け、

田辺三菱製薬のカナダの子会社Medicago Inc.で独自の

VLP※ワクチンの開発に全力を挙げています。
※ VLP：Virus Like Particle（ウイルス様粒子）

新型コロナウイルスの脅威は、収束までに数年かかると言

われています。この脅威に直面し、私たちの価値観は大きく

まず最初に、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなり

になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、罹患された

皆さまやそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。ま

た、医療従事者の方々をはじめ、感染拡大防止に取り組んで

おられる皆さまに心より感謝申し上げます。

これまでにはおそらく想像もしなかった未曽有の事態の

中、三菱ケミカルホールディングス（MCHC）の社長として、

刻々と移り変わる局面でグループを率いていくことの重責

を改めて実感しています。同時に、直面するさまざまな課題

と真摯に向き合い、一つ一つ難局を打開していく決意を新た

にしています。

これら課題の中でも、感染拡大の混乱期に私たち経営陣

が最も力を注いできたのが、グローバルなサプライチェーン

の維持・回復でした。私たちは幅広い産業にさまざまな素材

や部材を提供しています。その中には医療・医薬品、衛生用

品、食品など、今回のような状況を克服する上で不可欠なラ

イフライン向け製品も数多くあります。感染拡大によってサ

を予見し、手を打つ必要があるのではないか―そんな思い

のもとに、私たち経営陣は2018年から「2050年を見据えた

MCHCのあるべき姿」について議論を始めていました。

今回の新型コロナウイルス感染症の流行は、地球環境や

国際社会・経済の先行きの不確実性を象徴する事象であり、

私たちのこれまでの議論の前提を肯定するものとなりまし

た。私たちは、数々の議論を経て2020年２月に発表した、中

長期経営基本戦略「KAITEKI Vision 30（KV30）」を持続的成

長に向けた羅針盤として、この不透明な時代に着実に歩を

進めていきます。

「KV30」がめざすもの。それは「2050年に現在の社会課

題が全て解決された世界」です。そのためにMCHCグルー

プは、社会課題解決に資する事業群へとポートフォリオ改革

を加速し、従来の化学企業の枠組みを超えて、事業の付加

価値を高め、社会システム全体の最適化に貢献するソリュー

ションプロバイダーへとビジネスモデルを変革していきます。

変わりました。人々の生活様式やビジネススタイルはデジタ

ル技術を軸に急速に変化しており、また産業界では分断され

たサプライチェーンの再構築が始まっています。

こうした変化は、企業にとっては、短期的には働き方やビ

ジネスプロセスの見直し、中長期的には既存のビジネスモデ

ルの陳腐化というリスクに直結します。しかし一方で、デジタ

ル技術の社会実装が加速し、これまで大都市に集中してき

た人口や機能の分散化、エネルギー消費の低減、多様な働き

方の普及などが進んだという側面があることも事実です。

私は、こうした現象は、現代の企業経営の重要課題である

“サステナビリティ実現”に向けた方法論に重大な示唆を与

えていると認識しています。

世界的な人口増加と地球温暖化、食糧偏在・水不足、エネ

ルギー・資源枯渇など、人類にとってこれら社会課題の解決

は、今や待ったなしの状況にあり、その解決に向けた道筋も

明確ではありません。また、技術革新のスピードや広がりは、

一層速くそして複雑になっています。こうした中で確信を持っ

て企業を率いていくためには、より積極的に「将来の不確実

性」に焦点を当て、可能な限りの知見・データを動員して未来

これまでもイノベーションを通じて経済価値と社会価値を

同時に創出するKAITEKI経営（P.7参照）により、企業価値の

最大化を追求してきました。しかし、デジタル技術の進展や

事業環境の不確実性の拡大、SDGsに代表される環境・社会

課題解決への世界的な要請、パリ協定など規制強化の潮流

を踏まえると、今後はより長期的な視点に立って自社のリス

クを丹念に見極め、デジタル技術を基盤としたイノベーショ

ンを加速して成長機会に転換していくなど、これまでとは次

元の異なる変革が必要です。

この仮説をもとに2018年から開始したのが、前述した経

営陣の議論です。その中で社会課題と構造変化に起因する

リスクを抽出したところ、私たちがこのまま社会課題に対して

何も手を打たない場合には、約1兆円もの企業価値が棄損さ

れることが想定されました。これらを踏まえMCHCグループと

してめざす姿をまとめ、KV30を策定しました。2030年には

「炭素循環」など社会課題解決に貢献する６つの事業領域が

売上に占める割合を70％超と設定するなど高い目標を掲げ

ました。この中には、今回のコロナ禍で現実化したリスクに備

える「医療進化」「デジタル社会基盤」領域も含まれています。

私は、こうした中長期的な企業経営においては、いかにリ

スクを低減し成長機会を拡大していくかについて、積極的な

情報開示を通じたステークホルダーとの透明性の高いコミュ

ニケーションが不可欠だと考えています。企業と社会の持続

的発展に向けて、事業を通じた社会課題の解決を“経営の動

機”として語るべき時代が到来したと私は確信しています。

ベーション力の向上と強固な経営基盤づくりは確実に進展

しました。これら進捗のポイントについてご説明します。

（１）3社統合による機能商品分野の成長加速と
素材分野の基盤強化
化学会社として成長するために、グループの３つの事業会

社を三菱ケミカルとして統合、シナジー／協奏体制を構築

し、機能商品分野の強化を実施しました。また素材分野でも、

世界トップシェアを誇るMMAは中東に新プラントを建設し、

一層の競争力強化を図り、産業ガスにおいてはグローバル

に事業拡大を図るために欧米を中心にM&Aを推進しました。

（２）グローバルなマネジメント体制を強化
国内市場の成長が限界を迎える中、2016年度に39.5％

だった海外売上収益比率を APTSIS 20 では50％にする目標

を掲げ、2019年度は42.9％まで達しました。そして顧客ご

と、地域ごとのニーズや社会課題に迅速にソリューションを

提供するために、約2年前からデジタルネットワーク基盤を

強化、世界各地の情報を共有しながら、欧州・米州・中国それ

ぞれの地域ごとでタイムリーに意思決定するリージョナル化

を推進してきました。

（３）デジタルトランスフォーメーション（DX）を加速
近年の科学技術の進化は目を見張るものがあります。私

は海外のIT巨人と呼ばれる企業との交流を通じてDXのイン

パクトを確信し、2017年に先端技術・事業開発室を設置しま

した。以来、外部登用したChief Digital Officerを中心に約3

年かけて人員を拡充。その結果、研究開発では、マテリアル

ズ・インフォマティクス※などの活用が始まっており、プラント

操業の最適化においては、現場のファクトから解決法を探る

演繹的な手法から、データ解析で仮説を立ててその有効性

を確認する帰納的な問題解決手法に代わるなど、アプロー

チの仕方が劇的に変わっています。

（４）田辺三菱製薬の完全子会社化
2020年３月、MCHCは田辺三菱製薬を完全子会社化しま

した（P.35参照）。近年、医薬品開発ではAIや量子コンピュー

ティングなどの先端技法が活発に利用されています。そうし

た環境下でよりスピーディに研究開発成果を創出するため

には、デジタル技術をはじめ、バイオ、化学領域における研究

開発投資を長期的な視点で持続可能なかたちにしていくこ

とが必要であり、より活発なシナジー創出に向けた資本の有

効活用という観点から意思決定しました。

もちろん、その背景には田辺三菱製薬が注力している免疫

疾患や神経中枢系といった医薬品市場の将来性、世界的なヘ

ルスケア市場の拡大があるのは言うまでもありません。アン

メット・メディカル・ニーズに応える医薬品も多く、社会課題解決

を推進力とするMCHCグループらしい成長を期待しています。

今期は、2021年度から始まる新中期経営計画の策定年

度となります。

2005年に持株会社となって以来、MCHCは「機能商品」

「素材」「ヘルスケア」の3分野で、社会価値と経済価値の両

立によるバランスの取れた持続的成長をめざしてきました。

その中で不採算事業からの撤退や、三菱レイヨンや大陽日

酸の連結子会社化、新規事業の買収など構造改革を通じて

抜本的なポートフォリオ改革に取り組み、より安定的な収益

構造を実現しました。環境・社会・ガバナンスの観点から企業

基盤強化にも取り組み、Dow Jones Sustainability Indices

などのESG評価機関からもワールドクラスの評価を得るま

でに至っています。そして今、これまでの経験と未来の考察

た。この議論の方向性は、私たちがめざしてきたKAITEKI経

営そのものであり、KV30の基本思想でもあります。

新型コロナウイルスの感染拡大によって世界は大きな変化

に直面していますが、私たちMCHCグループはこれからもぶれ

ることなく社会価値と経済価値を持続的に両立させるKAITEKI

経営を貫くとともに、多様なステークホルダーの声に耳を傾け

ながら自らを革新し、KAITEKI価値を高め続けてまいります。ス

テークホルダーの皆さまにおかれましては、さまざまな対話を

通じてぜひ忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。

引き続きMCHCグループの活動へのご理解とご支援をよ

ろしくお願いいたします。

社長メッセージ
2トップメッセージ

激動する環境の中で
私たちが果たすべき使命

将来の不確実性を前提に
「サステナビリティ」を追求

2030年のめざす姿を描いた
「KAITEKI Vision 30」を策定

代表執行役社長

急激に変化する時代だからこそ
長期志向経営をぶれることなく実践し、
絶えざる変革を実行していきます
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転・設備ノウハウを浸透させ、人材を育成し、事故や災害防

止の徹底に努めています。

コンプライアンスについては、各国の法令、規則、基準に的

確に対応し、内部統制システム強化のために、2018年度に導

入した内部統制マップなどを用いて改善を進めています。 

さらに、コーポレートガバナンスの強化については、機動

的な業務運営と経営の客観性・透明性を確保するという目

的のもと、2015年の指名委員会等設置会社への移行など

を通じて監督と執行を明確に分離しました。

また、これら経営基盤の強化とともに、今後はKV30の実現

に向けて主体的に考え行動する人材育成や談論風発の企

業文化の定着がより重要となっています。そこでMCHCでは

「人事制度改革とグローバルマネジメント」をテーマに、従業

員一人一人の達成感や働きがいを軸とした「人と働き方に

関わる改革」に着手しています。

2020年のダボス会議では、企業価値向上という目的に関

して、これまでの株主至上主義から、環境・社会の持続可能

性をより積極的に追求し、あらゆるステークホルダーに価値

をもたらすステークホルダー主義への転換が提唱されまし

す。何より私たちには総合化学会社ならではの価値創造力

があります。「総合」を謳う企業は、時には株式市場から本来

あるべき価値より低く評価されることもありますが、MCHC

グループは強い経営基盤をもとに、事業ごとに持つ強みを

活かしてシナジーを追求し、KV30で掲げた事業領域におい

てグループならではのソリューションを創造し得ることを実

証したいと思います。

私は、経営者がどんな壮大なビジョンをつくっても、時代

を射抜く施策を立案しても、最終的にはそれを実現する「人」

と、一人一人が自律的に新たな事柄に挑戦する「風土」がな

ければ目標は達成できないと考えています。

その基盤となるのが、働く環境の整備・安全の確保、コンプ

ライアンス、人事や資源配分のフェアネスを基軸としたコーポ

レートガバナンスの強化にあることは言うまでもありません。

安全確保に関しては、過去の災害や事故を風化させるこ

となく、その教訓を製造設備の適切なメンテナンスに活かし

ていくとともに、最新技術を活かした事故防止対策を立案

し、実行しています。また330社に及ぶ海外子会社でも、運

を融合させた中長期経営基本戦戦略KV30をベースとして、

2021年度から始まる中期経営計画の策定を行っています。

この新たな中期経営計画は、前半2年間でpostコロナに向

けてレジリエンスの向上と経営基盤のさらなる強化に努

め、後半3年間で成長を軌道に乗せていくことを想定してい

ます。

私は、レジリエンスの期間で重要になるのは、サプライ

チェーンの再構築だと考えています。新型コロナウイルス感

染症はグローバルなサプライチェーンを分断しました。また、

近年のナショナリズムの台頭も相まって、各国ではライフライ

ンに関わる物資を自国経済の圏内で確保する方向にありま

す。企業もまた、グローバルな最適化をめざして分散させて

きたサプライチェーンを、情報はグローバルに共有しつつ、モ

ノの流れ自体はリージョナルに変えていく動きが早まるで

しょう。そうした意味で、私たちが APTSIS 20 で取り組んでき

たリージョナル化は、時代への一つの解でもあり、今後も加

速していきます。

また、この不確実性が高まる時代において、私はぜひとも

MCHCグループの“総合力”が再評価されるようにしていき

たいと思います。多様な事業を持つMCHCグループは、コロ

ナ禍においても市場の変化に柔軟に対応することが可能で

現在、私たちはコロナ禍における緊急対応に取り組んで

いますが、同時にこの2020年度は中期経営計画 APTSIS 20 

の最終年度でもあります。

残念ながら2019年度は、米中貿易摩擦の長期化などの

影響により半導体および自動車用途を中心に需要が低迷

し、さらに第４四半期以降は、新型コロナウイルス感染症の

世界的大流行の影響により経済活動が抑制された影響を受

けて減収減益となりました。MOE指標の主要なKPIも前期比

では大きく落ち込む結果となりました。

また、2020年度の見通しも、半導体市場においては需要

回復の兆しが見られるものの、引き続き先行き不透明な状

況が続き、中期経営計画終了時のコア営業利益4,100億

円、ROE13％、ROS９％といった定量目標の達成は極めて難

しいと考えています。

このように厳しい状況の中でも、APTSIS 20 の基本方針

（「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」）における主要施策を通

じた化学系３事業会社統合による統合効果の発現や、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・拡大につ

いては一定の成果が上がったと考えています（「 APTSIS 20に

おけるポートフォリオマネジメント強化」についてはP.23参

照）。また、デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速や、

グローバルマネジメント、研究開発体制の強化など、イノ

プライチェーンが分断される中、私たちはこれら製品の安定

供給という社会的使命を果たすために、それぞれの地域・職

場に応じた感染防止策を徹底して継続し、開発・生産拠点と

リモート会議などで緊密に連携を取るなど、一丸となって供

給の維持に努めてきました。

また、MCHCグループは、多岐にわたる素材を扱う企業と

して、既存の製品・技術を活かして感染拡大防止に貢献する

製品を供給するとともに、医療機関への支援活動にも取り

組んでいます。

さらに、医薬品事業を展開するMCHCグループでは感染

予防に貢献するワクチンの開発も重要なテーマと位置付け、

田辺三菱製薬のカナダの子会社Medicago Inc.で独自の

VLP※ワクチンの開発に全力を挙げています。
※ VLP：Virus Like Particle（ウイルス様粒子）

新型コロナウイルスの脅威は、収束までに数年かかると言

われています。この脅威に直面し、私たちの価値観は大きく

まず最初に、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなり

になられた方々に哀悼の意を表しますとともに、罹患された

皆さまやそのご家族に心からお見舞いを申し上げます。ま

た、医療従事者の方々をはじめ、感染拡大防止に取り組んで

おられる皆さまに心より感謝申し上げます。

これまでにはおそらく想像もしなかった未曽有の事態の

中、三菱ケミカルホールディングス（MCHC）の社長として、

刻々と移り変わる局面でグループを率いていくことの重責

を改めて実感しています。同時に、直面するさまざまな課題

と真摯に向き合い、一つ一つ難局を打開していく決意を新た

にしています。

これら課題の中でも、感染拡大の混乱期に私たち経営陣

が最も力を注いできたのが、グローバルなサプライチェーン

の維持・回復でした。私たちは幅広い産業にさまざまな素材

や部材を提供しています。その中には医療・医薬品、衛生用

品、食品など、今回のような状況を克服する上で不可欠なラ

イフライン向け製品も数多くあります。感染拡大によってサ

を予見し、手を打つ必要があるのではないか―そんな思い

のもとに、私たち経営陣は2018年から「2050年を見据えた

MCHCのあるべき姿」について議論を始めていました。

今回の新型コロナウイルス感染症の流行は、地球環境や

国際社会・経済の先行きの不確実性を象徴する事象であり、

私たちのこれまでの議論の前提を肯定するものとなりまし

た。私たちは、数々の議論を経て2020年２月に発表した、中

長期経営基本戦略「KAITEKI Vision 30（KV30）」を持続的成

長に向けた羅針盤として、この不透明な時代に着実に歩を

進めていきます。

「KV30」がめざすもの。それは「2050年に現在の社会課

題が全て解決された世界」です。そのためにMCHCグルー

プは、社会課題解決に資する事業群へとポートフォリオ改革

を加速し、従来の化学企業の枠組みを超えて、事業の付加

価値を高め、社会システム全体の最適化に貢献するソリュー

ションプロバイダーへとビジネスモデルを変革していきます。

変わりました。人々の生活様式やビジネススタイルはデジタ

ル技術を軸に急速に変化しており、また産業界では分断され

たサプライチェーンの再構築が始まっています。

こうした変化は、企業にとっては、短期的には働き方やビ

ジネスプロセスの見直し、中長期的には既存のビジネスモデ

ルの陳腐化というリスクに直結します。しかし一方で、デジタ

ル技術の社会実装が加速し、これまで大都市に集中してき

た人口や機能の分散化、エネルギー消費の低減、多様な働き

方の普及などが進んだという側面があることも事実です。

私は、こうした現象は、現代の企業経営の重要課題である

“サステナビリティ実現”に向けた方法論に重大な示唆を与

えていると認識しています。

世界的な人口増加と地球温暖化、食糧偏在・水不足、エネ

ルギー・資源枯渇など、人類にとってこれら社会課題の解決

は、今や待ったなしの状況にあり、その解決に向けた道筋も

明確ではありません。また、技術革新のスピードや広がりは、

一層速くそして複雑になっています。こうした中で確信を持っ

て企業を率いていくためには、より積極的に「将来の不確実

性」に焦点を当て、可能な限りの知見・データを動員して未来

これまでもイノベーションを通じて経済価値と社会価値を

同時に創出するKAITEKI経営（P.7参照）により、企業価値の

最大化を追求してきました。しかし、デジタル技術の進展や

事業環境の不確実性の拡大、SDGsに代表される環境・社会

課題解決への世界的な要請、パリ協定など規制強化の潮流

を踏まえると、今後はより長期的な視点に立って自社のリス

クを丹念に見極め、デジタル技術を基盤としたイノベーショ

ンを加速して成長機会に転換していくなど、これまでとは次

元の異なる変革が必要です。

この仮説をもとに2018年から開始したのが、前述した経

営陣の議論です。その中で社会課題と構造変化に起因する

リスクを抽出したところ、私たちがこのまま社会課題に対して

何も手を打たない場合には、約1兆円もの企業価値が棄損さ

れることが想定されました。これらを踏まえMCHCグループと

してめざす姿をまとめ、KV30を策定しました。2030年には

「炭素循環」など社会課題解決に貢献する６つの事業領域が

売上に占める割合を70％超と設定するなど高い目標を掲げ

ました。この中には、今回のコロナ禍で現実化したリスクに備

える「医療進化」「デジタル社会基盤」領域も含まれています。

私は、こうした中長期的な企業経営においては、いかにリ

スクを低減し成長機会を拡大していくかについて、積極的な

情報開示を通じたステークホルダーとの透明性の高いコミュ

ニケーションが不可欠だと考えています。企業と社会の持続

的発展に向けて、事業を通じた社会課題の解決を“経営の動

機”として語るべき時代が到来したと私は確信しています。

ベーション力の向上と強固な経営基盤づくりは確実に進展

しました。これら進捗のポイントについてご説明します。

（１）3社統合による機能商品分野の成長加速と
素材分野の基盤強化
化学会社として成長するために、グループの３つの事業会

社を三菱ケミカルとして統合、シナジー／協奏体制を構築

し、機能商品分野の強化を実施しました。また素材分野でも、

世界トップシェアを誇るMMAは中東に新プラントを建設し、

一層の競争力強化を図り、産業ガスにおいてはグローバル

に事業拡大を図るために欧米を中心にM&Aを推進しました。

（２）グローバルなマネジメント体制を強化
国内市場の成長が限界を迎える中、2016年度に39.5％

だった海外売上収益比率を APTSIS 20 では50％にする目標

を掲げ、2019年度は42.9％まで達しました。そして顧客ご

と、地域ごとのニーズや社会課題に迅速にソリューションを

提供するために、約2年前からデジタルネットワーク基盤を

強化、世界各地の情報を共有しながら、欧州・米州・中国それ

ぞれの地域ごとでタイムリーに意思決定するリージョナル化

を推進してきました。

（３）デジタルトランスフォーメーション（DX）を加速
近年の科学技術の進化は目を見張るものがあります。私

は海外のIT巨人と呼ばれる企業との交流を通じてDXのイン

パクトを確信し、2017年に先端技術・事業開発室を設置しま

した。以来、外部登用したChief Digital Officerを中心に約3

年かけて人員を拡充。その結果、研究開発では、マテリアル

ズ・インフォマティクス※などの活用が始まっており、プラント

操業の最適化においては、現場のファクトから解決法を探る

演繹的な手法から、データ解析で仮説を立ててその有効性

を確認する帰納的な問題解決手法に代わるなど、アプロー

チの仕方が劇的に変わっています。

（４）田辺三菱製薬の完全子会社化
2020年３月、MCHCは田辺三菱製薬を完全子会社化しま

した（P.35参照）。近年、医薬品開発ではAIや量子コンピュー

ティングなどの先端技法が活発に利用されています。そうし

た環境下でよりスピーディに研究開発成果を創出するため

には、デジタル技術をはじめ、バイオ、化学領域における研究

開発投資を長期的な視点で持続可能なかたちにしていくこ

とが必要であり、より活発なシナジー創出に向けた資本の有

効活用という観点から意思決定しました。

もちろん、その背景には田辺三菱製薬が注力している免疫

疾患や神経中枢系といった医薬品市場の将来性、世界的なヘ

ルスケア市場の拡大があるのは言うまでもありません。アン

メット・メディカル・ニーズに応える医薬品も多く、社会課題解決

を推進力とするMCHCグループらしい成長を期待しています。

今期は、2021年度から始まる新中期経営計画の策定年

度となります。

2005年に持株会社となって以来、MCHCは「機能商品」

「素材」「ヘルスケア」の3分野で、社会価値と経済価値の両

立によるバランスの取れた持続的成長をめざしてきました。

その中で不採算事業からの撤退や、三菱レイヨンや大陽日

酸の連結子会社化、新規事業の買収など構造改革を通じて

抜本的なポートフォリオ改革に取り組み、より安定的な収益

構造を実現しました。環境・社会・ガバナンスの観点から企業

基盤強化にも取り組み、Dow Jones Sustainability Indices

などのESG評価機関からもワールドクラスの評価を得るま

でに至っています。そして今、これまでの経験と未来の考察

た。この議論の方向性は、私たちがめざしてきたKAITEKI経

営そのものであり、KV30の基本思想でもあります。

新型コロナウイルスの感染拡大によって世界は大きな変化

に直面していますが、私たちMCHCグループはこれからもぶれ

ることなく社会価値と経済価値を持続的に両立させるKAITEKI

経営を貫くとともに、多様なステークホルダーの声に耳を傾け

ながら自らを革新し、KAITEKI価値を高め続けてまいります。ス

テークホルダーの皆さまにおかれましては、さまざまな対話を

通じてぜひ忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。

引き続きMCHCグループの活動へのご理解とご支援をよ

ろしくお願いいたします。

※ マテリアルズ・インフォマティクス：AIを用いて新素材の設計や代替素材の
探索を効率的に行う開発手法
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現中期経営計画 APTSIS 20 における
取り組みと進捗

MCHCグループの強みを発揮して
社会課題へのソリューションを提供

2019年度
実績

2018年度
実績

コア営業利益

親会社の所有者に
帰属する当期利益

ROE

ROS

ネットD/E レシオ

3,172億円

1,695億円

12.7％

8.1％

1.26倍

1,948億円

541億円

4.2%

5.4%

1.79倍

4,100億円

2,200億円

13.0%

9.0%

1.0倍

APTSIS 20
2020年度目標

財務定量目標と実績（MOE指標のKPI）
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転・設備ノウハウを浸透させ、人材を育成し、事故や災害防

止の徹底に努めています。

コンプライアンスについては、各国の法令、規則、基準に的

確に対応し、内部統制システム強化のために、2018年度に導

入した内部統制マップなどを用いて改善を進めています。 

さらに、コーポレートガバナンスの強化については、機動

的な業務運営と経営の客観性・透明性を確保するという目

的のもと、2015年の指名委員会等設置会社への移行など

を通じて監督と執行を明確に分離しました。

また、これら経営基盤の強化とともに、今後はKV30の実現

に向けて主体的に考え行動する人材育成や談論風発の企

業文化の定着がより重要となっています。そこでMCHCでは

「人事制度改革とグローバルマネジメント」をテーマに、従業

員一人一人の達成感や働きがいを軸とした「人と働き方に

関わる改革」に着手しています。

2020年のダボス会議では、企業価値向上という目的に関

して、これまでの株主至上主義から、環境・社会の持続可能

性をより積極的に追求し、あらゆるステークホルダーに価値

をもたらすステークホルダー主義への転換が提唱されまし

す。何より私たちには総合化学会社ならではの価値創造力

があります。「総合」を謳う企業は、時には株式市場から本来

あるべき価値より低く評価されることもありますが、MCHC

グループは強い経営基盤をもとに、事業ごとに持つ強みを

活かしてシナジーを追求し、KV30で掲げた事業領域におい

てグループならではのソリューションを創造し得ることを実

証したいと思います。

私は、経営者がどんな壮大なビジョンをつくっても、時代

を射抜く施策を立案しても、最終的にはそれを実現する「人」

と、一人一人が自律的に新たな事柄に挑戦する「風土」がな

ければ目標は達成できないと考えています。

その基盤となるのが、働く環境の整備・安全の確保、コンプ

ライアンス、人事や資源配分のフェアネスを基軸としたコーポ

レートガバナンスの強化にあることは言うまでもありません。

安全確保に関しては、過去の災害や事故を風化させるこ

となく、その教訓を製造設備の適切なメンテナンスに活かし

ていくとともに、最新技術を活かした事故防止対策を立案

し、実行しています。また330社に及ぶ海外子会社でも、運

を融合させた中長期経営基本戦略KV30をベースとして、

2021年度から始まる中期経営計画の策定を行っています。

この新たな中期経営計画は、前半2年間でpostコロナに向

けてレジリエンスの向上と経営基盤のさらなる強化に努

め、後半3年間で成長を軌道に乗せていくことを想定してい

ます。

私は、レジリエンスの期間で重要になるのは、サプライ

チェーンの再構築だと考えています。新型コロナウイルス感

染症はグローバルなサプライチェーンを分断しました。また、

近年のナショナリズムの台頭も相まって、各国ではライフライ

ンに関わる物資を自国経済の圏内で確保する方向にありま

す。企業もまた、グローバルな最適化をめざして分散させて

きたサプライチェーンを、情報はグローバルに共有しつつ、モ

ノの流れ自体はリージョナルに変えていく動きが早まるで

しょう。そうした意味で、私たちが APTSIS 20 で取り組んでき

たリージョナル化は、時代への一つの解でもあり、今後も加

速していきます。

また、この不確実性が高まる時代において、私はぜひとも

MCHCグループの“総合力”が再評価されるようにしていき

たいと思います。多様な事業を持つMCHCグループは、コロ

ナ禍においても市場の変化に柔軟に対応することが可能で

た。この議論の方向性は、私たちがめざしてきたKAITEKI経

営そのものであり、KV30の基本思想でもあります。

新型コロナウイルスの感染拡大によって世界は大きな変化

に直面していますが、私たちMCHCグループはこれからもぶれ

ることなく社会価値と経済価値を持続的に両立させるKAITEKI

経営を貫くとともに、多様なステークホルダーの声に耳を傾け

ながら自らを革新し、KAITEKI価値を高め続けてまいります。ス

テークホルダーの皆さまにおかれましては、さまざまな対話を

通じてぜひ忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。

引き続きMCHCグループの活動へのご理解とご支援をよ

ろしくお願いいたします。

社長メッセージ
2トップメッセージ

新たな時代に挑戦し続ける
「人」「風土」をつくる

多様な意見に耳を傾け、価値創造に活かす

APTSIS 20 におけるポートフォリオマネジメント強化

●R&D
●オープン
   イノベーション

●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）

成長事業

アクション 指 標

資本効率性指標（ROIC）

成長性指標（売上収益成長率）

収益性指標（ROS）

機能商品 8%以上
素材 5%以上
ヘルスケア 14%以上

機能商品 8%以上
素材 5%以上
ヘルスケア 8%以上※2

4%/年以上
（世界経済成長率予測3.5%※1）

●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

次世代事業

基盤事業

成長戦略
●R&D ●シナジー
●M&A

成長戦略

●シナジー ●M&A

再構築事業撤退
売却
JV化

●再構築

※1 2016-2020年平均 IMF予測　※2 現預金などを除いて算出

新型コロナウイルスがもたらす変化の考察

経済／企業の変化 個人／社会への影響

● 多極化したグローバリゼーションへ （分散化の進展）
● 地域ごとに安定調達の重要性向上
● 非対面への切り替え本格化
● 働き方改革・業務効率化の圧倒的な進展
● 経済全般への政府の関与拡大

● 健康意識の高まり　
● 安全／安心への感度の向上
● バーチャル化の促進・普及
● リモート化への移行
● 社会的価値への意識の高まり

新型コロナウイルスの影響を踏まえた企業活動の方向性

新型コロナウイルスとの共存期（withコロナ） 新型コロナウイルスの収束後（postコロナ）

● ソーシャルディスタンスの環境下での生産性確保
  （デジタル化、自動化、社内外会議・コミュニケーションシステム効率化）
● 過去からの需要予測に基づく投資計画の点検と見直し
● 新たなニーズに対するソリューションの開発、 
  および新たなビジネスモデルへの変革と構築
● 新たな価値観に伴うポートフォリオ改革加速

● KAITEKI Vision 30 に示す持続可能な社会に向けた
  ソリューションの提供による成長加速
● 次世代の高度医療、医薬品、再生医療、ヘルスケアシステム事業の開発、成長
● デジタル技術を駆使したソリューションの創出、生産性の高度化加速　
● 新型コロナウイルスの影響による
  新たなビジネスの創出・ビジネスモデルの構築
● 多極化する世界に対応するリージョナル経営の確立
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現中期経営計画 APTSIS 20 において、私はCFO就任以来、

効率的な利益創出を図っていくためのROE向上とROIC経営

の徹底に注力してきました。

資産効率性が低く、５％付近だったROEを改善するため、

事業部単位のバランスシート経営を導入して部門ごとの投

下資本を可視化、ROICツリーを浸透させるなど、各部門が収

益率重視かつ機動的に経営できる体制を整備しました。ま

た、キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）の短縮化や

キャッシュ・マネジメント・システム（CMS）の欧米日亜４極体

制の確立、定期的な保有意義の検証を通じた資産売却の進

展などを通し、計画開始から３年で当初の５年間の目標であ

る3,000億円を上回る約4,500億円の資産効率化を達成し

ました。その結果、2016年度以降は10%を超えるROEを実

現する体制を構築できました。

しかしながら2019年度は、米中貿易摩擦の影響や新型コ

ロナウイルス感染症の影響などによりコア営業利益が

1,948億円、親会社の所有者に帰属する当期利益は541億

円となりました。2020年度も引き続き厳しい環境が継続し

ており、中期経営計画のKPI達成は難しい状況です。

ネットD/Eレシオは田辺三菱製薬の完全子会社化により

2020年3月末で1.79倍に膨らんでいますが、新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴う財務状況の変動などに機敏かつ

柔軟に対応しつつ、できるだけ早期に1.0以下に改善するよ

う引き続き努めていきます。

2021年度以降の再浮上に向けて、可能な限り営業キャッ

シュ・フローを積み上げ早期に成長路線に乗せたいと考えて

おり、そのためには資本効率の一層の強化が重要です。

2017年度から当社は、事業会社に大幅な権限を委譲した

体制をグローバルに構築しました。分野別の管理指標（売上

収益成長率、ROS、ROIC）を参考にしながら各地域に合った

スピーディな意思決定を実践しており、技術の優位性やビジ

ネスモデルの有効性も勘案したポートフォリオマネジメントを

継続的に強化しています（P.23 参照）。

また、持株会社として、MCHCグループの価値向上を実現す

るために、M＆A後のPMI※も重要視しています。思い描いてい

たシナジーが出ているかどうか、PMIの成果をレビュー会議を

実施して確認し続けています。化学系３社を統合した三菱ケミ

カル発足による統合効果は、2019年度までの３年間で協奏・成

長の事業シナジー発現が138億円、合理化が179億円に達し

ました。

欧州企業の事業買収をした産業ガスにおいてはグローバル

4極体制（日本、米国、欧州、アジア・オセアニア）を構築しました

が、各地域を統括する拠点に権限を移譲するなど、さらなる飛

躍に向けてグループ運営体制の強化を進めています。

今後のポートフォリオ経営は、中長期経営基本戦略

「KAITEKI Vision 30（KV30）」を踏まえたものになります（P.11 

参照）。その際に必要なのは、リスクコントロールに加えて、

成長の可能性をさまざまな観点から検証するリターンコント

ロールの考え方です。

これまでも当社は、ROICが加重平均資本コスト（WACC）

を下回るような低収益事業を明確に見直しの対象にしてき

ました。しかし今後は、たとえ収益率が維持されていても、業

界全体のポジションや当社が保有する技術のポートフォリ

オ、シナジー創出体制など、無形資産も含めた幅広い視点で

将来の成長性や効率性を検証しつつ、事業の再編・再構築

を議論していきます。その中にはKAITEKI経営やKV30で示す

ような、MCHCグループとして解決に貢献すべき社会課題・

事業領域に係るリスクとリターンの議論も含まれます。

資源配分については、基本的には現在の中期経営計画を

発表した2015年当時の考え方から変わっていません。成長

事業への投資、株主還元の充実、財務体質の強化に等分に力

点を置き、適切なバランスを維持していきます。

私は常々、アカウンタビリティが高まれば会社の資本コスト

は低くなると考えており、財務および非財務情報に関する具

体的な施策を適宜適切に説明していくことが役割だと考えて

います。その結果、近年では世界的な社会的責任投資指標に

採用されるなど、評価いただいております。

一方で、先行き不透明な時代の中で説明責任を果たし続

けていくことの難しさも実感しています。2020年度はwithコ

ロナの状況を踏まえたポートフォリオマネジメントを最優先課

題とし、成長投資においても緊急性のない案件の見直しや経

費削減に注力していきます。

株主配当については、成長投資、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

当性向の目安とし、安定的な配当も考慮に入れています。

その中で、誠に遺憾ながら足元の状況および今後の事業

展開などを総合的に勘案し、2019年度の１株当たり期末配

当は、当初予定の20円から12円に、2020年度の配当は通期

24円とさせていただくこととしました。

今後もCFOとしてなすべきことを着実に実践し、株主はじ

めステークホルダーの皆さまへの説明責任を果たしつつ、企

業リスクを下げ、資本コストの低減を通じた企業価値の向上

に取り組んでまいります。

※ PMI：ポスト・マージャー・インテグレーション　M&A後の統合プロセスを指
し、経営統合、業務統合、意識統合の３段階からなる。

一層の資産効率の向上と
財務基盤再強化“refortifying”を図り、
KAITEKI価値＝企業価値を
高めていきます

足元の厳しい状況を見据え、
2020年度はさらなる財務基盤の強化を

執行役常務
Chief Financial Officer

伊達 英文

CFOメッセージ
2トップメッセージ

取り組むべき社会課題を考慮しつつ、
リスクとリターンの両方を視野に
ポートフォリオ経営を推進

資源配分と株主還元方針

株主還元

2020
期初予想

24

2015

15

31.731.7
2016

20

2017

32

2018

40

2019

32

（年度）

（円）

1株当たり配当金（左軸）

（円）
150

75

0

50

25

0

基本的1株当たり当期利益（右軸）

106.7106.7

147.1147.1

119.2119.2

38.138.1 34.534.5

資産の効率化への取り組み

※ アクションプランベース
● キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）の短縮化※

● キャッシュ・マネジメント・システム（CMS）の欧米日亜4極体制の確立
● 定期的な保有意義の検証を通じた、保有意義の低下した資産の売却

約91日 約89日

2020年度目標2019年度2016年度

8%改善 10%改善

約99日

連結財務指標の推移
親会社所有者帰属持分比率（左軸）　 ROE（左軸）　 ネットD/Eレシオ（右軸）
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