
長期的なサステナビリティ方針に変更はなく、継続して取り

組んでいく予定です。KV30では、環境インパクトニュートラル

の達成に向けた基盤構築をめざし、「LCA※ツールの進化」

「環境インパクトの削減」「サーキュラーエコノミーの推進」

「KAITEKIファクトリーの可能性検討」「サステナビリティ マネ

ジメントの経営基盤構築」の５つの施策を打ち出しました

（P.17参照）。これらの施策を具体化したものを次期中期経

営計画に織り込み、サステナビリティ マネジメントを徹底して

いくことで、ビジネスモデル変革を支える経営基盤を強化し

ていく考えです。
※ LCA：ライフサイクルアナリシス

経済価値と社会価値を同時に創出し、いかにして最適化さ

れた循環型社会を実現していくかを議論するため、MCHCは、

2019年5月にサーキュラーエコノミー推進委員会を立ち上

げました。ここでは、サーキュラーエコノミーの方針や対象と

する資源、LCA活用の基盤整備など、当社グループが推進す

る具体的なテーマについて議論を重ね、KV30に反映させて

います。喫緊の課題である気候変動については、国内の温室

効果ガス（GHG）排出量を2013年度比で2030年度までに

26%削減する目標を立て、バリューチェーン全体を通じて

GHG低減・有効活用に取り組んでいます。廃プラスチック問

題については、バイオプラスチック事業の推進、リサイクル適

応素材・技術の開発など、製品・技術を通じて解決に取り

組んでいます。また、Alliance to End Plastic Wasteをはじめ

地球規模でさまざまな環境・社会課題のリスクが顕在化

する今、企業には、持続可能な社会の実現に向けた貢献が求

められています。こうした認識のもと、MCHCは、２０５０年のめ

ざすべき社会や自分たちのありたい姿からバックキャストし

た、中長期経営基本戦略「KAITEKI Vision 30（KV30）」を策

定しました（P.11参照）。このKV30では、２０３０年のめざす姿

を「持続可能な未来に向けて社会課題の解決をグローバル

に主導するソリューションプロバイダー」とし、サステナビリ

ティを核とした持続的成長の道筋を明確にしました。

新型コロナウイルスの影響により人の価値観や行動様式が

大きく変わり、企業活動における社会的価値の重要性がさらに

高まっていくと私は考えています。これまで以上に社会課題を

事業機会に変え、社会の要請に応える付加価値の高いビジ

ネスモデルに変革し、ソリューションを提供し続けることが私

たちMCHCグループの使命であると言えます。KV30を旗印

とし、２０５０年には現在ある課題の多くが解決されている社

会の実現に向けて、グループ一体となって取り組みを進めて

いきます。

新型コロナウイルスにより先行き不透明な状況が続きま

すが、気候変動や資源・エネルギーをはじめとする環境課題

の包括的な解決に向け、MCHCグループが取り組むべき中

とした国際的なイニシアチブとの協働により、バリューチェー

ンを通じた技術開発やソリューション開発、廃棄物削減に向

けたプロジェクトや啓発活動を進め、最適な資源循環を実現

する社会システムの確立に向けて着実に前進しています。

近年、ESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みを中長

期的な企業価値の評価要素とすることが定着しつつある

中、当社は、2019年12月に、企業が環境・人・社会に与

える影響を金額換算する新たな企業価値算出手法の確立

を目的に設立された、Value Balancing Alliance（VBA）に日

本企業として初めて参画しました。このVBAでの手法開発を

通じて、当社のLCAツールを先進的なレベルへと進化させ、

グループ全体の経済・環境・社会へのインパクトを算出し、

経営に活用していきたいと考えています。

MCHCでは、2011年度から重要な経営指標の一つとし

て、サステナビリティ（MOS）指標を導入し、サステナビリティ

の実践度合いを可視化してきました。次期中期経営計画で

は、MOS指標自体をマテリアリティに基づきわかりやすく整

理するとともに、事業ポートフォリオ改革の一つの基準として

運用していく所存です。そして、ステークホルダーの皆さまへ

の適切な情報開示に努め、経営の透明性の向上を図ってま

いります。

MCHCグループでは、KAITEKIの実践強化に向けて、

2018年から事業部長・部長クラスを対象に、ワークショップ

を実施してきました。ワークショップを起点に各職場に

KAITEKIのコンセプトを浸透させ、事業を通じて社会課題の

解決に取り組む組織風土を醸成しています。2020年度から

は、KV30の浸透を目的に、ワークショップを深化させ、対象を

次世代を担う若手層へと広げています。従業員一人一人が

仕事の中で社会課題の解決にどう貢献していくかを考え、自

発的に変革を起こしていくことこそが、企業のレジリエンスを

高めることにつながり、さらにKV30のめざす姿を実現する

大きな力になると期待しています。

APTSIS 20の最終年度である今年度はサステナビリティの取

り組みを一段と加速し、新たな成長に向けた礎を揺るぎないも

のとしていきます。今後、新型コロナウイルスの影響により、人

の価値観や社会構造が大きく変わることが予想されますが、

変化を事業機会と捉え、サステナビリティを核とした事業戦略

の推進により、長期的な企業価値向上をめざしてまいります。

サステナビリティ マネジメントの徹底

社会価値を可視化する新たな手法を開発

循環型社会の実現に向けた取り組み

社会課題の解決を事業機会として成長

新たな成長に向けた礎を構築

加入 イニシアチブ

2018年9月 海洋プラスチック問題対応協議会
（設立発起人として参画）

2019年1月 クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
（技術部会長会社として参画）

2019年1月 Alliance to End Plastic Waste
（設立メンバー／Executive Committeeメンバーとして参画）

2019年3月

2019年12月

エレン・マッカーサー財団「サーキュラーエコノミー100」
（日本の化学メーカーで初参画）

Value Balancing Alliance（日本企業で初参画）

2019年8月 カーボンリサイクルファンド（会長として参画）

参画しているサーキュラーエコノミー関連のイニシアチブ

社会の要請に応え、
最適化された循環型社会と
企業価値の持続的な向上を
めざします

CSOメッセージ

執行役常務
経営戦略部門長
Chief Sustainability Officer

池川 喜洋

Sustainability
4 持続的な成長を支える基盤

各部門（各室）／事業会社

KAITEKI推進会議

MCHC
取締役会

執行役会議 執行役社長
報告

答申諮問重要事項の
審議の付議※1

MCHCグループのKAITEKI推進体制

※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 技術の方向付けなど

2019年度のKAITEKI推進会議で議論された主な議題

2019年7月

2020年2月

●サステナビリティ（MOS）活動の進捗報告
●サーキュラーエコノミー推進の活動報告
（推進体制、ミッションなど）
●KV30 国内GHG削減目標の検討
●TCFD対応について
●KAITEKI健康経営の活動報告　
●イノベーション（MOT）活動の進捗報告

●サステナビリティ（MOS）活動の進捗報告
●サーキュラーエコノミー推進の活動報告
（炭素・水資源・プラスチックの循環に関する
検討報告）

●LCA関連の活動報告（VBAへの参画について）
●海洋プラスチック問題への対応状況の報告
●KAITEKI健康経営の活動報告

サーキュラーエコノミー
推進委員会

財務視点による
企業価値の向上

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

ESG※2

イノベーション※3

健康経営
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MCHCグループは、経営指標としてサステナビリティへの貢献度合いを数値化したサステナ
ビリティ（MOS）指標を導入し、企業活動を推進しています。
本レポートでは、マテリアリティをもとに設定した目標のうち、簡潔性に力点を置いて、環境・
社会や財務価値へのインパクトが大きく、また存立基盤に関わる重要な指標について選定
し、その実績（P.40 参照）および取り組み事例（P.41、44 参照）を紹介しています。MOS指標
の実績評価の詳細はウェブサイトに掲載しています。

サステナビリティ（MOS）の進捗

マテリアリティ
サステナビリティ（MOS）指標
（　）内は指標のもとになるデータ

評価項目
（単位）

2019年度
計画数値

2019年度
実績数値

2020年度
目標数値

関連する
SDGs

2019年度
自己評価主要施策

マテリアリティ・マトリックス

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
重
要
度

MCHCグループの重要度

Sustainability
4 持続的な成長を支える基盤

2019年度レビュー

ウェブサイト（サステナビリティ）のご案内

https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/sustainability/

サステナビリティ指標　P40 非財務ハイライト　P71 非財務情報　P103

地球環境に関連する指標
製品・サービスを通じた環境負荷削減貢
献は、関連製品の販売や需要の減少に
より未達ですが、大型事業の買収による
負荷増加もあった中、省エネ活動や生産
の効率化等により生産活動における環
境負荷削減は着実に進んでいます。今
後、KAITEKI Vision 30（KV30）のサステナ
ビリティ マネジメントの5つの施策（P.17 

参照）により、環境インパクトニュートラ
ルの実現に向けて取り組んでいきます。

社会システムに関連する指標
疾病予防への貢献は、対象製品の販売が
順調に推移し、良好な結果となりました。
一方、Comfort価値の提供は、関連製品に
ついて想定していた規模での拡大が不十
分で目標未達の状況です。KV30において
成長事業群と特定した社会課題解決に貢
献するソリューションのビジネスモデル変
革を通じて、社会システム全体の最適化
に貢献する製品・サービスの規模拡大を
図っていきます（P.16 参照）。

人（企業と組織）に関連する指標
各種研修を通じて、従業員のコンプライアンス意識が年々
高まってきています。また、保安事故件数は、前年度に比べ
改善したものの（3件減少）、依然として事故が発生してお
り、最新技術を活かした事故防止対策を講じるとともに、
事故情報の共有、現場の安全を担う人材育成を通じて、基
盤強化に取り組んでいます。従業員ウェルネスに関しては、
長時間労働が増加傾向にあります。働き方改革の施策に
取り組むとともに、限られた時間で成果を上げる意識の向
上を図り、ワーク・ライフ・バランスの改善に取り組んでいき
ます。

資源・エネルギーの
効率的利用

大気系環境負荷の削減
（GHG排出量、SOx排出量、NOx排出量）

水系環境負荷の削減
（総りん排出量、排水中の全窒素排出量、COD排出量）

土壌系環境負荷の削減（埋立廃棄物量）

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・サービスの提供

水資源問題の解決に貢献する製品・サービスの提供

食料問題の解決に貢献する
製品・サービスの提供

疾病治療への貢献：医薬品の提供
（治療貢献度、有用性拡大）

疾病予防への貢献：ワクチンの提供

より心地よい社会、より快適な生活に
貢献する製品・サービスの提供

社会から信頼される製品・サービスを
提供するための取り組み

ビジネスパートナーとのコミュニケーションの推進
（CSR調達に関して、ガイドライン配布、チェックリスト、展開
状況のモニタリング、面談・訪問・監査等の取り組み状況）

コンプライアンス意識の向上
（意識調査の結果等）

事故・災害の防止

働きがいがあり、活力と協奏のある組織の構築
（従業員満足度、有給休暇取得率、長時間労働比率、
疾病休業日数率、女性管理職比率等）

環境負荷原単位（LIME/億円）

環境負荷原単位（LIME/億円）

環境負荷原単位（LIME/億円）

再生可能エネルギー
創出・提供貢献量（MW）

GHG削減貢献量（億t-CO2e）

再活用水提供量（億t）

関連製品・サービス
売上増加率（%）

医薬品提供貢献指数（ポイント）

ワクチン提供指数（ポイント）

Comfort価値提供指数
増加率（%）

顧客満足度指数（ポイント）
（顧客満足度調査の結果）

クレーム指数改善率（％）
（クレーム件数）

コミュニケーション向上指数
（ポイント）

コンプライアンス意識向上指数
（ポイント）

保安事故件数削減率（％）

従業員ウェルネス指数
（ポイント）

573

6.5

5.7

57.6

0.82

8.4

10.2

13.0

11.4

19.0

47

56

151

7.7

12.7

15.0

6.5

44

27

127

21

 -47
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21

 42

17.4

554

6.0

6.7

48.9

0.62

7.8

549

6.1

5.1

50.0

1.50

17.0

30.0

15.0

14.0

40.0

47

50

100

21

60

16.0

★★

★★

★

★★

★

★★

★

★★

★★★

大幅未達

★★

★

★★★

★★★

大幅未達

★

再生可能原料・材料への転換、希少金属の使用抑制、原燃料の使用削減、
3R/ゼロエミッション推進等を通じて、天然資源枯渇への対応、省エネルギー活動を実践する。

温室効果ガス（GHG）排出削減、LCA（ライフサイクルアナリシス）推進、低炭素資源・
エネルギー利用等による気候変動の緩和に取り組むとともに、緩和・適応に関しての
新しい事業機会の創出、拡大をめざす。

自社事業活動における水資源の効率的な利用や排水浄化に取り組むとともに、
製品・サービスを通じた清浄で安全な水の提供等により水資源問題解決へ貢献する。

食料資源の保全、偏在の解消、農業の生産性の向上に関連する製品・サービスの提供等
により食料・農業問題の解決へ貢献する。

セルフメディケーション、健康管理関連製品・サービスの拡大を通じて、健康情報の活用、
生活習慣の改善等による病気予防を促進し、人々の健康の維持と増進に貢献する。

アンメット・メディカル・ニーズに対応する医薬品開発、再生医療・遠隔医療技術等の医療
の高度化への貢献を通じて、患者さんのQOL（生活の質）を改善し、人々の生命と健康に
貢献する。

お客さまに安心、信頼して製品やサービスを利用していただくために、
製品のライフサイクル全体にわたり、製品の品質と安全性を確保し、環境への負荷を最小
とする取り組みを進める。

事業活動を通じて広く社会へ貢献するとともに、さまざまなコミュニティに対する理解を
深め、コミュニティからの要請・期待に応え続けていく。

採用や配置、昇進、能力開発における機会の均等に取り組み、中長期的な観点に基づき、
人材の育成・開発を進める。
企業理念の理解・浸透を図り、その実践を通じて企業価値向上をめざす。

国・地域ごとの法令に基づいた安全管理を行い、安全な職場環境をつくるとともに、
従業員の心とからだの健康保持・増進に取り組む。

企業活動において、全ての人の尊厳と権利を尊重するとともに、お取引先さま等に対しても、
人の尊厳や権利の侵害および不当な差別を行わないことを求めていく。

企業活動における情報資産保護の重要性と責任を認識し、お客さま、お取引先さま、自社等
の秘密情報が漏えいすることのないよう適切かつ十分な情報管理を行う。

国籍、年齢、信条等にとらわれることなく、多様な人材、多様な価値観を積極的に取り入れ、
企業活動、企業価値向上へ活かしていく。

気候変動への対応

清浄な水資源の確保

食料・農業問題
への対応

製品・サービスの
信頼性向上

コミュニティ貢献

健康維持への貢献

疾病治療への貢献

人材の育成・開発

労働安全衛生の推進

人権尊重の理念の共有

情報セキュリティ対策
の推進

ダイバーシティの推進

地球環境

社会
システム

人
（企業と組織）

APTSIS 20 の策定において
特定したマテリアリティ
（P.30 参照）に基づき、
主要施策や目標を設定
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分類 2019年度の報告 関連する箇所

リスクと機会を
評価する
指標と目標

Scope 1～3の
GHG排出量

役員報酬

分類 2019年度の報告 関連する箇所

認識する
社会課題による
事業機会とリスク

想定する
社会課題による
事業規模と
リスクのインパクト

リスク管理

飛沫感染防止用アクリルパネル

ゲームを通じて子どもたちが地球温暖化に
関する問題を体感

MCHCは、2019年から仕事体験型テーマパーク「Kandu

（カンドゥー）」に、「ちきゅうKAITEKIスタジアム」を出展してい
ます。スタジアムでは、子どもたちが地球温暖化の問題に触
れ、体を動かしながら、大気中の二酸化炭素を減らしたり、活
用したりするゲームに挑戦します。当社は、次代を担う人材
育成の一環として、科学・技術への関心を育むとともに、本ス

タジアムを環境・社会課題への取り組みを伝える場と位置付
け、持続可能な未来に向け
た日々の取り組みの重要性
を訴求していきます。

大陽日酸は、環境省および神奈川県の補助金※を受け、川崎
水江事業所に再生可能エネルギーを利用した「オンサイト型
CO2フリー水素充填システム」を設置しました。本システムは、
太陽光発電で得られた電力を利用し、水電解式水素発生装置
で二酸化炭素を発生させることなく水素をつくり出し、その水
素を燃料電池フォークリフトで活用するという事業所内での一
貫したシステムです。中規模オンサイト型充填基地のモデルと
して本システムを活用し、水素社会の実現に貢献していきます。

MCHCグループは、新型コロナウイルス感染拡大防止に
貢献する製品の安定供給や支援活動に取り組んでいます。
田辺三菱製薬は、厚生労働省からの要請により、新型コロナ
ウイルス感染症の治療に使用される医薬品のスクリーニン
グに用いる原薬を、国立感染症研究所に提供しています。ま
た、Medicago Inc.（カナダ）は、新型コロナウイルス感染症に
対応した植物由来ウイルス様粒子（VLP）の作製に成功し、
7月から臨床試験を開始しました。一方、三菱ケミカルは、飛
沫感染防止用アクリル
パネルを、ジェイフィル
ムは、プラスチックガウ
ンおよびフェイスシー
ルドを開発し、医療機
関などに供給していま
す。

サステナビリティへの貢献度合いを評価する経営指標（MOS指標）の中に、GHGなどの大気系環境負荷の削減
（環境負荷原単位）と、GHG排出削減に貢献する製品・サービスの提供によるGHG削減貢献量を設定し、中期
経営計画の目標年度（2020年度）における達成数値を掲げ、毎年進捗を評価しています。
また、今般策定したKV30において、2030年度を目標年度とする新たな中長期目標を策定しました。国内の
GHG排出量を2013年度比26%削減することをめざし、具体的なアクションプランの策定を進めています。

執行役および執行役員の報酬を構成する業績報酬に係る評価は、年度ごとの目標値の達成状況に基づき決
定されます。経済性や資本効率に加え、サステナビリティの向上に係る指標などを用いて評価を決定していま
す。その指標には、省エネルギー活動の推進を通じた気候変動に関わる指標を盛り込んでいます。
詳細は、有価証券報告書を参照ください。

2019年度の実績は、非財務ハイライトのGHG排出量を参照ください。なお、GHG排出量は第三者保証を受け
ており、信頼性の高い情報の開示に努めています。

現中期経営計画 APTSIS 20 においては、マテリアリティ・アセスメントを通じて「気候変動への対応」を
重要課題に特定の上、認識している機会とリスクおよび取り組みを報告してきました。
それに加え、2030年に向けた中長期経営基本戦略「KAITEKI Vision 30（KV30）」の策定に際して、
MCHCグループが2030年にかけて直面する社会課題に関連する事業機会とリスクを特定しました。
事業機会は、以下の気候変動関連を含め、社会課題の解決に貢献するソリューションをMCHCグループの
成長事業群として特定し、次期中期経営計画の実行を通じて規模拡大、収益力の強化を図っていきます。
　 エネルギー利用効率を高める：モビリティ軽量化、電化ソリューション、低環境負荷化学プロセス
　 再生可能エネルギーを拡大する：分散エネルギーマネジメント
　 GHGを回収・活用する：CO2回収・利活用
　 自然資源を使う：バイオプラスチック
　 資源を循環させる：ケミカル・マテリアルリサイクル
リスクについては、社会課題の解決に取り組まなかった場合のリスクを定量評価しています。気候変動関連で特に
インパクトが大きいリスクとして、炭素税負担の増加や、製品の需要減少による収益力の低下を認識しています。
また、大規模自然災害に備え、被害の最小化と事業継続性の確保を推進するとともに、防災・減災に貢献する
ソリューションの提供を通じて安全・安心な社会の実現をめざしています。

「防災・減災貢献製品」を紹介したPDF冊子をウェブサイトに掲載しています。
https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/pdf/katarogu.pdf

●リスク管理体制のもと（P.63 参照）、重点的に取り組むべき重大リスクの発生の回避、リスク発生時の損害の
最小化に努めています。

●気候変動リスクは、今後中長期的にさらに広がることが予想されるリスクとして認識しており、
KV30や、次期中期経営計画に織り込むことに加え、管理方法の検討を図っていく予定です。

●2030年には、「GHG低減」事業領域をはじめとした成長事業の売上収益構成比を70%超、
約4兆円以上に拡大していきます。

●気候変動を含め、社会課題や構造変化に起因するリスクは、2030年において最大1兆円規模とみています。

三菱ケミカル、三菱ケミカル物流および大陽日酸は、国土
交通省・経済産業省・農林水産省が提唱する「ホワイト物流」
推進運動の趣旨に賛同し、それぞれの自主行動宣言を「ホワ
イト物流」推進運動事務局に提出しています。
危険物である化学製品や高圧ガスの取り扱いには専門的

な技能や知識が求められ、運転者の人材不足が深刻な問題
となっています。安全・安定・安心なサプライチェーンの持続性
を高めるため、「ホワイト物流」推進運動を通じて、物流事業者
とさらに連携し、持続可能な物流環境を確保していきます。

APTSIS 20 ：MCHCグループの
マテリアリティ（P29）

KV30：
・MCHCグループの
成長事業群（P15）
・社会課題の解決に
取り組まなかった場合の
リスク（P14）

コーポレートガバナンス：
リスク管理（P63-65）
・重大リスクへの取り組み

KV30：
・2030年の売上収益の
目線（P16）
・社会課題の解決に
取り組まなかった場合の
リスク(P14)

コーポレートガバナンス：
リスク管理(P63-65)
・リスク管理体制
・重大リスクへの取り組み
・今後広がるリスクへの対応

サステナビリティ（MOS）
指標について（P40）

KV30：サステナビリティ
マネジメントの徹底（P17）

非財務ハイライト（P71）
環境性データ／独立した
第三者保証報告書（P103-104）

コーポレートガバナンス：
役員報酬（P57）

　MCHCでは、 APTSIS 20 のマテリアリティ・アセスメント（P.29 参照）の中で、気候変動への対応を重要度が極めて高い経営課題と位
置付け、取り組みを進めています。そして、マテリアリティ・アセスメントによる経営課題には、対応策の進捗を測る経営指標（「指標と目
標」参照）を対応付けています。当社は、事業会社ごとに設定した目標値に対する進捗を、MCHC執行役社長が諮問するKAITEKI推進
会議を中心としたKAITEKI推進体制（P.38 参照）のもと、モニタリングしています。

※ 平成30年度 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金（再エネ水素を利用した社会イン
フラの低炭素化促進事業「地域再エネ水素ステーション導入事業」）、神奈川県水素供給
設備導入事業費補助金（燃料電池フォークリフト用水素供給設備補助）

※ TCFDは、気候変動に関連するリスクと事業機会が企業財務にもたらす影響について、企業による投資家への自主的な開示を促すことを目的として、2017年6月に情報開示のあり方に
関する最終提言を公表

環境省「地域再エネ水素ステーション導入事業」エリア大陽日酸 川崎水江事業所構内

オンサイト型CO２フリー水素供給システム

燃料電池
フォークリフト用

水素
ステーション

水電解式
水素発生装置
（低圧供給
システム）

電力会社供給電力

太陽光発電

再生可能エネルギー

再エネ水素
ステーション
キュービクル
（系統連携電源）

ゼロエミッション水素社会の実現に向けて
CO2フリー水素充填システムを構築

ガバナンス 

戦略・リスク管理

指標と目標

オンサイト型CO2フリー水素充填システム

MCHCのマテリアリティ
● 資源・エネルギーの効率的利用　
● 気候変動への対応

MCHCのマテリアリティ
● コミュニティ貢献
● 疾病治療への貢献

MCHCのマテリアリティ
● 労働安全衛生の推進

MCHCのマテリアリティ
● 気候変動への対応

新型コロナウイルス
感染拡大防止への貢献

ゲームを通じて、地球温暖化対策に向けた
取り組みを学ぶ機会を提供

ホワイト物流推進運動の
自主行動宣言を提出

MCHCは、2018年10月にTCFDの最終提言への支持を表明しました。
温室効果ガス（GHG）排出削減や省エネルギー活動の推進、GHG排出削減に貢献する製品群の拡充など、
気候変動関連の施策を充実化するとともに、情報開示を段階的に拡充し、企業価値向上に努めています。

TCFD※（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に基づく報告

Sustainability
4 持続的な成長を支える基盤

マテリアリティの実践事例

TCFD提言に基づく報告は、ウェブサイトにも併せて掲載しています。

URL: https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ir/library/

● CO2回収と人工光合成による炭素循環システムの実現に向けて
● オール生分解性多層バリア包材の開発
● 各社の技術力を活かしGaN基板の開発を促進
● フードロス低減や省資源に貢献する高性能バリア製品の提供
● 「人に優しい職場づくり」をめざして―心身に負担の大きい作業の削減―
● 新型コロナウイルス感染症の予防をめざしたVLPワクチンの開発へ

P16
P46

P46
P82

P86
P90

事業を通じた環境・社会課題解決への取り組み事例もぜひご覧ください。
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2019年度は、いきいき活力指数が+6pt（達成率40%）、
働き方指数が+5pt（達成率50%）、健康指数が+1pt

（達成率10%）となりました。働き方指数では、2019年4
月から、労働基準法の改正により有給休暇の取得が義
務化されたこともあり、職場や従業員一人一人の働き
方への取り組み意識や行動が変わりつつあります。ま
た、健康指数では、ウェアラブルデバイスなどの活用に
より意識や行動に変化はあるものの、従業員自らが自
身の状態に気づき、意識や行動が変わり、それを継続す
ることが重要であり、健診結果の数値に表れるまでには
ある程度の時間を要するものと想定しています。今後
も、KAITEKI健康経営の両輪である健康支援・働き方改
革の施策、「i2 Healthcare」を活用したPDCAの推進によ
り、創造性・生産性の向上につなげていきます。

2019年度レビュー

従業員が充実した会社生
活を送るためには、心とから
だの健康維持・増進が大切
です。大陽日酸では、家族と
離れて暮らす単身赴任者を
対象に、疾病を早期に発見
し、重篤化を未然に防ぐことを目的に、従来は任意としてい
た人間ドッグおよび脳ドックの受診を2019年4月から義務
化しました。今後も、さまざまな施策を通じ、従業員の疾病予
防・健康づくりを支援していきます。

田辺三菱製薬は、医療ビッグデータの利活用およびデジ
タルビジネス開発の加速に向け、2021年度までに社内のデ
ジタル人材を倍増することを目標に、キャリア採用と育成を
本格化しています。その一環として、2019年11月から滋賀
大学と製薬・ライフサイエンス企業の実務者向けデータサイ
エンス教育プログラムの共同開発を開始し、社内で受講者
約20名を選抜して試行しました。2020年度から、１年間の
教育プログラムとして継続実施するとともに、グループ外の
企業にも提供し、業界全体のデジタルトランスフォーメー
ションを推進していきます。

MCHCグループは、“人”は社会の持続的成長を担う原動

力であるとともに、企業にとって最も重要な経営資源の一つ

であると位置付けています。そして、多様な人材が社会的使

命感を持っていきいきと働き、価値創造に貢献する充足感を

得られるよう、「人と組織」に関する取り組みの中核に

「KAITEKI健康経営」を据え、グループ全体で推進しています。

その実践にあたっては、健康支援と働き方改革を両輪とし

て、３つのKPI（P.44 参照）を掲げ、人材育成、多様性の充実、

従業員はもとよりその家族の健康支援など、さまざまな施策

を展開しています。健康支援では、独自に開発した健康サ

ポートシステム「i2 Healthcare」を活用し、健診データや働き

方データに加えて、希望者に配布しているウェアラブルデバ

イスから得られる睡眠の質、活動量、心拍数などのデータを

従業員自ら把握できるようにすることで、健康意識の向上や

自己管理をサポートしています。働き方改革では、ICTを活用

したコミュニケーション基盤システムを導入し、テレワークを

はじめとする柔軟な働き方を促進するなど、やりがいと成果

を実感できる環境を整備しています。

私たちの生活や仕事のスタイルは、新型コロナウイルスの

影響によって、想定していた速度を上回って変化しました。し

かし、企業が向かうべき方向や執るべき施策は、私たちが

「KAITEKI Vision 30」の中で議論してきた「人と組織のあり方

（P.18 参照）」を実現していくことにほかなりません。すなわ

ち、個の尊重、柔軟性、市場価値や成果に沿った報酬・処遇・

制度など、多様性、流動性、専門性を包含した許容力の大き

な人事制度への転換、そして、それを実践するグローバルマ

ネジメントシステムの深化です。そのゴールは、創造性と生産

性の高いレベルでの向上であり、私はHR（ヒューマンリソー

ス）を担当する立場として、先頭に立って、この「人と組織」の

改革を推進してまいります。

マテリアリティの実践事例

疾病予防・健康づくりを支援
単身赴任者の人間ドックを義務化

KAITEKI健康経営のアプローチ

KAITEKI健康経営の3つのKPI

デジタル人材の育成を本格化
データサイエンス教育プログラムの開発

MCHCグループは、従業員一人一人の能力を十分に活かし、活躍を最大化する取り組みとして、
KAITEKI健康経営※を推進しています。
※ 健康経営は、特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です。「KAITEKI健康経営」は、健康経営研究会の了承を得て使用しています。

KAITEKI健康経営と人材育成

多様性、流動性、専門性を
キーワードに「人と組織」の
改革を推進します
執行役常務
グループ・コンプライアンス推進統括執行役
Chief Health Officer

藤原 謙

HR担当役員メッセージ

「KAITEKI健康経営」を中核に「人と組織」の
改革を推進

創造性と生産性の高いレベルでの向上をめざす

MCHCグループは、従業員とその家族、お取引先の皆さまの健康・
安全を第一に考え、政府の「緊急事態宣言」を受けてオフィスビルへ
の出社は原則禁止し、全員テレワークまたは自宅待機としました。製
造拠点では、必要最小限の人員にとどめる、時差通勤を推奨するな
ど従業員の安全に最大限に配慮し、生産活動の維持に努めました。
引き続き、テレワーク・時差通勤の活用、オンラインでの会議・研修
の実施に加え、新しい生活様式を含めた働き方のガイドラインのも
と、感染防止および感染拡大防止対策に取り組んでいきます。

新型コロナウイルスへの対応 P65 参照

ウェアラブルデバイスから取得した日々の活動状況や、健診
データ、働き方データなどを統合し、各従業員が端末上の「マイ
ページ」で自分
の状況を可視化
し、活力の最大
化を支援する自
社開発システム
です。

「i2 Healthcare」とは・・・

マイページ

ICTを活用した健康サポートシステム

Sustainability
4 持続的な成長を支える基盤

MCHCの
マテリアリティ
● 労働安全衛生の
推進

MCHCの
マテリアリティ
● 人材の育成・
開発

創造性・生産性

効果

結果

活動

計画

 いきいき活力指数KPI

 健康指数KPI  働き方指数KPI

経営のリーダーシップ

健康支援 働き方改革

従業員のやりがい、熱意、
信頼、成長を指数化

いきいき活力指数

働き方に関する意識、行動、
取り組みレベルを指数化

働き方指数

健診項目、生活習慣の質、
満足度レベルを指数化

健康指数

69pt
（基準年度比＋6pt）

72pt
（基準年度比＋5pt）

46pt
（基準年度比＋1pt）

健康サーベイ※において、
ポジティブな選択を

15ポイント以上増やす。

15pt

健康サーベイにおいて、
ポジティブな選択を

10ポイント以上増やす。

10pt

健康基準を示す10項目において、
当てはまる項目を、全員が10ポイント

（1項目）以上増やす。

10pt

※ 健康サーベイは、KAITEKI健康経営に対する各従業員の意識や取り組み状況を把握するための調査です。

内容 2019年度実績 2020年度目標
（基準年度比）
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三菱ケミカルは、植物由来の生分解性プラスチック
「BioPBS」を活用し、生分解性とガスバリア性を併せ持つ包
材の研究を進めています。全ての層が「生分解可能な材料」
で構成され、コンポスト化への対応が可能となり、結果とし
て廃棄物量削減に貢献します。内容物の劣化を防ぎつつ、
香りなどの品質確保ができることから、コーヒーマシン用の
カプセルへの用途展開を進めています。

MCHCグループは、次世代パワーデバイス材料として期待
されるGaN基板の開発を進めています。GaN基板を使用す
ることでエネルギー変換効率が向上し、CO2削減に貢献でき
ます。
三菱ケミカルでは独自の液相成長法により、パワー半導体
向け超低欠陥密度の大口径GaN単結晶の生成に成功し、実
用化の目途を得ました（図1）。一方、大陽日酸では気相成長
法による低コスト結晶製造装置を東京農工大学と共同開発

しており、従来法よりも3倍の結晶成長速度で、結晶欠陥が
5分の１の高品質な結晶を連続成長させる装置を開発しまし
た（図2）。それぞれが保有する基板成長法の特徴を活かし、
製品開発を加速することをめざしていきます。

私たちはこれまで経験したことのない劇的な変化の渦中に

います。2020年の新型コロナウイルスのパンデミック発生以

前からも、データサイエンスや生物学などの分野におけるイ

ノベーションのうねりは、すでに社会やビジネスのあらゆる面

に変革をもたらしていました。MCHCグループは、社会の要請

に幅広く対応しており、当社の事業はこれらの流れと深く結

びついています。その中で生じる機会を逃さないためには、創

造力、機敏性、そして自分自身を変える勇気が必要です。

MCHCグループは、当社のフォーカス市場における次世代

事業を早期実現するため、多面的なアプローチでイノベー

ションに取り組んでいます。例えば、優れた材料特性と生分解

性を同時に達成するという難題を解決するために、「BioPBS」

という製品を開発しています。また、戦略上重要な窒化ガリウ

ム（GaN）製品市場において、MCHCグループ全体で相互に補

完しながら、強固な地位を確立していきます。こうした例が示

すように、持続可能な開発とMCHCグループ各社間の横断

的な協業は、「KAITEKI Vision 30（KV30）」（P.11 参照）の具現

化に向けた施策においても、必須の取り組みです。

私が率いるMCHCの先端技術・事業開発室（ETBDO)では、

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、新規市場開拓といった活動（P.47-49 参照）において、事

業会社の枠を超えたプラットフォーム機能を確立しました。シ

リコンバレーを活動拠点とするDiamond Edge Ventures, Inc.

（2018年設立）は、ETBDOベンチャーグループと連携のもと、

MCHCグループ内の事業部と円滑に協力し合い、革新的な複

数のスタートアップ企業と戦略的な協業体制を構築していま

す。一方、ETBDOデジタルトランスフォーメーショングループ

は、事業部、製造チームおよびR&Dチームと連携することで、

短期間での業務効率化の実現をめざすとともに、次世代ビジ

ネスモデルの創出に取り組んでいます。どちらの場合も、増益

は期待できますが、それはめざしている成果の一部にすぎま

せん。パートナーであるスタートアップ企業と同じビジョンを描

き、またデジタルトランスフォーメーションというレンズを通し

て自分たちの事業を見直すことで、より広い観点からイノベー

ションをめざし社会課題解決への貢献を拡大していきます。

イノベーションは、KAITEKI経営において重要な役割を果た

しています。それはMOT指標に具体化され、イノベーションの

進捗もそこで管理されます。この破壊的変化の時代におい

て、類まれな成長機会を活かすためにも、グローバルな視点

を持ち、継続的にイノベーションを強化し、MCHCグループ内

のシナジーを最大限に活用していきます。

現在の破壊的変化の
中でこそ、
イノベーションが
事業の成長と
社会価値創出を牽引します

CIOメッセージ

執行役常務
Chief Innovation Officer
Chief Technology Officer

ラリー・マイクスナー

図2 : 結晶製造装置

生分解性プラスチック製コーヒーカプセル

図1 : 4インチGaN単結晶

フォーカス市場における次世代事業の早期実現
MCHCグループでは４事業会社のグループコア技術を活かし、イノベーションを加速していきます。

次世代事業テーマに関連して、以下の取り組みを行っています。

オール生分解性多層バリア包材の開発

各社の技術力を活かしGaN基板の開発を促進

マテリアリティの実践事例

MCHCのマテリアリティ
● 食料・農業問題への対応
● 気候変動への対応

MCHCのマテリアリティ
● 資源・エネルギーの効率的利用
● 気候変動への対応

Innovation
4 持続的な成長を支える基盤

自動車・航空機
（モビリティ）

IT・
エレクトロニクス・
ディスプレイ

フ
ォ
ー
カ
ス
市
場

次
世
代
テ
ー
マ
例

メディカル・
フード・バイオ

ヘルスケア
環境・エネルギー パッケージング・

ラベル・フィルム

次世代エネルギーパワー半導体関連材料 新しいタイプの
医薬／診断医薬

サーキュラー
エコノミー関連／
リサイクル

3Dプリンター用
複合材料

熱マネジメント材料次世代
ディスプレイ材料 生分解性ポリマー 疫病予防強化

（VLPワクチン）

マルチマテリアル
関連材料

次世代電池
関連材料

再生医療
周辺材料

グループコア技術

1

2

1

2

多層バリア包材の断面図

「BioPBS」等

「BioPBS」等

新規生分解・接着性樹脂

特殊PVOH「Gポリマー」
ガスバリア性を有した生分解性樹脂
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MCHCグループは、市場との接点をはじめ、大規模な製造

能力や調達・生産ノウハウ、投資資金など、スタートアップ

に提供できるリソースを数多く保有しています。各社事業部

と緊密に連携することで、スタートアップとMCHCグループ

の事業間で確実にシナジー効果が創出できるよう努めてい

ます。協業支援により、スタートアップ企業とグループ内の事

業部との連携はこれまでに70件以上となり、多くの概念実

証に成功しました。

成熟した産業においても、スタートアップ企業との協業に

よって劇的な変革をもたらすことは可能です。DEVは、イノ

ベーションの源泉をグローバルに活用し、MCHCグループ

の未来の成長に貢献するために、アメリカのシリコンバレー

に設立されました。現在の事業に関連あるスタートアップ企

業への投資を行うとともに、次の成長の柱となる新分野・

新事業の開拓にも取り組んでいます。

MCHCが考えるDXには、3つのテーマがあります。

1つめはオペレーションの最適化です。例えばMMA事業にお

いては、グローバルなサプライチェーンの情報伝達をデジタル

化して事業運営を最適化することで、世界中の顧客に市況変

化の中でもより安定的に製品を提供できるようになります（下

図 参照）。また、その他の事業においても、工場のデータ活用に

よるダウンタイムの削減や製品の品質管理の精度向上、さら

にAI技術を活用した商品開発の効率化などにも取り組んでい

ます。

2つめのテーマが、新たなビジネスモデルの創造です。デジ

タルを活用した顧客との新しいタッチポイントや製品開発に

関するエンゲージメント方法を変革することで、従来型のB2B

ビジネスモデルを超えて、新たなソリューションに結びつけて

いくほか、強固なレジリエンスを持ったサプライチェーンを再

構築していきます。

3つめが、量子コンピューティングなど、ビジネスと研究開発

を変革する強力な可能性を秘めた新たなテクノロジーを開発

し、業務に適応させていくことです。これらの活動により、MCHC

グループの業界におけるデジタルリーダーとしての未来を描き

出し、競合他社よりも迅速に市場の変化に対応していきます。

MCHCは、化学品からヘルスケアまで、グループ会社が共

通活用できる独自の「MCHCメソッド」を開発しました。これを

活用することで、グループ全体のデジタルネイティブ文化を

醸成、緊密なコラボレーションを推進していきます。

また、DXデジタルユニバーシティ※1や機械学習プロジェク

トキャンパス※2を通じ、最新のデジタルアプローチへの認識

を広げています。

新型コロナウイルス感染症のようなブラックスワン現象

は、DXの重要性を再認識させ、業界を不可逆的に変えていき

ます。より変化に強い業務モデルの構築や、リアルとデジタル

の長所を活かしたコミュニケーションの検討などを通じて、不

透明な状況の中、MCHCグループは、未知の挑戦に立ち向か

う決意を固めています。

2020年度からは、戦略分野である半導体材料やヘルスケア

の分野において、米国、欧州、日本において投資を広げていき

たいと考えています。MCHCグループは長期的視点でコーポ

レートベンチャー活動を構築しており、スタートアップパートナー

の成功に向け、持続的かつ強力な支援を推進していきます。新

型コロナウイルスの大流行は世界に大きな混乱を引き起こし、

MCHCを取り巻く事業環境も大きく変化していますが、変革を

主導するスタートアップ企業への継続的な投資活動とパート

ナーシップを通して、社会課題解決への貢献を深めていきます。

DXは、人々の生活をより良い方向に変化させるため
のものです。従って、その成功の鍵は、個人や組織が
これらの変化をどれだけ自分ごととして捉え、仕組み
づくりに活かしていけるかにあります。私はこれまで、
グローバル IT企業や一般社団法人人工知能学会会
長の経験を通じて、デジタル技術と人や組織をつなぐ
活動を行ってきました。そうした知見を活かしてグ
ループ全体にDXをいきわたらせ、生活を、社会をより
良く変えていきたいと考えています。

※1 DX人材育成のための教育プログラム
※2 機械学習のプロジェクトを推進する上で検討が必要な12の項目をまとめ
公開したもの

※ IIoT：Industrial Internet of Things

MCHCグループは、研究開発から生産、サプライチェーンマネジメントまで
あらゆる活動においてデジタルトランスフォーメーション（DX）を通じた変革に
挑戦、新しい価値創造基盤の構築をめざしています。

デジタルトランスフォーメーションで
新しい企業価値と風土を創造

シリコンバレーと日本に拠点を置くベンチャーグループでは、
有望なスタートアップ企業との戦略的パートナーシップを通して
MCHCグループ全体の事業成長の機会創出を支援しています。

コーポレートベンチャー活動で
新たな事業機会を創出

今後は半導体、ヘルスケア分野での投資を計画

DEVが投資するスタートアップ企業（2020年3月31日時点）

イノベーションの高度化に向けた取り組み

人々の生活をより良い
方向に変化させていく

Chief Digital Officer
浦本 直彦デジタル技術で結ばれたグローバルMMA供給ネットワーク

3つのテーマでDXを推進 MCHCグループとスタートアップ企業とのパート
ナーシップにより、双方の事業成長を実現

Diamond Edge Ventures, Inc.（DEV）の
ベンチャー投資

Innovation
4 持続的な成長を支える基盤

独自のMCHCメソッドを開発し、デジタル化を
自己進化させる仕組みへ

社名 強みと協業 パートナーから頂いたコメント

「DEVは深い知見を持った投資家であり、MCHC
グループの事業部や経営層、そして志を同じくす
る他の投資家たちに当社を推薦し結び付けてく
れました。」クリス・ピケットCEO

強み：次世代AR/VRディスプレイを実現させる技
術・デバイスの開発
協業：AR/VR導光板用プラスチック基板の開発

「日米両国における複数事業部との連携の速さ
と幅広さに感銘を受けました。」
アレックス・リードCEO

強み：ポリマー重合反応のリアルタイムモニタリン
グ技術によるIIoT※の実現
協業：研究所や工場におけるポリマープロセスの
最適化と新製品開発

「DEVは三菱ケミカルとの事業展開に欠かせない
存在となっています。」
ラッセ・スタールCEO

強み：3Dプリンティングと射出成形を融合させた
積層造形技術の開発
協業：部品製造におけるパートナーシップおよび
材料の共同開発

「製品の市場化に向けて、MCHCグループ事業
部とのWin-Win関係の探索・支援をDEVが主導
してくれたことに感謝しています。」
マリー・エレーヌ・グラマティコフCEO

強み：サーキュラーエコノミーに貢献する生分解性
バイオポリマーの開発
協業：「グリーン」素材と顧客向けアプリケーション
の開発、製品ポートフォリオにおける生分解性の向上

ACH 法 C4 法 新エチレン法

Cassel(UK)
217kt

Al Jubail(Saudi)
250kt

Singapore
130kt

Huizhou(China)
90kt

Kaohshiung(Taiwan)
105kt

Beaumont(TX)
135kt

Memphis(TN)
165kt

Map Ta Phut(Thailand)
180kt

Korea
180kt

Otake(Japan)
217kt

Shanghai(China)
175kt

DigiLens, Inc.　
（アメリカ）

Fluence Analytics, Inc.　
（アメリカ）

AddiFab ApS　
（デンマーク）

Lactips S.A.　
（フランス）
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三菱ケミカルは、量子コンピューティングに関するオープン

イノベーションの取り組みとして、2018年度に慶應義塾大学

に開設された IBM Q Network Hubに初期段階から参画して

います。ここでは IBM Corp.のゲート式と呼ばれる汎用量子

コンピュータにアクセスし、化学、AI、金融に関するアルゴリズ

ム（計算手順）を開発しています。常駐研究員を派遣し、IBM

ならびに慶應義塾大学とともに世界初の量子コンピュータの

化学産業の応用をめざした共同研究を推進することにより、

2019年にリチウム空気電池の化学反応シミュレーション、

2020年に有機EL発光材料の性能予測に成功しました。さら

に金融分野の参加企業と共同で IBMが開発した量子コン

ピュータを用いたAIのアルゴリズムを改良し、計算精度の問

題解決にも貢献しています。これらの成果はarXiv※で２報の

論文として発表し、学術ジャーナルにも投稿、1報は

Quantum Intelligence誌への掲載が決定しています。

新規事業開発の最初の一歩は、狙う領域の市場と顧客を深く理解することです。この考
えをもとに、エコシステム全体を俯瞰して事業の仮説を立てるようにしています。例えば
「持続可能な食料・水供給」では、一次産業から食品産業まで幅広いサーキュラー化に

MCHCグループがどう貢献できるかを検討しています。
ビジネスモデルの設計で重視するのは３点で、①MCHCグループ内で横断的に能力を
結集、②社外との積極的なコラボレーションを推進、③デジタル技術とリアルな素材・化
学技術の統合などです。巨大な戦略計画資料をつくっていては、欧米や中国のスピードに
はかないません。「トライ&エラー」で仮説を検証し、お客さまやパートナーの声を聞いて進
化を続けることが、新規事業具現化の鍵と考え、日々チャレンジを続けています。

2019年度からは、量子コンピューティングのアルゴリズム

開発を専業とするベンチャー企業（株）QunaSysとの共同研究

を開始しました。このプロジェクトでも色素材料の光吸収特性

の計算手法開発に成功し、arXiv上で論文を発表しています。

ゲート式量子コンピュータは、かつては計算途中で発生す

るノイズの影響により満足な計算精度が得られないという致

命的な欠点がありました。しかし、これを訂正して計算を行う

アルゴリズムが開発され、古典コンピュータを上回る計算性

能が得られる可能性が知られて以降、早期実用化への期待

が高まり、現在は世界的な開発競争が繰り広げられていま

す。前述の産学官連携による成果も、三菱ケミカルの研究

チームが IBM、慶應義塾大学と一緒にノイズの誤りを取り除

く独自のアルゴリズムを考案したことによって実現しました。

これにより、幅広い分野での応用が期待されています。

MCHCグループでは、技術全体の開発進捗を計る指標と

して、MOT指標を導入しています。

本指標は、イノベーション活動を推進する上で重要となる、

研究開発の効率性（R&D指標群）、技術の優位性（知的財産

指標群）、および先端技術やデジタルトランスフォーメーショ

ン（DX)への取り組みによる技術の進化（先端技術指標群）

の3つの指標群から構成されており、各指標群の進捗を定量

的にモニタリング・活用することで、グループ全体の技術力

強化に取り組んでいます。

中でも特に、フォーカス市場における次世代事業化を加速

することで、社会課題の解決に貢献していきます（P.32 参照）。

2019年度のＲ＆Ｄ指標群と知的財産指標群は、2020年度の計画値に向けて順調に進捗しています（下図参照）。

APTSIS 20 の最終年度である2020年度では、達成率

100％をめざしてイノベーションのマネジメントを行っていき

ます。特にDXについては、MCHCグループ全体のデジタル

ネイティブ文化を醸成するとともに、緊密なコラボレーション

を推進していきます。

引き続き、MCHCグループ全体の競争力強化・イノベー

ションの高度化に向け、MOT指標の有効な活用法を検討し

ていきます。

※ arXiv：コーネル大学図書館が運営するオープンな論文投稿サイト。学術雑
誌に掲載される前の先行発表場所として広く認知されている。

CMOメッセージ

トライ＆エラーで、確実かつ迅速に新事業を立ち上げていきます

Chief Marketing Officer

市川 奈緒子

量子コンピューティング分野で産学連携を推進

MCHCグループは、部品や材料の開発にとどまらず、製造プロセスや流通
チャネルの革新、新たな用途提案までを「イノベーション」と呼び自社技術を
強化するとともに、産官学にわたるオープンイノベーションに注力しています。
以下、三菱ケミカルの事例を紹介します。

オープンイノベーションで
R&D活動を強化

「ノイズ除去」の新しいアルゴリズムを開発

イノベーション（MOT）指標の進捗

MCHCグループの注力領域

Innovation
4 持続的な成長を支える基盤

先端技術指標群知的財産指標群R&D指標群

2020年度計画値に対する各MOT指標群の2019年度実績
2018年度 2019年度

達成率（％）
100

80

60

40

20

0

2020年度 計画値

※ 計算方法を変更

※

フォーカス市場

自動車・航空機（モビリティ）

IT・エレクトロニクス・ディスプレイ

メディカル・フード・バイオ

ヘルスケア

環境・エネルギー

パッケージング・ラベル・フィルム

● 社会課題の解決　　● 持続可能な開発

次世代事業の実現 技術開発状況を
可視化

MOT指標
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MOT指標 評価ポイント 2019年度概要

R&D指標群
● 研究開発の進捗度（マイルストーン達成度率等）
● 技術成果の貢献度（新商品売上比率等）

● 事業戦略上の知財の位置付けの明確さ
● 競争力獲得に向けた取り組み状況
● 必要な知財獲得の状況（国内外特許出願件進捗等）

知的財産指標群

先端技術指標群
● 新規技術創出やDXなど最新技術の積極的
導入などの進捗

2019年度レビュー

DXは全社的な取り組みが行われており、成熟度は2018
年度よりも向上。成果も出つつあり、今後の展開に期待。

共同研究開発における特許出願で、大陽日酸は2018年
度から大きな進歩を遂げた。
全体的に2018年度より向上しているが、一層の戦略的
な取り組みが必要。

新商品売上比率が2018年度より向上した。特に、三菱
ケミカルと田辺三菱製薬の新商品化率が高い結果と
なった。



2020年6月24日現在
取締役一覧

取締役会長

小林 喜光
1974年 12月 三菱化成工業（株）入社
2003年 6月 三菱化学（株）執行役員
2005年 4月 同社常務執行役員
2006年 6月 当社取締役
2007年 2月 三菱化学（株）取締役兼常務執行役員
 4月 当社取締役社長
  三菱化学（株）取締役社長
2012年 4月 三菱化学（株）取締役会長
  （2017年3月まで）
2015年 4月 当社取締役会長（現）

1982年 5月 （株）リコー入社
2005年 6月 同社常務執行役員（2008年3月まで）
2008年 4月 リコーソフトウェア（株）
  （現リコー ITソリューションズ（株））
  取締役会長
2009年 4月 （株）リコー理事（2013年3月まで）
 7月 リコー ITソリューションズ（株）
  取締役会長執行役員（2013年3月まで）
2012年 4月 芝浦工業大学大学院
  工学マネジメント研究科教授
2013年 4月 芝浦工業大学学長補佐（2018年3月まで）
 10月 芝浦工業大学
  男女共同参画推進室長（2018年3月まで）
2015年 6月 当社社外取締役（現）
2018年 4月 芝浦工業大学大学院
  工学マネジメント研究科客員教授
  （2019年3月まで）
2019年 4月 芝浦工業大学客員教授（現）

指名委員

取締役
代表執行役社長

越智 仁
1977年 4月 三菱化成工業（株）入社
2007年 6月 当社執行役員
  三菱化学（株）執行役員（2010年3月まで）
2009年 4月 三菱樹脂（株）取締役（2011年3月まで）
 6月 当社取締役兼執行役員
2010年 6月 当社取締役兼常務執行役員
  三菱レイヨン（株）取締役（2011年6月まで）
2011年 4月 当社取締役（2011年6月まで）
  三菱化学（株）取締役兼常務執行役員
  （2012年3月まで）
2012年 4月 三菱レイヨン（株）取締役社長
  （2018年3月まで）
 6月 当社取締役
2015年 4月 当社取締役社長
 6月 当社取締役兼代表執行役社長（現）

取締役

グレン・フレデリクソン
1990年 1月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
  化学工学・材料部准教授
1991年 7月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
  化学工学・材料部教授（現）
1998年 5月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
  化学工学部長（2001年7月まで）
2001年 3月 三菱化学（現三菱ケミカル）
  先端材料研究センター
  （カリフォルニア大学サンタバーバラ校内）

センター長（現）
2014年 4月 当社常務執行役員
 6月 当社取締役兼常務執行役員
2015年 6月 当社取締役兼執行役常務
2017年 4月 当社取締役（現）

社外取締役

國井 秀子 監査委員

監査委員

指名委員

1978年 4月 日本アイ・ビー・エム（株）入社
2000年 4月 同社取締役
2003年 4月 同社常務執行役員
2007年 1月 同社専務執行役員
2008年 4月 同社取締役専務執行役員
2009年 1月 同社取締役社長
2012年 5月 同社取締役会長
2014年 4月 同社会長
2015年 1月 同社副会長
2016年 6月 当社社外取締役（現）
2017年 5月 日本アイ・ビー・エム（株）名誉相談役（現）

取締役

小林 茂
1980年 4月 三菱化成工業（株）入社
2013年 4月 三菱樹脂（株）執行役員
2015年 4月 同社取締役兼執行役員
2016年 4月 同社取締役兼常務執行役員
2017年 4月 三菱ケミカル（株）常務執行役員
  （2019年3月まで）
2019年 6月 当社取締役（現）
  （株）生命科学インスティテュート監査役
  （2020年6月まで）
2020年 6月 三菱ケミカル（株）監査役（現）

監査委員長

社外取締役

橋本 孝之
指名委員長

1982年 9月 アクセンチュア（株）入社
2005年 9月 同社代表取締役
2006年 4月 同社代表取締役社長
2015年 9月 同社取締役会長
2017年 9月 同社取締役相談役
2018年 7月 同社相談役（現）
2019年 6月 当社社外取締役（現）

取締役

片山 博史
1983年 4月 三菱化成工業（株）入社
2014年 4月 三菱化学（株）執行役員
2017年 4月 三菱ケミカル（株）執行役員
2018年 4月 同社常務執行役員（2020年3月まで）
2020年 6月 当社取締役（現）
  （株）生命科学インスティテュート監査役（現）

社外取締役

程 近智報酬委員 報酬委員

報酬委員長

指名委員

1986年 4月 （株）第一勧業銀行（現（株）みずほ銀行）
入社（1990年12月まで）

1999年 4月 弁護士登録
  あさひ法律事務所
2002年 9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所
  （ロンドン）
2003年 5月 ニューヨーク州弁護士資格取得
 10月 あさひ法律事務所
2004年 9月 太陽法律事務所（現ポールヘイスティン

グス法律事務所・外国法共同事業）
2006年 9月 JPモルガン証券（株）
2008年 4月 TMI総合法律事務所（現）
2019年 6月 当社社外取締役（現）

社外取締役

菊池 きよみ 監査委員
監査委員指名委員

1976年 4月 住友商事（株）入社（1993年6月まで）
1980年 3月 公認会計士登録
1993年 7月 中央監査法人（2001年3月まで）
2001年 4月 国際会計基準審議会理事
  （2011年6月まで）
2011年 9月 有限責任 あずさ監査法人
  （2018年6月まで）
2012年 1月 同監査法人理事（2015年6月まで）
2014年 2月 国際統合報告評議会アンバサダー（現）
 10月 国際評価基準審議会評議員（現）
2015年 9月 中央大学商学部特任教授（現）
2016年 4月 金融庁公認会計士・監査審査会委員（現）
2020年 6月 当社社外取締役（現）

社外取締役

山田 辰己

取締役　執行役常務
最高財務責任者

伊達 英文
1982年 4月 三菱化成工業（株）入社
2013年 4月 三菱化学（株）執行役員（2015年3月まで）
2015年 4月 当社執行役員
2018年 4月 当社執行役常務
2019年 6月 当社取締役兼執行役常務（現）
  大陽日酸（株）（現 日本酸素ホールディン

グス（株））取締役（現）

報酬委員

取締役　執行役常務
グループ・コンプライアンス推進統括執行役

藤原 謙
1984年 4月 三菱化成工業（株）入社
2015年 4月 当社執行役員
2017年 4月 三菱ケミカル（株）執行役員
  （2018年3月まで）
2018年 4月 当社執行役常務
 6月 当社取締役兼執行役常務（現）
2020年 6月 田辺三菱製薬（株）取締役（現）

報酬委員

Governance
4 持続的な成長を支える基盤
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経営の透明性・公正性の向上、監督機能の強化及び意思決定の迅速化による経営の機動性の向上を図るため、指名委員会

等設置会社を選択しています。これにより、取締役会並びに指名、監査及び報酬の3つの委員会が主に経営の監督を担う一方、

執行役が業務執行の決定及び業務執行を担う体制となっています。

執行役は、取締役会の定めた経営の基本方針に基づく、業

務執行の決定及びその執行を担っています。MCHCグルー

プの経営における重要事項については、執行役による合議

機関である執行役会議で審議の上これを決定し、また、その

他の事項については、各執行役の職務分掌を定めることに加

え、担当執行役の決定権限を明確にすることで、適正かつ効

率的な意思決定がなされるようにしています。

執行役会議は、全ての執行役により構成され、当社及び当

社グループの経営に関する重要事項について審議・決定す

るとともに、経営の基本方針に基づき、当社グループ事業の

モニタリングを行っています。

監査委員会は、内部監査部門及び会計監査人との間で相

互連携を行い、三様監査（監査委員会監査・会計監査・内

部監査）の深度を深めています。

監査室との間では、同室が作成する内部監査計画につい

て事前に協議するとともに、定期的に会合を持ち、意見交換

及び監査の実施状況等についての情報提供を受けています。

また、会計監査人とも緊密な連携を保ち、監査体制、監査

計画、監査実施状況及び監査結果の報告を受けるとともに、

必要な情報交換、意見交換を行っています。

取締役会は、中期経営計画、年度予算等の経営の基本方針を決定した上で、その基本方針に基づく業務執行の決定は、法定

の取締役会決議事項を除き、原則として執行役に委任しており、主に執行役の業務執行の監督をしています。

コーポレートガバナンス

経営の健全性と効率性を高めるコーポレートガバナンス体制（2020年6月24日現在）

取締役会の役割

執行役 監査体制（三様監査）

執行役会議
コーポレートガバナンス強化の変遷

分類 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2019年6月

実施内容

成果、
中長期的な
ねらい

社外取締役の選任・就任

経営監督機能の強化

外国人取締役の
選任・就任

取締役の多様性の
向上

女性取締役の選任・就任

指名委員会等設置会社
へ移行

取締役の多様性の向上

経営の透明性・公正性の
向上、経営監督機能の

強化

社外取締役の増員

経営監督機能の
強化

女性取締役の増員

取締役の多様性の
向上

委員会の構成・役割（2020年6月24日現在）
指名委員会 監査委員会 報酬委員会

委員長

目的

2019年度

社外取締役 社内取締役（常勤） 社外取締役

構成（含む委員長） 社外取締役4名
社内取締役1名

社外取締役3名
社内取締役2名（常勤）

社外取締役3名
社内取締役2名

取締役候補者及び執行役の
指名に加えて、上場会社を除く
主要な直接出資子会社（三菱ケ
ミカル㈱、田辺三菱製薬㈱及び
㈱生命科学インスティテュート）
の社長候補者を指名します。

執行役及び取締役の職務執行
の監査、当社グループの内部統
制システムの検証等を行います。

取締役及び執行役の個人別の
報酬額の決定に加え、上場会社
を除く主要な直接出資子会社
（三菱ケミカル㈱、田辺三菱製
薬㈱及び㈱生命科学インスティ
テュート）の社長の個人別の報
酬額を決定します。

合計で6回開催しサクセッショ
ン・プラン及びその計画に基づ
く役員人事、重要な子会社の代
表者人事などの答申を行いまし
た。また、新たに、CEOのパフォー
マンス評価の方法及び具体的
評価並びにCEO選任基準（資
質、能力、経験等）についての審
議を行いました。

合計で13回開催し、内部統制
システムの整備・運用状況や
中期経営計画APTSIS 20の進捗
状況等を当期の重点監査項目
とし、監査計画に基づき、取締
役・執行役等の職務執行の監
査、直接出資子会社の調査、会
計監査人との意見交換等を行
いました。

合計で7回開催し、執行役の報
酬水準や業績連動型報酬比率
等について検討し、報酬制度の
見直しを行いました。

Governance
4 持続的な成長を支える基盤

MCHCは、企業活動を通じてKAITEKIを実現し、環境・社会課題の解決にとどまらず、人、社会、そして地球の
持続可能な発展に貢献することをめざしています。その目標に向かい、経営の健全性と効率性の双方を高める体
制を整備するとともに、適切な情報開示とステークホルダーとの対話を通じて経営の透明性を向上させ、より良
いコーポレートガバナンス体制の確立に努めています。

業
務
執
行
の
決
定
の
委
任

業
務
執
行
の
監
督

経営管理、内部統制、監査等

調査

監査

監査

会計監査

指名委員会 報酬委員会

MCHCの子会社

取締役会

株主総会

社外取締役 社内取締役

連
携

監査委員会

監査委員会
事務局

会計監査人

MCHCの執行部門

内部監査

重要事項は
執行役会議で決定

執行役会議
執行役社長

グループ・
コンプライアンス
推進統括執行役

内部監査部門
（監査室）

内部統制部門 担当執行役各執行役

運用状況監督 内部統制部門（内部統制推進室）各部門
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指名委員会は、以下の基準を満たす人物を取締役候補者として指名する。
● 指名委員会等設置会社における取締役の責務を果たすのに必要な高い見識と洞察力、客観的かつ公平・公正な判断力を有していること
● 高い倫理観、遵法精神を有していること
● 取締役としての責務を果たすのに十分な健康状態であること
● 社外取締役については、別に定める独立性の基準を満たし、かつ職務遂行のための十分な時間が確保できる者。加えて、社外取締役
間の多様性が確保できること

取締役会は、当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に経営を監督するという責務を適切に果たすべく、高度な専門

的知識を有する多様な取締役で構成することとしています。

社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で当社経営の監督にあたること
ができる者を選任する。

※ 各取締役に特に期待する分野を３つまで記載。
※ 取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役の過半数は執行役を兼任しない。（◆は取締役及び執行役兼任者）

1. 当社の関係者
①当社グループの業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行
役員、支配人、従業員、理事、パートナー等をいう。以下同じ）
②過去10年間において当社グループの業務執行者となったこと
がある者

2. 主要株主
当社の総議決権数の10％以上を直接若しくは間接に有する者又
は法人の業務執行者

3. 主要な取引先
①当社及び当社グループの事業会社（三菱ケミカル㈱、田辺三
菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホール
ディングス㈱をいう。以下同じ）を主要な取引先とする法人※1

の業務執行者
②当社及び当社グループの事業会社の主要な取引先※2の業務
執行者

4. 会計監査人
当社グループの会計監査人又はその社員等

5. 個人としての取引
当社及び当社グループの事業会社から年間1,000万円以上の金
銭その他財産上の利益を得ている者

6. 寄付
当社及び当社グループの事業会社から年間1,000万円以上の寄
付・助成を受けている者又は法人の業務執行者

7. 役員の相互就任
当社グループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務
執行者

8. 近親者等
①当社グループの重要な業務執行者の近親者等（配偶者、二親
等以内の親族又は生計を同一にするものをいう。以下同じ）
②3から7に該当する者の近親者等

※1 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の支払いを当社及び当社グループの事業会社から受けた場合、当社を主要な取引先とする法
人とする。

※2 当社及び当社グループの事業会社が直近事業年度における年間連結売上高の2％以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が当社グルー
プに対し当社の連結総資産の2％以上の金銭を融資している場合、当該取引先を当社の主要な取引先とする。

※3 3から7の要件については、過去3年間において、当該要件に該当したことがある場合を含むものとする。

取締役候補者の指名方針

2019年度に取締役会で議論された主な議題取締役の多様性

全取締役を対象としたアンケートを実施し、当該アンケート結果に基づいた取締役会での議論を踏まえ、取締役会議長が実効

性を評価しました。

2019年度取締役会実効性評価

社外役員の独立性に関する基準

経営経験 財務・会計 科学技術・
IT・生産

リスク
マネジメント

事業戦略・
マーケティング 法務・法規制等 国際性・多様性

グレン・
フレデリクソン

●
●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

小林 喜光
越智 仁 ◆

伊達 英文 ◆

藤原 謙 ◆

小林 茂
片山 博史
國井 秀子
橋本 孝之
程 近智
菊池 きよみ
山田 辰己

指名委員会において、KAITEKI経営の3つの基軸（MOS、MOT、MOE）に則った指標（P.7 参照）を用いた実績の評価に加え、

360度評価などを実施して、職務継続の妥当性を多面的に審議しています。指名委員会での審議結果については、本人にフィー

ドバックを行うことで、より良い経営の質の向上につなげています。

CEO評価

さらなる実効性評価に向けて評価結果アンケート

Governance
4 持続的な成長を支える基盤

● アンケートの結果、肯定的な評価が
過半を占めている。

● 一方で、「取締役会における議論」に
関して、次の指摘がなされた。

● ポートフォリオマネジメントについて、
よりダイナミックな視点での議論を求
める

● リスク管理について、グローバルな事業
展開を行う上でのリスクの捉え方や評
価手法について改善の余地がある

● 持株会社の取締役会や各委員会の
役割や位置付けについて改めて議論す
べき

執行役会議における主要議題の報告

KAITEKI Vision 30策定

上場子会社の完全子会社化の審議

上場子会社のガバナンス体制

事業モニタリング

政策保有株式の保有意義点検

機関投資家とのエンゲージメント結果の報告

内部統制システムの運用状況

次期予算、投資計画

2020年3～4月　アンケート実施
対象：取締役12名
● 取締役会の構成
● 取締役会の議論
 （ポートフォリオマネジメント、リスク管理
及びコーポレートガバナンス）

● 今後、取締役会で重点的に議論すべき
テーマ（コメントのみ）

以下の事項を主要な検討事項とし、引き
続き、取締役会の実効性向上に取り組ん
でいきます。
● 取締役会で重点的に議論すべきテーマ
● with/post コロナにおけるポートフォリオ
マネジメント及びリスク管理

● 持株会社の取締役会としての役割・
機能、在り方

● 議論の充実に向けた環境の整備
● 取締役会のリモート開催の一層の活用
に向けたインフラストラクチャーの整備・
運営の改善

● 取締役会資料の事前送付の早期化
● 取締役会当日の議案説明の効率化

取締役会の実効性は、
概ね確保できている
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※ 報酬構成比率は標準額（業績連動報酬に関して目標を100%達成した場
合の支給額）をもとに算出

役員報酬等の決定方針
取締役と執行役の報酬は別体系とし、以下の考え方に基

づき、報酬委員会が決定しています。

取締役報酬の決定に関する基本方針
● 独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督・監査すると
いう役割に鑑みて、基本報酬（固定報酬）のみとする。

● 当社における取締役の責務を果たすに相応しい人材を確保す
るため、報酬水準は他社動向や期待する役割・機能等を勘案
して決定する。

※ 執行役を兼任する場合、執行役としての報酬を適用する。

執行役報酬の決定に関する基本方針
● 当社グループのビジョンであるKAITEKI実現に向けたKAITEKI
経営の3つの基軸（サステナビリティ（Management of 
Sustainability：MOS）、イノベーション（Management of 
Technology：MOT）、経 済 効 率 性（Management of 
Economics：MOE））の一体的実践を強く意識付ける報酬制
度とする。

● 短期及び中長期の業績と、サステナブルな企業価値・株主価
値の向上を促進するインセンティブとして有効に機能する報
酬制度とする。

● 当社グループの持続的な成長を牽引する優秀な経営人材の
保持・獲得につながる競争力のある報酬水準とする。

● 株主、顧客、従業員をはじめとする全てのステークホルダーへ
の説明責任を果たすことのできる公正かつ合理的な報酬決定
プロセスをもって運用する。

れたポイント数に相当する当社普通株式等及び当社普通株

式等に生じた配当金を給付する。

＜KAITEKI価値評価について＞

当社の推進するKAITEKI経営におけるMOS・MOT・

MOEそれぞれの経営指標を業績連動報酬の評価軸に用い

ることで、当社のビジョンであるKAITEKI実現に向けた

KAITEKI経営を強く意識付ける報酬制度としています。

KAITEKI価値評価における具体的な評価指標及び評価の

比率（割合）は、以下の通りです。

KAITEKI価値評価は、年度ごとの目標値の達成状況に基づ

き、執行役会議で審議の上決定し、報酬委員会でその妥当性

を検証しています。また、報酬委員会は指名委員会と連携し、

対象事業年度開始時点に宣言される目標に対しての達成度

合いについて、その公正性や合理性を確認することとしてい

ます。

＜個人評価について＞

社長の目標は、評価対象事業年度開始時点において、執

行役社長が宣言する目標について報酬委員会及び指名委

員会で審議の上決定します。評価については、対象事業年度

終了時点において、執行役社長の自己評価を踏まえて報酬

委員会及び指名委員会で審議の上決定します。

執行役社長以外の執行役の目標は、評価対象事業年度開

始時点において、執行役社長と各執行役の面談を経て決定

し、報酬委員会で審議・承認することとしています。評価に

ついては、対象事業年度終了時点において、執行役社長と各

執行役の面談を経て決定し、報酬委員会で審議・承認する

こととしています。報酬委員会は指名委員会と連携し、各執

行役の目標及び評価について、その公正性や合理性を確認

することとしています。

報酬の返還等
当社は、報酬委員会において個別に審議を行った上で、必

要に応じて、その他の臨時的な報酬やベネフィットを活用す

る場合があります。また、当社は、取締役又は執行役等に重

大な不正・違反行為等があった場合、報酬委員会の審議を

経て、当該取締役、執行役等に対し、執行役の報酬受益権の

没収（マルス）又は報酬の返還（クローバック）を請求する場

合があります。

役員報酬等の総額
役員区分ごとの2019年度に係る役員報酬等の総額等は

以下の通りです。

＜役員報酬BIP信託＞

当社の中期経営計画の対象となる期間に対応した連続する

5事業年度（当初は2019年3月末日で終了する事業年度から

2021年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度）を対

象として、各事業年度の執行役の役位並びに各事業年度及び

中期経営計画における会社業績等の達成度等に応じたポイン

トを付与し、累積します。執行役の退任後算定される当該累積

ポイント数に相当する当社株式等及び当社株式等に生じる配

当金を役員報酬として交付等するインセンティブプランです。

役員報酬

報酬構成

基本報酬

現金賞与

株式報酬

譲渡制限付株式報酬

概要
職務の遂行に対する基礎的な報酬
各執行役の役割や責任の大きさ（役位及び代表権の有無等）に応じて設定

毎期のKAITEKI価値評価に応じてポイントを付与し、退任時に累積ポイント数相当の当社普通株式等を交付

毎期のKAITEKI価値評価及び個人評価（中長期経営計画における取り組み目標の達成状況やリーダーシップ発揮状況等）に
応じて金銭を支給

中長期的・持続的な企業価値の創造・向上並びに株主の皆さまとの価値共有をより一層促進するための報酬
毎期、役位別に定める基準額相当の譲渡制限付株式を交付し、退任時に譲渡制限を解除

固定報酬

業績連動
報酬

変動報酬

個人別ポイント付与数＝
役位別の基準ポイント　×　KAITEKI価値評価（0%～200%）

指標 内容

MOS指標

MOT指標

MOE指標

割合
地球環境負荷削減、健康・医療への貢献、社会課
題への貢献、コンプライアンス、事故・火災の防
止等に関わるものとして定めた指標

研究開発の効率性、技術の優位性及び社会の
ニーズとの整合性に関わる指標

コア営業利益、ROE、ROIC、フリー・キャッシュ・フ
ロー等に関わる指標

10％

10％

80％

執行役の報酬の構成
執行役の報酬は、基本方針を踏まえて、2019年度に見直し

を行い、2020年度から、執行役の業績連動報酬及び株価連

動報酬をより実効性のある比率に高めることとし、合わせて

新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。また現金賞

与の評価に個人評価（非財務評価）を加えることとしました。

報酬水準
執行役の報酬水準は、毎年の報酬委員会において、役位

や職責ごとに、外部専門機関の役員報酬調査データを用い

て、国内の売上高等が同規模の他企業と報酬水準・業績連

動性の比較検証評価を行い、競争力のある報酬水準及び適

切な報酬構成比率に設定します。

業績連動報酬は、現金賞与と株式報酬で構成し、短期及

び中長期の業績と企業価値・株主価値の向上をバランスよ

く意識した経営を動機付ける設計としています。

なお、2020年度の報酬構成比率は、社長について、基本報

酬：業績連動報酬（現金賞与（標準額））：業績連動報酬（株式

報酬（標準額））：譲渡制限付株式（基準額）＝50：25：12.5：12.5

とし、他の執行役は社長に準じて、上位の役位ほど変動報酬

の比率が高くなるように設定しています。

業績連動報酬の決定方法
以下の計算式に基づいて、報酬委員会で審議の上、決定

しています。

現金賞与

KAITEKI経営の3つの基軸における、年度ごとの目標達成

状況（KAITEKI価値評価）、並びに個人評価に応じて、役位別

に定める標準額に対し原則0％から200％の範囲で支給額

が変動する。

株式報酬

役員報酬BIP信託を介して、当社普通株式の交付等を行う

仕組みで、年度ごとの目標達成状況（KAITEKI価値評価）に応

じて、毎年ポイントを付与し、執行役の退任時において累積さ

個人別現金賞与支給額＝
役位別の標準額　×　KAITEKI価値評価　×　個人評価
 （0%～200%） （±20%）

Governance
4 持続的な成長を支える基盤

（注） 1. 当社及び当社子会社が役員に支払った報酬等の合計額を上記の報酬
等の支払額として記載しています。

 2. 当社が支払った報酬等は、取締役13名に対し296百万円（うち社外取
締役7名に対し71百万円）、執行役7名に対して371百万円です。

 3. 当社は、執行役を兼任する取締役に対しては、執行役として報酬等を支
払っています。

 4. 取締役（社内）に対する業績報酬は、前期に執行役を兼任していた取締
役に対し、執行役在任時の業績報酬として支給された役員報酬BIP信
託を用いた株式報酬です。

 5. 執行役に対する業績報酬は、当社が支払った現金賞与及び役員報酬
BIP信託を用いた株式報酬です。

区分 支払人員
（名）

報酬等の支払額（百万円）
合計業績報酬基本報酬
227

71

378

676

15

─

91

106

212

71

287

570

6

7

7

20

取締役 (社内 )

取締役 (社外 )

執行役

合計

①信託設定 ②当社株式 ②代金の支払い ③当社株式の
    交付等

【委託者】
当社

【受益者】
当社執行役

【受託者】
三菱UFJ信託銀行㈱

基本報酬

KAITEKI価値評価

個人評価
（非財務評価）

譲渡制限付
株式

業績連動型
株式報酬現金賞与

業績連動報酬
（37.5%）

株価連動報酬
（25%）

固定報酬
（50%）
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多様な事業群に社会性と将来の芽を実感しています。

　経営コンサルタントという職業柄、MCHCの同業や顧客を

含めてさまざまな企業とお付き合いをしてきたことなどから、

MCHCグループが幅広い事業を展開しているというイメー

ジは持っていました。ただ、実際に内部に入って改めてその多

様さと将来性──世界の産業界の発展や社会生活に不可欠

なインフラとなる素材から、機能化学品や医薬、メディカルな

ど先端科学のフロンティア領域まで幅広く事業を展開してい

ることにMCHCグループの社会における存在意義、将来の

芽を感じています。

KAITEKIを軸に、ポートフォリオ改革とESG活動の
強化をサポートしていきます。

　中長期的な企業価値の向上に向けて、株主をはじめとした

ステークホルダーのいわば接着剤となるべく客観的に経営

を監督する──その使命を果たすために、自身の経験も踏ま

えて大きく二つの観点から意見を述べるようにしています。

　一つは、持株会社の重要な役割であるポートフォリオ改革

を一層加速することです。MCHCはKAITEKIをコンセプトに事

業間のシナジー創出に注力しており、今年から「KAITEKI 

Vision 30（KV30）」と名付けた国際社会の課題解決、サステ

ナビリティ実現に貢献するポートフォリオ改革に挑戦していま

す。こうした長期視点での改革は評価されてしかるべきです

が、一方で一部投資家からは多岐にわたる事業を問題視す

るコングロマリットディスカウントという評価があるのも事実

です。これを、コングロマリットプレミアムという状況に持って

いきたい。これだけ社会に有用な事業を展開している企業グ

ループなのですから、そのポテンシャルを最大化して未来に

貢献していく仕事は大きな意義とやりがいに満ちています。

幸いにも私は30年に及ぶコンサルタント人生の中で、企業、

政府機関を対象とした各種改革に携わり、大学でも講義をし

ています。こうした産官学とのつながりの中で培った知見、国

内外のリーダーたちと交流してきた実体験を活かしてMCHC

のオープンイノベーションの仕組みづくりやエコシステムの

構築をさまざまな角度から後押しできたらと考えています。さ

らに、改革に不可欠なデジタルテクノロジーの活用に関して

も、グローバルなネットワークを活かしてサポートしていきた

いと考えています。

　もう一つは、近年の企業の評価指標となっているESG活動

と収益の強化策を両立させていくことです。MCHCは、G：ガ

バナンスでは早くから指名委員会等設置会社に移行すると

ともに、E：環境やS：社会の課題解決に貢献する事業に注

力するKAITEKI経営を推進してきました。また、KV30でもサー

キュラーエコノミーの実現を柱の一つに掲げるなど、ESGに

おける先進企業です。しかし、多くの日本企業は伝統的に多

様なステークホルダーに配慮する反面、ROIやROICなど収

益率へのこだわりが弱いことを懸念しています。収益は、人材

や技術といったSやEの未来への投資に不可欠です。一方で、

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって、目下にお

いては従業員の雇用維持や取引先などサプライチェーンと

の連携が重要視されています。このようにESG活動と収益向

上策の注力ポイントは短・中・長期の目線によって変化し、

明確な答えはありません。その中で、社会課題解決のプロセ

スに成長を見出すMCHCグループの一員として、よりベスト

な投資バランスを判断していきたいと思います。

事前の情報提供から、健全かつ活発な取締役会運営が

なされていると評価しています。

　社外取締役に対する事前の情報提供はしっかりとなされ

ていると感じています。経営戦略部門からの定期的な報告が

あり、また重要な決議、例えば昨年は田辺三菱製薬の完全子

会社化という大きな経営判断を下しましたが、担当役員や経

営戦略部門などとも事前に情報を共有していました。その上

での取締役会であることから、時に意見の相違があったとし

ても結論を導くまでのプロセスは大変レベルが高く健全だと

考えています。あえて課題を挙げるとすると、すでに社外取締

役を中心とした連絡会が毎月開催されていますが、テーマを

設けて社外取締役だけの会議を設定してもらえると、より深

くかつ客観的な意見を述べることができると考えており、今

後、開催を提案していく予定です。

世界のサステナビリティ向上に貢献する情報発信の

さらなる強化を促していきます。

　短期的には今般の新型コロナウイルスへの対応が挙げら

れます。業績にも大きな影響を与えていますし、長期的に市

場や産業の構造そのものが変化する可能性もあるため、今

後さまざまな議論をしていく必要があります。

　加えて、就任以来感じている課題としては、MCHCグルー

プの社会的認知度がまだまだ足りないということです。SDGs

のような世界的な社会課題を解決したいという人は多いは

ずですが、残念ながら現状、そうした人材が真っ先に思い浮

かぶ会社であるとは言えません。これは長期的には人材や研

究開発力の劣化、ビジネス機会の逸失につながるリスクです

ので、KV30にも明記されている、人事制度改革とグローバル

マネジメントをしっかりやり遂げることが極めて重要です。私

も前職で世界各地の従業員のエンゲージメントを高めるさま

ざまな活動を行ってきましたが、全世界約7万人のグループ

従業員のモチベーションを測りながら制度や仕組みを改善し

ていくとともに日々、わくわくしながら社会課題の解決をめざ

して新しいソリューションを創造していることを積極的に発信

していくように促していきたいと思います。

社外取締役

程 近智

社会性と収益力、
従業員のやりがいが
一体となった
企業グループの実現に
注力しています

社外取締役メッセージ

Q1
就任後１年が経過しましたが、
MCHCグループの事業活動全体の印象を
お聞かせください。

Q2
社外取締役として期待されている役割、
果たすべき責任について、
どのようにお考えでしょうか。

Q3
経営の監督機能を果たすために、
取締役会での議論の実効性を
どのようにお考えでしょうか。

Q4 MCHCグループの今後の課題について
お聞かせください。
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指名委員会等設置会社である当社の取締役会は、経営の

基本方針の策定および経営全般の監督を担っており、2019

年度は計11回の取締役会を開催しました。9月に開催した

取締役会では2050年のめざす社会の姿からバックキャスト

した2030年におけるMCHCグループのありたい姿を描く

KAITEKI Vision 30について時間をかけて議論し、また11月

には田辺三菱製薬（株）の完全子会社化について活発な議

論が展開されました。

新型コロナウイルス感染症が社会・経済のみならず、私た

ちの暮らしや働き方そのものを大きく変えました。ウイルスと

の共生を前提に、物理的な接触機会の削減、ソーシャルディ

スタンスの確保を常態とする、ニューノーマルの世界への対

応にはデジタルの活用が不可欠であり、こと日本において

は、テレワークの拡大でその遅れが判明したデジタル化の推

進が急務となります。

一方で、医療や介護分野、芸能、スポーツ等、ヒトやモノに

物理的に触れることが必要な領域もあり、そもそも快適な衣

食住と健康な暮らし自体、本質的にフィジカルなものです。製

造業をなりわいとする当社グループも、製造や研究の現場で

はまさにモノそのものと向き合い、機能商品・素材（ケミカル

ズ・産業ガス）・ヘルスケア分野の事業を通じて、人々の快適

な生活を下支えしています。今回の感染症に対しても、医療

者が装用するプラスチックガウンやフェイスガード、医療機関

での洗濯に用いる水溶性ランドリーバッグ、また受付カウン

ター等に設置する間仕切り用の透明アクリルパネル（反射防

止フィルムを貼合したモデルは反射による映り込みが少なく

テレビ番組の収録に使用されました）等、感染防止に役立つ

フィジカルな製品を多くラインアップしています。今後も、広

範な社会課題の解決に貢献するさまざまなソリューションを

提供していきます。

近年ESG投資が存在感を増しており、今回のコロナ禍によ

りその風潮は強まるでしょう。企業の社会性・公益性がます

ます問われるようになり、企業価値をめぐる新たな時代が到

来します。

今年度は次期中期経営計画策定の年であり、取締役会に

おいてもwith/postコロナを見据えたポートフォリオ・トラン

スフォーメーションが重要なテーマとなります。私も議長とし

て、社外取締役の方々に十分に能力を発揮いただけるよう、

積極的に議論をリードします。先行き不透明な状況ですが、

引き続きKAITEKI実現をめざして、企業価値・株主価値の向

上を図ってまいります。

取締役会とは別に、経営上の重要な情報を共有し、経営課

題に対して率直な意見交換をする場として、社外取締役と取

締役会議長及び社長をメンバーとする「社外取締役連絡会」

を毎月1回開催し、特に社外取締役の方々にその専門性と高

い見識を活かして十分に能力を発揮していただけるようにし

ています。

社外取締役に対し、継続的に当社グループの事業内容、組

織等について説明するとともに、定期的に国内外の事業拠点

の視察や経営陣との対話の機会を提供することとしていま

す。また、社内の取締役に対しては、コンプライアンス、内部統

制の研修に加え、外部団体が主催するセミナー等への積極的

な参画等、取締役にふさわしい資質を磨く機会を提供してい

ます。

社外取締役連絡会 トレーニング

１．2019年度の取締役会を振り返って

２．MCHCグループを取り巻く状況 ３．KAITEKI実現をめざして

社外役員の主な活動状況並びに取締役会及び各委員会への出席状況

活動状況氏　　名 取締役会等への
出席状況（2019年度）

伊藤 大義

國井 秀子

橋本 孝之

程 近智

菊池 きよみ

取締役会

監査委員会

報酬委員会

取締役会

指名委員会

監査委員会

11回/11回

6回/6回

13回/13回

100％

100％

100％

11回/11回

13回/13回

7回/ 7回

100％

100％

100％

取締役会

指名委員会

報酬委員会

取締役会

指名委員会

報酬委員会

取締役会

指名委員会

監査委員会

11回/11回

6回/6回

4回/5回

7回/7回

5回/5回

5回/5回

7回/7回

5回/5回

10回/10回

100％

100％

80％

100％

100％

100％

100％

100％

100％

取締役会では、公認会計士としての経験と高い見識を活かし、財務・会計やリスクマネ
ジメント等に関する発言を行っています。
また、監査委員会では、監査計画に基づき、内部統制システムの整備・運用状況や中期
経営計画APTSIS 20の進捗状況等を当期の重点監査項目とする中、社外監査委員としての
職責を適切に果たしています。報酬委員会では、執行役の報酬水準や業績連動型報酬比率
等を当期の主要議題とし、同委員長として、議事運営を行うとともにその結果を取締役会に
報告するなど、その職責を果たしています。

取締役会では、会社経営の豊富な経験と情報処理分野における専門知識を有している
ことに加え、ダイバーシティ推進に関する高い見識を活かし、女性の活躍推進、科学技術・
IT等に関する発言を行っています。
また、指名委員会では、経営陣幹部の人事、CEOの人材要件と評価等を当期の主要議題
とし、同委員として適宜発言を行うなど、その職責を果たしています。監査委員会では、監査
計画に基づき、内部統制システムの整備・運用状況や中期経営計画APTSIS 20の進捗
状況等を当期の重点監査項目とする中、社外監査委員としての職責を適切に果たしてい
ます。

取締役会では、会社経営の豊富な経験とデジタルビジネスに関する高い見識を活かし、
グローバル経営、事業ポートフォリオ戦略、リスクマネジメント等に関する発言を行ってい
ます。
また、指名委員会では、経営陣幹部の人事、CEOの人材要件と評価等を当期の主要議題
とし、同委員長として、議事運営を行うとともにその結果を取締役会に報告するなど、その
職責を果たしています。報酬委員会では、執行役の報酬水準や業績連動型報酬比率等を当
期の主要議題とし、同委員として適宜発言を行うなど、その職責を果たしています。

取締役会では、会社経営の豊富な経験と経営ノウハウに関する高い見識を活かし、グ
ローバル経営、純粋持株会社の役割、企業価値向上に向けたビジネスモデルの在り方等に
関する発言を行っています。
また、指名委員会では、経営陣幹部の人事、CEOの人材要件と評価等を当期の主要議題
とし、同委員として適宜発言を行うなど、その職責を果たしています。報酬委員会では、執行
役の報酬水準や業績連動型報酬比率等を当期の主要議題とし、同委員として適宜発言を
行うなど、その職責を果たしています。

取締役会では、弁護士としての経験と高い見識を活かし、取締役会の役割や責務、個別
案件に係る法的リスク評価、コンプライアンス等に関する発言を行っています。
また、指名委員会では、経営陣幹部の人事、CEOの人材要件と評価等を当期の主要議題
とし、同委員として適宜発言を行うなど、その職責を果たしています。監査委員会では、監査
計画に基づき、内部統制システムの整備・運用状況や中期経営計画APTSIS 20の進捗
状況等を当期の重点監査項目とする中、社外監査委員としての職責を適切に果たしてい
ます。

Governance
4 持続的な成長を支える基盤

持続可能な社会の実現に
貢献するソリューションを提供し
企業価値・株主価値の
向上を図ります

取締役会長メッセージ

取締役会長

小林 喜光
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「三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章」

は、全13章から構成されており、私たちが、企業活動のあら

ゆる局面において高い倫理観と社会的良識をもって行動す

ることを明確に宣言しています。

私たちが社会とともに持続的に発展していくための基本

的な行動原則やKAITEKI実現に貢献する上での主要な課題

に対する姿勢、KAITEKI実現に向けた基本的な考え方と取り

組みに関するビジネスパートナーなどとの共有をうたってい

ます。

当社グループは、企業価値を高めることを使命として企業

活動を行っています。この企業活動は、社会情勢や地球環境

など、さまざまな外部環境との関係の中で行っていますが、こ

れらの中にはリスクも潜在しています。

そこで私たちは「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」に基づき、当社社長をグループ全体の

リスク管理統括責任者とするリスク管理体制を整備していま

す。グループ全体に影響のある、重大リスクの管理状況やリ

スク管理の方針については、リスク管理委員会で審議決定し

ます。またその内容については、随時、取締役会に報告します。

事業会社の社長は、各社グループのリスク管理統括執行

責任者として、各社グループのリスク管理の仕組みを整備

し、各社のリスク管理委員会を通じた運用を統括します。リス

ク管理の仕組みにおいては、役員・管理職従業員・一般従

業員の全員のリスク管理意識を醸成することが重要との認

識から、それぞれの立場でリスク管理に関わることとしてい

ます。

事故・労災・大規模自然災害

各事業所では、保安事故を未然に防ぐため、健全な設備の

保全と運転員に対する教育の充実を進め、安全な設備と正し

い運転操作の担保を図っています。万一、事故が発生した場

合は、要因を解析し、対策を講じ、その有効性を検証し、再発

防止を図るとともに、類似の設備や運転操作に水平展開し、

事故の未然防止に努めています。

大規模自然災害対策では、建屋・設備の保全対策はもと

より、事業会社の本社・支社・事業所などの業務内容に応じ

た訓練を通し、被害の最小化と事業継続性の確保を推進し

ています。

コンプライアンス

コンプライアンスを着実にグループ内に浸透させるために、

企業行動憲章をはじめとする規則・基準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や業務監査の実施、

またホットラインの運用、管理を行っています。海外のグループ

会社においても、各国の法制や社会規範に合わせた行動規範、

推進規程を策定しコンプライアンス強化に取り組んでいます。

情報セキュリティ

情報資産を保護するために、「三菱ケミカルホールディング

スグループ・情報セキュリティポリシー」を制定し、国内外の拠

点における情報セキュリティの維持･管理の強化を図っていま

す。また、海外を含む全構成員に対して、標的型攻撃メールを

模したメールを従業員に送信する対応訓練や、e-ラーニング活

用などにより、情報セキュリティの意識向上を推進しています。

子会社ガバナンス

国内外を問わず、子会社のガバナンスに関しては、会社機

関の役割の明確化や体制・制度の整備などにより、グルー

プ全体のリスク低減に努めています。例えば、事業展開した

国に特有の法令や制度に起因するリスクを軽減するため、国

ごとに過去に起きた重大事件、法令違反などを公開媒体か

ら抽出･整理し、グループ会社に周知するなどの取り組みを

しています。さらに、当該国での政変などに備え、現地と各事

業会社および当社との連絡系統を定め周知しています。

MCHCグループでは、水資源の保全に向けて、事業活動に

おける水の有効利用や水質改善に向けた取り組みを進めて

います。 

三菱ケミカルでは、排水処理設備の運転を適切に行うこと

により、基準値以上の水質汚濁物質を含んだ排水が外部へ流

出するリスクを低減しています。さらに万が一に備えて、異常

な排水を早期に検知し遮断するためのセンサーを設置すると

ともに、監視システムを整備するなど管理を徹底しています。

事業所によっては、リスク発生箇所を減らすために排水口

や浄化槽を集約化したり、昨今頻発している集中豪雨に備え

て雨水への工場排水の混入を防ぐ設備改造をしたりしてい

ます。このような対策により、全社で環境トラブルゼロの実現

に取り組んでいます。

当社グループは、重点的に取り組むべき重大リスクとして以下のリスクを抽出しています。これらのリスクを認識した上で、リス

ク発生の回避およびリスク発生時における損害の最小化に努めています。

リスク管理

企業行動憲章 リスク管理体制

4 監査3 対策の精査2 評価と対策の実施1 リスクの洗い出し
リスク管理の流れ

重大リスクへの取り組み

工場排水に伴う環境リスクの低減
マテリアリティの実践事例

Governance
4 持続的な成長を支える基盤

MCHCグループはリスクを「企業活動に潜在し、MCHCグループの社会的信頼または企業価値を損ねるおそれの
ある事象」と定義しています。
それらのリスクを認識、分析、評価し、重大なリスクの顕在化を防ぐとともに、万一、リスクが顕在化した場合に、
人的・経済的・社会的な損害を最小限にとどめる活動を推進しています。

MCHCのマテリアリティ
● 清浄な水資源の確保

当社グループ各社は、業態･事
業特性などの内部環境や、各国
の政治的・社会的状況などの
外部環境から懸念されるリスク
の洗い出しを行っています。

各事業会社は、リスクを影響度と発生頻度をもと
に統一的な仕組みでランク付けします。また、経
営幹部はグループの経営に重大な影響を及ぼす
リスク（重大リスク）を特定し、担当部署はその指
示に従い適切な対策を講じています。

リスク対策を定期的に精査し、
特に重大リスクへの対策につ
いては、事業会社ごとに定めた
リスク管理統括責任者に対し
て報告します。

これらの一連のリスク管理活
動を継続して適切に運用する
ために、監査部署が定期的な
監査を行い、その結果をリスク
管理統括責任者に報告します。

各事業会社取締役会

事業会社

リスク管理委員長：社長
（リスク管理統括責任者）

リスク管理委員会

監督 監督

出席

指導

報告

報告 報告

各社リスク管理委員会

リスク管理委員長：各社社長
（リスク管理統括執行責任者）

MCHC取締役会

MCHC

副委員長 副委員長

事務局

委員 委員

事務局（内部統制推進室）

リスク管理体制概念図

01 自覚・責任

02 説明責任・透明性

03 法令等の遵守と公正・公平・誠実

04 ステークホルダーの尊重

05 人権の尊重

06 雇用・労働

07 環境・安全

08 公正な事業慣行

09 顧客満足

10 情報管理

11 科学・技術

12 コミュニティ貢献

13 規範の共有

三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章
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当社グループでは、国内外で、役員・従業員を対象とした階層別のコンプ

ライアンス研修を毎年行っています。大人数で行う講義形式や、少人数で

のディスカッション形式など、さまざまな工夫によって実効性を上げるよう

に努めています。

当社の取締役会が選任したグループCCO※が推進の責任

者となり、内部統制推進室がコンプライアンスに関する業務

を推進する事務局としてグループCCOを補佐しています。

事務局は、米国、欧州および中国に設立したリージョナル

ヘッドクオーターを通じて各地域の特性に合わせたコンプラ

イアンスの徹底を図ります。また、その他地域の当社グループ

各社の活動を支援するため、教育用共通ツールの作成のほ

か、海外グループ会社に対する教育やホットラインの設置を

行っています。各事業会社は、コンプライアンス推進委員会

を設置し、各社の内部統制推進部門が事務局となり、

「MCHCグループ・コンプライアンス推進規程」に基づいて

ホットラインの運用管理や教育・研修、業務監査、コンプライ

アンス意識調査などを実施しています。

コンプライアンス違反の発生が予見される場合、もしくは

発生した場合には、当該発生部門は各社のCCOおよびグ

ループCCOに報告･相談し、その指導・指揮を受け、適切に

是正措置と再発防止策を講じます。
※ CCO：Chief Compliance Officer（コンプライアンス推進統括執行役）

当社および事業会社の内部統制推進部門または社外の弁

護士を窓口とするホットライン・システムの運用管理をして

います。2019年度にホットライン･システムに寄せられた情報

は142件でした。これらの情報については内部統制推進部

門長をリーダーとする調査チームが対応し、問題を確認した

場合はCCOの指揮のもと、関連規則に則り早期の対応と是

正を図っています。

2019年度も、日本国内の当社グループに所属する全従業

員に対し、コンプライアンス意識の浸透を継続的にモニタリ

ングするための意識調査を実施しました。調査結果を各事業

会社にフィードバックし、教育・研修などを通じてコンプライ

アンス意識向上に役立てています。同時に個人の意識や行

動、職場の風通しなどに関する設問への回答をコンプライア

ンス意識向上指数として数値化し、MOS指標に織り込んで

います。

海外でも、各種研修、ホットラインの運用管理と意識調査

を実施し、従業員のコンプライアンス意識の高まりを確認し

ています。今後も、日本、米国、欧州および、中国、アジアにお

けるコンプライアンス推進部門が相互に情報を交換し、一層

のコンプライアンスの推進を図っていきます。

MCHCグループは、従業員とその家族、お取引先の

皆さまの健康・安全を第一に考え、感染防止対策を徹

底すると同時に、製品を安定供給すべく努力を続けて

います。

三菱ケミカルグループでは、2020年2月に緊急対

策本部を設置し、それぞれの地域・拠点に応じた感染

防止対策を行ってきました。総合化学メーカーとして

の社会的責任を果たすため、企業活動の維持に努め

ています。田辺三菱製薬グループでは、危機管理要領

に基づき危機管理本部を設置し、医薬品の生産・流

通の継続および品質・安全性を確保し、高品質な医

薬品を安定的に供給する体制を構築しています。大陽

日酸（現：日本酸素ホールディングス）グループでは、

世界各地域のBCP対策本部から、本社のBCP対策本

部への報告ルート・報告ルールを周知徹底しました。

なお、国内外の生産・供給体制については問題を生じ

ることなく通常の業務体制を継続しています。生命科

学インスティテュートグループでは、緊急対策本部を設

置し、部署ごとの業務内容や特性を踏まえた上で、可

能な限りテレワークを活用し業務を遂行しています。

今後については、治療法の確立やワクチンの開発

などにより、人々の健康と安全・安心が十分に確保さ

れるまでの期間を想定し、新型コロナウイルス感染症

対策を検討する国の専門家会議によって提唱された

「新しい生活様式」をもとに、厚生労働省の要請文「職

場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、

健康管理の強化について」や 、日本経済団体連合会

のガイドライン「製造事業場における新型コロナウイ

ルス感染予防対策ガイドライン」「オフィスにおける新

型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に沿っ

て、テレワークの推奨や社会的距離の確保など、新し

い生活様式を含めた働き方のガイドラインを作成して

いきます。また、さまざまな素材や医療品などを提供す

る企業としての社会的責任を認識し、感染防止に役

立つ製品の供給などを通じて、この新型コロナウイル

ス感染症危機の克服に貢献する取り組みを継続して

いきます。

なお、MCHCグループの事業面への新型コロナウイ

ルス感染症の影響は当面続くと想定しており、中長期

の事業展開の見直しも含めて検討を進めています

（P.19-24 参照）。

当社グループは、今後広がることが予想される以下のリスクについても、中長期的な戦略を立てて取り組んでいます。

気候変動

化学産業は温室効果ガス（GHG）を多く排出する産業であ

る一方、製品を通してその削減に貢献できる産業でもありま

す。自動車や照明器具のように環境基準や省エネ効果を重

視する製品については、顧客からの要請に沿うことができな

い場合には将来の収益に影響を及ぼすリスクがあります。そ

のため、当社グループでは「GHG排出削減に貢献する製品・

サービスの提供」に関する定量目標を掲げ、気候変動対策に

貢献する製品の開発を進めています。

デジタル技術

AIや IoTといったデジタル技術が化学産業に劇的な変化

をもたらしていますが、この変化に適正に対応できない場合

には、当社グループの競争力が低下するリスクがあります。

そこでAI・IoT分野の技術を応用したプロセス制御や製品の

品質検査、分析・解析のオートメーション化、新たな素材・

医薬品開発などを推進し、競争力の維持・獲得をめざして

います。

三菱ケミカル（タイ）におけるコンプライアンス研修の様子

コンプライアンス

コンプライアンス推進体制

2019年度の取り組みと結果

ホットライン・システム

今後広がるリスクへの対応

新型コロナウイルスに関するリスク対応

コンプライアンス研修の実施
マテリアリティの実践事例

Governance
4 持続的な成長を支える基盤

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、企業倫理や社会の一般的ルールの
遵守までを含めたより広い意味で捉えています。そして、社会からの信頼に応える企業であり続けるために、コン
プライアンスを経営上の最重要課題の一つと位置付け、コンプライアンス意識の浸透のために、さまざまな取り組み
を行っています。
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