
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

8.8

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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