
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。
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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）
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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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