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株主の皆様へ



株主の皆様へ

連 結 業 績の概 要

三菱ケミカル㈱がスタートして8か月が経ちました。
統合効果をより一層発揮して最適なソリューションを提供していきます。

上半期の連結業績は、
前年同期に比べ、
大幅な増益となりました。
・ 機能商品分野を中心に販売が伸長
・ 素材分野においてMMA等の

石油化学製品の市況が好調

代表執行役社長

越智　仁

　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。
　これまで「IR NAVI」の名称で親しんでいただいた株主通信ですが、本年4月の
三菱ケミカル㈱の誕生をきっかけに内容を刷新いたしました。
　三菱ケミカルホールディングスグループは、機能商品・素材・ヘルスケアの3つの
分野における事業活動を通じて、人・社会・地球の持続的発展に貢献し、自らも
持続的に成長する真にグローバルな「THE KAITEKI COMPANY」をめざして
います。この決意を、未来を見つめる私たちの意志、「WE WILL（ウィーウィル）」に
込めてお届けします。

社長インタビュー
Q. 越智社長、2018年3月期中間期の概要を教えてください
　当上半期（2017年4月1日～9月30日）における当社グループの事業環境は、
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
石油化学製品の市況が好調に推移するなど、全般的に良好な状況であり、コア

営業利益は前年同期と比べて増益となりました。また、当期の中間配当金につきま
しては1株につき15円とさせていただきました。

Q. 三菱ケミカル㈱が誕生して8か月が経ちましたね
　三菱化学㈱、三菱樹脂㈱、三菱レイヨン㈱の3社を統合した効果として、これまで
各社が有していた経営資源（人、技術、情報等）を十分に活用できる体制が整いま
した。また、3社の事業群を、成長が期待される市場を主なターゲットとして10の事
業部門に編成したことで、市場のさまざまなニーズの変化に迅速に対応できるよう
になりました。事業環境が比較的良好なこともあり、業績の面でも良いスタートを切
ることができました。統合の効果をより一層発揮させて、今後も、優れた素材・材料
を用いた最適なソリューションをお客様に提供していきます。
　三菱ケミカル㈱の10の事業部門が、皆さんの暮らしのどんなところでお役に
立っているのか、その一部を裏面の特集ページでご紹介します。「こんなところに
三菱ケミカル」。是非、ご覧ください。
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※コア営業利益とは、営業利益から非経常的な要因により発生した損益（非経常項目）を除いた経常的な利益のことです。

■コア営業利益※
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■親会社の所有者に帰属する四半期（当期）利益
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セグメント別
売上収益

2018年３月期（上半期）

ご挨拶

産業ガスセグメント

3,022億円
（16.7%）

ヘルスケアセグメント

2,732億円
（15.1%）

機能商品セグメント

508億円
（26.4%）

ケミカルズセグメント

719億円
（37.4%）

その他

5億円
（0.3%）

セグメント別
コア営業利益
2018年３月期（上半期）

産業ガスセグメント

281億円
（14.6%）

ヘルスケアセグメント

410億円
（21.3%）

■売上収益



起床

朝食

おでかけ

昼食

水族館へ

帰宅

就寝

大型水槽
◉アクリル樹脂

MMAとPMMAの一貫したチェーンのグローバル
展開で世界中のお客様に製品を安定供給します

MMA部門

お米、水
◉クリンスイ™
環境・生活ソリューション部門

「飲・食」「住」「省エネルギー」でソリューション
を提供し、暮らしの安心・安全、コンフォートに
貢献します

パン
◉シュガーエステル

お客様の要望をしっかりつかみ、さまざまな
技術を組み合わせてカスタマイズした製品を
提供します

高機能化学部門

ハム、ソーセージ（真空パック）
◉ダイアミロン™

技術を強みにさまざまな機能を付加した製品を
生み出し、多様化するニーズに応えていきます

高機能フィルム部門

水族館の大きな水槽。大量の水を支えるのは何層にも重ね合わせた
アクリル樹脂板。厚さ60センチでも透明で屈折が少ないので、お魚の
顔もよく見えます。

例えば…

例えば…

例えば…

リチウムイオン電池
◉電解液、負極材

発電・蓄電・出力というエネルギーストリーム
に革新的なソリューションを提供します

新エネルギー部門

タイヤ
◉カーボンブラック

石炭を出発点に、製鉄用コークスから
合成ゴムまで石炭一貫事業のチームで
KAITEKIを実現します

炭素部門

ボディ
◉炭素繊維複合材料

多種・多様な先端材料を組み合わせ、
多彩な製品で高付加価値のソリュー
ションを提供します

高機能成形材料部門

バンパー
◉ポリプロピレン

自動車部品や食品包装など身近な分野で
ポリエチレンやポリプロピレンなどのプラス
チックが生活を支えます

石化部門

例えば…

●強くて軽い低燃費な自動車（炭素繊維複合材料・カーボンブラック）
●安全で快適なドライブを支えるバンパー・ヘッドランプレンズ
　（ポリプロピレン・ポリカーボネート）
●環境負荷を減らす電気自動車（電解液・負極材）
さまざまな材料を提供して、皆様の安心・安全で環境にやさしい
カーライフを支えます。

安心で美味しいクリンスイ™の水が
食卓を豊かにします。
お米や出汁を美味しくする水。
お米はクリンスイ™の超軟水で発芽
しました。

●パンやケーキのふわふわ感（シュガーエステル）
●新鮮なままのハムやソーセージ（ダイアミロン™）
さまざまな材料を提供して、皆様の食卓を豊かにします。

ディスプレイ
◉ダイアホイル™、OPLフィルム™

光（電気）・熱・色・洗浄のマネジメントでお客様
のニーズに合った新たな価値を生み出す製品・
サービスを提供します

情電・ディスプレイ部門

液晶テレビやスマートフォンの鮮
明で美しい画面は、光学フィルム
などのディスプレイ材料が実現
します。心がゆさぶられる映像や
多くの思い出を自然な色合いの
もと、家族みんなで楽しみます。おやすみなさい zzz

例えば…

第1回は、KAITEKIと、国連の持続可能な開発目
標SDGs（Sustainable Development Goals）
との親和性についてです。
SDGsは、2015年9月の国連総会で採択された

「私たちの世界を変革する：持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」で謳われている2016年か
ら2030年までの国際的な行動指針です。SDGs

は、持続可能な社会の実現をめざすという点で、
KAITEKIと共通しています。また、すべての人の健
康、再生可能エネルギー、清潔な水、気候変動へ
の対応といった項目は、三菱ケミカルホールディン
グスが成長事業と位置付けて取り組んでいる
テーマと重なります。
当社は、「KAITEKI」と親和性の高いSDGsに積極

的な貢献を果たすことを表明しており、世界から
集められたSDGs貢献事例集 「SDG Industry 
Matrix」には、当社グループの製品が選ばれてい
ます。
SDGs達成とも重なるKAITEKI実現の道筋を、引
き続き確かな足取りで歩んでまいります。

●KAITEKIとSDGs
エス・ディー・ジー・ズ

団らん

ヘッドランプレンズ
◉ポリカーボネート

お客様のイノベーション実現のために
誰よりも良い製品を誰よりも早くお届け
します

高機能ポリマー部門

三菱ケミカルホールディングスが、人・社会・地球の持続的発展
への貢献をめざして提唱している「KAITEKI」。
「KAITEKI ぴっくあっぷ」と名付けたこのコーナーでは、
KAITEKIのもとで推進しているさまざまな活動をご紹介します。

おはよう
ございます！

素材
わ たし た ち の 1 日 の 暮らし

こんなところに三菱ケミカル
三菱ケミカル㈱では、３社の事業群を、成長が期待される自動
車・航空機のモビリティ等の5つの市場を主なターゲットとし
て、10の事業部門に編成しました。気候変動や食料・農業問題
など、人・社会・地球の課題が多様化する中で、関連する事業
部門が連携しながら新しい価値を創造し総合的なソリュー
ションを提供していきます。

三菱ケミカル㈱は、2017年4月1日に、三菱化学、三菱樹脂、
三菱レイヨンの3社を統合して誕生し、8か月が経ちました。
三菱ケミカルホールディングスグループの最大の事業会社として、
さまざまな製品や技術を通して、皆様の暮らしのすみずみでお役に立っています。
今回はそのほんの一部をご紹介します。

石化 炭素 MMA

高機能ポリマー 高機能化学 情電・ディスプレイ

高機能フィルム 高機能成形材料 環境・生活ソリューション

新エネルギー ● 素材　● 機能商品

10の事業部門



環境に配慮した FSC®認証紙と植物油インキを使用しています。

当社ホームページをご活用ください
http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/
当社ホームページでは、プレスリリースや中期経営計画、
決算情報等を掲載しております。

〒100-8251　東京都千代田区丸の内一丁目1番1号（パレスビル）
電話：03-6748-7200

株式の状況 （2017年9月30日現在）

配当の状況

1株当り配当金 （円）

株主メモ

発行可能株式総数 ........................................... 6,000,000,000株
発行済株式総数 ............................................... 1,506,288,107株
株主数...........................................................................  161,949名

当社の売買単位である1単元（100株）に満たない株式のことをいいます。
単元未満株式（1株～99株）については、証券市場で売買することはできま
せん。

証券会社の口座でお持ちの株式については、お取引先の証券会社でお手続
きください。また、特別口座でお持ちの株式については、当社の特別口座の
口座管理機関までお問い合わせください。

※特別口座に株式をお持ちの株主様が、株式を売買される場合は、あらかじめ特別口座
から証券会社の口座への振り替えが必要となりますので、お早めにお手続きください。

単元未満株式をお持ちの株主様は、市場価格で、単元株式（100株）にする
ために必要な株数を当社からご購入（買増制度）または単元未満株式を当社
に対しご売却（買取制度）いただくことができます。

単元未満株式（1株～99株）をお持ちの株主様へ
単元未満株式（1株～99株）とは 買増制度・買取制度のご利用方法

単元株式 単元未満株式

株主総会で議決権を
行使できます。
証券市場で売買できます。

株主総会で議決権を
行使できません。
証券市場で売買できません。

60株を、当社から市場価格で
ご購入いただけます。

当社が、40株を市場価格で
買い取らせていただきます。

（例）40株をご所有の場合

買増制度 買取制度

〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

0120-232-711（通話料無料）

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

特別口座の口座管理機関及び連絡先

三菱ケミカルホールディングス
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■期末　■中間

●事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
●定時株主総会 6月
●株主確定基準日 （1） 定時株主総会 3月31日
 （2） 期末配当金 3月31日
 （3） 中間配当金 9月30日
 ※その他必要あるときは、あらかじめ公告して
 　基準日を定めます。
●公告の方法 電子公告
 ※ただし、電子公告によることができない事故
 　その他のやむを得ない事由が生じたときは、
 　日本経済新聞に掲載いたします。
 ◎公告掲載URL
 （http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ir/index.html）
●株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
●同事務取扱場所 〒100-8212　東京都千代田区丸の内一丁目4番５号
 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 0120-232-711（通話料無料）

●郵便物送付先及び
　お問い合わせ先

口座管理
機関

連絡先

携帯電話やスマートフォンなどから、ＱＲコードを
読み取ってアクセスすることもできます。




