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三三菱三菱三菱ガガスガス化学化学化学化学化学化学学学ははは、は、産業産産業業を支を支を支ええる基礎基礎化学化学品か品か品からユらユーザーザザザー ーニーニーニニーニーズーズズーズズに直に直にに直直結し結し結しし結した機た機た機た機機機機能能能能能能能能

化化学学品品ま品ままで、で、多多多彩多彩彩な事な事事業を業を展開展 しているる研究研究開発開発発型の型型のの化学化学学学学学メーメーーーメメ カカカーーーーーカ ですすすすですで 。時。時時時時時代代代の代の代のののののの

移移り移り変変わ変わりとりとりととももももにに顕に顕在化する社会課題課題ややお客客様客様客様様からからかかからからの要の要の要要要の要望望望を望ををを踏踏踏踏踏まま踏踏踏まええ、ええ、え、え、、当社当社社社社社固固固固固固固

有有の技術術に現に現現に 場の場場の独創性を融合したし 新たたたな価な価な価値値を値ををを提供提供提供提供提供提供するするるるるるここことこととこ でででで、で、で、で、で 産産業産業産業産業業産 ・社・社社会会会会会

の変の変革に革 寄与与ししてしてきまき した。

2020211年は、当社にとって創立50周周年を年ををを迎迎え迎え迎え迎え迎 るるる節る節目の目の目のの年年年と年と年ととととと年 なりなりりりますまますますますます。こ。ここ。ここ。これれれもれもれもれれもれれ 株株主株株主株主株主

の皆の皆様をはじは め、め、日頃からご愛ご 顧いたただただだだだだだいていいてていてていておりおおおおりおりお ますますますますますますすますお客おお客お客おお客おお 様様、様、様々様々様々様様々な形な形形な形な形な形なな で事で事で事で事で事業をを業業を業

支えてくくださだ る取取引先引引 の皆様、地域地域地域域のの皆の皆の皆の皆の皆の皆様様様、様、様、、、、そそそそそしそして不て不て不断断断の努力努力力力力力ををを重を重重を重重ねるねるねるねるねるるるねるね 全全全グ全グ全グ全ググ全 ルルルルーールル

プ社プ 員といった全た全てのて ステークークホホルルダダーダーダーダーーダーーーのののの皆の皆の 様様様の様のの様ののののおかおかおかおおかおかおかおかげげとげげとげとげとげげげと心よ心よ心よ心よ心よよよよよりり感り感感感感感り感謝申謝申申謝申謝申謝申謝申謝 し上し上上上上しし げげげげげげげ

ます。

次次次の次の5050年は、今、今、今、今よりり複雑複雑複雑雑雑性や性ややや不確不確確確確確確実性実実性性性実性性がががが高高高高高高ががが ままるまるるるるるま ことこことことここ がががが予が予が予予予予予予がが予が 想さ想ささささされまれれれまれれまままままれれ す。す。す。す。だかだかだかかだかららららここここらこ

そ、そ、より良い良い良い良い良良 未未来未未来来を展を展展展望し望し望し望し望し望ししながなががががな らららら、ら、ら 世界界世界世界界世世界世界のの社の社の社の社社社社社社社の 会会会会会課会課会課課課課課課会課会課会 題題題題解題解題解題解決決決決決に決に決に決に決ににに決にに決 資す資す資す資すす資する新るるる新新新しいしいいしいしし 価価価価価値価値価値価値値値ののののの

提案提提案が必が必が必が必が必要で要で要ででです。す。す。すす。す 今後今後今後今後後後も、ももももも、環環境環環境環境境環 変化変化変化変化変化に柔に柔に柔に柔柔軟に軟軟に軟にに軟にに軟軟に対対対対対対対対応応応対対対応対 できででききできききる、る、る、る、る、、、、るる 強靱強靱強靱強靱強靱強靱靱強靱強 な企な企な企な企な企な企企企な企な企ななな 業集業集業集業集業集集業業業業業業業業 団団団団と団と団と団とととしてして

成長成長成 し続し続続続続けたけたけたけたたいいいといといといとい 考考え考考考 ていていいて ますますますますますま 。。。

ミッミッッッショショショション「ンンン「ン「社会社会社会社会会と分と分と分と分とと分分かちかちかちちか 合え合え合ええる価る価価価値の値値の値の値の値値 創創造創造創造創造創造創造造」」ののののののの下、下下、下、下下下下下下 特色特色特色色色特特色と存存存存存と存と存存と存と 在感在感在感感ああるるるるエクエクエククセレセレンン

トカトトカカカカカカカカカンパンパンパンパンパニニーを目を目目指す指す指す指すすすす私た私たた私私私 ちにちにににちに、こ、これかれからもらもらももももももご期ご期期期ご期期ご 待く待くく待待 ださださださださだだささいいい。いい。

おおかおかかおかかかげげささまでまでままで 
創創立創創立創立創立55050周年年年年年年ををををを
迎迎え迎迎え迎え迎 ましまましましました。た。



コーポレートレポート2021 2コーポレートレポート2021コーポレートレポート2021 22

編集編集方針方針針針

『ココ『コーポーポポポポレレーレーレーレーレートレトレトレトレトレトレトレトレポポポーポーポーポ ト2ト2202021』1』は、は、は、は、はは、、中中中長中長長長期の期の期の期の成成成長長成長長長戦略戦略戦戦略戦略戦戦略を軸ををを軸
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を統を統を統を統統統統合的合的合合的合的合的的的な視な視点で点で点で点で点 記載記載記載記載記 するするするするす ことことことことことことととを基を基を基を基本本的本的本的的本本 なななな方な方な方なな 針と針と針 してしてしててててていまいまいいまいまいま
す。す。すす。。本本本冊本冊本本 子の子の子の子の子のの子 制作制作制作制制作ににおにおにおおおいていていていては、は、は、、は CCCCCSCSCSR・R・IRIIRIRRR部部部を部を部をを部部部 中心中心中心心心中心中心にに、にに、に、情報情報情報報報報情 をををを
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最新の財務情報から各種リリース資料、株式・
株主情報を掲載しています。

投資家情報

https://www.mgc.co.jp/corporate/report.html

https://www.mgc.co.jp/ir/

財務 非財務

当社グループのCSR／ESGに対する考え方か
ら取り組み、各種詳細なデータを紹介してい
ます。

CSR情報

https://www.mgc.co.jp/csr/

情報開示の体系



社会と分かち合える
価値の創造

私たちの存在意義

最先端の電子デバイスや通信システム、石油代替エネルギー、高度医
療、食糧管理―。SDGs（持続可能な開発目標）達成の鍵を握るこれ
らの産業には、「素材」の進化、「材料」の技術が不可欠です。三菱ガス
化学グループの製品群は、化学素材や材料の面から、産業・社会のイノ
ベーションに深く関与しています。そして私たちは、「社会と分かち合える
価値の創造」をミッションに掲げ、常にこの使命を念頭に置きながら、社
会変革を促す新素材と材料、及び技術を追求していきます。

M I S S I O N

MGC Way
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半導体パッケージ用BT材料、電子工業用洗浄剤の超純過酸化水素、スマホカメ
ラレンズに使用される光学樹脂などを開発・供給することで、ICTの発展に貢献し
ています。また、モビリティの分野では、車体の軽量化に寄与するエンジニアリング
プラスチックスや発泡プラスチックなど、CASE*1の進展をサポートする多様な製品
群を展開しています。新規事業・新製品を相次いで創出することで、デジタル革新
とモビリティ革命に不可欠な価値を提供していきます。
＊1 Connected（コネクテッド）、Autonomous（自動運転）、Shared & Services（シェアリング）、
 Electric（電気自動車）の頭文字から成る造語。

ICT・モビリティ社会発展

主な製品
●半導体パッケージ用BT材料
●超純過酸化水素
●光学樹脂ポリマー（ユピゼータ®EP）

●ポリカーボネート
●ポリアセタール
●発泡プラスチック

三菱ガス化学グループがつくる価値

長年培ってきた天然ガス田開発やメタノール製造の経験を活かし、「カーボンネガ
ティブ*2技術」の事業化を目指しています。CO₂を原料としたメタノール製造や、
CO₂回収・貯蔵・利用の研究開発に注力。また、水素キャリアとしてのメタノール・
アンモニアの活用、化学業界で当社グループのみが手掛ける地熱発電事業、風
力発電設備を高寿命化する材料開発など、化学会社ならではの形でエネル
ギー・気候変動問題の解決に寄与していく考えです。
＊2 事業活動によって排出する温室効果ガスよりも、吸収する温室効果ガスのほうが多い状態。

エネルギー・気候変動問題解決

主な製品
●メタノール
●アンモニア
●地熱発電

●直接メタノール形燃料電池（DMFC）
●メタキシレンジアミン（MXDA）
●1,3-ビスアミノメチルシクロヘキサン（1,3-BAC）

世界的な人口増加や高齢化の加速を踏まえて、当社グループでは予防・予測医
療の高度化と、医療の生産性向上に直結する製品群を開発・供給しています。ま
た、食糧問題への取り組みとして、食品の保存期間の長期化を実現する脱酸素
剤を1977年に販売開始し、以来40年以上にわたって改良を続けています。グ
ループの経営資源をフルに活用し、人の健康寿命の向上と持続可能な食糧管理
に貢献できる、高度な技術の開発を継続していきます。

医療・食糧問題解決

主な製品
●エージレス®（食品用脱酸素剤）
●ファーマキープ®(医薬品用脱酸素剤)
●OXYCAPTTM(プラスチック製バイアル・シリンジ)

●抗体医薬
●ピロロキノリンキノン（PQQ）
●MXナイロン

コーポレートレポート2021 4



化学にもとづく、
特色と存在感ある

エクセレントカンパニー

V I S I O N

独自性の追求

あらゆる産業の“米”とも称される化学は、人々の暮らしや環境保全、社
会インフラなどの分野で、無限の可能性を秘めています。三菱ガス化学グ
ループは、社会の変化が加速する現代において、独自の強みを追求しな
がらグローバルニッチな製品群を展開。社会や顧客の課題に、他にない
技術で応え続けています。「化学にもとづく、特色と存在感あるエクセレ
ントカンパニー」というビジョンは、私たちが目指す未来のありたい姿そ
のものです。

三菱ガス化学株式会社5



当社グループは、自社技術の開発・深化に力を注ぐことで成長を続けてきた
メーカーです。他社にない優位性を持つ技術の創出は、前身である旧2社か
ら受け継ぐ当社グループのDNAであり、最大の強みと言えます。現在も、当
社製品の90％以上は自社開発で生み出されたものです。社内には、研究員
の主体的なR＆Dなどに活用できる技術プラットフォームを構築。豊富なコア
技術の組み合わせによって、無限の可能性が広がっています。

独自性を追求する私たちの姿勢は、グローバル展開にも貫かれています。
1980年代、原料調達の面で優位性がある海外資源にいち早く着目し、まず
天然ガス産出国のサウジアラビアに進出しています。以降、メタノールや過酸
化水素事業などで海外展開を加速。原料立地での生産拠点を拡大し、グ
ローバルでの販売力を強化しました。そして2014年に、海外売上高比率が
50％を超えました。

90%以上
自社開発技術による製品
（生産品目ベース）

三菱ガス化学グループの強み

私たちが取り扱う製品は、基礎化学品から生活に身近な最終製品まで、幅
広いラインナップを有しています。その数は、およそ110種類。合成樹脂や硬
化剤に使われるメタキシレンジアミンをはじめ、世界シェア1位の製品も多く
存在します。また、資源→原料→誘導品の高効率なプロダクトチェーンは、競
争優位の源泉の一つです。将来の市場動向や顧客ニーズの変化に順応で
きるよう、事業ポートフォリオの新陳代謝を図っています。

「自律的な個人」こそ、最も重要な経営資産―。私たちが業界他社にない
視点・発想で新しい価値を生み出せているのは、この思想が組織内で共有
されているからです。つまり、一人ひとりの個性を尊重し、大きな裁量を任せ
ることで生じる人的な“化学反応”が、独創的な技術や製品開発につながっ
ているのです。個々の社員が持つ価値観と、全体最適とのバランスを図りな
がら、強靱さと柔軟性を兼ね備えた企業集団を目指します。

当社グループにおける研究開発テーマの選定プロセスは、新中期経営計画
で定めたターゲット領域にCSR課題を加えた領域の中から、適社度と成長
性を考慮して設定した重点研究分野に対して優先的にテーマ化しています。
現在、約100本の研究テーマについて、客観的な評価指標で優先度を決定
しR＆Dリソースを集中的に投入しています。市場の変化への感度を高め、研
究開発の成果をタイムリーに事業化できる体制によって、長期的スパンでの
成長に努めています。

約110種類
製品種類数

59%
海外売上高比率

約100本
研究テーマ数

8,998人
（147社）
連結従業員数
（グループ会社数）
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M G C  W a y

MGC Wayに込めた想い

2050年に目指すべき三菱ガス化学の将来像を描くに当たって、「私たちは何者なのか」「どこ
から来て、どこへ向かうのか」「なぜ未来でも存在しうるのか」を、改めて考えました。その中で
“存在意義”や“ありたい姿”を再確認し、「MGC Way」と名付けたシンプルな理念体系として
整理しました。そして創立50周年を迎える2021年に新中期経営計画「Grow UP 2023」と併
せて、社内外に発表しました。

化学にもとづく、特色と存在感ある
エクセレントカンパニー

行動理念
プロフェッショナル集団として
①変化を恐れぬ勇気 ②高い目標への挑戦
③目標達成への執念 ④共感を拡げるコミュニケーション

MGC企業行動指針、CSR基本方針　

ミッション

ビジョン

バリュー

社会と分かち合える価値の創造

MISSION

VISION

VALUE

三菱ガス化学株式会社7



1971～
三菱瓦斯化学株式会社 
創立

1971年、旧三菱江戸川化学
（株）と旧日本瓦斯化学工業
（株）が対等合併し、三菱ガス
化学（株）が創立されました。
合併の主なねらいは、長期的
に競争優位性を維持するため
に両社の総力を結集し、研究
開発投資・生産設備投資を推
進する体制を構築することで
した。

1980
サウジアラビラビア
（メタノール）

日本日本日本日本日本日本日本日 初の初の初の初のの初の初初の初の中東中東中東中東中東東中 大型大型
プロプロプロプロプロプロプププロプロジェジェジェジェジェェジ クトクトクトクトトクトクトクトト

1980～
産業構造の変化への
対応

情報通信技術の発展など産業
構造の変化に対応し、国際化
や既存事業の収益基盤強化を
推進しました。製品需要の拡大
に対応した大規模投資を実施
する一方、海外企業との競争
激化などによる収益低下を受
け、経営体質の強化にも注力し
ました。

2000～
カンパニー制の導入と
グローバル生産の強化

グローバル競争の激化を踏ま
え、カンパニー制を導入。各カン
パニーがそれぞれの投資枠内
で責任を持ちながら機動的に
投資判断を行う体制を確立し、
財務健全性の向上と事業のス
ピードアップを図りました。不採
算事業の整理も進める一方
で、更なるグローバル化を進め
ました。

2020～
全体最適を目的とした
組織への転換と
CSR経営の推進

2020年にカンパニー制を廃止
し、全体最適を見据えた組織
改定に着手しました。そして
2021年5月に新中計「Grow 
UP 2023」を発表。「環境変化
に強い収益構造への転換」と、
「社会的価値と経済的価値の
両立」の2つの目標を掲げ、グ
ループ一丸となって達成に向け
た施策を推進します。

553億円

13.8%

35.4%

19.6%
25.5%

2.2%

44.9%
22.1%

11.0%

19.0%

22.4%

52.9%
35.2%

13.7%

18.1%

13.0%

13.3%

25.1%

12.1%
0.3% 0.4%

1,910億円 3,230億円 5,957億円
1972年度 1980年度 2000年度 2020年度

売上高推移／売上高構成比 ※事業部門の区分やその内訳は各年度ごとに異なります。

●メタノール ●キシレン ●アンモニア
●工業薬品 ●合成樹脂 ●その他

●天然ガス系化学品 ●芳香族化学品
●機能化学品 ●特殊機能材
●その他

●基礎化学品　●機能化学品
●その他

1987
インイ ドネドネシアア
（過酸化水素）

国際国際競争競争の激の激化に化に
対応対応し、し、化学化学企業企業
としとしてはてはいちいち早く早く
インンドネドネシアシアアに進出

2020
トリトリニダニダードード・ト・トバゴバゴ
（メタ（メタノールノール））

日本日本企業企業としとしてはては
同国同国で最で最大規大規模の模の
投資投資

1995
タイ
（（エンジエンジニアリニア ングププラスチスチックスックス））

ポリカーボネネートート・・
ポリポ アセタールともにもに
現地地地企業企業とのの
合弁合弁会社会社設立設立設

2006
ブルブルネイネイ
（メタ（メタノールノール））

マザマザー機ー機能を能を持つ持つ
工場工場を海を海外に外にも
展開展開開

チャレンジ精神旺盛な企業文化の下、培ってきた生産技術・運転技術などを活かし、独自の戦略に基づいた海外事
業を展開しています。1980年からは他の日本企業に先駆けて、新興国にも進出。現地パートナーとの合弁会社を相次
いで設立し、技術供与やオペレーター育成による生産安定化を図りながら、地域経済の成長にも貢献しています。

三菱ガス化学グループの歩み

グローバル展開
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