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経営戦略の変遷

　三菱ガス化学グループは、「グロー

バル化」「独自技術に立脚した事業

展開」などを中計のテーマに掲げ、過

去18年間の売上高は概ね拡大基調

で推移しました。営業利益は、世界的

な金融危機が発生した2008年度に

大きく落ち込んだものの、その後は回

復して推移しています。足元のコロナ

禍においても、市況に左右されにくい

製品が順調に成長することで一定の

収益を確保しました。一方で、ボラティ

リティは依然として高く、市況等の外

部環境依存度を引き下げ、高付加価

値製品の拡大を加速させることや、新

規事業展開が課題となっています。

　この課題については、2021年度

から始動した新中計において、事業

ポートフォリオ改革を強力に進めてい

くことで解決を図り、持続的な成長を

実現させていきます。

過去の中期経営計画と業績動向 売上高（億円）
営業利益率（%）
経常利益率（%）
１株当たり年間配当金（円）＊1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2003～2008年度

「協創」

アジア市場でのプレゼンス強化を目指し、
成長拡大へ軸足をシフト。国内事業所の再編や

他社とのアライアンスも推進。

主
な
取
り
組
み

2001～2008
・各種内部統制システム整備

2005
・総合研究所（つくば）を閉鎖し、研究所を集約化

2007
・東京工場のほぼ全ての
生産機能を停止

2004
・MXナイロン製造販売会社を米国に設立

3,121

5,193

32

60.6%

9.1%

-0.7%

12.8%

1.6%

前中期経営計画「MGC Aｄvance2020」の振り返り （2018～2020年度）

　前中期経営計画「MGC Advance2020」で目標に掲げた最終年度経営指標については残念ながら未達に終わりました。
　これは、新興国台頭による供給過剰や米中貿易摩擦等に伴う汎用製品の市況の下落、新型コロナウイルスの影響に
よる一部製品の需要減退といった外部要因に加え、既存事業構造の成熟化や、新規事業の創出と育成の遅れといった
内部要因によるものです。
　一方で、「中核・準中核事業」のうち、市況に左右されにくい製品が順調に成長し、これらは競争優位性を保持しなが
ら、社会課題の解決につながり、市場も成長局面が継続しています。

連結指標 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2020年度計画

売上高（億円） 6,489 6,133 5,957 7,500
営業利益（億円） 413 342 445 650
経常利益（億円） 691 311 502 800＊2

ROE（自己資本利益率） 11.3% 4.3% 7.1% 12%以上

＊2 当初の計画値は900億円。2019年5月13日にメタノール合弁事業の枠組み変更により800億円に修正。
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（年度）2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

中核事業に積極的な投資を行うと同時に、
不採算事業の構造改革を断行。新規事業創出や

製造現場力の向上にも注力。

高付加価値製品が大きく成長し、
市況に左右されにくい企業体質へ。

MGCグループ一体となった経営を推進。

2009～2014年度

「MGC Will」
2015～2020年度

「MGC Advance」

2018
・サウジアラビアにおける
メタノール事業の合弁契約更新

2019
・超純過酸化水素 米国に2つの
新工場建設
・CSR推進室設置

2020
・カンパニー制を廃止し大幅組織改定
・当社グループ主要3商社の統合

2013
・BT積層板 タイで営業運転開始
・MX/PIA事業の構造改革実施

　　2015
・JSP連結子会社化
・アンモニアの自社生産停止
・高純度テレフタル酸（PTA）事業撤退

2012
・ポリカーボネート 上海で営業運転開始

2010
・メタノール ブルネイで営業運転開始
・未来テーマ創出委員会設置

2017
・QOLイノベーションセンター白河設立

3,845

6,489

5,957

70

16

59

2.0%

9.9%

7.5%
8.1%

12.7%

8.4%

＊1 当社は、2016年10月1日を効力発生日として、普通株式2株につき1株の割合をもって株式併合を実施しています。これに伴い、上記の１株当たり年間配当金の
数値は、2002年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しています。

成長製品群とその他製品の経常利益の推移

成長製品群
成長製品群を除いたその他製品

（年度）2018 2019 2020

代表的な成長製品
・メタキシレンジアミン（MXDA)
・芳香族アルデヒド
・MXナイロン
・エレクトロニクスケミカルズ

・ポリアセタール
・光学樹脂ポリマー
・半導体パッケージ用BT材料

主な取り組み

•光学樹脂ポリマー製造プラントの増設
•米国・韓国における超純過酸化水素製造プラントの増設
•次世代低損失BT材料等、最先端技術開発を追求
•芳香族アルデヒドの用途開発による新規市場の取り込み



三菱ガス化学株式会社21

　三菱ガス化学グループが持続的に成長していくために
は、急激な事業環境の変化や不確実性の高まりに対応
できる体制づくりと、更なる競争力の強化が不可欠です。
そこで2021年度からの新中期経営計画では、私たちの
長期的な展望や、未来のあるべき姿からのバックキャス
ティング思考によって、２つの経営目標と諸施策を設定し
ました。未来は現状の延長線上にあるのではなく、非連
続的な進化を遂げるという前提に立ち、新たな社会行動
様式や先端テクノロジーへの対応を全組織で加速。今後

3年間で、環境変化に強い収益構造への転換を果たし
ます。
　なお、「Grow UP 2023」と名付けた新中計のタイ
トルには、当社グループと社員の「成長」という普遍的
な概念だけでなく、「独自性（Uniqueness）」と「存在感
（Presence）」という意味も付加しています。化学業界の
中でユニークな個性と存在感を育みながら、エクセレント
な企業グループを目指していきます。

新中期経営計画の全体像

新中期経営計画

環境変化に強い収益構造への転換
～事業ポートフォリオ改革～

施策

［MISSION］ 社会と分かち合える価値の創造
［VISION］ 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

1-1. 競争優位（“差異化”)事業の更なる強化
1-2. 新規事業の創出と育成の加速
1-3. 不採算事業の見直し・再構築

社会的課題の解決
持続的成長の実現

MGC Way

Grow UP 2023
（2021年4月～2024年3月）

社会的課題
・国際情勢の変化
・人口動態変化
・ICT・モビリティの高度化

・気候変動
・生物多様性危機
・環境負荷低減

・ダイバーシティ
・ウィズコロナ下の行動様式変化

目標

1

施策

社会的価値と経済的価値の両立
～持続可能な成長に向けて～

2-1. 事業を通じた社会課題の解決
2-2. 価値創造と環境保全の調和
2-3. 事業活動を支える規律・基盤の強化

目標

2
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　地球規模の課題が相次いで顕在化する中で、社会の
不確実性が急速に高まっています。このような時代にあっ
て、当社グループはより長期的な視野で事業の将来像を
描き、自らの存在意義を定義し直す必要があると考えま
した。戦略策定の材料として2050年ごろの将来像を構
想する中で、改めて従来の理念体系をグローバル視点
で見直し、私たちの“存在意義”や“ありたい姿”を「MGC 
Way」と名付けた新たな体系として制定しました。その最

　新中計の最終年度にあたる2023年度に、過去最高水
準の営業利益達成にチャレンジします。続いて2020年代
半ばに、営業利益率についても過去最高の更新を目指し
ます。そして10年後の2030年度には、売上高1兆円、営

　当社グループは、企業価値の向上が全てのステーク
ホルダーの利益につながるとの考えに基づき、投融資計
画、財務の健全性、将来の業績動向などを総合的に勘案
した上で、内部留保と株主還元のバランスの最適化に努
めています。
　新中計期間における設備投資・投融資の総額は計
2,400億円を見込んでおり、3年間の累計で想定している
営業キャッシュ・フローを上回る水準を計画しています。外

上位に据えた「社会と分かち合える価値の創造」は、当
社の社会的使命と存在意義を表しています。このミッショ
ンを果たしながら、近い将来に実現したい私たちの姿
を「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」と整理しました。日々の業務では「行動理念（バ
リュー）」を実践しながら、当社の特色・強みを発揮できる
領域で社会課題を事業化し、その解決を通じて社会から
個性を認知され、選ばれる企業を目指します。

業利益1,000億円（営業利益率10％）以上の達成を視
野に入れています。また、資本効率を意識した経営を推進
するために、KPIとして新たに投下資本利益率（ROIC）を
導入しました。

部資金も積極的に活用しながら、成長につながる戦略的
な投資を実施していきます。
　配当については、安定的な配当の継続と機動的な
自己株式の取得を基本方針に掲げ、新たに総還元性
向＊340％を中期的な株主還元の目安とします。
＊3  自己株式の取得を含めた、親会社株主に帰属する当期純利益に対す
る総還元性向。

新たな理念体系を制定した意図

計数目標

財務・資本政策と株主還元方針

連結指標 2020年度実績 2023年度目標
中長期目標

2030年度
売上高： 1兆円
営業利益： 1,000億円以上

売上高（億円） 5,957 7,300
営業利益（億円） 445 700
経常利益（億円） 502 800
ROIC＊1（投下資本利益率） 7.7% 10％以上
ROE＊2（自己資本利益率） 7.1% 9%以上

〈前提条件〉為替：105円／US$、原油価格（Dubai）：60US$／BBL
＊1 経常利益÷投下資本 
＊2 当期純利益÷自己資本

安定的な配当の継続と
機動的な自己株式の取得

成長につながる
戦略的な投融資の実施

外部資金の積極活用

営業C/F
3年間累計
2,100億円

外部資金等

株主還元
（総還元性向40％（目安））

設備投資
投融資総額
3年間累計
2,400億円



目標

1
1-1. 競争優位（“差異化”）事業の更なる強化
 •差異化事業と定義する高付加価値製品に経営資源を優先配分
 •基盤事業の高付加価値化・効率化による差異化事業へのシフト

1-2. 新規事業の創出と育成の加速
 •市場拡大促進に向けたR&D組織の改定、環境の整備
 •積極的な研究開発投資、研究人員の増員

1-3. 不採算事業の見直し・再構築
 •不採算事業の整理・再編等による事業採算性の改善

環境変化に強い
収益構造への転換
～事業ポートフォリオ改革～
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　新中期経営計画「Grow UP 2023」で掲げた一つ目
の目標は、「環境変化に強い収益構造への転換」です。そ
の推進に当たっては、まず当社グループの事業を、成長
性や利益貢献度、資本効率を基準にして分類しました。
中でも競争優位性が高く、成長力に富むものを「差異化
事業」と定義しています。この事業に含まれるプロダクツ
は、MXDA、MXナイロン、芳香族アルデヒド、ポリアセター
ルなどの化学品・素材製品です。更に、エレクトロニクス
ケミカルズやBT系材料、光学樹脂ポリマー、超高屈折レ
ンズモノマーといった機能製品群も、差異化事業のカテ
ゴリーに含まれます。これらのプロダクツに関する新規市
場の開拓や生産能力増強などに経営資源を重点的に投
じ、収益力を強化していきます。

　左記の施策に加えて、新規事業の創出と育成に注力
することで、事業ポートフォリオ改革を加速させます。具体
的には研究開発投資の推進と研究スタッフの増員、市場
ニーズを起点にした組織体制整備、及び最新のAIやMI＊4

を用いた研究プロセスの高度化・効率化を推進し、新規
製品の継続的な投入につなげていきます。このほか、不
採算事業の整理・再編にも着手しながら、環境変化に強
い収益構造への転換を図ります。なお定量的な目標とし
て、2023年度の差異化事業の売上高を全体の40%超
に伸ばし、不採算・要再構築事業の売上高は同3%未満
に縮小することを目指します。
＊4  マテリアルズ・インフォマティクス。機械学習や深層学習を含む情報処
理技術を活用して、新素材や代替素材を効率的に探索する手法

事業ポートフォリオの構成イメージ

潜
在
市
場
余
地
＝「
伸
び
る
」

競争優位性＝「勝てる」

現状（イメージ） 2023年度（イメージ）

潜
在
市
場
余
地
＝「
伸
び
る
」

競争優位性＝「勝てる」

新規・次世代新規 世代規・次世
事業

高

強
低
弱

不採算・
要要再構築事業要再構築事業

差異化
事業

基盤事業

新新 代新規・次世代
事業

高

強
低
弱

不採算・不採算・採算
要再構築事業再構築事構築

不採算事業の整理・再編等

新規事業の創出と育成の加速

競争優位性のさらなる強化

差異化
事業

基盤事業

売上高構成比 30%

売上高構成比 6%

売上高構成比
＞40%（目標）

売上高構成比
＜3%（目標）
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差異化事業 MXDA、芳香族アルデヒド、MXナイロン、エレクトロニクスケミカルズ、ポリアセタール、光学樹脂ポリマー、
超高屈折レンズモノマー、半導体パッケージ用BT材料　ほか

新規・次世代事業
（ 開発ステージの
製品を含む）

医・食：  OXYCAPT™ 、バイオプロダクツ製品、抗体医薬品受託製造事業、工場生産野菜　ほか
ICT・モビリティ： 固体電解質、セルロース繊維複合材料、ネオプリム、半導体関連材料　ほか
環境・エネルギー： CO₂由来メタノール、CO₂由来ポリカーボネート、メタノール燃料電池　ほか

基盤事業 メタノール、アンモニア・アミン類、MMA系製品、エネルギー資源・環境事業（地熱発電等の電力、水溶性
天然ガス・ヨウ素）、発泡プラスチック（JSP）、過酸化水素、ポリカーボネート／シートフィルム、脱酸素剤　ほか

不採算・要再構築事業 ホルマリン・ポリオ―ル系製品、キシレン分離／誘導品

新中期経営計画における製品群分類

　今後の投融資については、3年間の合計で2,400億
円を計画しており、とりわけ「差異化事業」の強化と、「新
規・次世代事業」の育成に注力していきます。研究開発と
ESG、DX関連の施策にも積極投資し、事業ポートフォリオ
改革につなげていきます。

主な投融資案件
• 芳香族アルデヒド：生産能力増強（水島工場）
•  エレクトロニクスケミカルズ：原料過酸化水素プラント新設
（台湾）、超純過酸化水素プラント新設（中国）
•  光学樹脂ポリマー：生産能力増強（鹿島工場）、原料モノマー
工場新設（新潟工場）
•  半導体パッケージ用BT材料：生産能力増強（タイ工場）
 など

投融資計画

事業ポートフォリオ改革の分類基準

　外部環境の変化に強い収益構造を構築するために、当社グループでは全事業の位置付け・区分を見直しています。
各事業を、新たに設けた「差異化事業」「新規・次世代事業」「基盤事業」「不採算・要再構築事業」という4つのステー
ジに分類しました。分類に当たっては、「成長性」「利益貢献度」「資本効率」の観点で、それぞれ定性的・定量的な基
準を設定した上で実施しています。新中計期間では、競争優位性や潜在成長力を併せ持つ「差異化事業」と、今後の
市場拡大時に伸びが見込め、社会課題の解決にもつながる「新規・次世代事業」に、経営資源をシフトしていきます。

成長性
潜在市場余地

利益貢献度（短・長期）
経常利益・純資産等

資本効率
ROIC

分
類
項
目

既存事業 新規事業

経営資源を
「差異化事業」「新規・次世代事業」にシフト

差異化事業 新規・次世代事業基盤事業不採算・要再構築事業

小 大

低 一定水準以上 高

一定水準
未満

一定水準
以上

競争優位の見極め

異化事業異化差異

0900億円億

総額 2,400億円
戦略投融資
1,700億円
（含む、M&A）

維持・改善投資

700億円

次世代事業・規・次世新規・次
究開発関連研究開研究

150億円
基盤基盤事盤事業

6000億円億円円

その他他

50億円円

Grow UP 2023
投融資資金の事業区分内訳
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　事業ポートフォリオ改革の遂行に不可欠なアクションプ
ランとして、新規事業の創出と育成を加速していきます。そ
の基盤になるのは、豊富な知見やアイデアを持つ研究メ
ンバー間の相互作用などによって、新規事業の“芽”が育
ちやすい創発型の組織です。当社では2021年4月より、
R&D組織の改定による研究推進体制の最適化と、知的
基盤センターの新設による戦略的なIPランドスケープの
実現に努めています。
　また、研究開発投資も積極的に進めており、新中計期

間の3ヵ年で投入する研究開発費の総額は、前中計期間
から20%増の水準となる約730億円を見込んでいます。
併せて研究人員を2023年度には600人超＊に増員する
計画です。これらの施策と経営資源配分によって、新規
製品を成長市場へ継続的に投入できる組織的なエンパ
ワーメントを高めていきます。なお定量目標として、上市後
5年以内の新規製品の売上高を、2020年度比で20%超
の水準とすることを目指します。
＊当社単体ベース

新規製品開発・育成の加速

医療・食糧問題解決

開発品 進捗状況 今後の方針 

アレルギー
診断チップ

小児牛乳アレルギーの重症度の予測が
可能なアレルギー診断チップを開発中 ▶ 各機関における検証と、将来的な量産体制

の構築に向けた取り組みを継続

抗菌不織布 特殊な抗菌成分を表面に固定した
抗菌不織布を開発 ▶

抗菌効果の持続性、不織布の耐久性を
活かし、衛生・防災分野や食品包装分野
への市場開拓を推進

抗体医薬
受託製造事業

抗体医薬品の受託製造事業に向け、
カルティベクス社に製造設備導入
抗体医薬「デノスマブ」のバイオシミラー
生産細胞の大量培養に成功

▶ 抗体医薬品受託製造事業の拡大に向け、
継続的な商業案件を確保

OXYCAPT™ 
2019年より注射剤用ガラス容器の代替と
なるプラスチック製容器OXYCAPT™ の生
産を開始

▶ 更なる製品ラインナップの拡充、市場開拓を
推進

ICT・モビリティ社会発展

開発品 進捗状況 今後の方針 

固体電解質 顧客へのサンプル提供による求評、公的
研究機関との協業により、開発を継続 ▶ 将来の上市に向け、研究体制を拡充

炭素繊維
複合材料

グループ会社の研究シーズも活用し、
金属代替・軽量化に寄与する炭素繊維複合
材料を開発中

▶ 大学との共同研究、顧客へのサンプル
求評により、市場開拓を推進

セルロース繊維
複合材料

高強度なセルロース繊維並びに繊維強化樹
脂の製造プロセスの開発をスタート ▶ 繊維及び樹脂開発用の試作装置を導入し、

顧客へのサンプル求評、市場開拓を推進

新規BT材料 低誘電率化、薄膜化に寄与するシート製品
で５Gスマホニーズを取り込み ▶ 電気特性を改善したガラスクロスなしの

シート製品を提案中

新規製品開発トピックス



目標

2

2-1. 事業を通じた社会課題の解決
 •ICT・モビリティ社会の発展
 •エネルギー・気候変動問題の解決
 •医療・食糧問題の解決

2-2. 価値創造と環境保全の調和
 •大気保全、水保全、生物多様性保全
 •廃棄物削減

2-3. 事業活動を支える規律・基盤の強化
 •働きがいのある企業風土の醸成
 •労働安全衛生・保安防災
 •省資源・省エネルギー・高効率による生産活動
 • 新しい価値を生み出す研究開発の推進

社会的価値と
経済的価値の両立

～持続可能な成長に向けて～
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IIRC資本分類 KPI 目指す資本イメージ

財務資本
・ICT・モビリティ用途売上高
・エネルギー・環境問題解決に向けた投融資
・医療・食糧用途売上高

社会的価値と経済的価値を両立する事業の創出による
企業価値の向上

製造資本 ・GHG排出原単位 2013年度比 環境保全と調和を図る高効率設備による生産

知的資本 ・ 気候変動問題解決のために投じる研究開発費 クロスバリュー・イノベーションを生み出す多様な知と
技術の融合

人的資本 ・年次有給休暇取得10日未満者の割合 多様な価値観のコラボレーションによるイノベーションを
生み出す企業風土の醸成と人材の育成

社会・関係資本 ・重大労働災害
・重大事故

無事故・無災害の実現により安全で調和のとれた社会を
実現

自然資本
・GHG排出量 2013年度比
・購入電力の再生可能エネルギー導入率
・廃棄物ゼロエミッション率

化学に基づく幅広い価値の創造と環境保全の調和

　当社グループは2020年度に経営として取り組むべき
最重要課題（マテリアリティ）を特定しました。続いて2021
年5月、新中期経営計画の策定に合わせてマテリアリティ
マネジメントの確実な進捗を図るべく、新たに2030年度
目標と、それに向けた2023年度目標をKPIに設定しまし
た。具体的には大気保全に向けた温室効果ガス（GHG）
の排出削減量や、エネルギー・気候変動問題の解決に向
けた投融資額・研究開発費などに関して、KPIを定めてい

　当社グループは、企業価値の向上を経営上の最重要
課題と位置付けており、企業価値の向上が株主をはじめ
とする全てのステークホルダーの利益につながると考えて
います。同時に、気候変動問題への対応や社員の働きが
いのある企業風土の醸成など、自然環境・社会課題への
取り組みによっても企業価値が向上するものと考えていま
す。そこで当社グループは、「社会的価値と経済的価値の
両立」を、新中期経営計画における二つ目の目標に掲げ

ます。KPI候補の絞り込みにおいては、中長期的な価値創
造を意識するために、国際統合報告評議会（IIRC）の6つ
の資本を参照しました。
　これらのKPIをクリアするために、新技術の開発などイノ
ベーションの創出、既存業務の軌道修正、パートナーシッ
プの構築など、個別の課題ごとに最善の策を採りながら、
実効性のあるマテリアリティマネジメントを実施していき
ます。

ました。この目標は、グループミッション「社会と分かち合
える価値の創造」にも合致するものです。
　より具体的で実効性のある目標にするために、３つの
施策を軸にしたマテリアリティマネジメントを推進し、当社
グループの長期的な成長を実現し、同時に持続可能な社
会形成に貢献していきます。特に、事業を通じた社会課題
の解決については、化学メーカーだからこそ成し得る課
題解決の技術・手法の開発を目指しています。

マテリアリティにKPIを設定

環境目標の詳細はP46「カーボンニュートラル達成ロードマップ」をご参照ください。



マテリアリティKPI

マテリアリティ
MGCの主な取り組み

区分 要素 KPI項目

価値の創造

CSV

事業を通じた貢献
・ICT・モビリティ社会発展
・エネルギー・気候変動問題解決
・医療・食糧問題解決

化学の可能性を追求し、社会的価値と
経済的価値の両立を進め、より高い企業価値を実現

ICT・モビリティ用途
売上高

エネルギー・気候変動
問題解決に向けた

投融資

医療・食糧用途
売上高

価値創造の基盤

S

働きがいのある
企業風土の醸成

ワークライフバランスの推進、育児介護制度の
充実、活力のある職場環境づくり

年次有給休暇取得
10日未満者の割合＊1,2

労働安全衛生・
保安防災

「無災害」の達成を目指した安全に関する教育訓練、
労働安全衛生リスクアセスメントの実施、
日常の安全活動の継続

重大労働災害＊1,3

重大事故＊1,4

省資源・省エネルギー・
高効率による生産

環境影響の少ない資源調達、資源の効率的な
使用（エネルギー、原材料、水など）

GHG排出原単位　
2013年度比＊1

新しい価値を生み出す
研究開発の推進

長年培ってきたコア技術を最大限に活用した
新プロセス創出・導入、新規事業の創出と育成を推進

気候変動問題解決の
ために投じる
研究開発費＊1,5

価値創造と
環境保全の調和

 E

環境問題への積極的・
能動的対応
・大気保全
・水保全
・生物多様性保全
・廃棄物削減

・ レスポンシブル・ケア（RC）中期計画とRC年度計画の
策定及び目標達成に向けた取り組み
・TCFD対応を含むGHG排出量削減対策

GHG排出量
2013年度比＊1

購入電力の再生可能
エネルギー導入率＊1

廃棄物
ゼロエミッション率＊1,6

＊1 当社単体ベース
＊2 年休付与日数が20日の社員について
＊3 休業災害であって、死亡災害、永久労働不能災害を伴うなど障害補償の対象になった、またはその可能性のある障害、休業日数が4日以上であるもの
＊4 地域に係る環境汚染や地域住民が被災するなど第三者に脅威を与える事故、重大労災を伴う事故
＊5 基礎研究、パイロットプラント、実証実験などの研究開発投融資
＊6 最終処分量／廃棄物総排出量
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  KPI IIRC資本分類
（国際統合報告評議会） SDGs(ターゲット)との関連

2020年度実績 2023年度目標 2030年度目標

2,342億円 3,200億円 デジタル革新を加速
する新規事業の創出

財務資本
事業活動もしくは投資に
よって生み出された資金

3.6 9.4

投融資：86億円
(連結：2018～
2020年度累計)
投資：取得、

融資：決裁ベース

投融資：120億円
（3年間累計）
投資：取得、

融資：決裁ベース

カーボンネガティブ技術
の事業化

9.4

394億円 500億円

・ 予防・予測医療の高度
化、健康寿命の向上
・ 食品保存技術の
更なる高度化

3.8 12.3

2019年度実績 2023年度目標 2030年度目標

7.8%
(2018年度実績） 0% 0％

人的資本
人々の能力、経験及び
イノベーションへの意欲

8.5
8.8

0件 0件 0件
社会・関係資本
組織が事業を営むことに
ついての社会的許諾

3.9

1件 0件 0件

14.6％削減 19.9％削減 28.0％削減

製造資本
製品の生産またはサービス
提供に当たって組織が
利用できる製造物

7.3

研究開発費の
3.8%

研究開発費の
5％以上

研究開発費の
7％以上

知的資本
組織的な、知識ベースの
無形資産

9.5

23％削減 28％削減 36％削減

自然資本
組織の成功の基礎となる
全ての再生可能及び
再生不可能な環境資源
及びプロセス

13.2 7.2

0% 10% 50％

0.8% 0.3％以下 0.15％以下 12.5
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KPIを設定したマテリアリティのみ掲載しています。マテリアリティの全体像は、P41「マテリアリティのリスクと機会」をご参照ください。


