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CSRマネジメント

成長分野で存在価値を発揮できる
「攻めのCSR」を実行する

　2021年4月からスタートした新中期経営計画では、喫
緊の課題である「環境変化に強い収益構造への転換」
と、中長期のスパンで取り組む「社会的価値と経済的価
値の両立」の二つを目標に掲げました。達成までの時間
軸こそ異なりますが、この二つには明確な相関性があり
ます。なぜなら、社会と「調和しない」事業、社会から「価
値がない」と判断された事業は今後、見直しあるいは再
構築が不可欠になるからです。一方で、社会的価値と経
済的価値が重複する領域には、新たな事業の機会が広
がっています。当社グループは、今日の社会情勢と個別事
業をこのように捉えた上で、CSR経営を持続的に推進で
きる体制づくりに注力しています。
　気候変動問題の顕在化とコロナ禍がもたらした新常
態は、化学メーカーにも大きな転換を迫っています。そし
て当社グループにおいては、環境や安全などの分野で社
会的な責任を果たしながら時代の変化に順応し、収益構
造の安定化を図ることが恒常的な課題と言えます。これら
の課題への対処と「三菱ガス化学らしさ」の追求は矛盾
するものではなく、両立できると考えています。当社ならで
はの観点で社会課題を捉え、カーボンニュートラルや次
世代通信、モビリティ革命など、成長分野で存在価値を
発揮できる「攻めのCSR」を、この3ヵ年で果敢に実行して
いきます。

経営リスクを踏まえながら、
社会課題の解決につながる新事業を創出

　私たちの定義するCSR経営とは、グループミッション
である「社会と分かち合える価値の創造」の下、環境・社
会・企業統治の各要素に求められる責任を強く意識し、

事業利益を追求しながら、日々の活動と社会のベクトル
を合致させることです。この定義を軸にして社内外の環
境を俯瞰すると、いくつかのリスク要因が見受けられます。
たとえば、低価格でこれまでにない競争力を持つ代替素
材の登場や、脱炭素を目的とした法制度の変更及び対
応コストの増大、労働人口の減少による広範な影響など
です。私たちはこうしたリスクを抑制するために、より大局
的・長期的な視点で技術の創出に努め、新たな事業機
会を最大化しようとしています。
　当社グループの固有技術と経験を活かせ、経営リスク
の抑制にもつながる事業として有望なものは、カーボン
ニュートラルの達成を後押しするソリューションです。具体
的にはCO₂からメタノールやポリカーボネートを製造する
技術、水素の運び手としても注目が高まるメタノールやア
ンモニアの新事業、地熱発電事業などが該当します。当
社のユニークな独自技術を深耕・応用し、各ソリューショ
ンを社会実装できるレベルに仕上げることで、「社会と分
かち合える価値の創造」を具現化していきます。

“オーケストラの指揮者”的な
役割を担っていくのがCSR

　現代は、様々な業界で前例のないディスラプション（破
壊的創造）が起きている不確実な時代です。このような事
業環境に適応するには、私たちの存在理念に立ち返り、
コアコンピタンスをしっかり保ちながら、持続可能な成長
戦略を描くことが不可欠です。CSR推進室はその先導役
であり、いわば“オーケストラの指揮”を担うセクションとも
言えます。長期的な時間軸を意識しながら当社グループ
全体を俯瞰し、個別部門・個人にも変化を促しながら、特
色と存在感のあるエクセレントカンパニーを目指していく
考えです。

中長期的な視点に立った
CSR経営を推進し、
カーボンニュートラル達成に貢献

担当役員による戦略解説
取締役 常務執行役員
コンプライアンス担当、
経営企画管掌、内部監査室担当、
CSR・IR担当

北川 元康

取締役 常務執行役
コンプライアンス担
経営企画管掌、内部
CSR・IR担当

北川 元康
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　三菱ガス化学グループは、グループミッションである
「社会と分かち合える価値の創造」の下、グループの社
会的価値と経済的価値の両立による持続可能な成長を
「CSR経営」として追求しています。
　社長を議長とした取締役メンバーで構成される「CSR
会議」、その諮問機関としてCSR・IR部長が招集し、本社
管理部門長で構成される「CSR委員会」を設置し、マテ
リアリティの特定からKPIの設定、進捗確認と見直しに至
る、全社のPDCAサイクルを回すことで、CSR経営の継続
的なレベルアップを推進する体制を敷いています。
　CSR会議は、マテリアリティの特定やマネジメントなど、
CSR経営の基本となる方針、施策を審議・決定し、その
実施状況などについて報告を受けます。
　CSR委員会は、各部門におけるCSR経営に係る各種

活動の実施状況を確認し、定期的なレビューを通じて、
必要な施策をCSR会議に諮問するなど、CSR活動を促
進します。併せてCSR委員会は、CSR活動上の専門的か
つ重要な事案を検討する各種「CSR専門委員会」を必要
に応じて設置します。
　これらCSR会議、CSR委員会の事務局として、「CSR・
IR部CSR推進室」を設定しています。CSR推進室は、社
内の非財務情報の統括、CSR経営に係る方針・戦略の
検討、社内外のエンゲージメントといった実務を担当して
います。
　これまで以上に事業を通じてサステナブルな社会実現
のための課題解決に貢献することで、様々なステークホル
ダーからの信頼と共感を獲得し、より高い企業価値の実
現を目指しています。

CSR推進体制

マテリアリティ及びKPIの詳細はP27「マテリアリティKPI」を
ご参照ください。

　三菱ガス化学グループはCSR経営の実践に向けて、
2020年4月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。2021年4月に発表した中期経
営計画では、マテリアリティの評価指標（KPI）を定め、そ
の管理を通じて改善のPDCAサイクルを回していきます。
　当社グループのマテリアリティは、「価値の創造」
（CSV）、「価値創造の基盤」（S）、「価値創造と環境保全
の調和」（E）、「価値創造の規律」（G）の4つの区分で構
成しています。またSDGsに掲げる17の目標・169のター
ゲットとマテリアリティを紐付け、SDGsの達成、並びにサ
ステナブルな社会の実現への貢献を目指しています。
　また、マテリアリティは中期経営計画と連動して3年を目
途に見直しを行っていきます。

マテリアリティの特定プロセス

GRI、ISO26000、SDGs、SASBなどの要請事項、他社動
向などを参考に、600を超える社会課題や社会変化に関す
るキーワードを抽出。テーマ別に分類し、39項目のマテリア
リティ要素に集約。「ステークホルダーにとっての重要度」と
「三菱ガス化学グループにとっての重要度」の2つの観点か
ら優先順位を自社で評価。CSR委員会にてマテリアリティ
及び優先順位の検討を行い、CSR会議にて審議・承認。

マテリアリティと評価指標（KPI）
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マテリアリティのリスクと機会

マテリアリティ
重要性の背景 リスク

区分 要素

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

製品・事業を通じて「社会と分かち
合える価値の創造」を追求すること
が、経済・社会・環境の各面から企
業価値の向上につながる

・ 競争激化による開発難易度の
上昇とリードタイムの長期化
・コスト安な代替材へのシェア移転
・既存製品の陳腐化

価値創造の基盤

S

働きがいのある
企業風土の醸成

社員一人ひとりが個々の事情に合わ
せて、安心して働きがいを持ちながら
長期的に活躍できる制度・風土が、
企業価値の創造の基盤になる

・労働生産性の低下や人材の流出
・ステークホルダー対応の質の低下

ダイバーシティ＆
インクルージョンの推進

多様な価値観のコラボレーションに
よる文化・風土の確立が、新機軸・
技術革新を生み出す

・ 人材の属性やスキルの偏りによる
画一的な発想と新たな事業機会の
喪失

ステークホルダー
エンゲージメント

企業価値の創出は、ステークホル
ダーによるリソースの提供や貢献の
成果である

・ 不適切な対応によるステークホル
ダーからの信頼の失墜、企業価値
の毀損

CSR調達の推進
サプライチェーン全体における環境・
労働環境・人権などのCSR水準の
向上は、企業の社会的責任である

・ 調達先の違法行為・コンプライアン
ス違反による企業活動への悪影響

労働安全衛生・
保安防災

安全は事業活動の基盤であり、安全
確保は社会への責務である

・ 教育訓練不足による災害・トラブル
の発生
・ 事故・不祥事の発生による社会的
信用の失墜

省資源・省エネルギー・
高効率による生産

持続可能な開発という原則の下に、
その事業活動を地球環境の保護に
調和させるよう配慮することは企業
の責務である

・ 各種規制や社会的要請に対応
するコスト
・高効率な設備導入コスト

化学品・製品の品質・
安全性の確保

品質保証はステークホルダーの信頼
に基づくものであり、安全性・信頼性
の高い製品・サービスの提供は責務
である

・ 不正確なデータ取り扱い、不適切
な製品の出荷による社会的信用
失墜
・各国の化学物質規制の強化

新しい価値を生み出す
研究開発の推進

社会の発展・問題解決に資する価
値ある新たな製品・技術を生み出す
ことが、「社会と分かち合える価値の
創造」を追求する製品・事業となる

・社会・産業構造の非連続的な変化
・ 先端技術分野に対応する人材の
確保・育成

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

環境問題への取り組みは人類共通
の課題であり、企業の存在と活動に
必須の要件として、主体的に行動し
なければならない

・ 環境規制強化に対応するコスト
増加
・ 省資源・省エネルギー化への技術
的対応の遅延による競争優位性の
低下
・環境保護に関する風評リスク

価値創造の規律

G

体制の強化
・コーポレート・ガバナンス
・コンプライアンス
・内部統制
・リスクマネジメント

企業がビジネスモデルを実現するた
めの戦略を着実に実行し、持続的に
企業価値を高める方向で規律付け
る仕組み

・ コンプライアンス違反による事業
活動の低迷、社会的信用の失墜、
企業価値の毀損
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機会 主な対応 SDGs(ターゲット)との関連

・自社開発技術力の高さ
・ 多数の業界標準に裏打ちされた
顧客信用度
・特長ある差異化製品群

・事業ポートフォリオ改革
・ 社会的価値と経済的価値を両立する製品の
事業化
・社会課題解決に資する新規事業への取り組み

3.6
3.8

4.4 7.2
7.3

8.1

9.4 11.4 12.2
12.3

17.3
17.16

・ イノベーション創出に向けた基盤強化
・社員のワークエンゲージメントの向上

・人権の尊重、ワークライフバランスの実現
・能力開発におけるサポート体制の充実化

3.8
3.9

4.2
4.4

5.1
5.5

6.3

7.3 8.2
8.7

9.4
9.5

10.2

12.2
12.4
12.6

16.2
16.10

・ 多様な価値観のコラボレーションによる新機軸・
技術革新を生み出す企業風土の醸成

・ダイバーシティ推進体制の強化
・成果につなげるダイバーシティマネジメント

・適正な市場評価の形成
・経営の透明性向上

・自主的かつ適時・適切な情報開示
・継続的なステークホルダーコミュニケーション

・ 社会の持続可能性と長期的な競争力の向上 ・取引先への理解促進、連携強化
・社内周知・教育

・安全文化の醸成
・予防保全のノウハウの蓄積

・教育訓練の徹底と安全ルールの確認と遵守
・労働安全衛生リスクアセスメントの実施
・工場横断的なLINK活動の推進
・全社及びグループの環境安全活動推進

・ AI/IoTの導入による生産条件の適正化、トラブル
予知・予防による生産性の向上

・生産設備の超安定化運転
・高効率設備による各種原単位改善
・スマート技術による遠隔監視、診断技術の導入

・ 全社及びグループでの品質保証活動（Q-MGC）
による継続的な改善と顧客満足の獲得
・ 情報の共有・一元化による、顧客満足度・社会
的信用の向上

・全社及びグループのQ-MGC推進
・DXによるデータ管理改善の取り組み
・安全性評価と製品情報提供の徹底
・各国の化学物質規制への対応

・ グループ保有技術の連携による技術
プラットフォームの強化、イノベーションの創出

・研究開発体制の一元化、グループシナジー追求
・優先度の高いテーマへの経営資源集中
・ MGCの独創性とオープンイノベーションの
コラボレーション
・風通しの良い研究環境

・福島ガス発電・地熱事業への参画
・ 水素キャリア・CO₂フリー燃料となるメタノール・
アンモニアを事業展開
・CCUS実証実験へ参画

・環境的価値と経済的価値を両立する事業の創出
・全社的なレスポンシブル・ケア（RC）活動の推進
・ ISO、RC活動のPDCAサイクルによる継続改善
・なりわいを活かした環境保全への貢献
・ ステークホルダーと協調した生物多様性保全の
推進

3.9 6.3 12.2
12.4
12.5

13.2 14.1
14.3

15.1

・ 意思決定の透明性の向上や変化への適切な
対応による安定的な経営基盤の確立
・ステークホルダーの信頼獲得

・内部統制リスク管理の強化
・コーポレート・ガバナンス体制の強化 5.1

5.5
8.7 10.2 16.2

16.5
16.10

コーポレートレポート2021 42


