
三菱マテリアル株式会社
執行役社長

　私たちは「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、事業活動を通じて社会課題の
解決を図る、言い換えると社会的価値と経済的価値の両立を図ることを骨子として、「豊かな
社会」「循環型社会」「脱炭素社会」の構築に貢献することを、2030年から2050年にかけての
目指す姿としています。こうした考え方に基づき、2020年度からの3年間を対象とした中期経
営戦略（22中経）を推進しています。この22中経初年度である2020年度のビジネスプラン
は、新型コロナウイルス感染症（コロナ禍）の影響等により、当初計画から大きなブレが生じた
ことから、2021年5月に財務計画を中心とした見直しを余儀なくされました。
　2021年度の業績は、コロナ禍の影響はあるものの、半導体産業、自動車産業が需要回復
により堅調に推移したことに加え、金属価格が高水準で推移、セメント事業を除いて2020年
度に対し大幅に回復しました。しかしながら、足許ではロシア・ウクライナ情勢を起因とする
ヨーロッパ経済の停滞懸念、原材料価格の上昇、中国におけるゼロコロナ政策継続による景
気後退懸念、半導体不足による製造業の生産停滞懸念等、先行きにはネガティブな材料が多
く存在しています。特にロシアのウクライナ侵攻はほかの地域における同様の地政学的リスク
を想起させるものであり、まったく予断を許さない状況にあります。コロナ禍の拡大、地政学
的リスクの顕在化は、VUCA※時代を象徴する数ある出来事の一部に過ぎないのかもしれま
せん。
　こうした明確な将来見通しを持つことが極めて困難な状況に対しては、複数のシナリオを持
ちつつ、そのいずれになっても、必要な対応をとることができる準備を行い、機敏に打ち手を
変えることができる組織能力を持つことが生き残るために重要であると考えます。

トップメッセージ

社会的価値と経済的価値の両立を図る
事業活動に力を尽くし、私たちが目指す姿である
「豊かな社会」「循環型社会」「脱炭素社会」の
構築への貢献を果たしていきます

2021年度を振り返って：

2021年度の業績は大幅に回復したが、先行きは不透明
明確な将来見通しを持つことが極めて困難な状況であるため
複数のシナリオを持ち、機敏に打ち手を変えられる備えを進める

VUCA

「Volatility（変動性）」「Uncertainty
（不確実性）」「Complexity（複雑性）」
「Ambiguity（あいまい性）」の頭文
字をつなげた言葉。先行きが不透明
で、将来の予測が困難な状態を意味
する。
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　CXは、「目指す組織・風土」実現のための根幹となるもので、本社・コーポレート部門と事
業を遂行するカンパニーの役割分担を明確にしていく必要があると考えています。これまで
コーポレート部門は、ひとつの部署で全社的な戦略立案機能、カンパニーの支援機能、定常的
な業務全てを担っていました。一方、カンパニーは製造・販売といった事業オペレーションに重
点を置き、多くの、カンパニーとして不足する機能（例えば人事、法務、監査等）はコーポレート
部門のサポートを受けてきました。こうした状況は、全社的な効率的運用という点でのメリット
はあるかもしれませんが、むしろ両者の間に好ましくない相互依存性が生じていると私は感じ
ていました。本社・コーポレート部門は、定常業務の傍ら戦略立案やカンパニー支援を行うこ
とで、戦略思考の強さ、鋭さを欠き、峻別した役割意識やコスト意識に欠ける面がありました。
一方、カンパニーは事業オペレーション以外の機能を自らの責任で実施しないことが、人事や
ガバナンス等において、コーポレート部門からの指示による強いやらされ感につながっている
面があると感じていたのです。
　今後は、本社・コーポレート部門は、戦略立案機能とその戦略を実行、全社展開する機能に
集中し、カンパニーは事業運営する上で必要な機能を基本的に全て自ら管理していく、こうし
たことが「目指す組織・風土」として掲げる「2.�自律的な課題解決能力を持つ組織」となるため
には不可欠であると考えています。従って、CXでは、「戦略本社＋高度化・効率化を担うプロ
フェッショナルCoE※＋自律経営を行う強い事業部門」の組合せとし、事業部門は完全カンパ
ニーの位置付けとしました。
　また、組織再編にあわせ、執行役は、戦略本社担当、プロフェッショナルCoE担当、各カンパ
ニー担当の形で分担することとし、「目指す組織・風土」として掲げる「4.�迅速、果断な意思決
定をする組織」につなげる考えです。
　私は、このような戦略的思考、統合的思考を深めることで、事業競争力を高めていくことこ
そが企業価値の向上にとって必要であり、CXでの取り組みがそれに大きな役割を果たすと考
えています。

トップメッセージ

　これらの環境変化を踏まえ、2022年度は、以下の４つの経営改革を進めます。

【4つの経営改革】
1. CX  ：コーポレート・トランスフォーメーション
 ～最適なグループ経営形態（組織・経営管理）への改革
2. HRX  ：ヒューマン・リソース・トランスフォーメーション
 ～変化に適応する自律的な人材の確保・育成に向けた人事制度、働き方の改革
3. DX  ：デジタル・トランスフォーメーション
 ～データとデジタル技術活用により「今を強くする」「明日を創る」「人を育てる」改革
4. 業務効率化  ：組織の見直し、仕事（のやり方）の見直し、働き方の改革
　
　私たちは、2019年度から継続してガバナンス強化に取り組んできました。ガバナンスにつ
いては、取締役会が担う役割を中心とした企業統治に関するもの（コーポレート・ガバナンス）、
グループ会社を含む企業グループ全体にわたる内部のガバナンス体制（グループガバナン
ス）に大別し、その両者の強化を目指して取り組みを進めています。
　私たちは「目指す組織・風土」として６項目を掲げ、さまざまな打ち手を講じていますが、そ
の達成に向けた重要な施策として、2022年度は、前述の４つの経営改革を同時に進めます。
　また、これらの経営改革は前述したVUCA時代に求められる、「変化適応力＝環境変化に適
応して機敏に打ち手を変える能力」「統合力＝人のつながり、機能の組合せによって生まれる
実行力」といった組織能力を高めることにつながると考えています。

【目指す組織・風土】
1. 自由闊達なコミュニケーションができる健全で風通しの良い組織　　
2. 自律的な課題解決能力を持つ組織
3. 事業についての十分な理解を共有している組織　　
4. 迅速、果断な意思決定をする組織　　
5. プロダクト型とプロセス型ビジネスの相違を意識した事業運営をする組織　　
6. 徹底したデジタル化を志向する組織
�

4つの経営改革：

環境変化への備えとして
組織能力（機敏に打ち手を変える能力、戦略を実行する能力）を
高めるために4つの経営改革を同時に進める

CXの目指すもの：

企業価値の向上のために、CXを通じて本社・コーポレート部門と
カンパニーの役割分担を明確にすることで、事業競争力を高めたい

CoE

Center�of�Excellenceの略。特定の
領域において専門知識を有する組織
を意味する。

戦略本社＋高度化・効率化を担う
プロフェッショナルCoE＋自律経営を行う
強い事業部門（完全カンパニー）

最適なグループ経営形態
（組織・経営管理）への改革

①職務型人事制度 ②次世代経営人材育成
③社内公募制度 ④新たな研修体系 
⑤タレントマネジメントシステム ⑥人材委員会

変化に適応する自律的な人材の確保・
育成に向けた人事制度、働き方の改革

ビジネス付加価値・オペレーション競争力・
経営スピードの向上

データとデジタル技術活用により
「今を強くする」「明日を創る」
「人を育てる」改革

組織の見直し、
仕事（のやり方）の見直し、
働き方の改革

社会的価値と経済的価値の両立 目指す組織・風土

目指す姿

の構築に貢献

全社方針
事業ポートフォリオの最適化
事業競争力の徹底追求
新製品・新事業の創出

①自由闊達なコミュニケーションができる健全で風通しの良い組織
②自律的な課題解決能力を持つ組織
③事業についての十分な理解を共有している組織
④迅速、果断な意思決定をする組織
⑤プロダクト型とプロセス型ビジネスの相違を意識した
　事業運営をする組織
⑥徹底したデジタル化を志向する組織

変化適応力
統合力

環境変化に適応して機敏に打ち手を変える能力
人のつながり、機能の組合せによって生まれる実行力

組織能力の向上

CX

業務
効率化

DX HRX

豊かな社会 循環型社会 脱炭素社会

CX HRX DX 業務効率化

関連記事：

統合報告書
「特集：今、取り組むべき経営改革」
 ▶P28
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　今回、このCXを推進することで、遠心力が強くなり求心力が失われるとの懸念があります。
遠心力と求心力のバランスをいかにとるかは、経営上の永遠の課題であると言えますが、現
在の当社にとっては、遠心力が少々強く働くとしても、自律した経営を実践するカンパニー（事
業部門）として事業競争力を高めることが優先すべき課題であると考えています。
　一方で、遠心力と求心力のバランスへの配慮は、当然、必要で、そのためにビジネスレ
ビューを通じたコミュニケーションを設け、また、シニアスタッフを活用したカンパニー経営の
モニタリングを行っています。ビジネスレビューは、戦略本社担当執行役と各カンパニーの
経営会議メンバーによる、言わば疑似取締役会として行うもので、ガバナンス、事業遂行のモ
ニタリング、中長期視点での事業構想等、カンパニー経営に関わる事項全般をテーマとして、
カンパニーごとに月1～２回開催しています。こうした取り組みは、目指す組織・風土として掲
げる「3.�事業についての十分な理解を共有している組織」の実現に寄与していくものと考え
ています。
　また、コミュニケーション機会として重要なものに、毎週開催する「情報共有」があります。全
執行役が集まり、その時点で判明しているネガティブな情報を中心に共有し、全社で展開して

いる「バッドニュースファースト」を経営陣として率先垂範
して実行しているものです。報告が遅れることは、最も
避けるべきことであり、これを全社に浸透させ、「バッド
ニュースファースト」の促進につなげています。これは、
悪い情報は、報告せずに時間が経てば経つほど状況は悪
くなるため、悪い情報があればいち早く報告する仕組み
で、報告を受ける側も、日ごろのコミュニケーションを通
じて、報告しやすい雰囲気をつくる必要があるという考
え方に基づくものです。各カンパニーには、自律経営を
求めるために大幅な権限移譲をしていますが、執行役経
験者が務めるシニアスタッフが監査役と同様の役割を担
い、各カンパニーの経営をモニタリングすることで、カン
パニー経営に対する一定の牽制機能を果たしています。
　さらに、戦略本社、プロフェッショナルCoEについては、
カバーすべき機能を、①リスクコントロール機能、②事業
戦略立案、FP＆A機能（フィナンシャルプランニング＆ア
ナリシス）、③人事戦略機能、④技術戦略機能（ものづく
り・R&D・IT/デジタル戦略）に大別し、戦略本社担当執
行役を配置しています。プロフェッショナルCoEの部署は
これらのいずれかの機能で戦略本社との関係性が紐づ
けられています。

トップメッセージ

　2017年に生じた品質問題について、その根底にあると認識した課題のひとつが「コミュニ
ケーションの量・質両面での不足」です。コミュニケーションの改善は、私たちがこれまで最も
力を入れてきたことであり、現在も継続している施策です。目指す組織・風土の「1.�自由闊達
なコミュニケーションができる健全で風通しの良い組織」に該当するものです。
　コミュニケーションの質を改善するためには、まず、コミュニケーションの量を増やすこと
が必要と考え、コミュニケーション機会を、階層を問わず増やすことを徹底してきました。私
自身も、日ごろ意見を聞く機会の少ない20～30代の若手と、1回当たり6名程度とした小規
模の対話を継続しており、既に20回を数えています。ほかにも、各種研修会では、一方的に
情報を伝えるだけでなく必ず対話のセッションを設け、双方向のやり取りを行うこととしてい
ます。2021年は、4つの経営改革に先立って、その考え方をあらかじめ説明し理解を深めて
もらうこと、意見をもらって可能なものは反映することを目的に、200名程度に分けた従業員
を対象とした「情報共有会」を計15回開催、私を含めた担当執行役が説明、質問に回答しまし
た。2022年度は、4つの経営改革をより良いものへとするためのフォローアップを同様に行
う予定です。
　2021年度より、力を入れている取り組みにインナーブランディングがあります。「会社の目
指す姿」の自分ごと化をゴールとし、①経営層とのコミュニケーション、②従業員一人ひとり、
グループ全体がヨコでつながる、③一人ひとりのチャレンジを支援する方向性で、数々の施策
を展開しています。具体的には、「アンバサダー活動」（従業員がアンバサダーとして立候補し、
CEOとの直接対話や、アンバサダーと周囲の人との対話を通じて目指す姿の自分ごと化を目
指す取り組み）、私自身がパーソナリティー役となって質問に答え、ゲストとの対話をラジオ形
式で配信する「千思万考ON�AIR」「半日職場体験」に加え、若手がメンターとなって自らの考え
を伝える「リバースメンタリング」を実施しています。こうした取り組みが従業員と経営陣との
距離を縮め、コミュニケーションの質を高めることにつながることを期待しています。
　一方で、上記の取り組みは、ある種、非日常的なものに留まる可能性があります。日常の業
務に密着して存在するコミュニケーションの改善も必須です。そのために1-on-1の導入を推
進しています。導入研修、トライアル、改善点の発掘等を通じて定着を図っているところです
が、コミュニケーションの量・質の改善に効果をもたらす重要な施策と考えています。

コミュニケーション施策：

コミュニケーションの質を高めるために、
階層を問わずにコミュニケーション機会を増やすことを徹底し、
各組織での1-on-1の導入も推進する

経営層と従業員とのコミュニケーションを
目的としたラジオ形式の音声配信

インナーブランディングの活動を推進する
アンバサダー

遠心力と求心力のバランス：

遠心力と求心力のバランスへの配慮は行うが、
遠心力が働くとしても、カンパニー事業競争力強化を優先する
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　中期経営戦略において、①事業ポートフォリオの最適化、②事業競争力の徹底追求、③新製
品・新事業の創出を全社経営方針として定めています。また、自社がオーナーシップを取るべ
き事業として、ビジョン・会社の目指す姿と整合性のある事業、自社としてガバナンスできる事
業、世界または特定の地域でリーダーの地位を得られる事業、さらに中長期的に資本コストを
上回るリターンを継続できる事業への集中を図っていきます。
　2021年度の事業ポートフォリオの最適化に関する主要な動きとしては、アルミ事業の再編
（ユニバーサル製缶（株）の譲渡および三菱アルミニウム（株）のアルミ圧延・押出事業の承
継）、セメント事業の統合が挙げられます。私たちも、素材としてのアルミニウムが自動車の軽
量化のための構造材として、あるいはアルミ缶がリサイクル率の高い飲料容器としての重要
性が高いことは認識していました。しかしながら、構造材として活用するためには規模の拡大
が、また、飲料容器としては日本国内の将来的な人口減少を考えると、海外展開が必須となっ
ていました。そうした事業展開のためには相応の投資規模が必要であり、当社グループ傘下
で経営資源配分が不十分となるよりも、外部との連携によって、一定以上の規模をもって成長
を目指すことが必要だとの判断のもと、事業譲渡にいたったものです。
　一方、セメント事業については、既に1998年から販売・物流部門について宇部興産（株）（当
時）と統合して大幅な合理化を実施してきました。国内需要が最盛期1990年の8,600万tから
半減以下の3,900万tとなる中、生産部門をはじめセメント関連事業全体を統合して一層の効
率化を図ることが、同事業の国内での生き残り、海外展開をはじめとした成長のためには最善
の策であると判断したものです。私自身、セメント事業に長く携わってきましたが、この事業が
さらなる成長を果たすための基盤を整えることが、私に課せられた役割と考えての決断でし
た。セメント産業が直面する脱炭素に向けた取り組みを主眼としたものではなかったものの、
決断後にカーボンニュートラルへの動きが加速したことから、統合後の新社UBE三菱セメント
（株）（MUCC）において脱炭素への対応も一段と加速するものと期待しています。

　社外取締役の後継者計画は、後継者のサーチとともに取締役会の機能を維持、向上させ
る上で重要な事項です。当社グループでは、数年にわたる後継者計画を指名委員会が中心と
なって策定、社外取締役全体で共有しつつ進めています。また、2021年度から社外取締役全
員で投資家とのミーティングに参加していることともあわせ、こうした情報開示が今後の投資
家との建設的な対話につながることを望んでいます。
　さらに、コーポレート・ガバナンスの今後を戦略的に検討することが重要であると考え、今
回のCXの一環として戦略本社にコーポレートセクレタリィ室を設置し、取締役会の事務局も
兼ねることにしています。

　企業価値向上のためには、社会課題解決による社会的価値向上と、その結果としての経済
的価値向上に加え、事業の継続性、安定性、ひいては企業経営の持続可能性を確保すること
が求められます。
　そのためには、以下に示す企業となっていくことが不可欠だと考えています。

①環境への対応を積極的に図っている企業
②従業員のモラルとモチベーション、ワーク・ライフ・バランスを大切にし、
　安全衛生への配慮があり、それによって従業員の満足度が高い企業 
③人材育成に注力し、将来にわたり有能な人材を確保できる企業 
④取引先・消費者との信頼関係・共存関係を築けている企業 
⑤地域住民と良好な関係を保ち、良い企業市民としての取り組みを進めている企業 
⑥掲げる企業理念や経営戦略等が現場へも十分に浸透している企業 
⑦企業統治を意識し積極的に経営に反映させている企業

　当社グループは、2020年４月にサステナブル経営推進本部を設置し、2021年12月にはサ
ステナビリティ基本方針を制定する等、サステナビリティに向けた積極的な対応を図っていま
す。2022年6月からは取締役会傘下に社外取締役を中心としたサステナビリティ委員会を発
足させています。これは、コーポレートガバナンス・コード改訂等に見られるように、取締役会
がサステナビリティに関する執行側の取り組みのモニタリングに留まらず、執行側とは異なる
視点からサステナビリティへ取り組む方向性を、能動的に検討、示していくことが必要だとの
考えによるものです。

　当社グループは、取締役会の継続的な改革に取り組んでおり、社外取締役の比率を7割ま
で高めるとともに、社外取締役との意思疎通を十分に図る諸施策も実施し、コーポレート・ガ
バナンスの強化を図っています。
　取締役会は、モニタリングボードとしての役割を十分に果たすため、以前にも増して報告、
説明の充実を求めています。これに応えるべく、取締役には最低、月に丸二日の時間を割いて
もらい、通常の取締役会、各委員会に加え、事業等の説明会を開催して理解を深める機会とし
ています。こうした取り組みや取締役会での議論の状況について、2021年度は第三者機関に
よる実効性評価を実施し、一定の評価を得ています。

トップメッセージ

22中経の進捗と2022年度の経営方針：

事業ポートフォリオの最適化は概ね完了しており、
今後は、より事業競争力の追求と新製品・新事業の創出に注力していく

コーポレート・ガバナンス強化：

社外取締役の比率を増やすだけではなく、
取締役会の機能発揮のために社外取締役との意思疎通を十分に図る
諸施策も実施、社外取締役と投資家とのエンゲージメント機会も創出する

サステナビリティ（持続可能性）について：

サステナビリティ委員会を設置し、取り組む方向性を能動的に検討、
社内に示していくことでサステナビリティへの対応の質を高め、
企業価値の向上につなげたい

関連記事：

統合報告書
「事業ポートフォリオの最適化」  
 ▶P38

関連記事：

統合報告書
「コーポレート・ガバナンス
強化の歩み」 ▶P86

関連記事：

統合報告書
「サステナビリティ委員会
委員長メッセージ」 ▶P110
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トップメッセージ

　2022年度の事業遂行にあたって、事業ポートフォリオの最適化については、2022年当初
に示したポートフォリオの図にあるように、2021年度と比較してアルミ、セメント事業以外の
変化として、電子デバイス事業が収益性を回復したことにより、左下から右下象限へ移動して
います。ほかにも、一部の事業が収益性の状況によってその位置に変化が生じていますが、
各事業が左下象限以外にバランス良く配置される形となるよう、今後とも打ち手を講じてい
きます。
　2021年度までは他社との事業統合や事業
譲渡を先行させてきましたが、2022年度は、
コスト構造の改善を含む事業競争力向上に
よる収益力改善に重点を置いていきます。ま
た、新事業の創出については、これまで多く
の種を撒いてきており、2022年度はそれら
の中から複数案件の事業化を目指すこととし
ています。事業化の形態は、必ずしも当社自
らが実施することに拘らず、他社との協業、外
部パートナーの活用等、柔軟な対応を図って
いく計画です。
　投資については、22中経では、3ヵ年で戦
略的な成長に向けた投融資1,950億円、設備
更新投資1,600億円、合計3,520億円を計画
していました。その後、コロナ禍の影響、需要
の急回復および資源価格上昇による運転資
本増により営業キャッシュフローが減少して
いますが、安定した供給体制の確保、将来に向けた基盤整備のためには必須の投資との判断
のもと、2022年度を含め、合計で3,400億円となる投融資、設備更新を計画しています。
　財務的には、2022年3月期が半導体、自動車といった当社グループにとっての主要需要家
である産業の需要が大幅に回復したことに加え、銅をはじめ資源価格が高水準で推移したこ
ともあり、2020年度に比べ業績が改善しました。結果、22中経最終年度に目指していたROIC
（2020年3月公表）を中心とした財務指標については、各事業とも概ね超過達成することに
なりました。しかしながら、2023年3月期は、冒頭に示した懸念材料が大きく影響し、財務指
標が低下する見通しとせざるを得ない状況です。こうした経営環境の変化に対するボラティリ
ティをいかに小さく、安定した収益構造にしていくかは引き続きの課題と認識しています。
　なお、株主還元方針については、2021年５月に公表した見直しのとおり、2020年度から
2022年度までを対象とする中期経営戦略期間中の年間配当金額の下限を１株当たり50円
に変更（変更前は１株当たり80円）した上で、資産の売却等を加速させ自己株式取得や追加
配当等の機動的な資金配分を行うことにより、同期間中において当初見込んでいた配当総額
並みの株主還元の実施を目指していきます。2022年３月期は年間配当を１株当たり90円（普
通配当60円、特別配当30円）としています。

2022年度の経営方針：

コスト構造の改善を含む事業競争力向上による収益力改善に重点

C : カンパニーの略 ■ : 事業の長期目標

高機能製品C

グローバル・ファースト・
サプライヤー

超硬 鉱山・製錬 セメント

焼結部品事業
アルミ事業、
電子材料

（多結晶シリコン）

加工事業C

戦略市場での
トップ3サプライヤー

金属事業C

環境親和型
製錬ビジネスの
リーダー

● 資源循環システムの牽引者
● 地熱開発のリーディングカンパニー

構造改善

● 事業構造改革
● 収益改善の徹底
● 海外展開加速

セメント事業C

高度な環境技術を持つ
国内外のセメント業界の

リーダー

5 再生可能
エネルギー

環境
リサイクル

7

環境・エネルギー事業C 6

3
電子材料

（xEV部材・
半導体関連）

2
銅加工1 4

8

9

1
● 2022年3月 （株）コベルコ マテリアル銅管の株式譲渡
● 2022年3月 三宝伸銅タイランド社の株式譲渡
● 2022年4月 連結子会社3社を合併、MMカッパープロダクツ（株）発足

3 ● 2020年12月 マサン・ハイテック・マテリアルズ・コーポレーションズ社へ出資

4

● 2021年２月 マントベルデ銅鉱山へ30％出資
● 2023年1月（予定） インドネシア・カパー・スメルティング社受託製錬化、
 2024年（予定） 持分法適用関連会社へ
● 2023年3月（予定） 古河メタルリソース（株）保有の小名浜製錬（株）株式取得
 （持分比率68.4%へ）

5 ● 2022年4月 UBE三菱セメント（株）発足

6 ● 2021年７月 （株）ダイヤコンサルタント株式譲渡

7
● 2020年９月 ニューエナジーふじみ野（株）操業開始 
 （食品廃棄物バイオガス化）

8 ● 2020年12月 （株）ダイヤメット株式譲渡

9

● 2021年1月 三菱アルミニウム（株）の中国子会社株式譲渡
● 2021年４月 立花金属工業（株）株式譲渡
● 2022年3月 ユニバーサル製缶（株）株式譲渡、
 三菱アルミニウム（株）事業再編

2

● 2021年12月 三菱電線工業（株）の子会社菱星システム（株）の株式譲渡
● 2022年9月（予定） 三菱電線工業（株）の光部品事業会社新設、
 古河電気工業（株）による出資受け入れ
● 2024年3月（予定） スパッタリングターゲット事業からの撤退

投資強化による成長、高収益の維持・向上を図る成長期待がある中、方向性の見極めを進める高

成
長
性

低

低 高収益性（ROIC）

業務効率化・M&Aによる
収益性維持・向上を図る

収益構造改善を実施しつつ、
M&A・事業撤退も視野に入れる

新規事業

xEV材料
銅加工

鉱山・製錬

超硬

環境リサイクル

再生可能エネルギー

電子デバイス（電子材料）

多結晶シリコン（電子材料）

半導体関連（電子材料）

自社がオーナーシップを
取るべき事業への集中
●�ビジョン・会社の目指す姿と整合性のある
事業　
●�自社としてガバナンスできる事業
●�世界または特定の地域でリーダーの地位
を得られる事業　
●�中長期的に資本コストを上回るリターンを
継続できる事業

ポートフォリオの構築
●�収益性と成長性の2軸で事業の方向性を
決定

●�収益性はROIC（スプレッド）により評価
●�成長性はEBITDA成長率等により評価
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トップメッセージ

　私たちは既に、2050年の状況を想定したありたい姿を描き、それからバックキャストする
ことを基本に、2023年度をスタートとする次期中期経営戦略についての議論を始めていま
す。将来の状況については、環境に関する政策・取り組みの進展とグローバル化の進展とい
う2軸の組み合わせを想定しています。環境に関する政策・取り組みについては、2050年
のカーボンニュートラルに向かう流れに変わりはありません。ただし、その進展過程につい
ては、現下の地政学的リスクによって、バックアッププランを持ったバランスのとれたエネル
ギー政策の必要性が一層高まっており、環境政策の進展スピードは一様ではなく、緩急を繰
り返しながら進むと考えなければなりません。一方、グローバル化については、情報の伝達・
共有では世界がひとつになっていく半面、経済活動という面では必ずしもそうなるとは限ら
ず、複数の地域経済圏によるブロック化が進んでいく可能性も考えておく必要があります。
どのような組み合わせがどんな時間軸で辿るかによって、今後のビジネス機会、地域展開、
および経営体制・組織に大きな影響を及ぼします。将来を精確に予測することは困難ですが、
複数のシナリオを想定し、いかなるシナリオにも対応できるビジネスのあり方について議論
を進めていく考えです。
　こうした議論と並行して、会社の目指す姿として掲げている「豊かな社会」「循環型社会」「脱
炭素社会」の構築への貢献に向けた足許のビジネスを、技術的、事業範囲、地域展開等の観
点からどのように発展させるかの議論も深化させています。今後の循環型社会、サーキュ
ラーエコノミーの動向を踏まえると、使用済みの自動車や家電製品から金属資源を回収、抽
出し、新たな原料・素材として提供することが極めて重要になります。このため、当社グルー
プが保有する製錬所のインフラを最大限に活用することに加え、今後はEVからのLiBのリサ
イクル処理、再生可能エネルギー量の増大に伴う太陽光パネルのリサイクルにも注力してい
きます。また、都市ごみに関するリサイクルとして、焼却灰の再資源化、食品廃棄物のバイオ
ガス化による電力供給と再資源化も、生活に密着した事業として有望だと見ています。これら
の使用済み製品や廃棄物からの金属資源等のリサイクル、再資源化（静脈ビジネス）だけで
はなく、取り出した素材に自ら付加価値の高い機能等を追加した材料、製品開発（動脈ビジネ
ス）も同時に継続していきます。この静脈・動脈両方のビジネスに関わることが、双方の分野
におけるニーズの把握、技術の進展に寄与していくと考えています。そして、静脈型の資源
循環として取り出した素材に機能性を付加し、機能材料・製品として供給、それらが役割を終
えれば再び静脈に戻り再資源化できるように、企業としてのビジネス全体の循環もデザイン
すること、人間の体で言えば心臓の役割を果たしていくことが今後の方向性になるのではな
いかと考えています。

　脱炭素については、今後の私たちのビジネスにとって前提条件となるものだと認識してい
ます。エネルギー政策は、国や地域単位で考える必要があります。当社グループ全体の事業
活動で必要となるエネルギーを再生可能エネルギーとしていく中、日本国内では地熱発電を
中心に自ら再生可能エネルギーの創出を実践していることから、国内で自社が使用するエネ
ルギーは自ら創出したエネルギーでカバーすることを目標としていきます。前述の静脈型、動
脈型のビジネスは、そのプロセスを通じて間接的に脱炭素への貢献に寄与します。加えて、
CO2を分解、炭素原料として再資源化すると同時に水素製造を可能にする技術開発※にも取り
組み、脱炭素分野の社会課題解決に対する直接的な貢献も果たしたいと考えています。いず
れにしても、2050年のありたい姿に足許のビジネスの発展形が時間軸を含めどのようにつな
がっていくのか、その間にあるギャップをいかに埋めていくかを、2023年3月末までには開示
する予定です。

　2022年度は、当社グループを、事業活動を通じた社会課題解決を将来にわたり継続できる
企業集団とすべく4つの経営改革を実効性を高めつつ推進をしていきます。
当社グループの従業員は、変化に対する不安を乗り越え、より良い変化を生み出す力を保有
していると信じています。その力をいかに引き出し、より大きな力に結集できるかということ
が経営にとっての課題でもあると捉えています。
　モノのあり方・自らを変え、新たな価値・未来を創るという意味で、「つくる、かえる、マテリ
アル」というコピーを、創業150周年を迎えた2021年に示しましたが、今後とも、当社グルー
プの変貌を、あらゆるステークホルダーの皆さまに期待をもって見守ってもらえるように経営
を進めていきます。

ニューエナジーふじみ野（株）
バイオガス発電プラント

山葵沢地熱発電所

※MEX ： E-Scrap取引のプラットフォーム　ASR ： 自動車粉砕残渣
　LiB ： リチウムイオン電池　BM ： Li/Ni/Coの濃縮滓　PGM ： 白金族金属

1 資源循環（静脈） 3 脱炭素

2 高付加価値の素材・機能材料・
製品供給（動脈）

セメント製造

焼却飛灰
リサイクルプラント

家電
リサイクルプラント

自動車
リサイクルプラント

LiB
リサイクルプラント

タングステン
リサイクルプラント

食品廃棄物
バイオガス化プラント

再研磨

再使用

伸銅品製造 電子材料製造

洗浄飛灰 廃プラスチック
汚泥

銅系スクラップ
プリント基板

W/CoASR※ LiB※

BM※

超硬製品製造

セメント製品化

原料•素材として市場に供給

製品原料として
再利用

製品原料として
再利用

PGM※回収
Pt Pd Ru Rh

鉛製錬
Pb Bi Sb

錫製錬
Sn

銅製錬
Cu Au Ag Ni

Te Se

都市ごみ処理

● 地熱発電
● 水力発電
● 太陽光発電

電力

電力

● CO2分離・
 回収・分解・
 再資源化

CO2

焼却灰 食品廃棄物 E-Scrap

太陽光パネル

家電 銅系スクラップ 自動車（含EV） 切削工具（W）

廃タイヤ・
下水汚泥・石炭灰・
廃プラスチック

等

リサイクル対象品
リサイクルプラント
製造拠点等

MEX※

実証中

次期中期経営戦略に向けて：

目指す姿の実現に向けて複数のシナリオを想定するとともに、
「豊かな社会」「循環型社会」「脱炭素社会」の構築への貢献に向けた
事業のあり方を議論

終わりに：

関連記事：

統合報告書
「カーボンリサイクル/CO2の
資源化に向けた新技術開発と
実用化を加速」 ▶P47
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