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人と社 会　 と地 球 のために

三菱マテリアル長期経営方針

ビジョン

私たちは、ユニークな技術により、

地球に新たなマテリアルを創造し、

循環型社会に貢献する

No.1企業集団を目指します。
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人と社 会　 と地 球 のために

企 業 理 念 私たちが目指すもの  － 人と社会と地球のために －

　私たちは、総合素材メーカーとして、世の中にとって不可欠な基礎素材を供給し、豊かな社会づくりのために貢献してきました。
　現在では、私たちの仕事も、資源、基礎素材から、高い機能性を有する加工製品や新材料、さらにはシステム、エンジニアリングやリサイクル
の分野まで、幅広く拡がっています。
　このように、私たちは、社会のさまざまなニーズに応えるため、私たちならではのユニークな技術や製品の研究開発に取り組み、より優れた
製品、システムやサービスなどを世の中に提供できるように努めています。
　私たちは、これからも、公正な事業活動を通じ、社会の高度技術化、情報化、国際化、環境意識の高まりなど、新しい時代の要請にチャレ
ンジし、地球に新たなマテリアル※を創造することにより、社会の持続的な発展に寄与したいと考えています。
　それと同時に、私たちは、自然の恵みである資源や素材を大切に利用するとともに、それを再生し再利用するという循環型社会に貢献する
No.1企業集団を目指します。
　つまり、私たちは、さまざまな事業活動を通して、人と社会と地球のために貢献したいと考えているのです。

※「マテリアル」には、素材、製品、サービス、ソリューション、人材など、三菱マテリアルグループが提供できる価値すべてを込めています。
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　本報告書は、三菱マテリアルグループのCSR（Corporate 
Social Responsibility = 企業の社会的責任）に関する考え
方・取り組みとその成果や課題・方向性について、ステークホ
ルダー（利害関係を有する方々）の皆様に分かりやすくご報告
するとともに、ご意見をいただきながら、活動の水準を高める
ためのコミュニケーションツールとすることを目指しています。
　本報告書は、GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイド
ライン第4版（G4）の中核（Core）オプションに準拠しています。

GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版
同　セクター開示項目（鉱山・金属業）
※GRI内容索引はWEB・CSRサイトに掲載いたします。

■ 参考ガイドライン

　本報告書には、過去または現在の事実に関するもの以外
に、三菱マテリアルグループの将来に対する予測・予想・計画
等も記載しています。これらは現時点で入手可能な情報に
基づいた仮定ないし判断であり、将来の事業環境の変化等に
よって影響を受ける可能性があることをあらかじめお断りい
たします。

■ 将来に対する予測等に関する注意事項

2016年9月（前回：2015年9月、次回：2017年9月予定）
■ 発行時期

2015年度（2015年4月1日～ 2016年3月31日）

■ 対象期間

※当社の最新の状況をご報告するため、
2016年4月以降の情報も適宜掲載しています。

　2015年４月１日付で、三菱日立ツール（株）、MMCエレクト
ロニクスラオス社を連結子会社としました。
　当社金属事業カンパニーでは、加盟するICMMにおける情
報開示活動の一環として、同カンパニーの詳細活動に加え、
製錬関係のグループ会社である細倉金属鉱業（株）、小名浜製
錬（株）、マテリアルエコリファイン（株）、インドネシア・カパー・
スメルティング社4社の活動内容を、「金属事業カンパニー 
サプリメントデータブック」としてWEBで報告しています。

■ 主な報告対象組織の変更

※本報告書では、「三菱マテリアル」「当社」は、
三菱マテリアル（株）単体を表します。

■ 対象組織

定性的報告：

定量的報告：● 財務データ、地域別従業員数は連結
● 温室効果ガス排出量は主要連結子会社 108社
上記以外の環境データは、製造事業所を有する
主要連結子会社 62社

● ＣＳＲ研修実績は、主要ＣＳＲ対象会社 70社
● 安全成績データは、主要連結子会社 22社
上記以外は原則、三菱マテリアル単体

三菱マテリアルグループ及びグループ会社

WEB・CSRサイト上に関連情報を掲載
関連情報の掲載ページ
金属事業カンパニー サプリメント
データブック内の関連情報の掲載ページ

P.00

第三者保証の対象となる指標

WEBWEB

データブック P.00

■ 報告書内でのマークについて

CSR報告書2016（印刷版、PDF）

重要課題の年次報告として、三菱マテリアルを
中心に、グループ会社の取り組みを含め掲載し
ています。

アニュアルレポート（印刷版、PDF）（英文）

投資家の皆様を主要読者として、三菱マテリ
アルの財務および経営・事業全般の状況を
掲載しています。

WEB・CSRサイト

詳細パフォーマンスデータ、GRIガイドラ
イン対照表、ファクトシート、過去の報告
情報、最新の活動情報等、冊子に収めき
れない内容を掲載しています。
※CSR報告書発行後に誤記等が確認された場合は、
その正誤情報をこのサイトでご報告します。
http://www.mmc.co.jp/corporate/ja/csr/

CSR報告書2016に収載していない金属事業カ
ンパニー及び製錬関係のグループ会社に関す
る詳細な活動状況を掲載しています。

金属事業カンパニー
サプリメントデータブック（PDF）

三菱マテリアルグループでは、主として以下のような報告ツールを使用し、体系的な開示に努めています。
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　当社では、CSR報告書の制作プロセスを重視しています。
対外的な説明責任を果たすため、企業としての透明性・信頼
性向上を図るとともに、当社グループのCSR活動推進にも
繋がるようプロセスを設計しています。

　当社では、ステークホルダーと経営の視点で検証・特定した
7つの重要課題（マテリアリティ⇒　　　）を、CSR活動及び
CSR報告の基本的な枠組みとしています。ステークホルダー
の動向をはじめ、外部環境は常に変化することから、重要課題
の見直しを定期的に行っており、報告内容についても、その
時々のステークホルダーの関心・期待と経営の状況等を把握
しつつ、きめ細かく検討・調整しています。
　ステークホルダーの関心・期待等の動向把握については、
SRI・ESG投資家等の調査や読者アンケートの回答内容、報告
書制作前に集中的に実施する社内ヒアリング等を通じて各部
署から情報を収集しています。
　また、特に重要性の高いテーマについてはステークホルダー
ミーティングを実施し、社会的課題についての多面的な理解
と、当社グループの取り組み内容の検証に役立てています。
　加えて、報告内容について、グローバルな要求項目に照ら
した網羅的な検証に役立つ「第三者保証」と、専門的見地から
取り組み状況を評価いただく「第三者評価」を取得し、透明性
と信頼性向上に努めています。

■ 透明性・信頼性の向上

■ コミュニケーションを通じたCSR活動の推進
　当社では、CSR報告書制作プロセスにおけるコミュニケー
ション活動を、外部環境変化に対する共通理解や社内浸透等、
CSR活動の推進力に結び付けるよう努めています。
　CSR推進部署である環境・CSR部CSR室が各部門の責任
者・担当者等を対象に実施する社内ヒアリング（5日間〈延べ
約27.5時間〉にわたり、コーポレート19部署、カンパニー１０
部署を対象に実施）は、報告内容を効率的に検討することを
主目的としつつ、ステークホルダーの関心・懸念や、今後の
課題・方向性等について、活発な意見交換や情報共有を行う
場になっています。
　また、社内ヒアリングの結果に基づいて各部門に報告記事
作成を依頼し、作成された報告案を巡って意見交換を行う
ことは、社外の視点で自部門のCSR活動を振り返り、その
戦略的意義についての共通理解を育てることにも繋がって
います。
　そして、経営層が出席するCSR委員会では、CSR報告書の
制作方針、報告内容等を審議・承認するほか、ステークホル
ダーミーティングやインタビューには経営層も参加し、CSR
活動へのコミットメントを表明しています。

【本CSR報告書の制作プロセス】

P.28

● SRI・ESG投資家との対話　● 株主懇談会
● 読者アンケート　● CSR研究活動への参加

2015年10月～
外部環境情報／フィードバックの収集・整理

● 基本的な考え方の検討
● 特に重視するトピックの選定

2016年1月～
編集方針・方向性の検討

● 重大労働災害の根絶に向け、当社グループが
取り組むべきことについて意見交換

2016年2月
ステークホルダーミーティング

● ステークホルダーの動向、
各部門の取り組み実績と課題等を把握

2016年5月
社内ヒアリング

● 各部門による原稿執筆　● 編集
● CSR委員会付議　● 役員への中間報告等　

2016年6月～8月
制 作

● 第三者保証（含、事業所等往査） 
● 第三者評価（含、事業所等視察）

2016年8月
外部保証・評価

※ 英文版は2016年12月にWEBで公開

2016年9月末※

発 行
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トップメッセージ
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三菱マテリアル株式会社  取締役社長



持続的成長 

■ 長期経営方針 ビジョン

人と社会と地球のために

グローバル戦略

人材戦略 技術・開発戦略

企業理念

私たちは、ユニークな技術により、地球に新たなマテリアルを創造し、
循環型社会に貢献するNo.1企業集団を目指します。

ビジョン

加工品 素材

資源・リサイクル

ユニークな技術
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■ 今期中期経営計画の位置付け

長期経営方針
中計

基盤強化
2014年～2016年 成長の加速 さらなる飛躍

～2020年代初頭

Materials Premium 2016
～No.1企業集団への挑戦～ 

長期経営方針の実現に向けた
中期経営計画の進捗

　当社グループは、企業理念「人と社会と地球のために」
の実現を目指し、2020 年代初頭に向けた長期経営方針
のビジョンとして「私たちは、ユニークな技術により、新た
なマテリアルを創造し、循環型社会に貢献するNo.1企業
集団を目指します」を掲げています。
　この長期経営方針実現に向けた第一期間に当たる現
中期経営計画「Materials Premium 2016“No.1企業
集団への挑戦”」においては、３つの全社成長戦略を実践
しながら、「基盤強化」に力点を置いたさまざまな施策を
計画しており、2014年度のスタート以来、国内事業所の
設備増強等に加え、米国やアジアを中心とした海外拠点
拡充に向けた成長投資を実施しています。
　まず、セメント事業では、米国での事業拡大に向け、
南カリフォルニアで新たな骨材鉱山（ハブス鉱山）を稼働
させ、ロサンゼルス北西部において新たな生コン工場
建設に向けた用地を取得しました。

　また、金属事業では、直島製錬所におけるＥ-Scrap
（金銀滓）受入・処理能力を増強したほか、グローバルな
事業展開を視野に米国三菱マテリアル社内にＥ-Scrap
リサイクル事業部門を新設しました。
　加工事業においても、超硬工具の事業基盤強化に向
けて、三菱日立ツール（株）〈旧日立ツール（株）〉を連結
子会社化したほか、超硬工具の製造体制拡充に向け、
インドネシアのＭＭＣメタルファブリケーション社の製造
能力増強に着手しました。
　これら成長基盤を確実なものとするための投資等、
諸施策については、財務規律を踏まえながら積極的に
実行し、中期経営計画に定めるさまざまな施策を着実に
実現していきたいと考えています。
　加えて、四日市工場の爆発火災事故や、近年の震災・
水害等も踏まえ、防災保安も含めた安全投資の着実な
実行により、操業の安定性向上に努めているほか、休廃
止鉱山管理に伴う環境対策等のリスク低減にも注力して
います。

３つの全社成長戦略

成長基盤の強化

循環型ビジネスモデルの追求

グローバル競争力の強化

※ 詳細は P.23
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　私は、企業にとっての究極の目的は、常に進化し“持続
的成長”を遂げていくことだと認識しています。これが
果たせなければ、お客様、投資家、社員をはじめ、さま
ざまなステークホルダーへの責任も果たすことはでき
ません。
　古くから「企業は人なり」という言葉が語り継がれてい
る通り、企業にとって、もっとも重要な経営資源は「人」
であり、新しい価値の創造と将来の持続的成長には「組織
と人の活性化」が必要不可欠です。
　従って、次世代を担う、多様で才能ある人材を確保・
育成し、その一人ひとりが存分に力を発揮することにより、
高い戦略性と実行力を備えた組織風土を醸成するこ
とが、企業の成長や競争力維持には重要です。
　こうした考えを踏まえ、2015年の社長就任以来、私

循環型ビジネスモデルの追求

組織風土改革の推進

　当社は総合素材メーカーとして、世の中に不可欠な
基礎素材を安定的に供給し、豊かな社会づくりに貢献する
ことを使命としています。
　「ものづくりに欠かせない限りある資源をいかに有効に
使い、かつ再生させるか」を常に考え、全ての事業分野で
リサイクル事業を展開しており、2015年度の当社原材
料・資材投入量のうち、リサイクル原料は約２割を占めて
います。
　その中でも、セメント事業においては、高温の焼成プロ
セスにより、一般社会で処理に困る膨大な下水汚泥や汚
染土壌、他産業から排出される石炭灰等を、セメント製造
の原料・熱エネルギー代替として無害化して活用できる
特性を持っており、当社のセメント１t当たりの廃棄物・副
産物利用原単位は４３５Kgに上ります。国土が狭く都市化
が進む日本では、新たな産業廃棄物処理施設の建設が
難しいことから、既存の最終処分場の延命にも寄与して
います。加えて、大規模災害発生時には膨大な量の災害
廃棄物を処理できるなど、セメント事業が持つ社会的
機能は大きいものがあります。
　一方、家電やパソコン、スマートフォンといった電子機
器の廃基板等のＥ-Scrapは、金・銀・銅・パラジウム等の
有価金属を高濃度に含有することから、天然鉱山に匹敵
する「都市鉱山」として注目を浴びています。当社金属
事業においては、業界トップクラスの低環境負荷を実現
した銅製錬技術である「三菱連続製銅法」を強みに、
Ｅ-Scrapの受入・処理拡大を進めています。2016年4月

には、当社直島製錬所内に「第２金銀滓センター」を完
成しており、グループ会社の小名浜製錬（株）と合わせ、
Ｅ-Scrap受入・処理能力は世界最大規模となりました。
　加えて、同年６月には、欧州地域からのＥ-Scrap受入
拡大に向け、オランダに「MM Metal Recycling B.V.」を
設立し、2017年度の操業開始に向け、受入やサンプリン
グ施設の建設を進めています。
　近年、ＥＵでは、資源効率（Resource Efficiency）や循環
経済（Circular Economy）の議論が盛んですが、当社は、
Ｅ-Scrapの受入・処理増強を通じ、この分野のトップラン
ナーとして、グローバルな資源循環に貢献していきます。
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　当社グループでは「安全と健康は全てに優先する」こと
を、最も重要な基本理念のひとつに位置づけています。
　社員の安全と健康無くして、当社グループの持続的
発展はあり得ません。四日市工場の重大事故を契機に、
再発防止策を徹底し、当社グループ全体の安全管理体制
を強化しています。また、外部コンサルタントを起用した
現場診断・指導を行い、リスクアセスメントに基づく設備
の安全化や、多岐にわたる教育・訓練を実施する等、ハー
ド・ソフト両面からの取り組みを徹底しています。
　2016年4月には「安全衛生教育センター」を設置して
おり、2017年１月には、埼玉県さいたま市の当社敷地内

安全と健康は全てに優先する

自身が本部長となり「組織風土改革推進本部」を設置し、
組織と人の活性化に向けたさまざまな改革に着手して
います。
　その改革のひとつに、次世代を担う、戦略的で実行力
のある人材の育成を掲げ、この一環として、2016年
2月に「当社グループの求めるリーダー像」を策定しま
した。また、同年4月には改革のスピードを加速するため、
専任組織として「改革推進部」を設置しており、業務プロ
セスの改善も含め、実効ある取り組みとすべく注力して
います。

に危険体感教育を含めた総合的な安全教育施設を竣工
予定です。同敷地内には、既に「人財開発センター」や
「ものづくり・ひとづくり大学」等の教育施設・機能が集約
されており、安全衛生教育センター設置により、事業活動
の根幹を支える「安全」を人材教育の中核に据え、更に
充実させていきます。

　当社は、三菱グループ発祥の事業のひとつである炭鉱・
鉱山業をルーツとし、時代の変遷とともに自ら外部環境に
適応し、変革を重ねて来た歴史を有しています。
　エネルギー革命、国内資源の枯渇、環境規制強化、
貿易自由化等の産業構造の変化や、不況、災害等、これま
でも、さまざまなリスクに直面してきましたが、常に時代
の変化やステークホルダーの期待・要請を先取りして
成長を続け、社会の発展を支えてきました。
　グローバルな社会構造や経済状況は大きく変化し、
そのスピードも加速していますが、社員には、諸先輩の
偉大な足跡に学びつつ、「健全な危機感を持ち、常に変革
にチャレンジする気概を持ってほしい」と伝えています。
　今後も、ステークホルダーの皆様には、当社の取り組み
にご理解をいただくとともに、率直なご意見をお寄せいた
だくよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

時代を超え、
社会の発展を支え続けるために
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直島製錬所に第２金銀滓センター、及び
オランダに新会社「MM Metal Recycling B.V.」を設立

　金・銀・銅・パラジウム等の有価金属を多く含むE-Scrap（金銀滓）は国内外で
発生量が増大傾向にあります。当社金属事業カンパニーはE-Scrapの処理量
世界No.1を長期目標として、E-Scrapリサイクル事業の拡大を図ってきました。
　2016年4月には、直島製錬所に第２金銀滓センターを設立。受入サンプリング、
分析、処理設備等の増強により、E-Scrap受入・処理量は約11万t ／年に増え、
小名浜製錬（株）と合わせた当社グループの受入・処理量は約14万t／年と、
世界最大規模となりました。
　また、同年6月には阪和興業（株）との共同出資［当社９０％、阪和興業（株）１０％］
により、オランダに新会社「MM Metal Recycling B.V.」を設立。E-Scrapの
最大の発生元のひとつである欧州地域からの受け入れ拡大を進めます。

第２金銀滓センター

新会社サンプリングセンター完成予想図

01

薄型テレビ自動ねじ外し装置の実用化

　現在、国内の家電リサイクル工場では年間約１０６万台（２０１５年度実績）の薄型
テレビがリサイクルされています。しかし、２０２０年には、エコポイント制度や、
地上アナログ放送終了時に購入された薄型テレビの買い替えが進み、現在の７倍
となる年間約７００万台のリサイクル需要が発生すると予想されています。大幅な
処理量増加が見込まれる薄型テレビのリサイクルに対応するため、当社では薄型
テレビ自動ねじ外し装置を自社開発し、当社グループの家電リサイクル工場（５社
中３社）へ導入、実用化しました。本装置はコンベヤーで薄型テレビを連続搬送し
ながらカメラで背面カバーやプリント基板のねじを検知し、ロボットが自動的に
検知したねじを取り外します。これにより安全かつ効率的なリサイクルを可能に
し、来たる大量廃棄に向け処理能力の増強を図っていきます。

03

ハイライトHighlight

永田・小又川第四水力発電所が最新設備に

　当社の水力発電事業の歴史は古く、1898年（明治31）に、現在の秋田県鹿角
市において永田水力発電所が尾去沢鉱山や付近の民家用に電気の供給を開始
しました。その後、日本経済の成長とともに発電所の増設を行い、今日まで秋
田県鹿角市と北秋田市に6発電所を有するに至っています。しかしながら、これ
らの発電所は高経年化しており、まず、永田水力発電所と小又川第四水力発電所
の設備更新を行い、2015年に再稼働しました。この更新工事により、永田水力
発電所の最大出力は600kWから721kWへ、小又川第四水力発電所の最大出
力は6,500kWから6,808kWへとそれぞれ発電能力がアップしたほか、更なる
安定操業、安定収益が確保できるようになりました。

小又川第四水力発電所

02

薄型テレビ自動ねじ外し装置
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「当社グループの求めるリーダー像」の制定

　当社グループは、長期経営方針の人材戦略のひとつに「高い戦略性と実行力とが備わった組織風土を醸成、促進できる
人材を育成する」ことを掲げています。その根底には「企業は人なり」という考え方があります。特に、組織を率いるリーダー
の思考や発言、行動がその組織に与える影響は大きく、優秀なリーダーを育成することは企業の競争力維持や持続的成長
に不可欠です。
　当社グループの長い歴史の中で培われてきた価値観や事業内容の変革も踏まえて、リーダーに必要な資質を明確にし、
リーダーが持つべき心構えとして、またリーダー育成のための指針として、２０１６年２月に「当社グループの求めるリーダー像」
を定めました。このリーダー像を、管理職の人事諸制度や階層別研修をはじめとする諸施策に反映していく予定です。

05

ものづくり革新の推進

事業部門と二人三脚で一流の課題解決力を持つ企業集団へ！
　各カンパニーから、ものづくりのキーとなる技術者を「ものづくり管理人」に選出し、生産技術センターとともに組織間の
シナジー促進や、難易度の高い改善を進める制度を開始しています。更に2016年度から、若手技術者の課題解決力向上を
図る「ものづくり革新ゼミ」を開始しました。各カンパニーから選抜された若手技術者が、現場の課題を解決しながら素材産業
向けの定量的プロセス改善法（DMAIC法）を習得できるよう、社外講師による集合教育と現場実践を組み合わせた新しい
教育プログラムを展開しています。現場実践では、経験豊富な社員が「伴走者」として各受講者に付いて課題解決をサポート
します。これらの活動を通じて、合理的・定量的な課題解決力が向上し続ける企業文化を醸成します。

04

課題解決力の向上

課題を
解決する

課題を
設定する

課題解決プロジェクト

ものづくり革新ゼミ

実践

伴走者
付き若手教育

ものづくり管理人

全体最適
目利き力鳥瞰

定量的プロセス改善法

Define
問題の定義、
課題への落とし込み

Measure
現状の定量的把握

Analyze
定量的分析による
原因の特定

Improve
改善策を決める

Control
改善効果の確認と
定着化

現場課題ピラミッド

当社グループの求めるリーダー像

● リーダーとしての人格と気概
　社内外から信頼、信用され、周りの人を惹きつける人間性と組織を率いる強い使命感・責任感
● 事業モデルを構想する力
　幅広い視野と長期的な視点から、柔軟な発想で将来の事業モデルを構想していく力
● 構想を実現する力
　厳しく難しい局面においても高い目標に向かって諦めずに努力し、果敢に決断し、組織を動かして実行する力

革新的プロセス改善/
開発が必要な課題

日々の操業管理で
対処できる課題

小集団活動で
対処できる課題

現場では
手に負えない課題



OUR FOCUS1
お客様満足と
従業員満足の
向上を目指して

高度な加工技術で、
「空」の安全・安心を支える
～ 三菱マテリアルグループによる難削材加工への挑戦 ～
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成長を続ける航空機産業において、高まる社会的要請 

　グローバル化の進展や新興国の経済成長等を背景に、
航空機輸送への需要は増え続けています。更なる成長が
予測される航空機産業に対して、近年の環境意識の高まり
に伴い、省エネや低騒音といった環境負荷の低減に対する
社会の要請も高まっています。
　現在導入が進められている新型旅客機には、軽くて強く
耐熱性の高い特殊材料を切削加工した部品が多く使用され

■ 世界の航空輸送の実績と予測（有償旅客距離換算）

出展：（財）日本航空機開発協会「民間航空機に関する市場予測 2014－2033」をもとに作成
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　当社は2001年より航空機産業向け
切削工具の開発に着手しました。この
分野は長く欧米のメーカーが牽引してき

ましたが、当社は高度で豊富な切削加工技術を活かして、
さまざまな高性能切削工具を取りそろえ、開発進行中の
新型ジェット旅客機のプロジェクトに参画できるレベルまで
成長を遂げています。
　私たちはベストなソリューションとサービスを提供する
「総合工具工房」として、航空機産業における生産性の向上
と新たな加工技術の創出に挑戦し、人と社会と地球に優しい
新型ジェット旅客機の導入推進に貢献していきます。 

常務執行役員
加工事業カンパニー プレジデント
鶴巻 二三男

V O I C E

ています。特殊材料の大半は切削加工が難しい難削材で
あり、それらを高能率、高精度、高品位に作り上げるには、
各々の特殊材料の被削性にマッチした、専用の切削工具と
切削加工技術が必須となります。

　多くの人命を預かる航空機の部品には、最新かつ最高の材料が多く使用されますが、そのような新素材は成形することが
とても難しいため、最先端の切削加工技術が必要とされます。より安全性が高く、環境負荷の低い機体には、「難削材」と
いわれる特殊素材とそれらを所定の形状、寸法に仕上げるための「高性能な切削工具」が不可欠です。
 　当社グループの切削工具及び切削加工技術は世界の最先端をリードしており、航空機産業の安全・安心を支えています。
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世界をリードする加工技術で難削材切削に挑み、高度なお客様ニーズに応える

　当社グループは、超硬工具の原料調達からリサイクルま
で一貫して行うことで、品質の安定を保つとともに、画期的
な超硬素材開発を進めてきました。また、超硬工具の性能
と寿命を向上させる独自の 「表面コーティング技術」や
「切れ刃成形技術」を強みとして難削材の切削加工技術を
追求し、世界中のお客様から高く評価されています。
　この優れた技術を航空機産業に展開すべく、当社は
2014年に世界最高峰の研究機関である英国の先進製造
プロセス研究センター・AMRC（Advanced Manufacturing 
Research Centre）への加盟を実現しました。AMRCは
シェフィールド大学とボーイング社の連携により創設され、
航空機産業に携わる80社以上の企業が加盟しています。
AMRCでは機械設備や人員を増やさずに製品をより速く、
より効率的に生産することを主な目的としています。
　AMRCには航空機メーカーから製造に関する課題が寄せ
られ、加盟各社は競って研究を進め、解決策を提案します。
当社は開発と営業と技術サポートが一体となり、さまざまな
技術提案を行っていますが、一例として、高速加工が難しい

CFRP

超耐熱合金

アルミニウム合金

ウイングリブ

アルミ合金超高能率
加工用カッタ
AXD4000

CFRP加工用ダイヤモンドコーティングドリル
MCS

胴体

難削材加工用
PVDコーテッドISOインサート
MP9015/MSブレーカ

難削材加工用
ヘッド交換式エンドミル
iMX

ランディングギア ディスク

ジェット旅客機の構成材料と切削加工

　私たちは航空機産業全体を俯瞰し、
その中でグローバル企業と関わりを
持ち続けています。

　それにより、最良の技術製品や専門知識を活用することが
可能になるのです。
　三菱マテリアルは、切削工具技術の進化をもたらすカギと
なる会社のひとつであり、ますます緊密に連携して行きたい
と考えています。 

AMRC
民間部門長（共同創設者）
Adrian Allen

V O I C E

難削材加工において、飛躍的な切削速度の向上を実現し、
サイクルタイムを大幅に短縮できる可能性を示しました。

　最新・最高の材料と技術によって作られているジェット旅客機ですが、機体にはアルミニウム合金やCFRP（炭素繊維強化プラスチック）が多く使用され、
エンジンにはニッケルを含む超耐熱合金が主に使われています。これらの「難削材」と呼ばれる素材を数多く使用する航空機の部品は、最新の超硬工具と
切削加工技術を駆使して製造されており、当社グループの工具も多くの航空機メーカーやエンジン・部品メーカーに採用されています。 

http://www.amrc.co.uk/

チタン合金
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お客様満足と
従業員満足の
向上を目指して

お客様のものづくりを支える
ワクワクプロジェクトの進展 
～ グローバル競争力を高めるバリュー創造活動 ～
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　最先端の切削加工技術を提供する加工事業カンパニーでは、お客様に選ばれる、価値ある製品・サービスを通じてお客様
満足度の向上を追求し続けてきました。その一環として、従業員とお客様が感動を分かち合う「ワクワクプロジェクト」を
2015年に立ち上げ、さまざまなバリュー（価値）を創造し、主体的に活動に取り組んでいます。

2

　当社グループの切削加工技術は、自動車産業はもとより、航空機産業
や医療産業等新たな市場で世界に活躍の場を広げています。更なる成長
を目指し、より多くのお客様に魅力的な価値を提供することで企業のブラ
ンド価値を向上させ、国際競争力を更に高めるべく、加工事業カンパニー
は2013年より「ブランディングプロジェクト」に着手しました。2014年に
は、当社グループの長期経営方針のもと、「2020年にありたい姿」として
の加工事業カンパニーのビジョンとそれを達成する道筋となるブランド
コンセプト、及びブランドメッセージとロゴを右記のように策定しました。
　 「ワクワク」や「総合工具工房」の言葉には、お客様と当社が感動を共有
し、ともに成長していきたいという強い想いが込められています。こうした
想いを従業員一人ひとりに浸透させるべく、ブランドムービーを制作し、
国内外グループ会社を含む全部署への説明会を丁寧に行いました。
　このビジョンの実現を目指して、2015年からお客様向けと従業員向け
のふたつの分野で、多くのチームがバリュー活動を始めています。

新たなブランドメッセージの誕生

各職場でのワクワクマニフェスト作り

より多くのお客様へ、バリュー（ワクワク）を届ける

　「お客様との感動の共有」に至るには、まず「社内で感動を共有できる風
土を作ること」が重要だと考え、 従業員を対象としたさまざまなバリュー
活動に取り組んでいます。
　カンパニー内の各部署では、職場の仲間と一緒になって、自分たちに
とって「感動の共有」とはどのようなことを意味するのか、それを実現する
ためにはどのようなことをすればよいのかを、営業から製造まで全ての
職場単位で徹底的に話し合い、目指す姿や活動目標を見える化した「ワク
ワクマニフェスト」を自らの手で作成。完成したマニフェストと日々の活動
状況は、社内WEBサイト「ワクワクサイト」に全部署がSNS方式で掲載
しています。カンパニー内に広く情報共有をすることで、部署や事業所の
垣根を越えたコミュニケーションを活性化し、チームワークの意識を高め、
カンパニー全体でこの活動を支え合っています。

お客様と感動を共有する風土（土台）づくり、“従業員向け”バリュー活動

従業員が自ら考え実行する企業風土づくり

ワクワクサイト

ブランドムービー（従業員の心情に強く訴える映像）

ブランドメッセージ及びロゴ

ブランドムービー（従業員の心情に強く訴える映像）

ブランドコンセプト
URL：http://carbide.mmc.co.jp/brand_message

ブランドムービー

三菱マテリアルは、単なる「工具メーカ」ではありません。

私たちの使命は、お客様一人ひとりの異なる課題に
ものづくりのプロフェッショナルとして全力で向き合い、お客様のビジネスを成功へと導くこと。

そのため、私たちは世界にひとつしかない、あなたのための「工具工房」でありたいと思っています。

そこは、これまでにない新しい技術や製品と出会える“場”
世界中のいつでもどこでも、スピーディに解決策を見出せる“場”

最先端の情報が集まり、驚きやワクワクに溢れる“場”

この工房でお客様とともに考え、創り、感動を分かち合い、
お客様一人ひとりに合わせたベストなソリューションとサービスを提供していく。

あなたの、世界の、総合工具工房。
YOUR GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO
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　想像を超えたおもてなしのサービスを作りあげ、“世界の
行ってみたい工場”ベスト２０を達成するという高い目標を
掲げ、筑波製作所、岐阜製作所、明石製作所の3チームが
連携して、バリュー活動に取り組んでいます。
　他事業所の従業員が見学に来た際にも、おもてなし対応
をしており、従業員同士の絆を深めることに繋がっています。

　2016年より加工技術センターにて、お客様を対象とし
た、切削加工に関する技術、技能、ノウハウなどをお伝え
する「切削アカデミー」を開催しています。

　切削加工を中心としたものづくり業界の動向や新たな
課題への挑戦等、「世界中のものづくりに携わる方が読んで
ワクワクするようなコミュニケーションマガジン」をコンセ
プトとした情報誌「MMC Magazine」を、これまでに3号
発行しました。
　ご覧いただいたお客様からは「御社のイメージが変わっ
た」「次はぜひ我々も一緒に」といった高評価をいただき、
三菱史料館＊にも保管していただくことになりました。

　従業員向けバリュー活動を進める中で繋がり始めた従業
員の感動の輪をお客様へと更に広げるため、お客様向け
バリューの活動も同時に展開しています。
　多岐にわたるお客様のものづくりにおいて、それぞれの
お客様が抱えている課題に真摯に向き合い、付加価値の高
いソリューション（バリュー）を提供するために、部門の垣根
を越えたメンバーが集まり、さまざまなチームが編成され、
日々積極的に活動しています。
　これらのお客様向けバリューの活動状況についても、
ワクワクサイトで全従業員が日々閲覧できるようになって
おり、お礼や応援コメント等をお互いに投稿し合うことで、
感動の共有を推進しています。ここでは、その一部をご紹
介します。

お客様が抱えているさまざまな課題や　
ご要望に寄り添う、
“お客様向け”バリュー活動

部門を越えたチームで実現する、お客様との感動の共有

　「全ては従業員のモチベーション向上から始まる」　この考え方に重点を置くワクワクプロジェクトは、いわゆる
企業のブランディングの域を超え、従業員の意識改善をベースとした企業風土改革であるといえます。
　私は常々、このプロジェクトは登山のようなものだと考えています。頂上に辿り着くのは容易ではなく、全従業
員が絶対に諦めずに最後まで登り切るという強い意志を持ち続けられるかが成否を分けます。現時点は、まだ
まだ3～4合目程度ですが、頂上に登ったときに初めて見えるであろう「お客様との感動の共有」の美しい景色を
想像して、これからも一歩ずつ着実に登り続けていきたいと思います。

加工事業カンパニー 戦略部部長補佐  名田 豊
V O I C E

工場案内パンフレット 製品に触れる体験コーナー

魅力的な工房体験（工場見学）

切削加工の真髄をお伝えする

情報誌「MMC Magazine」

＊ 公益財団法人三菱経済研究所付属三菱史料館   URL：http://www.meri.or.jp/
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社 　 　 名

本社所在地
設 　 　 立
代　表　者
上 　 　 場
資　本　金

総　資　産　額
従　業　員　数
連 結 子 会 社
持分法適用関連会社
加盟する主要団体等

三菱マテリアル株式会社
Mitsubishi Materials Corporation
〒100ｰ8117 東京都千代田区大手町1ｰ3ｰ2
1950年4月1日
取締役社長  竹内 章 
東京証券取引所
119,457百万円

1,793,375百万円
4,525名（連結：24,636名）
125社
20社
日本経済団体連合会、経済同友会、セメント協会、
日本鉱業協会、ICMM（International Council on 
Mining and Metals＝国際金属・鉱業評議会）ほか

タイ・マレーシア・シンガポール
インドネシア・インド ほか
■ 金属事業
インドネシア・カパー・スメルティング社（インドネシア）
■ 加工事業
MMCツールズタイランド社（タイ）
MMCハードメタルインド社（インド）
■ 電子材料事業
MMCエレクトロニクスタイランド社（タイ）
MMCエレクトロニクスマレーシア社（マレーシア）
MMCエレクトロニクスラオス社（ラオス）
■ アルミ事業
エムエーエクストリュージョンインディア社（インド）
ムアンマックスタイランド社（タイ）
■ コーポレート
三菱マテリアルＳＥＡ社（タイ）

オーストラリア ほか

■ 環境・エネルギー事業
豪州三菱マテリアル社（オーストラリア）

中国・台湾・韓国 ほか

■ セメント事業
烟台三菱水泥有限公司（中国）
■ 加工事業
天津天菱超硬工具有限公司（中国）

■ 電子材料事業
MMCエレクトロニクス香港社（中国）
菱慶材料（上海）貿易有限公司（中国）
MMCエレクトロニクス韓国社（韓国）
台湾菱興電子材料(股)有限公司（台湾）
■ コーポレート
三菱綜合材料管理（上海）有限公司（中国）

カナダ・アメリカ・メキシコ

■ セメント事業
米国三菱セメント社（アメリカ）
MCCデベロップメント社（アメリカ）
■ 加工事業
米国三菱マテリアル社（アメリカ）
■ 電子材料事業
米国三菱ポリシリコン社（アメリカ）

ブラジル

■ 加工事業
MMCメタル・ド・ブラジル社（ブラジル）

オランダ・イギリス・ドイツ・フランス
スペイン・イタリア・ロシア・ポーランド

■ 加工事業
MMCハルトメタル社（ドイツ）
スペイン三菱マテリアル社（スペイン）
MMCハードメタルロシア社（ロシア）
MMCハードメタルポーランド社（ポーランド）

米国 
8.2%

欧州 
2.2%

アジア 
24.4%

その他の地域 
1.0%

日本 
64.2%

地域別売上高
構成比

2016年3月末現在

□ 三菱マテリアルの主な事業所　◇ 主なグループ会社

□ 本社（東京都）
□ 横瀬工場（埼玉県）
□ セラミックス工場（埼玉県）
□ エネルギー事業センター（埼玉県）
□ さいたま総合事務所（埼玉県）
□ 筑波製作所（茨城県）
□ 中央研究所（茨城県）
◇ 菱光石灰工業（株）（東京都）
◇ 小名浜製錬（株）（東京都）

◇ 三菱伸銅（株）（東京都）
◇ 三菱電線工業（株）（東京都）
◇ 三菱アルミニウム（株）（東京都）
◇ ユニバーサル製缶（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアルトレーディング（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアルテクノ（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアル不動産（株）（東京都）
◇ （株）マテリアルファイナンス（東京都）
◇ 三菱日立ツール（株）（東京都）

加工

電子材料
環境・エネルギー

セメント

□ 青森工場（青森県）
□ 秋田製錬所（秋田県）
□ 岩手工場（岩手県）
□ 東北支店（宮城県）
◇ 三菱マテリアル電子化成（株）（秋田県）
◇ 細倉金属鉱業（株）（宮城県）

金属
セメント

セメント □ 名古屋支店（愛知県）
□ 岐阜製作所（岐阜県）
□ 四日市工場（三重県）
◇ （株）ダイヤメット（新潟県）

加工
電子材料

□ 九州支店（福岡県）
□ 東谷鉱山（福岡県）
□ 九州工場（福岡県）

セメント
セメント

□ 直島製錬所（香川県）

□ 大阪支社（大阪府）
□ 堺工場（大阪府）
□ 生野事業所（兵庫県）
□ 明石製作所（兵庫県）
□ 三田工場（兵庫県）
◇ 日本新金属（株）（大阪府）
◇ 立花金属工業（株）（大阪府）

金属
金属
加工

電子材料

□ 札幌支店（北海道）

金属

● 関 東

● 北海道

● 東 北　 ● 中部・北陸

● 近畿・中国

● 四 国

● 九 州

● ヨーロッパ ● 東アジア ● 北 米

● 南 米

● オセアニア

● 東南アジア

グローバルネットワーク
＊ここに掲載したものは、三菱マテリアルグループの海外展開の一例です。

三菱マテリアルグループの概要

海外進出先国・地域数

29
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三菱マテリアルは、今日の三菱グループのルーツである九十九商会の鉱業への進出を出発点として
います。以来、140年以上にわたり、日本の近代化とともに発展の足跡を残してきました。私たちは、
これからも21世紀のより豊かな社会の実現に貢献したいと考えています。

創業者「岩崎彌太郎」 〈 三菱史料館所蔵 〉

三綱領 〈 三菱史料館所蔵 〉

今日の三菱グループの歴史は、明治維新に始まる近代日本と歩みを同じくしています。この近代日本誕生の
時代に登場したのが、三菱の基礎を築いた創業者・岩崎彌太郎です。1870年、九十九商会として海運事
業を開業した岩崎は、炭坑・鉱山経営にも積極的に進出し、それは三菱が推進する事業の中核のひとつとし
て発展を遂げました。

近
代
日
本
の

産
声
と
と
も
に

1871年（明治4年） 九十九商会（三菱商会の前身）が紀州新宮藩の炭鉱を租借し、鉱業部門に進出。

1873年（明治6年） 三菱商会（三菱合資会社の前身）が吉岡鉱山を買収、金属鉱山事業に進出。

1893年（明治26年） 三菱合資会社を設立。

1896年（明治29年） 宮内省より大阪製煉所の払い下げを受け、金属製錬事業に進出。

1917年（大正6年） 鉱業研究所（現中央研究所）設置。 直島製錬所設置。

新潟金属工業所(現(株)ダイヤメット)

大正時代に入って、三菱合資会社は次々に事業を分社化しました。三菱鉱業は、鉱業関係の資産を継承して
設立されました。その後の三菱鉱業の積極的な事業展開は、現在の三菱マテリアルの技術力を支える源
泉ともなっています。戦後、集中排除法により、石炭部門と金属部門が分離しました。

多
角
化
す
る
事
業
、

そ
し
て
戦
後
の
再
出
発
へ

1918年（大正7年） 三菱鉱業（株）設立。三菱合資会社より炭鉱部、鉱山部、研究所を継承。

1920年（大正9年） 苅田工場〈現九州工場 当時豊国セメント（株）〉設置。セメント生産を開始。

1942年（昭和17年） 東京金属工業所（現筑波製作所に事業継承）を設置し、切削工具事業に本格進出。

1944年（昭和19年） 新潟金属工業所〈現（株）ダイヤメット〉で、粉末冶金製品の量産開始。

1945年（昭和20年） 非鉄金属工業所〈現日立金属MMCスーパーアロイ（株）〉で特殊銅合金の生産を開始。

1950年（昭和25年） 集中排除法により、石炭（三菱鉱業）、金属（太平鉱業）両部門が分離。

三菱セメント(株)黒崎工場
（現九州工場黒崎プラント）昭和31年

1950年代後半から1960年代、日本は高度成長時代に入ります。エネルギー革新の進展に対応して、鉱業、
金属の両部門はそれぞれ独立した経営のもと、事業構造を変革、国民生活の向上に貢献していきました。

戦
後
の
復
興
へ
、

社
会
と
と
も
に

1954年（昭和29年） 三菱セメント（株）設立。セメント事業に進出。

1959年（昭和34年） 日本電子金属（株）を設立。半導体用高純度シリコン事業に進出。

1962年（昭和37年） 三菱レイノルズアルミニウム（株）〈現三菱アルミニウム（株）〉設立。

1972年（昭和47年） 富士小山工場設置。飲料用アルミ缶事業に進出。

1971年（昭和46年） 原子燃料製造を目的とする三菱原子燃料（株）を設立。

1973年（昭和48年） 三菱鉱業（株）、三菱セメント（株）、豊国セメント（株）の3社が合併し、三菱鉱業セメント（株）が発足。
三菱金属鉱業（株）を三菱金属（株）に社名変更。

1976年（昭和51年） セラミックス電子部品の製造販売を開始。

1988年（昭和63年） 米国三菱セメント社設立。海外セメント事業に進出。

合併発表の記者会見 1990年4月
左：三菱金属永野健社長（当時）
右：三菱鉱業セメント藤村正哉社長（当時）

1990年代に入って、冷戦の終結、情報化社会の高度化、世界経済の激動、国際化の更なる進展など、世界
の政治・経済、社会は大きく変化していきました。そうした中、三菱金属と三菱鉱業セメントが合併し、「三菱
マテリアル株式会社」が誕生しました。

三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
の
誕
生
、

そ
し
て
未
来
に
向
か
っ
て

1990年（平成2年） 三菱金属（株）と三菱鉱業セメント（株）が合併し、「三菱マテリアル（株）」として発足（12月1日）。

1996年（平成8年） インドネシア・カパー・スメルティング社設立。インドネシアにおける銅製錬事業に進出。

1991年（平成3年） 東北開発（株）と合併。

1998年（平成10年） 宇部興産（株）と宇部三菱セメント（株）設立。

1999年（平成11年） 家電リサイクル事業に進出。

2000年（平成12年） 神鋼コベルコツール（株）（現明石製作所）買収。工具事業を強化。

2002年（平成14年） 住友金属工業（株）〈現新日鐵住金（株）〉とシリコンウエハー事業統合会社、
三菱住友シリコン（株）〈現（株）SUMCO〉設立。

2005年（平成17年） 北海製罐（株）と飲料用アルミ缶事業統合会社、ユニバーサル製缶（株）設立。

2004年（平成16年） （株）神戸製鋼所との銅管事業統合会社、（株）コベルコマテリアル銅管設立。

2007年（平成19年） 三菱マテリアルポリシリコン（株）（現四日市工場）を吸収合併し四日市工場が発足。
三菱マテリアル神戸ツールズ（株）を吸収合併し明石製作所が発足。

2015年（平成27年） 日立ツール（株）を連結子会社化し、三菱日立ツール（株）に商号変更。

創業
歩みからの
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パフォーマンスハイライト

営業利益 経常利益売上高

純資産 総資産親会社株主に帰属する当期純利益

ネットDEレシオROA（総資産経常利益率）



金属事業

18三菱マテリアル CSR報告書2016

非財務パフォーマンス（一部を除き単体）
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セメント事業
廃棄物・副産物受入量と原単位 スクラップ処理量リサイクル原料利用率

再生可能エネルギー発電量・CO2削減量 障がい者雇用率温室効果ガス総排出量 〈単体+主要連結子会社〉
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※ 2016年から起算日を4/1としています。

※ 暦年での集計値

それぞれの取り組み詳細は、本文関連記事をご参照ください。
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当社グループは、セメント・非鉄金属等の基礎素材から、
金属加工・アルミ缶製造、半導体関連・電子製品、
エネルギー・環境ビジネス等を主な事業としています。
私たちはこうした多角的な事業活動を通して、
人と社会と地球のために貢献します。

※ 売上高比率は、セグメント間の内部売上高を除いた売上高を基に算出しています。

事業とバリューチェーン

九州工場で生コンクリート用
石灰石砕砂製造設備の能力を増強

　東日本大震災の復興需要等を
背景に、全国的に生コンクリート
用骨材の不足が続いていること
から、九州工場は２０１５年８月、
石灰石砕砂製造設備の能力を
増強しました。これにより、国内
最大規模となる年産１５０万tの
骨材をより安定的に供給できる
体制を確立しました。

石灰石砕砂

Close
Up

加工事業 
10.7%

アルミ事業 
11.2%
電子材料
事業 
4.9%

セメント事業 
13.9%

金属事業 
48.6%

その他の事業 
10.7%

総売上高

■ セグメント別売上高比率（2015年度）※

セメント事業

　セメントは、道路や橋、港湾、ビル等の社会インフラ整
備に欠かせない基礎素材です。セメント事業では、各種
セメントから生コンクリート、セメント関連製品の製造販
売まで、幅広い事業体制を構築。セメントの需要が伸び
ている米国・中国・ベトナム等に製造・販売拠点を設置し、
国内のみならずグローバルに活動しています。また、
優れた技術力を発揮して、低発熱型セメントや高強度
コンクリート用セメント、無収縮グラウト材等、高品質の
製品を供給しています。
　セメント工場では、処理が困難な廃棄物を超高温で
無害化し、再資源化することが可能で、廃棄物を積極的
に受け入れ、循環型社会の構築に貢献しています。

　総資産利益率(ROA)セメント業界世界No.1を
目指し、国内ではグループの総合力を活かした環境
リサイクル事業の拡大を図っています。北米では
ターミナル増強等、セメント供給体制の強化を図り、
旺盛な需要に対応しています。新興国では地元資本
との連携やセメント工場・ターミナルの新設等、イン
フラ需要に応えています。

目標と戦略

1,975億円
売上高

201億円
営業利益

■ セメント事業のバリューチェーン

一般社会、他産業からの
廃棄物受入

● 都市ごみ焼却灰
● 下水汚泥
● 石炭灰、スラグ
● 建設残土、汚染土壌
● 廃タイヤ

原料調達

● 石灰石鉱山
（国内３ヵ所、海外（米国・
中国・ベトナム）３ヵ国）

生  産

● セメント工場
（国内、海外）

輸送・供給・サポート

● 車両・船舶による輸送
● 生コン工場
● 販売会社・客先支援

九州工場

東谷鉱山 ロバートソン・レディ・ミックス社（アメリカ）
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第2金銀滓センターの建設

　2016年4月に直島製錬所第2金銀滓センターを竣工、
E-Scrapの受入サンプリング設備、分析設備、処理設備等の
増強により、E-Scrap受
入・処理能力はグルー
プ企業である小名浜
製錬（株）と合わせて、
約14万ｔ/年（現行比＋
約3万ｔ）と世界最大規
模となりました。

直島第2金銀滓センター竣工式

Close
Up

金属事業

　銅をはじめとする非鉄金属は、電線やエアコン用配管、
電気・電子部品、自動車部品等、さまざまな形で活用され
ています。金属事業では、高効率で環境負荷の極めて低
い「三菱連続製銅法」をベースに、高品質の製品をグロー
バルに製造・販売しており、電気伝導率を極限まで高める
無酸素銅や無酸素銅合金において世界でトップシェアを
誇ります。また、製錬技術を活用してE-Scrap（金銀滓）
から有価金属を回収するリサイクルシステムを確立して
います。
　貴金属部では、100年を超える歴史を誇る「三菱の金」
ブランドのもと、一般消費者や実需家に「マイ・ゴールド
パートナー」等の貴金属地金商品・サービスを提供して
います。

■ 金属事業のバリューチェーン

　鉱山部門では権益鉱比率を更に拡大すべく、新規
鉱山開発を進めます。
　製錬部門ではE-Scrap処理量世界No.1を目指し、
集荷対応や処理施設の増強による増処理体制の構
築を一層進めていきます。
　銅加工部門では、連続鋳造圧延法で製造した高強
度高導電性銅合金線ROX(R)-CPが、自動車用ワイ
ヤーハーネス素材として採用され、自動車の軽量化
に貢献していきます。

目標と戦略

6,887億円
売上高

242億円
営業利益

原料調達

● 鉱山からの買鉱
（北米、南米、
インドネシア、等）

生  産

● 非鉄製錬所
● 銅加工工場

供給・使用

● 車両・船舶による輸送
● 販売・サポート拠点 

リサイクル

● スクラップの受入と活用
（非鉄製錬所）

P.9

直島製錬所カッパーマウンテン銅鉱山(カナダ)

ケーク（型銅）１ｋｇ金地金
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　加工事業では、さまざまな金属部品の加工に不可欠な超硬工具
をはじめ、自動車や航空機の安全性、快適性を支えるエンジンや
トランスミッション等の各種中枢部品を提供しています。製造・
販売拠点は中国、アジア、米州、欧州とグローバルに展開。長年
蓄積された技術と高い信頼性により、お客様のご要望に沿った
付加価値の高い製品・サービスを通じて、最先端の材料や技術の
集合体といわれる自動車や航空機分野をはじめ、さまざまな分野
のものづくりを支えています。
　また、近年注目される発泡金属等の機能性特殊合金の開発製造
を行うほか、レアメタルの一種であるタングステンのリサイクルに
も取り組み、使用済み超硬工具の回収にも注力しています。

■ 加工事業のバリューチェーン

原料調達

● タングステン鉱石の購入
〈日本新金属（株）〉

生  産

● 超硬工具工場
（国内3ヵ所、海外６ヵ所）

供給・使用
● 主として車両・航空機に
よる輸送

● 販売・サポート拠点
（約60ヵ国）

リサイクル

● 使用済み超硬工具の
回収、リサイクル
〈日本新金属（株）〉

加工事業

　電子材料事業では、半導体関連部材、電子部品、省エネ製品等、
時代のニーズに応じた高機能・高品質な製品を供給しています。
高度情報化社会を支える半導体向け多結晶シリコンや、世界トッ
プクラスのシェアを誇る低α線はんだ、合金開発技術を駆使した
スパッタリングターゲット等の製品のほか、新興国における環境志
向の高まりに対応したセンサ製品、省エネ型製品である熱線カット
塗料、ユニークな特性から多くの業界の注目を集めている親水撥
油剤等、技術力に裏打ちされた特色のある製品を展開しています。
　製品・技術の進化がスピードアップする中、マーケティング機能
を強化し、タイムリーに新製品を市場投入することにより、「No.1
製品」をラインアップした事業体を目指します。

電子材料事業

■ 電子材料事業のバリューチェーン

原料調達

● 各種原材料の購入

生  産
● 工場（機能材料及び
化成品、電子デバイス、
多結晶シリコン）
（国内5ヵ所、海外5ヵ国）

供給・使用

● 主として車両・航空機に
よる輸送

● 販売・サポート拠点

リサイクル

● フッ化カルシウム等の
回収（化成品）

超硬ソリッド工具＊の製造体制
インドネシアを中心に拡充

　超硬ソリッド工具の市場拡大に
伴い、インドネシアのＭＭＣメタル
ファブリケーション社第二工場を移
転・新設、岐阜製作所に最新鋭設
備を導入します。（ともに2016年
10月稼働開始予定） 新第二工場の完成イメージ

Close
Up

＊ 刃先から軸部まで超硬一体型のドリルやエンドミル。各種精密機器
産業における金属部品の加工に不可欠な工具。

スパッタリングターゲットの
「量産技術センター」を新設

　三田工場では、円筒型、大型平板の
スパッタリングターゲットの量産技術
の開発及びその製造を加速するため、
「量産技術センター」を新設しました。
これにより、フラットパネルディスプレイ
や太陽電池等に使用される大型基板
の需要増に対応していきます。

Close
Up

量産技術センター

1,516億円売上高 160億円営業利益

702億円売上高 31億円営業利益
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　アルミ事業では、アルミの圧延及び加工、製缶をグループ
内で展開するとともに、使用済み飲料用アルミ缶の一貫リサ
イクルを日本で唯一行い、資源循環型社会の構築に貢献して
います。また、圧延のうち、押出事業は海外４ヵ国に製造拠点
を設け、グローバルに展開しています。

アルミ事業

アルミ圧延製品 飲料用アルミ缶

三菱アルミニウム（株）グループが製造し、
アルミ缶、自動車、電子部品、エアコン、
太陽電池、アルミホイル等さまざまな
用途で使用されています。

ユニバーサル製缶（株）が製造し、多くの飲料メー
カーに飲料用アルミ缶を提供しています。また、アル
ミボトル缶やエンボス缶、スリム缶等ユニークで
高品質な製品を開発し、高い評価を受けています。

使用済みアルミ缶を回収し、溶解、鋳造、
圧延して再び製缶する「CAN TO CAN」
リサイクルを３０年以上前からグループ
内で一貫して行っています。

1 圧延品・加工品事業 2 アルミ缶事業 3 アルミ缶リサイクル事業

■ アルミ事業のバリューチェーン

原料調達

● 原料購入
（新地金・使用済みアル
ミ缶）

生  産
● アルミ缶工場 
（国内６ヵ所）
● アルミ圧延・加工工場 
（国内７ヵ所、海外４ヵ国）

供給・使用
● 主として車両・船舶によ
る輸送

● 販売・サポート拠点
（国内、海外４ヵ国）

リサイクル

● 使用済みアルミ缶
の回収
（国内回収拠点６ヵ所）

1,586億円売上高 43億円営業利益

　エネルギー事業では、再生可能エネルギーの分野におい
て、地熱発電、水力発電、太陽光発電等、未来を見据えたさま
ざまな業務を担っています。また原子力の分野では放射性
廃棄物の処理、処分、安全性評価、福島の環境修復等を、
石炭の分野ではオーストラリア炭、インドネシア炭の販売
等を、それぞれ手がけています。
　環境リサイクル事業では、家電メーカーと共同で設立したリサイクル工場を運営すると同時に、当社グループ各部門間の
連携等により、資源リサイクルの拡大に取り組み、循環型社会の構築に貢献しています。

環境・エネルギー事業

地熱発電所 家電リサイクル工場

　関連事業では、エンジニアリング会社
や商社をはじめ、特色のあるグループ
会社が事業を展開しています。製塩、
石炭採掘、銅の製錬から生まれる金を
利用した純金カード、高品質な宝飾品を
展開するジュエリーブランド『MJC』、
鉱山跡地を活用して地域振興を図る観光坑道やゴルフ場、自動車教習所といった事業のほか、高度な技術を活かし、地熱や
地中熱、再生可能エネルギーの分野でも活躍しています。

関連事業

ダイヤソルト（株）の製品群 MJCのジュエリー
北菱産業埠頭（株）
石炭露天採掘坑（北海道美唄市）
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デル”を更に強化していきます。こうした取り組みを通じ、
当社の企業理念である「人と社会と地球のために」大きく
貢献する企業となることを目指します。　当社グループは、2014年に新たな「長期経営方針」を

策定し、同年5月に対外公表しています。
　この長期経営方針は、これまでの事業環境の変化を
踏まえ、今後更に大きな変化が予想される中で、これから
の時代にふさわしい当社グループの目指す姿に到達する
ための羅針盤の役割を果たすものです。
　長期経営方針が掲げるビジョンは、「私たちは、ユニー
クな技術により、地球に新たなマテリアルを創造し、循環
型社会に貢献するNo.1企業集団を目指します」です。
ここでいう“マテリアル”には、資源、素材といった意味だ
けでなく、サービス、ソリューション、人材といった幅広い
価値も含めています。当社グループならではの差別化さ
れた技術により、新たな価値を創造し、“それぞれの事業
が、目指すべきNo.1になることで、その業界・市場におい
て重要な位置を占め、顧客から信頼される存在になる”
ことを目指しています。
　その中では、資源、素材、加工品、リサイクルを含めた、
“三菱マテリアルグループならではの循環型ビジネスモ

　中期経営計画「Materials Premium 2016」は“No.1
企業集団への挑戦”を基本コンセプトとし、2020年代
初頭におけるビジョン実現に向けたファーストステップと
なる“基盤強化”の段階と位置付けています。
　最終年度である2016年度は、営業利益1,000億円、
経常利益1,100億円、ROA６％、ネットＤＥレシオ1.0倍
以下を経営目標として掲げましたが、ネットＤＥレシオ以外
は目標を下回る見通しとなっています。これは各製品の
需給環境、金属価格、為替等が、中期経営計画策定時より
も総じて厳しい状況にあることが主要因ですが、コスト
ダウンの更なる徹底や成長戦略の確実な実行により増収
増益に取り組むとともに、基盤強化のために必要な投資の
実行と財務体質の更なる改善にも取り組んでいきます。

長期経営方針と中期経営計画
当社グループは、長期経営方針に掲げる新たなビジョンのもと、中期経営計画「Materials Premium 2016」を実行することにより
“No.1企業集団への挑戦”を着実に進めています。

長期経営方針

中期経営計画

人と社会と地球のために

グローバル戦略

人材戦略 技術・開発戦略

企業理念

売上高2兆円以上、純利益1,000億円以上

私たちは、ユニークな技術により、地球に新たなマテリアルを創造し、循環型社会に貢献するNo.1企業集団を目指します。
ビジョン

事業規模イメージ

セメント事業

加工事業

アルミ事業

関連事業

金属事業

電子材料事業

環境・エネルギー事業

持続的成長 

加工品 素材

資源・リサイクル

ユニークな技術

■ 長期経営方針（2020年代初頭に向けての方針）の概要
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おける超硬製品の営業拠点の新設やインドのアルミ熱
交換器材工場の新設等、新規生産・販売拠点の展開を
実現したほか、海外既存拠点の拡充・強化についても着実
に実現しています。
　循環型ビジネスモデルの追求に関しては、各事業におい
て、資源から素材、加工品、リサイクルへと循環型バリュー
チェーンを深化させてきていることに加え、自動車メーカー
との協業による自動車リサイクルシステムや食品廃棄物
等のバイオガス化の事業化等に着手しています。
　中期経営計画の最終年度である2016年度は、成長
基盤の強化に向けて、前述の成長戦略の実行を加速して
いきます。

　中期経営計画の目標達成に向けた全社成長戦略は、
①成長基盤の強化（安全管理体制の強化・安定操業の確保、
戦略投資の実現、財務体質改善の継続）、②グローバル競
争力の強化（既存拠点の拡充、新規生産・販売拠点の展
開、新たな顧客・市場の開拓）、③循環型ビジネスモデル
の追求（循環型バリューチェーンの追求、複合事業体の強
みである「マテリアル・プレミアム」を活かしたビジネスモ
デルの確立）の３点です。
　成長基盤の強化に関しては、まず、新たなゼロ災プロ
ジェクトの展開等安全管理体制の強化に努めるとともに、
持続的成長を実現するための戦略投資を行ってきました。
E-Scrap（金銀滓）受入処理能力の増強、三菱日立ツー
ル（株）の連結子会社化が主な実績として挙げられます。
中期経営計画最終年度も、積極的な戦略投資を行ってい
きます。財務体質の改善については、ネットＤＥレシオで
1.0倍以下という最終年度の目標を2015年度に引き続き
実現しています。
　グローバル競争力の強化に関しては、中国やベトナムに

■ 長期経営方針と中期経営計画（2014-2016）

金属事業

E-Scrap

銅製錬
（製錬所）

自動車
リサイクル会社自動車

リサイクル
事業

自動車メーカー

スクラップ
原料供給

資
源
返
還

廃車
供給支援

銅加工品 セメント
事業

廃棄物
副産物

生コン

セメント
（工場）

選別・脱塩
プラント最終処分場

再生
事業

最終処分場
焼却施設

掘
起
物 焼却灰

〈新規〉

循環型
バリューチェーン

の追求

〈新規〉

長期経営方針中計

基盤強化

成長の加速

さらなる飛躍

No.1
企業集団へ

2020年代初頭2016年2014年

中計期間

Materials Premium 2016
～No.1企業集団への挑戦～ 

それぞれの事業が、
目指すべきNo.1を
達成することで、

その業界・市場において
重要な位置を占め、
顧客から信頼される
存在になっている。 

目指す姿

全社成長戦略とその進捗
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　当社グループは、経営の最高規範である企業理念及び
行動指針として、「私たちが目指すもの～人と社会と地球
のために～」と「私たちの行動指針１０章」を掲げ、事業
活動を行っています。
　2005年、この企業理念・行動指針に基づき、より社会
から信頼される企業となるためのＣＳＲ推進体制を構築。
2006年からはグループ会社に展開すべく「ＣＳＲ定義」と、
「ＣＳＲ活動方針」を策定しました。

時代の要請に鑑み、企業理念・行動指針を改定
　当社グループの「私たちの行動指針10章」は、1997年
に制定し、その後の時代の要請の変化や、当社が加盟する

■ 三菱マテリアルグループのCSR概念図

信頼

対  話

社会の要請

要請への対応
情報開示・説明責任

経済的責任

倫理的責任

遵法責任
三菱マテリアルグループ

企業理念の実現
人と社会と地球のために

地球環境への配慮本業（製品・サービス）を
通じた社会的な貢献

株主・
投資家

社員

行政

NGO・
NPO

顧客企業
一般消費者

お客様

調達先
お取引先

地域
社会

地球
環境

期待

　また、2014年４月に、長期経営方針の新ビジョンを改定
し、このビジョンの主旨を反映させるべく、企業理念・行動
指針の一部を改定しています。 

C S R 定 義

　当社グループは、総合素材メーカーとして、社会
に必要不可欠な資源・素材・エネルギーを世界に
送り出し、「人と社会と地球のために貢献する」こと
を企業理念とする企業グループです。
　この企業理念実現に向け、企業としての義務と
期待される役割を誠実に果たしていく、そして、その
活動を開示・説明し、対話を通じて相互に理解を
深めていくことが当社グループのCSRです。
　これらの行動を通じて、信頼される三菱マテリアル
グループでありたいと思います。

C S R 活 動 方 針

株主、社員、お客様、取引先等、各事業所やグループ会社において、
それぞれの重要なステークホルダーとの対話を通じ、相互に理解を
深め、各ステークホルダーの満足度向上に努めます。

人との絆を大切にする：
「ステークホルダーとの対話強化」

1

企業活動を推進する上で必須条件となる法令遵守の徹底や不祥事
の未然防止を図るため、リスクマネジメントやコンプライアンスの
更なる強化徹底に取り組みます。

社会との約束を大切にする：
「コンプライアンス／リスクマネジメントの徹底」

2

環境負荷低減を目的とした取り組みとして、省エネルギー、省資源、
廃棄物削減、有害物質削減等に努めます。

地球を大切にする：
「環境負荷の低減」

3

WEBWEB

ＩＣＭＭ（国際金属・鉱業評議会）の行動原則の主旨も反映
させ、2010年４月に細則を改定しました。

三菱マテリアルグループのCSR
当社グループでは、究極の目的である「企業理念の実現」に向け、独自の「ＣＳＲ定義」「ＣＳＲ活動方針」を策定しています。ステーク
ホルダーの要請に応えながら、社会の持続的な発展に貢献していきます。

社会の要請を経営に取り入れる

●　社会の持続的発展
●　低炭素社会の実現に向けた取り組み
●　健全な企業統治の実践・維持
●　児童労働、強制労働の禁止
●　ワーク・ライフ・バランスへの取り組み
●　労働安全衛生成績の継続的改善
●　責任ある製品設計、使用、再利用、リサイクル、廃棄

「私たちの行動指針10章」細則への追加項目（2010年4月）
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企 業 行 動 指 針

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

第9章

第10章

私たちの行動指針10章
私たちは、多様な個性と価値観を受容できる三菱マテリアルグループを目指し、自己研鑽と自己改革に努めます
私たちは、効率的な企業経営に取り組み、企業としての持続的な発展に努めます
私たちは、すべての人々の基本的人権を尊重し、明るく安全快適な職場環境をつくります
私たちは、安全で良質な製品・システム・サービスを適正な価格で提供し、公正・公平な取引を行います
私たちは、社会から理解と信頼を得られるように努めるとともに、社会との共存共栄を図ります
私たちは、法令を遵守し、社会的良識に従って、公正な企業活動を行います
私たちは、会社の定める規則や基準に従い、誠実に職務を遂行します
私たちは、環境保全に努め、資源の有効活用とその再資源化に取り組みます
私たちは、積極的な広報活動を行うとともに、情報の価値や権利を尊重します
私たちは、国際社会の一員として、それぞれの地域の発展に貢献します

ステークホルダーの皆様のご指摘等への対応状況
　当社グループは、ステークホルダーの皆様のご指摘やご提言に応えることを通じて、CSR活動やCSR報告の水準を向上
させています。主要な期待・要請には、以下のように取り組んでいます。

主な期待・要請とその出処 当社グループの対応状況

資源循環への取り組みの
更なる拡大・深化

① ② ③
④ ⑥

●  中期経営計画において「循環型ビジネスモデルの追求」を推進
●  都市鉱山の活用（金銀滓リサイクル）の拡大
●  自動車リサイクル事業の推進
●  循環型社会構築／環境貢献の目標達成に向けた取り組みと実績の報告

地球温暖化対策の推進
（特に長期視点で）

① ② ③
④ ⑥

●  各生産拠点における省エネ・CO2排出削減への継続的・多角的な取り組み
●  再生可能エネルギーの中長期的な活用促進（地熱、地中熱、水力、太陽光）
●  省エネ・CO2排出削減を実現する環境技術・製品の開発・提供への一層の注力

生物多様性の保全
（社有林、鉱山周辺）

② ③ ④
⑤ ⑥

●  社有林においてSGEC森林認証を取得し、持続可能な森林経営を推進
●  出資先鉱山に対し生物多様性への配慮を確認し、自然公園等に隣接する事業所でも保全活動を実施

休廃止鉱山の管理 ② ③ ●  休廃止鉱山における設備面・管理面における改善
●  坑廃水量削減への継続的な取り組み

サプライチェーンでの
人権尊重

① ② ③
④ ⑤ ⑥

●  「物流資材部門CSR調達ガイドライン」の適用をさらに徹底
●  出資先鉱山における地域社会とのコミュニケーションと生活・自然環境への配慮の促進
●  紛争鉱物フリー認証の取得（金、錫、タングステン）

事故再発防止と
安全対策の徹底

●  四日市工場における事故再発防止への取り組みを継続
●  当社グループ全体におけるリスク抽出能力の向上、安全ルールの順守徹底、安全衛生推進体制の強化

① ② ③
④ ⑤ ⑥

グローバルな課題に
対応できる人材の育成

② ③ ④
⑥

●  グローバル人材育成の更なる強化
●  海外における人材の育成と登用

多様な人材の活躍推進 ② ③ ④
⑤

●  女性活躍推進の目標を設定（学卒新卒採用者の女性比率、女性管理職比率、入社5年後までの自己都合による離職率）
●  定年退職者の再雇用、障がい者雇用

東日本大震災からの
復興に向けた取り組み

② ③ ⑤
⑥

●  セメントの安定供給
●  銅スラグの循環資源としての活用
●  福島における除染事業への参画、環境修復のための中・長期的な課題解決に向けた研究開発

定量データの
報告対象範囲の拡大 ② ●  人事関係データの開示範囲の拡大に向けた方策を検討

①ステークホルダーミーティング、②第三者保証・第三者評価、③読者アンケート、④投資家との対話（SRI調査等）、
⑤地域社会等との直接対話、⑥取引先・顧客・行政・NGO等の要請・動向
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■ 再編した重要課題

資源とリサイクル

環境保全と環境技術

バリューチェーンにおける責任

ガバナンス

多様な人材の育成と活用 労働安全衛生

事
業
戦
略
へ
の
統
合

事
業
プ
ロ
セ
ス
へ
の

社
会
・
環
境
配
慮
の

組
み
込
み

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

期待
要請

信頼

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

推
進

重要課題への取り組み
当社は、GRIガイドラインに則り、定期的に重要課題の見直しを行っています。GRIガイドライン第4版に準拠したCSR報告書の
発行に伴い、全社的なマテリアリティ・アセスメントをあらためて実施し、重要課題を再編しました。

ます。2016年度からGRIガイドライン第4版（G4）に準拠
したCSR報告を行うにあたって、全社的なマテリアリティ・
アセスメントをあらためて実施し、当社の重要課題を再編
しました。なお、特定された重要課題の枠内における報告
内容の見直しは、毎年の制作プロセス　　　の中でも
行ってきています。
　今後も、定期的な見直しを継続し、報告内容に反映させ
て、ステークホルダーの皆様にお伝えしていきます。

　当社は、社会全体の持続可能性（サステナビリティ）が
企業活動の将来に重大な影響を与えるとの認識に立ちな
がら、経営において重要度の高い課題を特定しています。
特定した重要課題は、事業活動に活かすとともに、取り組
みとその成果をCSR報告書で開示しています。
　重要課題を特定する手順と視点は、持続可能性報告の
国際ガイドラインである「GRIガイドライン」に則ってい

重要課題の特定と見直し

■ アセスメントにおける「ステークホルダーの視点」と「経営の視点」

■ G4に対応したマテリアリティ・アセスメントのプロセス

① ステークホルダーによって挙げられた持続可能性に関する主要
な関心事項・テーマ及び指標

② 同業者及び競合他社が報告した業界の主なテーマ及び将来課題
③ 当社グループ及びステークホルダーにとって戦略的重要性を
持つ法規、規制、国際的合意事項、自主協定

④ 外部の信頼性のある調査等を通じて特定された持続可能性
の影響、リスクまたは機会

① 当社グループの企業価値、方針、戦略、経営管理システム、
目的及び目標との関わり

② 特に当社グループの成長の源泉となっているステーク
ホルダーの関心事、期待事項

③ 当社グループにとっての重大なリスク
④ 当社グループのコアコンピタンスと、それが持続可能な
発展に寄与し得る、または寄与したと思われる方法

外部要因 ステークホルダーの視点 内部要因 経営の視点

STEP 4

● 第三者意見執筆者への
意見聴取

● CSR委員会における決定

妥当性検討
STEP 3

● 各イシュー／側面の重要
度を示した一覧とマトリ
クスを作成

● 社内意見交換会の実施
● 結果を踏まえた優先順位
付けの調整

優先順位付け
STEP 2

● イシューベースの各部ア
セスメントをアンケート形
式で実施

● ヒアリングを実施し、評価
を定性的な観点から補
い、スコアを調整

● イシューに紐づくG4側
面の整理

アセスメント

● G4指標、ISO26000、
OECDガイドライン、SRI
設問項目、CSR報告書ア
ンケート等々から、課題
要素を洗い出し

● 洗い出した要素を整理
し、合計79のイシューを
設定

洗い出し
STEP 1

P.4



重
要
課
題
へ
の
取
り
組
み

28三菱マテリアル CSR報告書2016

新興国を中心とする世界的な資源需要が増加し、資源国における輸出制限や人権課題等を
背景に、資源調達リスクが増しています。当社では、投資買鉱を中心としつつも、原産地の
地域社会や周辺環境に配慮した開発がなされるよう注視しながら、鉱山・炭鉱会社との関係
強化を図るとともに、原料ソースの多様化も進めています。また、当社独自の循環型ビジネ
スモデルを展開することにより、再生資源確保につなげるとともに、国内外における資源循
環に貢献しています。

重要課題 背景と主要な取り組み重点活動テーマ

資源と
リサイクル

企業には、事業活動における環境負荷を低減し、地球環境問題への対応を強化することが強
く求められています。当社グループは、環境規制への的確な対応を図りながら、幅広い環境
負荷物質の削減に努めています。また、各事業の特性を踏まえた地球温暖化防止と循環型
社会構築への統合的な取り組みを進めているほか、環境汚染の防止や生物多様性への配慮
にも取り組んでいます。加えて、地球環境への影響低減に繋がる再生可能エネルギーの
創出や、広大な社有林の整備、環境配慮型技術・製品の開発等も積極的に推進しています。

環境保全と
環境技術

多様な人材がその能力を最大限発揮できることが、企業の持続的発展には欠かせません。
当社は、国内外における人材の育成と活用をはじめ、女性の活躍推進、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進、福利厚生の充実等に積極的に取り組んでいます。また、全ての人々の基本的
人権を尊重し、明るく安全快適な職場環境をつくる取り組みも継続的に行っています。こう
した取り組みは、労使のパートナーシップに基づき、共有認識のもとに進めています。

多様な人材の
育成と活用

社員の安全と健康の確保は、企業として取り組むべき最重要課題のひとつです。当社は、
「安全と健康を守ることは全てに優先する」という基本理念に基づき、過去に発生した重大
事故の経験も踏まえて、当社グループ全体で安全衛生活動を推進しています。個々人の
意識・能力の向上、手順・プロセスの改善、設備の改善、心身ともに働きやすい環境づくり等、
多角的に取り組んでいます。

労働安全衛生

バリューチェーンにおいて、自らの事業活動による社会・環境への影響を把握し、十分な
配慮を行うことが企業に強く求められています。当社は、原料・製品調達取引先の実態を
把握し、社会・環境配慮を促すCSR投融資基準・調達基準を用い、グローバルなバリュー
チェーンを通じて人権侵害等に加担することの無いよう取り組んでいます。また、設計・
開発の段階から製造・出荷に至るまで、製品の安全性・信頼性を確保するための取り組み
を行っています。

バリューチェーンに
おける責任

CSR活動を推進するうえで、グローバルな視点でステークホルダーの期待・要請、動向を把
握し経営に活かしながら、関心の高い企業情報を開示することが求められています。当社は
CSR報告書やWEB等を通じて情報開示に努めるとともに、ステークホルダーミーティング
等、さまざまなコミュニケーション活動の拡充を図りながら、ステークホルダーの皆様との
対話や協働を推進しています。

ステークホルダー
コミュニケーション

企業には、お客様や地域社会、お取引先、株主、更には従業員といったさまざまなステーク
ホルダーの要請を踏まえ、透明・公正かつ迅速な意思決定と適切な監査を行う仕組みの
整備が求められています。当社では、コーポレート・ガバナンス体制を継続的に改善し、
迅速で適正な意思決定を図るとともに、内部監査機能の充実を図りながら、海外を含めた
グループ経営のガバナンスを強化しています。また、企業経営の根幹であるコンプライア
ンスの徹底や事業全般にわたるリスクマネジメント活動の展開、災害発生時等に備えた
事業継続計画（BCP）の整備や、防災保安等リスク管理体制の強化を図っています。

ガバナンス

三菱マテリアルの7つの重要課題

● 素材・製品の安定供給
● 循環型ビジネスモデルの
追求

● 地球温暖化防止
● 環境汚染防止
● 生物多様性の保全
● 環境技術・製品の開発

● 人材育成
● 多様性（女性の活躍推進）

● 労働災害の未然防止
● 心身ともに働きやすい
職場づくり

● 調達における人権尊重
● 製品責任

● ステークホルダーとの
関係構築・強化

● 顧客満足の向上
● 地域社会との対話・共生

● コンプライアンスの徹底

P.37～P.50

P.31～P.36

P.51～P.54

P.55～P.60

P.61～P.64

P.71～P.76

P.59～P.60   P.65～P.70



29 三菱マテリアル CSR報告書2016

■ 2015年度の活動実績と改善に向けた2016年度以降の活動目標・計画 自己評価　A：目標達成　B：概ね目標達成　C：目標未達成

新
マテリアリティ 主要項目 活動テーマ 2015年度の活動実績 2016年度以降の活動目標・予定自己

評価

資源確保

リサイクル

A

B

A

A

A

B

B

A

A

A

A

廃棄物の安定的受入処理
（セメント事業）

セメント

金属

加工

電子材料

エネルギー源としての
石炭の安定確保

リサイクル事業の拡大
（金属事業）

タングステンリサイクル
事業の推進（加工事業）

フッ素資源リサイクル事業の推進
（電子材料事業）

アルミ缶事業での３Ｒ貢献
（アルミ事業）

家電リサイクルの高度化対応
E-Scrap国内取り扱いNo.1を
目指す（環境・エネルギー事業）

原料の安定調達に
向けた取組

● 九州工場への供給目標
【2016年度計画：483万t】
※他社との共同事業につき変更の可能性あり

既存鉱山の操業改善と今後の方向性の見極め

● 海外スクラップの拡大
● 原料メーカーの認定拡大

予算投入計画（配合比率見直し）の実行

産炭国の炭鉱開発プロセス・施策動向のモニタリング
体制の維持

● 火力発電所石炭灰、下水汚泥等の受入拡大
● 新規アイテム（廃石膏ボード粉、都市ごみ焼却灰等）の受入拡大
● 受入拡大に向けた石灰石品位アップの継続

E-Scrap処理の拡大に向けた欧州でのサンプリング
拠点建設

2017年度稼働に向けた日本新金属（株）秋田工場設備
増強工事の継続

含水率の低い汚泥との配合等によりハンドリング性を
改善し、高含水率品の受入数量増を目指す

アルミ缶リサイクル協会「アルミ缶における３Ｒ推進のための第三
次自主行動計画」に沿うべく、ユニバーサル製缶（株）を側面支援

● 家電リサイクルのリサイクル技術高度化、薄型テレビ分
解ロボットの展開等による工場の省力化、安全への取組

● リチウムイオンバッテリー処理技術等の新規技術開発
とその事業化検討

東谷鉱山と隣接鉱山間の共同採掘事業による石灰石資
源の長期安定確保
【九州工場への供給計画：325万t⇒実績：399.6万t】
● 投資先鉱山の操業改善に向けた技術的関与の強化
● サフラナルプロジェクトへの積極的関与
● 新規案件の探索継続
● 海外関係会社からのスクラップ購入の実施
● 原料ソースの多様化

ロケーションの異なる複数の信頼できるベンダーとの
安定した取引

産炭国の炭鉱開発プロセス・施策動向のモニタリング
を強化

廃棄物・副産物を約396.9万t受入処理
（セメント１tあたりでの使用原単位は435kg）

● 直島製錬所におけるE-Scrapの受入・処理設備の増強
● 10万t ／年超処理能力体制の確立

● 2017年度に日本新金属（株）秋田工場でスクラップ処
理増強に向けた設備選定

● 海外スクラップ回収量拡大に向けた海外スクラップ
ディーラー調査

新規回収先2件獲得したが、含水率が高くハンドリング
性が悪いため処理数量は未達

ユニバーサル製缶（株）におけるリサイクル事業を促進
するのための側面支援

● 家電リサイクルの国内シェア20.7％を達成（重量比、
素材メーカーとしては国内トップ）

● 薄型テレビ自動ネジ外し装置の開発・導入（３工場に展開）
● リチウムイオンバッテリー処理技術開発検討

資
源
と
リ
サ
イ
ク
ル

環境保全

地球温暖化
防止への取組

環境配慮型の
技術・製品
開発の推進

人材開発

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

B

A

多
様
な
人
材
の
育
成
と
活
用

環境関連法令の遵守
環境負荷の継続的な低減

生物多様性に配慮した
活動の推進

人材育成の強化

障がい者雇用促進

社内外連携強化

社有林の持続可能な管理運営

テーマ探索と技術開発の推進

海外現地における優秀な
ローカルスタッフの確保と活用

ものづくり文化の深耕と
グループ内の体質改善

省エネルギー活動の推進

地熱開発事業の推進

低炭素社会に向けた当社戦略の
策定・推進

ワーク・ライフ・バランス推進

● タイのグループ会社への環境規制情報提供（海外の
環境法規制用WEBサービスを利用）

● 2015年度版ISO14001改訂説明会を実施
● 休廃止鉱山管理教育の実施、設備能力強化

● ISO14001：コーポレート環境部門によるサポートの
徹底

● 鉱山管理教育の実施、老朽化設備更新

当面は現状の活動を継続

GPA、GIS等森林情報システムを駆使した社有林の
データベース化

● 省エネルギー委員会、エコ・コンテスト等を通じた
省エネ事例の横展開推進と、新たな省エネ技術への
取組支援

● 省エネ補助金取得の支援

● 目標達成に向けた進捗状況把握と活動支援
● 2020年以降目標の検討

澄川・大沼地熱発電所での地域貢献活動の一環として、
施設見学の受入
● 事業化テーマの調査継続
● 開発技術のスケールアップをもって実証試験へ進める
テーマを選定

顧客との技術交流会にて技術力をアピールし、新規
テーマに繋げる

● 若手社員のグローバル教育の継続
● ナショナルスタッフ育成プログラムの検討・策定・実施
● 多様化するニーズに応じた継続的な見直し

● ＴＰＭ・ＴＱＭ・ＪＩＴ等現場の体質改善活動推進するた
め、全社推進会議・現場交流会・課題検討会等を継続

● 事業所の活動状況を定量化したモニタリングのフォ
ローアップ

● 全社及びカンパニーにおけるアクションプラン策定・実行
● 障がい者雇用率２.５％の達成

● 総労働時間削減に向けた時短施策の継続実施
● 多様な働き方を支援する諸制度の検討
● 有給休暇取得の促進

● 自然保護地域での希少植物の保護
● 鉱山での植樹活動

早来山林に加え、北海道内の主要８山林で森林認証を
取得
● エネルギー使用・温室効果ガス排出状況調査
● 省エネルギー委員会にて情報共有・改善事例紹介
● エコ・コンテストの実施
● 省エネ補助金の取得
● 月次データ収集管理システムの運用

● 環境リサイクル分野の新事業開発テーマの調査
● レアアース回収技術開発に関するプレスリリース１件

2020年目標達成に向けた進捗把握

● 【山葵沢地域】建設工事計画の確実な遂行と丁寧な対応
● 【安比地域】環境アセスメントの着手

● 【インド】2014年度補充のローカルスタッフの早期戦力
化のための教育

● 【東南アジア】マーケティング機能強化のため、ローカ
ルスタッフ１名増員し、OJT含む教育を実施

● 【中国、東南アジア】ローカルスタッフへの研修を継続

● 【インド】ローカルスタッフの更なる実務能力の向上
● 【東南アジア】支援機能強化に向けたローカルスタッフ
の更なる活用

● 【中国】支援強化のため、ローカルスタッフへの実質的
な権限移譲

● 多様化する人材ニーズに応じた多彩な研修を、グルー
プ会社を含めた全社員を対象に展開（新たな階層別、
選抜型研修も実施）

● グローバル人材教育に基づく海外OJTを実施

● グループ内体質改善活動の広報・啓発・推進、全社
推進会議や現場交流会、課題検討会を企画・開催

● 事業所の活動状況を定量化するモニタリングを実施
し、活動計画の参考となるデータを取得

障がい者雇用率
【目標：2.5％達成⇒ 実績：2.32％】

● 総労働時間削減に向けた時短施策実施
● 有給休暇取得率
【目標：80％達成⇒実績：83.6％】

顧客との共同開発を開始

環
境
保
全
と
環
境
技
術

2015年度の活動実績と今後の計画
当社グループでは、7つの重要課題（マテリアリティ）の主要項目ごとにテーマと目標を立て、CSR活動を進めています。2015年度
の実績と自己評価を報告・検証し、今後の活動へと反映させていきます。
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安全衛生

CSR調達と
品質管理

株主・投資家
とのコミュニ
ケーション

顧客との
コミュニ
ケーション

さまざまな
コミュニ
ケーション

B

A

A

A

B

A

A

B

労
働
安
全
衛
生

バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
責
任

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

安全衛生活動の推進

適時・適切な開示、当社事業へ
の理解向上に向けた取組

ＣＳＲ調達に
関する取組

紛争鉱物問題
への対応

化学物質管理の強化

CS活動の推進
〈三菱マテリアルトレーディング（株）〉

顧客とのコミュニケーション

情報開示の進展と
コミュニケーション拡充

● ゼロ災プロジェクトの推進継続
● リスクアセスメントインストラクターを中心とした現場
リスクアセスメント強化、設備安全化

● 労働安全衛生教育強化（安全衛生教育センター設立、
法令教育充実）

● 従業員の健康意識向上

周知方法につき、従来の取引基本契約書締結以外に、
取引先に対しアンケート形式で自己診断（セルフチェック）
していただく方法を取り入れる
【2016年度目標：300社】

紛争鉱物不使用方針に基づく取組を継続
〈日本新金属（株）〉

● プレスリリース・取材件数
【2016年度目標：205回】
● 社内で連携し、より充実した当社WEBサイトの構築

● 重要顧客への個別ＰＲ会の内容拡充（中国・東南アジ
アでも継続実施）

● 三菱マテリアルSEA社WEBサイトを作成し、インドを
含む地域グループ会社と顧客のコミュニケーション促進

インセンティブ付与によるＷＥＢ経由での購入者増、
レビュー回答率のアップ

国内外にて、重要顧客に対する部門横断的な展示会や
グループ展示会、技術交流会を実施
【目標：５回 ⇒ 実績：国内５回、中国３回、タイ１回】

● 第８回ステークホルダーミーティングの開催
● コミュニケーション機会の拡充
● ＧＲＩガイドライン／Ｇ４コア準拠のCSR報告書を発行
● 新たな社会貢献施策の検討

● ゼロ災プロジェクトの推進
● リスクアセスメントインストラクター養成
● 安全衛生コンサルタント指導
● 危険体感教育拡充
● 保健師体制強化による健康診断結果フォロー
● メンタルヘルス不調未然防止活動
● ストレスチェック制度対応

取引先リストの整備と未周知先への周知継続（取引基本
契約書締結社数）
【目標：50社⇒ 実績：29社】

紛争鉱物不使用方針に基づく取組を継続
〈日本新金属（株）〉

● 品質連絡会等を通じた情報受発信の強化
● 各国法規制対応への情報収集・組織づくり

A
● 紛争鉱物管理システムの継続的な運用
● 第三者監査を受審し、金（ＬBMA）と、錫（EICC）の
認証を毎年更新

● 品質連絡会等を通じた情報受発信の強化 
● 各国法規制対応への情報収集・組織づくり

● 会社情報（リリース等）発信、取材対応
【目標：205回⇒実績：197回】
● 当社WEBサイトのリニューアル

ＷＥＢ経由で購入いただいた顧客にレビューを依頼し、
回答内容を月次で集計、部内関係者間に周知、共有

A外国人投資家とのミーティング
【目標：50回⇒実績：63回】

機関投資家向け電話会議の実施
【2016年度目標：４回】

● 紛争鉱物管理システムの継続的な運用
● 第三者監査を受審し、金（ＬBMA）と、錫（EICC）の
認証を毎年更新

新
マテリアリティ 主要項目 活動テーマ 2015年度の活動実績 2016年度以降の活動目標・予定自己

評価

ガバナンス

コンプライ
アンス

リスク
マネジメント

A

A

A

B

A

B

A

A

A

財務報告に係る内部統制の評価
体制、内部監査体制の整備

危機管理体制の強化

新興国を中心とした海外拠点に
おける内部監査の充実

情報セキュリティ

● グループ全社員が年１回
は、CSR・コンプライアン
ス研修を受講できる体制
の維持と充実

コンプライアンス体制の強化

各
種
研
修
の
充
実

● 2016年度実施に向けた実効性の評価ができる仕組
みづくり

● 事故・コンプライアンス事案抑止に向けたトップダウン
方式の体制変更の仕組みづくり

● 海外グループ会社の計画的フォローアップ（マニュアル
作成、フィードバック等）

リスクマネジメントの深耕

● 海外グループ会社での
研修拡充

書面調査表の結果を各カンパニー・事業室へフィード
バックし、「不備」の是正に向けたフォローアップを実施

網羅的な調査から、「不備」の多い項目や不正抑制等に
焦点を当てた調査へ移行

中国・タイの地域統括会社を通じ、書面調査表の改定

● コンプライアンス事案に関する報告ルール改訂
● CSR管理者向け研修実施

● 講師養成研修の内容拡充
● スキルアップ研修、フォロー研修等の実施
● 往訪研修の実施

● 中国･台湾･韓国･インド･タイで実施予定
● コンサルティング会社を起用し、研修内容の充実を図る

● 新規取組初年度として、計画に沿った運営
● 海外グループ会社の活動の方向性の決定

● 【当社、国内グループ会社】ＰＤＣＡサイクルの反復実施
と技術的対策の強化によるリスク低減

● 【海外グループ会社】技術的対策の強化とマネジメント
システムの連携を横展開
【2016年度目標：海外グループ会社7拠点】

● 【国内・海外】危機管理関連規定類の内容面・運用面の
見直し及び体系の整備

● 【海外】テロ・紛争回避策対応支援強化

現地語対訳付（中国、タイ、インドネシア）と海外一般用
（英文）の書面調査表を作成、運用
● コンサルティング会社による外部評価実施
● 経営層向け有識者講演実施
● コンプライアンスハンドブック発行

● グループ内全社員が年１回はCSR・コンプライアンス
研修を受ける体制を継続
【2015年度実績：16,924名（前年実績：15,030名）】

● タイ・マレーシア・インドネシア・中国の計８社で研修
実施（マネージャークラス127名参加）

B内部通報窓口の周知徹底と
適正運用

● グループ会社を含めた体制強化の検討
● 窓口の信頼性向上に向けた取組
● 経営リスクの察知、対応の迅速化等、窓口運営体制の強化

研修等多様な機会を通じ、信頼性の向上と通報窓口を周知
【2015年度内部通報件数：3３件】

● 本社の機能不全を想定したサポート場所との連携体
制強化（サポートマニュアル整備、連携訓練）

● 地震対応マニュアル・BCPの未策定会社支援完了
● タイ・中国の危機管理体制の現状確認・要望等ヒアリング

● 危機管理委員会事務局の対応力向上に向けた対応訓
練の継続（初動対応訓練、参集訓練）

● 危機管理委員会事務局の対応力向上に向けた訓練の
継続（初動対応、参集）

● 【当社、国内グループ会社】PDCAサイクルの反復実施
と機密性の高い重要な情報に対する技術的対策強化

● 【海外グループ会社】技術的対策強化とマネジメントシ
ステムの連携を横展開
【目標：海外グループ会社9拠点⇒実績：8拠点】

ガ
バ
ナ
ン
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● 安全をテーマに第７回ステークホルダーミーティング
を開催

● 投資家向けＥＳＧミーティングの開催
● GRIガイドライン／Ｇ４対応の社内調整・コミュニケー
ションを継続

● 安全成績開示データをグループ会社２３社に拡充



31 三菱マテリアル CSR報告書2016

世界的な需要と資源制約
　銅は、ベースメタルの中でも特に幅広い用途に使用さ
れており、短期的な金属価格や為替変動リスク等があるも
のの、新興国でのインフラ整備等に伴い、長期的な需要は
堅調に推移するものと見込まれます。
　一方で、主要な銅鉱山は一部の資源国に偏在しており、
外国企業の参入制限や鉱業に対する課税強化といった
政策をとる国もある等、資源を巡る制約が顕在化する等
の課題も生じています。

高まる資源循環の重要性
　天然資源は言うまでもなく限りあるものです。社会の
持続可能性（サステナビリティ）という観点からも、また、
金属資源の安定的確保（資源セキュリティ）といった観点
からも、資源を効率的に循環させるための仕組み・技術が
ますます重要になっています。

国際資源循環の責任ある担い手として
　現在、耐用年数を超えた大量の電子機器や家電製品が
世界的にも増加し続けていることから、EU（欧州連合）で
は、WEEE指令＊により、使用済み電子機器・家電製品の
メーカーによる回収・リサイクルの費用負担を義務付けて
います。しかし、これら大量のＥ-Scrapを、高効率で安全、
環境に配慮しながら再資源化できる高度な製錬技術や
設備を持つ企業は限られており、国によっては適正処理が
追い付いていない状況です。 
　三菱マテリアルグループは、1世紀以上の長きにわたり
培ってきた銅をはじめとする非鉄金属の製錬技術に加え、
豊富なリサイクルに関するノウハウを有し、貴金属等の
リサイクルに積極的に取り組んでいます。
　当社が独自に開発した銅製錬プロセス「三菱連続製
銅法」の優位性と高度な操業ノウハウを強みに、長期的な

1
重要課題

素材・製品の安定供給と循環のために
資源とリサイクル

当社は責任ある総合素材メーカーとして、調達・操業基盤の強化、リサイクル事業の推進、鉱山開発・原料調達における環境・
社会面への影響に配慮しながら、素材・製品の安定供給に努めています。

資源を巡る国際的な課題と当社の役割

国際資源循環のプレーヤーとして、三菱マテリアルに期待すること

東北大学 名誉教授　
中村 崇

　資源循環が世界的な潮流として認識されています。情報と“もの”が国の垣根を超えて動くことは、単に経済
合理性から要求されているのではありません。資源を獲得し、必要な金属資源を供給するには、多大な労力が
必要です。また、天然資源には目的外の成分も多く含まれることから、その処理が必要で、環境規制物質があれ
ば適切に分離しなければなりません。また、廃製品から資源回収を行うことは、資源の循環利用に加え、省エネル
ギーならびに環境規制物質の安定的管理にも大きく貢献します。
　三菱マテリアルは早くからこの潮流に注目し、非鉄金属循環のため積極的な取り組みを行っています。その
根幹は、世界に先んじて開発された、優れた銅の連続製錬技術にあると考えられます。しかしながら、天然資源と
異なるE-scrap原料は、当然従来のプロセスそのままでは処理量に限界が来ます。世界に展開されている集荷
体制や、製錬の前処理技術が重要で、そこを確立していることが三菱マテリアルの強みです。このように集荷
システムと製錬技術を連動させることで、E-scrapの国際資源循環が成立します。今後も、この分野における
グローバルなリーディング企業として、躍進されることを期待しています。

VOICE

■ ICSG＊による銅の世界需給見通し

10 11 12 13 14 15 16
予測

17
予測

［千t］

［年］
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出典：ICSG 2016年３月資料を基に当社で調整
＊ ICSG：International Copper Study Group（国際銅研究会）

銅鉱山生産量

スクラップ原料

世界の銅鉱山生産量 世界の銅地金生産（供給） 世界の銅地金消費（需要）
※ 2010～2015年は実績値、2016～2017年は予測値

＊ 都市鉱山：地上に蓄積された電子機器等の工業製品を資源とみなして「都市鉱山」と
名付け、資源をそこから取り出すことを試みる概念。

　特に、希少性が高い貴金属、レアメタルのリサイクルに
ついては、テレビやパソコン、携帯電話等の廃家電、廃電
子機器（Ｅ-Scrap）に、これらの有用な金属が多く含まれる
ことに着目し、天然の鉱山に比べ、高効率な採掘（リサイク
ル）が可能で、環境や地域コミュニティーへの影響が少な
い“都市鉱山”＊からのリサイクルが注目されています。
　また、近年、ＥＵ（欧州連合）においても、これまでの社会
経済のあり方を抜本的に見直し、資源循環と経済を結び
付ける「サーキュラー・エコノミー」という考え方が大きな
潮流となってきています。
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　超硬工具の主原料となるタングステンは、世界需要の
8割以上を中国が供給しています。資源政策を巡る外部
環境変化の影響もあり、足元の需給は多少緩和されたも
のの、未だレアメタルとしての希少性に大きな変化はあり
ません。今後もリサイクルの拡大に向けて、取り組んでい
きます。

石灰石資源について
　当社セメント工場では、主原料の石灰石を国内の自社
及び関連会社鉱山等から年間約1,000万t調達していま
す。主力の東谷鉱山では、隣接する住友大阪セメント（株）
小倉鉱山との間にある未開発区域を共同で開発し、2012
年7月より採掘を開始しました。これにより、未開発の石灰
石資源約3億tが有効活用できるようになりました。
　この新開発区域から、
年間約400万tを採掘し、
最終的には東谷鉱山の
採掘量の約半分にあたる
500万t ／年を採掘する
予定です。

　当社は、1987年に自社鉱山である明延鉱山を閉山後、
主原料である銅精鉱＊を海外鉱山からの輸入に依存してい
ますが、その安定調達を図り海外鉱山への出資を進めて
います。また、出資比率によっては、現地鉱山にも人材を
派遣し、環境や地域社会に配慮した持続可能な鉱山開発
が実施されるようサポートしています。

　当社グループは、これまで培ったリサイクル事業の技術
力や知見を活かし、資源循環のトップランナーとして、
世界のサステナビリティに貢献していきます。

銅製品の安定供給に向けて

セメントの安定供給に向けて

超硬工具の安定供給に向けて

集荷拠点の
新設

日本 北米欧州

アジア E-Scrap処理
世界シェア
No.1へ

■ E-Scrapリサイクル事業のグローバル展開

発生量 処理量

P.9

＊ Waste Electrical and Electronic Equipment（廃電気電子機器指令）：電子機器
や電気製品の廃棄物のリサイクル促進に向けてEUが定めた指令。

視点でグローバルな集荷体制、受入・処理能力増強や、
WEBシステム等を整備・強化してきました。 
　2016年4月には、直島製錬所の設備を増強し、グルー
プ会社の小名浜製錬（株）と合わせて、Ｅ-Scrap受入・処理
能力は約14万ｔ／年と、世界最大規模となりました。
　また、2014年には北米にリサイクル事業部門を設置し
たほか、201７年には、オランダにおいてＥ-Scrapの受入・
検品・サンプルの採取等を行う集荷拠点が完成する予定
で、グローバルな処理体制を整備しています。

東谷鉱山

　2013年6月、ペルー南部にあるサフラナル銅鉱山開発
プロジェクトに参画し、権益の20%見合いを取得しました。
同鉱山は恵まれた立地条件にあり、整備されたインフラや
低い剥土比等、コスト競争力を有するプロジェクトになる
ものと期待しています。
＊ 銅精鉱：鉱山で採掘された状態は「鉱石（Ore）」ですが、選鉱し、銅品位が高められ
ると「精鉱（Concentrate）」となります。国内に輸入されるのは「銅精鉱（Copper 
Concentrate）」です。

■ 海外銅鉱山・開発プロジェクト

ナモシPJ
27.33%

フィジー

ハックルベリー鉱山
35.714%

カナダ
カッパーマウンテン鉱山

25%

カナダ

サフラナルPJ
20%

ペルー

世界最大の銅鉱山
エスコンディーダ鉱山

1.25%

チリ

世界屈指の低コストを誇る
ロス・ペランブレス鉱山

10%

チリ

※ 出資先鉱山、開発プロジェクトには出資比率を付記しています。

操業中の銅鉱山
探鉱中の銅鉱山
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　超高温焼成工程を有するセメント工場では、処理
困難な産業廃棄物等を無害化処理し、有効利用す
ることができます。建設汚泥、石炭灰、銅製錬所か
ら副産される銅スラグ、石膏等は、セメントの原料と
して、廃プラスチック、廃タイヤ、木くず等は熱エネ
ルギーとして利用しています。
　これら廃棄物に含まれる塩素は、工場の操業やセ
メントの品質に影響を及ぼすため、各工場では高性
能の塩素バイパス設備の設置・
増強を進めています。これによ
り、更に安定した廃棄物・副産物
の受け入れに努めています。

　非鉄製錬所では製錬技術を活かしたリサイクルを
行っています。廃家電や廃自動車等から出るシュ
レッダーダストや使用済みバッテリー、基板・コネクタ
等の金銀滓（E-Scrap）といった各種スクラップを
受け入れ、熱エネルギーを回収したうえで、有価
金属を回収し、再資源化しています。
　また、セメント工場で副産するクリンカダストを受
け入れ、カルシウム等の成分を製錬副原料として活
用しています。使用後のクリン
カダストは銅スラグとなり、再
びセメント工場で原料としてリ
サイクルしています。

循環型ビジネスモデルの全体像
　当社グループは複合事業体であり、川上の資源
から川中の素材、川下の加工品に至る幅広い技術・
ノウハウを有しています。
　それらを分野横断的に活用することで、さまざま
な廃棄物から資源を回収してリサイクルする循環
型ビジネスモデルの構築に取り組んできました。
　各事業において、資源から素材、加工品、リサイ
クルを経て再び素材へと戻る循環型価値連鎖を
追求することで、持続的成長を果たしつつ循環型
社会システムの推進に貢献していきます。

■ スクラップ処理量の推移
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■ 廃棄物・副産物受入量と原単位
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■ 循環型ビジネスモデル（セグメント別）

1
重要課題

循環型ビジネスモデルの追求
資源とリサイクル

鉱山・選鉱技術を基盤に幅広い技術・ノウハウを持つ当社グループは、家電製品、アルミ缶、タングステンやパラジウム等、
多様な分野のリサイクルを進め、事業活動を通じて資源循環に貢献しています。

循環型ビジネスモデル

各事業におけるリサイクル

産業廃棄物・副産物のリサイクルセメント事業

3,969千t
廃棄物・副産物
受入量

398千t
スクラップ
処理量
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アルミ缶のリサイクルアルミ事業

都市鉱山からの
タングステンリサイクル

加工事業

フッ素資源リサイクル電子材料事業

家電リサイクル環境・エネルギー事業

レアメタルのリサイクル金属事業
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　家電製品は、鉄・アルミニウム・銅等の金属や、ガ
ラス、プラスチック、ゴム等、多くの素材をさまざま
に組み合わせて作られています。家電リサイクル
工場では手解体及び破砕・選別処理を行い、部品・
素材の選別を高度化し、回収した素材の付加価値
及び再商品化率を向上させています。また、銅系
回収物やプリント基板は、銅製錬プロセスを利用し
て銅や貴金属を回収し、当社グループのシナジー
効果を最大限活用しています。2015年度に当社
出資の5社6工場で家電製品2,145千台をリサイ
クルしたことにより削減された埋め立て処分量は
約10万tに相当します。

　当社グループのユニバーサル製缶（株）と三菱
アルミニウム（株）では、製缶→回収→溶解→鋳造
→圧延を繰り返すCAN TO CANリサイクルに
30年以上前から取り組んでいます。独自の一貫処
理システムをグループ内で展開しており、国内最大
規模の処理を行うことで、アルミ資源の節約に
貢献しています。更に、使用済み飲料用アルミ缶
から製造されるアルミ再生スラブは、新地金の約
3%のエネルギーで製造できるため、エネルギー
を大幅に削減することができ、地球温暖化防止に
も貢献しています。

　希少な金属を含む廃棄物は、都市鉱山と呼ばれ、
希少金属の含有率が高いため、天然資源より効率良
く希少金属を得ることができます。超硬工具の主原料
であるタングステンも希少金属のひとつです。当社
グループは、原料から製品まで一貫生産ができるメー
カーの特性を活かして使用済み超硬工具のリサイ
クルに取り組み、原料の安定確保にも繋げています。
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■ 処理台数の推移
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■ 国内アルミ缶リサイクル量と
　 当社グループアルミ缶回収量推移（2006年度＝100％）

アルミ缶国内リサイクル量 当社グループアルミ缶回収量

［％］［千t］
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　当社グループの三菱マテリアル電子化成（株）で
は、フッ酸をはじめ、各種半導体製造用材料、難燃剤
や帯電防止剤等の機能材料等、さまざまなフッ素化
合物の製造を行っています。一方、フッ素化合物の
ユーザー各社から排出されるフッ化カルシウム汚泥
を回収し、蛍石原料の代替とするフッ素資源リサイ
クルに２００６年度より取り組み、高い代替率による
操業が可能となりました。
　今後も技術改善により更にフッ素資源リサイクル
を推進していきます。

2,145千台
処理台数

　銅精鉱にはレアメタルのPGM＊が含まれており、
当社グループのマテリアルエコリファイン（株）で
は、直島製錬所で得られるPGMの中間品等を精製
してメタルや化合物の形で製品化しています。
　中でも、自動車や電気・電子分野の重要な材料で
ある白金・パラジウムについては、市場で信頼を得
るためにLPPM（London Platinum & Palladium 
Market）へのブランド登録申請を行い、2012年9
月に認証を取得しました。今後も製品の品質向上に
努めるとともに、レアメタルの安定供給を図ります。

電子材料メーカー等貴金属製錬工程

PGMが濃縮された中間品 PGM含有スクラップ
宝飾品系スクラップ

集荷マテリアルエコリファイン（株）
小名浜事業所

精製・製品化

■ レアメタルのリサイクルの流れ

＊ Platinum Group Metals：白金族金属
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製錬・セメント資源化システムの展開
　廃棄物の多様化や排出量の増加に伴い、最終処分場の逼迫や処理困
難物の増大等の問題に直面している日本において、二次廃棄物を出さな
い廃棄物の処理・再資源化は重要な課題です。
　当社はグループを挙げて環境リサイクル事業を推進しており、非鉄製
錬所とセメント工場を有する世界でも稀な企業として、両者を連携させた
「製錬・セメント資源化システム」で循環型社会の構築に貢献しています。
製錬所とセメント工場がお互いの施設で発生する副産物等を原材料とし
て相互利用することで、最終処分場を必要としないリサイクルを実現して
います。更に、製錬所の副産物である銅スラグは、コンクリート用の骨材
として、東日本大震災の復旧・復興工事への活用を進めています。
　また、E-Scrapや廃家電・廃自動車のスクラップ、バッテリー等、多様な
廃棄物の処理が可能なこのシステムを活かし、災害廃棄物や廃石膏
ボードといった処理が難しい廃棄物のリサイクルも展開してきました。
廃石膏ボードについてはセメント工場の独自の技術でセメント原料として
再資源化しており、更に処理能力の増強を図っています。

E-Scrap

シュレッダー
ダスト

飛 灰

スクラップ
バッテリー

廃棄物・副産物

生活者 自動車
メーカー

スクラップ
業者

家電
メーカー

都市鉱山からの資源再生
非 鉄 製 錬 所

　当社が独自開発した三菱連続製銅法は、環境負荷が
極めて低く、高効率を特徴とする製銅プロセスです。
投入した銅精鉱は、樋
で連結した三炉を経て
連続的に粗銅（98.5％）
が得られます。設備が
コンパクトであり、省エ
ネルギー、低コスト化に
も役立っています。

前
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■ 三菱連続製銅法

三菱連続製銅法

1
重要課題

製錬・セメント資源化システム
資源とリサイクル

循環型社会の構築に貢献するため、当社は非鉄製錬業とセメント製造業の施設で出た副産物を相互に有効利用しています。E-Scrap
（金銀滓）や廃家電等、多様な廃棄物を資源化できるこのシステムを活用し、処理が難しい廃棄物のリサイクルも進めています。

最終処分場を必要としない資源リサイクル
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1非鉄製錬所 セメント工場

金属事業 セメント事業

銅スラグ・石膏

クリンカダスト

家電リサイクル工場
使用済み家電製品を解体し、
回収物の一部を原料として供給

冷蔵庫処理工程

受入
3,969
千t
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スラグ
石炭灰

建設残土
汚染土壌

下水汚泥
排水汚泥

廃タイヤ

廃棄物・副産物

生活者 発電所

建設会社 鉄鋼
メーカー

他産業からの処理困難物を受け入れて無害化し、安定処理
セメント工 場

■ 超高温焼成プロセス
　各種原料（廃棄物・副産物含
む）は、原料工程で調合され、
焼成工程で水硬性の鉱物にな
るように高温で焼成されます。
　最高温度（1,450℃）に達して
所定の化学反応を終えた後、一
気に冷却してクリンカと呼ばれ
る中間製品をつくります。
＊ MFC…石灰石の脱炭酸反応を行うため

独自開発した三菱式流動仮焼炉。

MFC＊

キルン

クリンカクーラー

プレヒーター
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製錬・セメント資源化システム

製錬技術を活かし、廃棄物を非鉄金属
の原料として有効利用

超高温焼成プロセスで、二次廃棄物を
発生させずに再資源化

取り組みについては P.34
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　環境管理責任者等の管理者向けに、環境リスク、環境
事故事例、また管理者として実施すべき事項等について
の教育を行っています。また、実務担当者には法規制に
ついて基本的な事項について教育を実施するほか、公害
防止や廃棄物の適正管理、ISO14001内部環境監査員
の養成を目的とする教育も定期的に開催しています。
2015年度にISO14001が改訂されたことから、改訂内容
の説明会も実施しています。

環境管理教育
　事業所の管理者層を対象として、公害防止管理体制や
経営層に求められる事項の理解を目的とした教育を実施
しています。
　事業所の実務者には、大気汚染防止法や水質汚濁防止
法の規制内容の理解を目的とする講習会を開催しました。

廃棄物管理教育
　事業所の廃棄物に係る管理責任者と実務担当者を主な
対象として実施しています。管理責任者には廃棄物リスク
の理解を目的としたテキストを配布し、実務者には廃棄物
の排出者に課せられる廃棄物処理法の具体的な規制内容
の理解を目的とした講習を実施しています。実務担当者
のレベルアップのため廃棄物規制等に係る情報も定期的
に配信しています。

内部環境監査員教育
　当社グループの製造事業所の多くがISO14001による
環境マネジメントシステムを導入していることから、内部

■  環境管理体制

事業所
（国内の事業所、研究所等） グループ会社

ワーキンググループ
カンパニー・事業本部（室）
関係コーポレート部門

事務局：環境管理室

CSR委員会

環境管理部会
　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、地球規模の環境保全の重要性を認識し、
「私たちの行動指針10章」に則り、事業活動を通じて
持続的発展が可能な社会の実現に貢献します。私た
ちは、セメント、銅、金属加工、電子材料等の総合素材
メーカーとして、産業社会に多くの基礎素材や製品を
供給しています。これらの素材や製品は、私たちの生活
の多くの場面で使われています。
　素材産業は製造段階における環境負荷が高い側面が
ある一方、廃棄物の処理や再資源化等を通じて資源の
有効利用や資源循環へ貢献できる機能を有しています。
　私たちは、事業活動において「環境」という側面を常
に考慮し、事業の特性を生かしながら、事業と環境との
調和を目指した「環境経営」を実践していきます。こうし
た理念の下で、法令の遵守はもとより、生活の基盤とな
る素材、製品の供給やリサイクル事業等を通じて、環境
負荷の低い循環型社会の実現に貢献します。 WEBWEB

　当社グループではISO14001等の環境マネジメントシ
ステムを導入し、多種多様な事業の特徴や周辺地域の特
色に考慮した環境保全活動を行っています。当社グルー
プにとって横断的な課題については、CSR委員会の専門
部会のひとつである環境管理部会で検討を行い、必要な
対応を各事業所に展開しています。　 
　当社グループにとって、廃棄物に係る問題の発生はリサ
イクル事業の継続に重大な影響を及ぼすことから、廃棄物
管理は重要な活動テーマのひとつと位置付けています。
廃棄物管理の徹底を図るために、廃棄物処理法の解説書
である廃棄物管理マニュアルやセルフチェックシート等の
ツールを整備するとともに、廃棄物管理担当者の日常業
務をサポートする問い合わせ窓口を設けています。

2
重要課題

環境マネジメント
環境保全と環境技術

当社グループは、環境保全に努め、資源の有効利用とその再資源化に取り組むことを行動指針に掲げ、地球規模の環境に係る
課題や地域的な環境汚染防止等に継続的に取り組んでいます。

推進体制

環境教育
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　2015年度は、発電所の更新、銅製錬所での大気汚染防
止や水質汚濁防止、加工事業での大気汚染防止等を目的
とする設備の新設・改修等に約46億円を投資しました。
環境保全に係る費用は、公害防止対策設備のメンテナン
ス費、工場の緑化費用等で約66億円となりました。

環境監査員を養成するための講習を実施しています。
ISO14001規格や環境法令について学ぶほか環境側面や
適用法令の洗い出し、環境負荷低減のための取り組みの
検討、不適合状況の確認といった演習も行っています。

■ 2015年度環境教育実績

環境管理教育
管理者向け

受講者数

実務者向け
61名
65名

廃棄物管理教育
管理者向け
実務者向け

24名
190名

内部環境監査員養成教育 75名

　有害物質の排出による大気、水域、土壌の汚染や、廃棄
物の不適切な処理は、環境に悪影響を与えると同時に、
当社グループの事業活動に深刻な影響を与えるおそれ
があります。
　当社グル―プのリスクマネジメント活動では、大気汚染
や水質汚濁、土壌汚染等の環境リスクを全社的に重要な
リスクと位置付けています。事業内容や取り扱う物質、
また立地条件によって影響が異なることから、事業所ごと
にリスク評価を行い必要な対策を講じています。また、
廃棄物の不適正処理については、特に影響が大きいリスク
と位置付け、自らの不適切な処理を防止するだけでなく、
処理委託先による不適正処理を見逃さないための対策
も講じています。　当社グループに適用される可能性のある法律の改正

情報は社内イントラネットにて共有し、各事業所の担当者
には直接メールで情報を配信しています。大規模な改正
や設備の変更等が必要となる改正については説明会
を実施し、全ての事業所が適切に対応できるようにして
います。
　現状適用されている法規制については、各事業所が
定期的にセルフチェックしているほか、経営監査部におい
ても環境関連法令の遵守状況、化学物質の取り扱い
状況、設備の管理状況等について監査を実施しています。
監査で判明した不備は速やかに是正するとともに、関係
する事業所に水平展開し、当社グループ全体の管理レベ
ルの向上を図っています。また、設備の新設や変更、廃止
の際には、各事業所が法令上必要な届出の要否を判断
するだけでなく、関係する部署においても確認を行って
います。

環境法規制の遵守状況
　2015年度の環境に係る法規制の遵守状況について、
規制当局からの不利益処分（許可取り消し、操業停止命
令、設備の使用停止命令、罰金等）はありませんでした。
　当社グループは、周辺環境への影響に配慮して事業を
行っていますが、2015年度は当社事業所に主に騒音や
振動等の苦情が12件寄せられました。寄せられた苦情に
対しては、現地に出向いて迅速に原因を調査し、必要な
対策を実施しています。

事業エリア内コスト

費用額

■ 2015年度 環境保全のための支出

※ 環境省 環境会計ガイドライン2005年版により算定しています。
※ 集計対象範囲は単体。

公害防止コスト

地球環境保全コスト

資源循環コスト 2,263

0

1,202

1,311

1,521

171

75

97

0

20

65

0

0

169

2,609

1,764

分類 投資額
［百万円］

5,0954,542

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷コスト

環境法規制の遵守

環境リスクへの対応

環境会計
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（海水：443百万m³ ・ 淡水：13百万m³）
456百万m3 

水使用量

41.4PJ  
（原油換算で107万kL）

エネルギー投入量 ★

（リサイクル原料受入量：3.4百万t）
17.1百万t

原材料・資材投入量

　2015年度のエネルギー投入量（単体）は、2014年度と同等
（0.4PJ：原油換算で11千ｋｌの微減）になりました。エネルギー
原単位は2014年度対比で0.6%改善し、事業者単位のエネル
ギー管理・報告制度における基準年度（2009年度）対比におい
ても3.4%改善しました。

エネルギー投入量 ★

※ 1PJ（ペタジュール）＝1015J=1,000TJ（テラジュール）
※ 直接・間接エネルギーの単年度内訳表は
 　ファクトシートに記載しています。

直接 間接［PJ］

1009 12 ［年度］110

20

10

30

40

50

13 14 15
単体

31.431.4

9.99.9

15
グループ
108社

19.619.6

21.021.0

2
重要課題

環境負荷の全体像
環境保全と環境技術

当社グループは、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減及び再資源化を推進することを基本姿勢としており、事業活動で発生する
環境負荷をモニタリングし、継続的に環境負荷の低減に取り組んでいます。

　循環型社会の構築に貢献するために、廃棄物や副産物を
原材料に利用することを推進しています。２０１５年度の廃棄物・
副産物の利用量は当社単体で３.4百万ｔ（前年度比：３％増）と
なり、原材料・資材投入量に占める割合は約20%でした。

原材料・資材投入量

上水 工業用水 地下水 その他淡水

［百万m3／年］

11 13 14
1.4
4.2
2.2
5.0

15
単体

1.3

26.9

8.0
3.1

15
グループ
62社

［年度］120

10

20

30

40

50　水使用量の大部分は、セメント工場の火力発電や銅製錬
の施設で冷却水として利用している海水です。２０１5年度の
水使用量は当社単体で４５６百万m3でしたが、淡水の使用量
は１３百万m3（全体の約３％）でした。

水使用量

※ 水力発電に用いる淡水を除く
※ 冷却水用の海水を除く

I N P U T

［百万t／年］ ［%］

12 13
2.5
0.8

13.6

0.1

14 15
単体

0.2
0.7
6.9
0.6

15
グループ
62社

［年度］110

10
5

15

25
30
35

20

0

10

5

15

20

25
19.7

10.3

※ 製塩業で用いる海水を除く

廃棄物 加工品・部品
リサイクル原料利用率

副産物 天然資源（左目盛）
（右目盛）
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7,820千t（CO2換算）

温室効果ガスの排出量 ★

詳細はP42で報告しています

大気・水域への排出量

 SOx：925 t　NOx：11,257 t大気への排出

BOD：28 t　COD：23 t　窒素：165 t水域への排出化学物質の排出量・移動量

排出量：38t　移動量：149t

452百万m3 

排水量

11.8千t（うち再資源化6.5千t）

産業廃棄物排出量

（海水：445百万m³ ・ 淡水：7百万m³）

　化石燃料の燃焼や原材料に含まれる成分の酸化反応等によっ
て生じる硫黄酸化物（ＳＯｘ）、石炭火力発電施設や原材料の焼成
工程等から生じた窒素酸化物（ＮＯｘ）、ばいじん等の大気汚染に
係る物質の排出状況、及び排水に含まれるＢＯＤ、ＣＯＤ、窒素、
リン等の項目のモニタリングを行っています。２０１５年度の当社
単体のＳＯｘ排出量は前年度比で約２３％増加、ＣＯＤ排出量は
約92％減少しました。SOｘの増加は、原料の品質変化による影響
やメンテナンス作業に伴う一時的なものによるものです。

大気・水域への排出量

　２０１５年度の排水量（海域への排水を除く）は、当社単体で
前年度並みの約７百万m3でした。海域への排水量は当社単体で
４４５百万m3であり、ほとんどは冷却水として利用した海水です。

排水量

　排出量は当社単体で前年度比約２７％減少、移動量は約６５％
減少しました。移動量の減少は、生産量の減少に伴うものです。

化学物質の排出量・移動量

　２０１５年度の総排出量は、約12千ｔで対前年度比11%増加しま
したが、これは休止していた工場の再稼働によるものです。埋立
処分量は、当社単体で前年比約65％増加し、再資源化割合は
約55％でした。

産業廃棄物の排出量

O U T P U T

SOx NOx ばいじん［t／年］

12 13
925 232

11,257

14 15
単体

1,698 779
3,361

15
グループ
62社

［年度］110

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

12,000
14,000
16,000

［t／年］ BOD COD 窒素

12 13
28

109 16523

14 15
単体

54
169

819

15
グループ
62社

［年度］110

200

400

600

800

1,000

河川・湖沼 下水 その他［百万m3／年］

12 13

6.6
0.2
0.1

14 15
単体

38.6
1.5
0.2

15
グループ
62社

［年度］110

5

10

35
40
45

※ 海域への排出を除く

排出量 移動量［t／年］

12 13
38
149

14 15
単体

364

116

15
グループ
62社

［年度］110

300

600

900

再資源化へ 埋立処分へ［千t／年］

12 13 14
6.5

5.4

15
単体

64.8
12.2

15
グループ
62社

［年度］110

20

10

80
70
60

※ CODは2015年度から算出対象を変更し、
冷却水として海水中に含まれるCODを除いています。

※ 2015年度から、冷却水として使用している海水中に含まれる化学物資を算出対象から除いて
います。排出量の減少はこれによるものです。



　当社は、事業活動に伴う温室効果ガス排出を最小限に
抑えるため、事業ごとに明確な目標を掲げ、CO2排出削減
を着実に進めるとともに、低炭素社会実現に貢献する製品・
サービスの開発と提供を、自らの責務と考えています。
　セメント事業は、エネルギー起源のCO2に加えて、主原
料である石灰石の熱分解によるCO2が排出されることも
あり、将来的に温室効果ガス排出に対する規制（排出量取
引制度等）が強化された場合には、相応の財務リスク発生
の可能性があります。その一方で、省エネ・CO2排出削減
に貢献する技術や製品の需要が増えることが予想され、
当社のビジネス機会が拡大する可能性もあります。
　地球環境・エネルギー委員会（社長を委員長とし、経営会
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　当社グループは、2014年度初めに発表した長期経営
方針の中で、「循環型社会構築に貢献するNo.1企業集団
を目指す」というビジョンを示しています。このビジョンを
踏まえ、また持続可能な社会の実現という高い次元の
目標を視野に入れ、温暖化防止に関する目標と循環型社
会構築に貢献する分野の目標とを組み合わせて設定し、
総合的な取り組みを進めています。

■ 2020年に向けた目標と2015年度の達成実績

金
属

加
工

電
子
材
料

事業 設定単位 説明
地球温暖化防止
目標 目標実績／達成度 実績／達成度

循環型社会構築／環境貢献

全事業所
（青森、岩手、横瀬、
九州、東谷）

セ
メ
ン
ト

省エネ設備の着実な設置によりエネルギー
効率を高める。また、他産業の廃棄物等の
セメント代替原材料化を推進する。

● エネルギー原単位
1.2%削減
（2010年度比）

● 廃棄物・副産物の代替使用原単位
435kg／t （基準：406kg／t）

● 熱エネルギー代替率
2%増（2010年度比）

直島製錬所
銅製錬設備において、高効率設備導入や排熱回収設
備等の更新・設置により、エネルギー効率を高める。
また、海外でのE-Scrap（金銀滓）発生量増に対応、
前処理施設を増強し、リサイクル事業を強化する。

● エネルギー原単位
年1%削減（最終的
に2005年度比14%
削減）

● E-Scrap（金銀滓）処理量
10万t／年超

堺工場
伸銅品素材、銅合金、銅加工品の製造工程
において、各設備を省エネタイプに更新し
ていく。

● エネルギー原単位
年1%削減（最終的に
2005年度比14%削減）

● 廃油・廃酸
40%削減（2005年度比）

筑波製作所
超硬切削工具の製造工程で、空調用冷温水
機等を省エネタイプに更新するとともに、
生産設備全体の効率改善を行う。

● エネルギー原単位
20%削減
（2005年度比）

● スクラップ発生率
40%削減（2009年度比）

明石製作所
超硬切削工具の製造工程で、TPM活動
によるロスの削減、排水工程の改善を実施
する。

● エネルギー原単位
10%削減
（2010年度比）

● COD負荷量
1t／年以下

四日市工場
シリコン製品の製造工程において、冷凍機
等を省エネタイプに更新するとともに、加
工排水処理工程の改善も進める。

● エネルギー原単位
年1%削減（最終的に
2005年度比14%削減）

● 産業廃棄物排出原単位 
（ｔ／ｔ-製品）
56.3%削減（2005年度比）

セラミックス
工場

電子デバイスの製造工程において、空調設
備等を省エネタイプに更新する。また、二
輪車用温度センサーの商品化を実現する。

● CO2原単位
30.8%削減（2005
年度比）

● 環境対策製品件数
年1件以上

三田工場
機能材料の製造工程において、冷却水設備
等を省エネタイプに更新する。また、高効率
インバータ用次世代部品の開発も進める。

● エネルギー原単位
年1%削減（最終的に
2005年度比15%削
減）※本工場が対象

● 高効率インバータ用次世代部品
の開発（製品使用時のCO2排出量
削減効果2008年度比3倍以上）

岐阜製作所
超硬切削工具の製造工程で、圧縮空気設備
を更新し、漏水対策による液体廃棄物削減
や環境対策製品の開発にも注力する。

● エネルギー原単位
15%削減
（2005年度比）

● 産業廃棄物指数（生産金額あたり
の産廃排出量）を中期計画ごとに
設定し、その100%達成を継続

● 中期計画ごとに定める環境調和製
品の認定件数の達成を継続

12.1%削減
☆☆☆☆

1.2倍
☆☆

8.23万ｔ/年
☆☆☆

124%増
☆

1.9%減
☆

34.3%削減
☆☆☆☆

18.2%削減
☆☆☆

ドリル製品（目標6）→1、
超高圧製品（目標3）→0

☆

0.813t/年
☆☆☆☆

435kg/t
☆☆☆☆

36.7%削減
☆☆☆

1件/年
（水冷型二輪車用
水温センサー）
☆☆☆☆

※達成度については、次のとおり定めています。  
2020年目標の達成に向けた2015年度末達成目安に対し、☆☆☆☆：100%以上、☆☆☆：80%以上、☆☆：50%以上、☆：50%未満。

議メンバーにより構成）は、こうした地球温暖化問題に関連
するリスクと機会に対応するための戦略的取り組みについ
て、包括的かつ中長期的な視点に立って主導しています。

2
重要課題

地球温暖化防止
環境保全と環境技術

当社グループは、温室効果ガスの削減に取り組むとともに、低炭素社会に貢献する製品・素材・サービスを開発、提供することを
非常に重視しています。また、再生可能エネルギーの創出、利用拡大にも注力しています。

地球温暖化防止に向けた方針・体制

地球温暖化防止と循環型社会構築への
総合的な取り組み

3.5%削減
☆

17.2%増
☆

32.4%削減
☆☆☆☆

15.5%削減
☆☆☆☆

14.7%増
☆

3.0%増
☆

34.8%削減
☆☆☆☆

20.3%削減
☆☆☆☆



環
境
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環
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技
術

2
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2015年度末における目標達成状況について
　「地球温暖化防止」目標に関わる達成度については、
９つある“設定単位”のうち、５つで2015年度末達成目安
の100%以上となり、４つの“設定単位”は50%未満でした。
「循環型社会構築／環境貢献」目標については、全11項
目中7項目で、80%以上であり、3項目は50%未満でした。
　達成度が50%未満になった理由の多くは「操業条件が
目標設定時に想定していたものから大きく変わった」こと
によるものでした。達成度が低い事業所では、目標達成に
向けた対策を検討中です。

各事業における主要な取り組み
　当社の製造事業所・工場は、徹底した省エネルギーの
追求を重要課題と捉え、省エネ活動を進めています。
　具体的には、燃料の見直し、未利用エネルギーの利活
用、工程・設備の改善、高効率機器の導入、機器仕様の適
正化、設備運転制御・操業形態の見直し等の視点で活動
を行っています。本社・支店・営業所や、研究所等小規模
な事業所でも、LED照明の導入等、省エネの取り組みを継
続しています。

■ セメント事業
　粉砕機の運転制御最適化、排熱発電設備の保守見直し、
大型ファン制御の高効率化、コンベアの効率改善等による
電力消費量削減や、熱エネルギー代替資源の使用量増加
に取り組み、エネルギー利用効率の向上を図っています。

■ 金属事業
　照明のLED化、変圧器の高効率化による電力消費量削減
等に取り組み、エネルギー利用効率の向上を図っています。

■ 加工事業・電子材料事業
　水ポンプ制御の高効率化、空調・冷凍設備やコンプレッ
サー等の高効率化、照明のLED化、冷凍機・ユーティリ
ティ設備の運転最適化、排水処理工程の改善等による
電力消費量削減等に取り組み、エネルギー利用効率の
向上を図っています。

■ 2015年度総排出量内訳★ ［千t-CO2e］

※ 「グループ会社」は主要連結子会社108社（国内60社、海外48社）を含んでいます。
※ 「温室効果ガス排出量の算定・報告マニュアル」Ver.4.1 により算出しています。
2014 年度よりCO2排出量算定に使用した海外の電力排出係数はIEAの国別排出
係数を使用しています。

分類 単体 計国内
グループ

海外
グループ

SCOPE1
（直接）

エネルギー起源
（燃料等）

プロセス
廃棄物
その他ガス

（参考）
非エネルギー起源合計

非エネ
ルギー
起源

SCOPE2
（間接）

小計
エネルギー起源
（電力等）

合計

2,840

4,014

24

4,393

355

7,233

587

3,427
7,820

930

1,122
32
5

1,158
2,088

528

1,458
2,616

573

174
243
34

452
1,025

632

1,205
1,657

4,343

5,311
630
63

6,003
10,346

1,747

6,090
12,093

（参考）エネルギー起源合計

加工事業電子材料事業開発他 金属事業 セメント事業

※ 非エネルギー起源のCO2排出源は原料等で使用される石灰石が主要なものですが、 
代替や削減が困難であることから、省エネルギーを通じた削減努力が確認できる
エネルギー起源CO2排出量を対象としています。

■ エネルギー起源CO₂排出量の推移（単体）★

08 09 10 11 12 08～14（平均）

［千t-CO2e］

［年度］
0

1,000
500

1,500
2,000

4,500

3,000
3,500
4,000

2,500

3,735
3,187 3,133 3,373 3,356

13 14 15

3,3953,472 3,507 3,427

海外グループ 国内グループ 単体 

10 11 12

［千t-CO2e］

［年度］
0

4,000

2,000

6,000

8,000

14,000

12,000

10,000

■ 温室効果ガス総排出量（単体+主要連結子会社）★

2,632

1,623

7,486

2,767

1,482

7,977

2,728

1,676

7,904

2,632

1,623

7,486

2,767

1,482

7,977

2,728

1,676

7,904

13 14 15

2,901

1,717

8,116

2,901

1,717

8,116

2,7542,754 2,6162,616
1,7061,706 1,6571,657

8,1968,196 7,8207,820

2015年度の削減活動

　当社グループは、2010年度
より各事業所の地球温暖化防
止や資源循環・環境保護に貢献
する活動を促進するための表
彰制度としてエコ・コンテスト
を実施しています。2015年度
の表彰結果は次のとおりです。
（最優秀活動賞は該当なし）

第６回エコ・コンテスト
　汎用ドリルの長寿命化開発や、廃アルカリ等の廃棄物の削減、高効率機器への更新に加え、
廃熱回収式コンプレッサーの導入による省エネ、原料のリサイクル等に取り組み、開発した
ドリルの環境調和製品への登録、CO2排出・廃棄物の原単位低減といった成果を上げました。

● 最優秀場所賞（岐阜製作所）

　エコ活動に関するプロを養成する目的で、独自の資格認定制度「エコ・マイスター・三田
（EMS）」を構築しました。

● 優秀活動賞（三田工場）

　熱エネルギー代替資源である廃プラスチックの処理能力増強を実現し、コスト削減、エネル
ギー起源CO2の削減、最終処分場の延命に貢献しました。

● 優秀活動賞（横瀬工場）

T O P I C S
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地球温暖化防止

地熱発電事業
　当社は、秋田県鹿角市八幡平地区に大沼地熱発電所と
澄川地熱発電所〈澄川は蒸気供給のみ：発電は東北電力
（株）〉を有し、安定したクリーンな電力を生み出していま
す。2015年度の総発電電力量は411GWhであり、石油
火力により発電した場合よりもCO2の排出量は30万t
少なくなると計算されます。
　地熱発電は、見えない地下の状況を把握して、蒸気を継
続的かつ安定的に供給することが重要です。澄川地熱発
電所においては、運転開始以降のデータを精査して地質
構造を再解析して対策を講じ、また、現場での安定操業の
継続により、発電電力量を向上することができました。
　現在は既存の発電所操業に加え、新規プロジェクトも実
施しています。電源開発(株)及び三菱ガス化学(株)と共
に設立した湯沢地熱(株)は、2015年5月に山葵沢地熱発
電所の建設を開始しました。また、2015年10月には三菱
ガス化学(株)と共に安比地熱(株)を設立し、岩手県八幡
平市安比地域における地熱発電所建設の環境アセスメン
トを実施しています。このほか、北海道武佐岳地域及び福
島県磐梯地域においても他社と共同で調査を継続中です。

三菱マテリアル CSR報告書2016

■ 新規地熱プロジェクト

磐梯・吾妻・
安達太良地域

菰ノ森地域

武佐岳地域

安比地域
（環境アセスメント実施中）山葵沢

地熱発電所
（建設中）

物流における取り組み
　2015年度の当社物流について、輸送における単体の
CO2排出量は42,373tと、前年比670t増加し、エネルギー
消費原単位は15.9kℓ／百万トンキロ＊1と、ほぼ前年並み
となりました。また、連結＊2でのCO2排出量は76,060t
（前年比1,637t減）、エネルギー消費原単位は20.08kℓ／
百万トンキロ（前年比1%改善）となりました。
　当社では、輸送情報の「見える化」を実現する物流デー
タシステムが、2015年に稼働しています。これを活用す
ることにより、物流における課題抽出、改善施策を策定・
推進し、更なる物流効率化に取り組んでいきます。
＊1 使用エネルギー量を原油量換算（ｋℓ）し、輸送トンキロ（百万トンキロ）で割った値。
＊2 連結算定対象は、国内グループ会社のうち、排出量全体の90%以上を占める
特定荷主である6社です。

水力発電事業
　当社の水力発電事業の歴史は古く、秋田県において、
当時の尾去沢鉱山の動力用電力の供給等を目的として水
力発電所が７ヵ所建設されました。そのうち６ヵ所の水力
発電所が現在も稼働中であり、発電した電力を電力会社
に売電しています。しかしながら、永田水力発電所（鹿角
市）は運転開始後128年が経過、また小又川第四水力発
電所（北秋田市）は運転開始後62年が経過しており、高経
年対策として設備更新工事を行い、2015年に再稼働しま
した。これにより、それぞれの発電能力が向上し、更なる
安定操業及び安定収益が確保できるようになりました。

7,959
42,373

0
34,359

55
7,263

■ 輸送モード別CO₂排出量の推移

トラック

船舶

総量

鉄道

航空

（単位：t-CO2）

26,400
33,687
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0

グループ６社
2015年度

単体

再生可能エネルギーの創出

7,842
41,703

0
33,815

46
7,821

28,147
35,994
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グループ６社
2014年度

単体

T O P I C S

CO2回収・地下貯留に向けて
　当社は、生産活動等によって生じたCO2を大気に
放出せずに、分離・回収して地中に貯留する新しい技術
（CCS）に着目し、２００８年５月に当該技術開発、事業化
調査を目的に設立された日本CCS調査（株）に出資し、
その活動の一翼を担うこととしました。同社を通じて、
当社及びグループ会社が長年培ってきた地中評価技
術等の優れた技術や人的資源を活かし、苫小牧CCS
大規模実証試験及び二酸化炭素貯留適地調査事業に
貢献しています。２０１６年度から環境省の環境配慮型
CCS実証事業に
参画し、海底下へ
のCO2貯留の評
価検討に貢献して
いきます。

CCS概念図〈日本CCS調査（株）ご提供〉
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　三菱マテリアルテクノ(株)は、再生可能エネルギー
「地中熱」を利用するシステムの研究開発に積極的に取り
組み、採熱方式として「ボアホール方式」「基礎杭方式」
「水平方式」の実用化に成功し、2003年から国内で100
件以上に導入、展開しています。
　また、2015年4月には、より高効率が期待される「オー
プンループ方式」の地中熱利用空調システムを、秋田県鹿
角市の同社事務所に導入し、同年の省エネ効果は、一般的
な空調システムである空冷方式と比較して、エネルギー消
費を約半分に抑えることができました。同事務所には地中
熱の「見える化」システムを展示し、運転状況等をわかりや
すく表示しています。
　2016年2月には、国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）の研究開発プロジェクト
「再生可能エネルギー熱利用技術開発」に、同社の研究
開発テーマ「都市インフラ活用型地中熱利用システムの
開発」が採択され、都市部での施工が多いSMW工法＊と
地中熱を組み合わせた低コスト型地中熱利用システムの
研究を進めています。

地熱発電
大沼地熱発電所

地熱発電（蒸気供給）
澄川地熱発電所

水力発電
鹿角・小又川水系

太陽光発電所
真壁・福井・鳥越・入釜

石油火力と比較した場合のCO₂削減量

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
※ 最新の（財）電力中央研究所（2010）のデータを用いて再計算しています。

発電量［MWh］ CO₂削減量［千t］

［年度］
0
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■ 再生可能エネルギーによるCO₂削減量

オープンループ方式の概要図（見える化システム画面）

運転開始年

■ 主な導入例

東京地下鉄（株）
中野車輌基地（空調）

ボアホール
方式

基礎杭方式

水平方式

オープン
ループ方式

2015年東京都
中野区

東京スカイツリー（地域熱供給） 2012年東京都
墨田区

三菱マテリアル（株）
大宮新館（空調） 2010年埼玉県

さいたま市

八幡平市役所（空調） 2014年岩手県
八幡平市

五所川原消防庁舎（空調） 2013年青森県
五所川原市

小田急線世田谷代田駅及び
東北沢駅（空調） 2014年東京都

世田谷区
細倉金属鉱業（株）
フィルタープレス施設（空調） 2014年宮城県

栗原市
三菱マテリアルテクノ（株）
鹿角合同事務所（空調） 2015年秋田県

鹿角市

施設名 所在地

石巻港湾合同庁舎（空調） 2014年宮城県
石巻市

地中熱ヒートポンプシステム
　CO2の排出量に関しては、昨年度の全６ヵ所の水力発
電所による発電電力量は53GWhであり、石油火力発電
と比較すると3万8千t少ない計算です。また、現在小又川
水系に大型の新水力発電所の建設を計画しており、より一
層の再生可能エネルギーの創出に努めていきます。

太陽光発電事業
　2013年より、新たに当社グループの遊休地を活用した
太陽光発電事業に着手し、三菱UFJリース（株）との合弁
事業として真壁（茨城県）、福井、鳥越（福岡県）、入釜（宮
城県）の4ヵ所で発電所を建設しました。2013年12月に
運転を開始した真壁及び福井太陽光発電所を皮切りに、
鳥越は2014年4月に、入釜も2015年1月に運転を開始し、
いずれも順調な運転を継続しています。また、2015年
7月に福島県矢吹町で建設を開始した矢吹太陽光発電所
は、2016年6月15日より運転を開始しています。これに

より、５ヵ所の敷地
面積は合計約33.4
万m2、発電設備容
量（モジュール容量）
は24.7MWとなり
ました。

矢吹太陽光発電所

＊ SMW工法：土（Soil）とセメントスラリーを施工位置で混合・かき混ぜながら（Mixing)、
連続した壁体（Wall)を地中に作る工法

永田水力発電所
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　当社は、鉱山業から発展した会社です。当社グループが
国内に所有する鉱山は、石灰石鉱山、石炭鉱山、銅・鉛・
亜鉛等の非鉄金属鉱山等、多岐にわたり、このうち、非鉄
金属鉱山は、全て採掘を休止または廃止した休廃止鉱山
となっており、現在は、16の休廃止鉱山に担当者を常時
配置して管理を行っています。
　これらの休廃止鉱山では、現在も採掘跡の坑道や集積
場（鉱石の採掘に伴い発生した岩石や鉱さい、坑廃水処理
で発生した殿物の処分場所）の維持や、これらから湧出す
る重金属を含む酸性の坑廃水の処理、また、坑口や陥没
地等での危害防止といった、多岐にわたる管理が求められ
ます。近年では、集中豪雨や大地震を想定した鉱害・危害
防止対策の実施のほか、坑廃水の水量削減・水質改善や
坑廃水処理省力化技術の検討を推進する等、環境負荷の
更なる低減に向けた取り組みも行っています。

　当社グループでは、製造過程での燃料の燃焼等に伴い、
ばいじん、SOx、NOx等の大気汚染物質を排出していま
すが、特にセメント製造や銅製錬における排出がその多く
を占めています。各事業所では、安定的な運転や、電気集
塵機等の排ガス処理装置の性能を適切に維持することで、
こうした大気汚染物質の発生抑制に取り組んでいます。

　当社グループでは、セメント工場が有する火力発電や
銅製錬の冷却水として使用する海水のほか、工業用水、
地下水、河川水等を利用し、使用後は海域や河川域、下水
に排出しています。
　各事業所には排水処理施設を備え、排水基準よりも
厳しい管理目標値を設定する等、水質汚濁防止に努めて
います。また、化学物質や油の漏洩に備え防液堤の設置
や、日常的な設備の点検に加え、万が一漏洩した場合の
拡散防止のための訓練等も実施しています。

　化学物質は、適切に使用しないと人の健康や生態系に
悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループでは、
排出を抑制するための取り組みを行っています。
　（株）エムエートレーディングでは、自動車用のバンパー
部材や産業機械用のヒートシンクに用いるアルミニウム製
の加工部材を製造しており、高品位な部材を組み立てる
際、部材表面を清浄にする必要があることから、脱脂力
や揮発性に優れたジクロロメタン等の有機溶剤を使用し
ています。温度の制御方法や、有機溶剤の回収・再生方法
の工程改善により、製品を高品位に保ちつつ、使用量を
削減する取り組みを行っています。

　当社グループでは、廃棄物の排出量の削減と排出した
廃棄物の再資源化に取り組んでいます。　　　　　　　
　岐阜製作所では、超硬工具製品の洗浄方法や洗浄治具
を改善することにより、洗浄工程から排出する廃アルカリ
液の排出量を削減しました。また、合金焼結工程から排出
する黒鉛治具は、従来埋め立て処分していましたが、有価
売却が可能となったことにより再資源化に繋がりました。
　三菱日立ツール（株）では、含油廃水、汚泥、廃プラス
チック、鉱さい、ガラス陶磁器屑等の産業廃棄物を排出し
ていますが、再資源化に取り組んできた結果、再資源化率
99％以上を４年連続維持しています。今後、再資源化率
100%に向け取り組んでいきます。
　三菱マテリアル電子化成（株）では、無水フッ酸や不織布
等の化成品の製造工程から排出される排水スラッジの減
量に取り組んでいます。効率のよい脱水設備を導入して
排水スラッジ中の水分含有率を減少させた結果、2015年
度の産業廃棄物量は2012年度から23％削減しました。
　また、2014年度からは廃棄物となったシリコン鋳造用
鋳型を当社セメント工場で再資源化する取り組みも始め
ています。

2
重要課題

環境汚染防止
環境保全と環境技術

多種多様な事業を展開する当社グループは、事業の特性や地域の特色を考慮した環境保全活動を行っています。環境汚染の
未然防止、万が一事故が起きた場合の汚染の拡大防止訓練や、廃棄物の削減等に取り組んでいます。

大気汚染防止 廃棄物管理

水質汚濁防止

化学物質管理
休廃止鉱山の管理
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佐渡金山（観光坑道）

■ 当社グループの休廃止（非鉄金属）鉱山

☆ は観光坑道を設置している鉱山
（史跡土肥金山、史跡生野銀山、史跡佐渡金山、史跡尾去沢鉱山）

下川鉱山
手稲鉱山

千歳鉱山

尾去沢鉱山 ☆
細倉鉱山 

八谷鉱山

佐渡鉱山 ☆

高取鉱山

土肥鉱山 ☆

生野鉱山 ☆

明延鉱山

妙法鉱山
尾平鉱山
槇峰鉱山

南古遠部鉱山

小真木鉱山

　また、一部の休廃止鉱山では、坑道の一部を保存・整備
し、昔の様子や鉱山技術等を後世に伝える文化的遺産とし
て、また、観光施設としても活用されています。

鉱山管理の概要
　鉱山の地下には坑道や採掘跡が空洞として残されてお
り、雨が地下に浸透して鉱石と接触することで、重金属を
含む酸性の坑内水が発生します。この坑内水と、集積場か
ら発生する浸透水（廃水）とあわせて坑廃水処理を行って
います。この管理は365日24時間体制で行っています。

増水による災害（細倉鉱山） 土石流による災害（千歳鉱山）

　集中豪雨の年間発生件数は増加傾向にあり、処理施
設の改善や災害防止が求められています。台風や豪雨
等による土砂災害や洪水に対応するため、各鉱山施設
で設備増強を行っています。

災害防止・恒久対策

清濁分離工事（左：施工前、右：施工中）（小真木鉱山）

　鉱化帯が露出した地表面の大規模な被覆工事を行って
います。この工事により、降雨が鉱化帯へ接触することを
防ぎ、処理水量や汚濁負荷量の低減が期待できます。

発生源対策工事

集積場（生野鉱山） 集積場（八谷鉱山）

　採掘に伴い発生した岩石や鉱さい、坑廃水処理で
発生した殿物を集積しています。集積場を安全に保つ
ため、大規模地震や豪雨に備えた補強工事にも着手
しています。

集積場管理

坑口閉塞工事（左：施工前、右：施工中）（佐渡鉱山）

　坑内水の導水路を維持するため、坑道の保守点検を
行っています。使用しない坑口は侵入防止や崩落によ
る危害防止のため閉塞工事を行っています。

坑道・坑口の管理

降雨

地下水 地表水

坑内水 浸透水

降雨

坑廃水処理 集積場管理

河川へ

鉱化帯
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銅鉱山（カッパーマウンテン鉱山）での
水質モニタリング
　当社は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州に位置する
カッパーマウンテン鉱山に出資しており、生物多様性に配
慮した企業経営に取り
組んでいます。同鉱山
では、同州の水質ガイド
ラインに則して河川の
水質モニタリングを継
続的に実施しています。

銅・金鉱床開発プロジェクトでの環境影響評価
　ペルー南部に位置するサフラナル銅鉱山開発プロジェ
クトでは、企業化基礎調査を実施しており、生息・生育する
動植物や生態系への影響等、開発を行った際に想定され
る環境への影響の調査解析を行っています。

水質モニタリングの様子

保護活動の様子

給水所に集まる野生動物

石灰石鉱山（武甲山）での希少植物の保護
　菱光石灰工業（株）では、埼玉県西部に位置する武甲山
で隣接する２社と石灰石を協同で採掘しています。武甲山
に分布する固有の希少植物の保存のため、社有地内に武
甲特殊植物園を設置し、地元の横瀬町教育委員会の委託
を受け、専門家の指導を
仰ぎながら、チチブイワザ
クラ、ミヤマスカシユリ、
ブコウマメザクラなどの
希少植物の保護・増殖活
動を行っています。

菱光石灰工業（株）

三菱電線工業（株）

米国三菱セメント社 サン・バーナディーノ
国立森林公園（米国）4,006千m2

自然公園

■ 自然公園に立地、隣接している主な事業所

県立武甲自然公園823千m2

西有田県立自然公園52千m2

三菱マテリアル（株）
下北半島国定公園
十和田八幡平国立公園
森吉山県立自然公園
県立武甲自然公園
瀬戸内海国立公園
北九州国定公園、
筑豊県立自然公園

● 青森工場
● 東北電力所

● 横瀬工場、セラミックス工場
● 直島製錬所
● 東谷鉱山

124千m2

60千m2

281千m2

1,811千m2

3,358千m2

立地、隣接する事業所 敷地面積

2
重要課題

自然環境の保全
環境保全と環境技術

当社グループは社会や自然と調和した事業活動を行うため、生物多様性や生態系に配慮しています。環境への影響が大きい
国内外の鉱山や自然公園に立地・隣接する事業所での環境調査・保護活動や、社有林の持続可能な管理運営に取り組んでいます。

生物多様性への配慮

鉱山における生物多様性への取り組み

安比地熱（株）が環境影響評価を実施
　当社は、岩手県八幡平市安比高原の西方にて、2004年
度から地熱資源量評価及び経済性評価等による事業化検
討を実施し、2015年10月には、共同で調査をしてきた三
菱ガス化学（株）と共同で、安比地熱（株）を設立しました。
　安比地熱（株）は、2022年に1.5万kW級の地熱発電所
の運転開始を計画しています。2015年10月28日より環
境影響評価（環境アセスメ
ント）の手続きを開始し、
安比地熱発電所（仮称）の
設置による周辺の環境に
及ぼす影響について調査、
予測及び評価を行います。 環境影響評価方法書の住民説明会

（八幡平市）

地熱発電所における環境影響評価

石灰石鉱山（クッシェンベリー鉱山）での取り組み
　クッシェンベリー鉱山はアメリカ・カリフォルニア州の広
大なモハベ砂漠の中に位置しており、米国三菱セメント社
が石灰石を採掘し、鉱山の麓でセメントを製造しています。
砂漠地帯特有の植生を守るため、地元専門家の協力を
得て植樹活動を進め、その範囲は25千m2を超え、現在、
植えつけた植物のおよそ９割が生存しています。
　また、自然保護当局と協力して貴重な野生動物の保護
活動を行っており、鉱山の後背山地に生息するビッグホー
ンシープ等の保護のため、操業当時より給水所を設置して
います。
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持続可能な森林経営の基本姿勢
　当社は、北海道を中心に全国で１.４万haもの森林を保
有する、日本国内有数の大規模森林所有者です。元々は
自社の鉱山や炭鉱の坑道を支える坑木を供給するために
森林を保有していましたが、国内に鉱山や炭鉱がなくなっ
たことから、森林に求められる役割、期待も大きく変化し
てきました。
　現在は、生物多様性の保全やCO2吸収による地球温暖
化の防止のほか、資源としての木材生産といった、森林の
持つ多面的な公益機能を発揮させるため、社有林管理の
実務を担う三菱マテリアル不動産（株）とともに、「三菱の
森が日本の森をリードする」ことを目標に、持続可能な森
林経営の実現に向け取り組んでいます。
　こうした持続可能な森林経営への取り組みに対する
評価として、2012年10月に北海道早来山林において
SGEC森林認証を取得しました。その後、SGECが国際的
な森林認証制度であるPEFCとの相互承認への移行手続
きのため認証基準を改正・施行したことを受け、2015年
9月には早来山林を含む北海道内の9山林について、
SGECの新基準による森林認証を一括取得しました。
なお、2016年6月にSGECとPEFCとの相互承認が成立
後、差分審査を経てPEFC認証の要件を満たしたことから、
当社が持続可能な森林経営を行っていることが国際的に
も認められています。

■ 当社社有林の分布と面積 西野
手稲

小樽

佐渡

生野
宝賀勝

森
濁川
にごりかわ

尾去沢

槇峰

白老
しらおい

神子畑
みこばた

明延
あけのべ

美唄
び ばい

北海道
11,541ha

東日本
1,288ha

西日本
1,684ha

早来
はやきた

各山林の目指す役割
　早来山林は傾斜が比較的なだらかで木材生産に適した
環境にあります。また、木材を利用する製紙工場や道外
輸送も盛んな苫小牧港に近接しているため、持続可能な
木材等、林産物の生産を目指す「資源林」に位置付けてい
ます。一方、札幌市内に位置する手稲山林は、ミズナラ、
ウダイカンバ、シナ等の有用樹の生育にも適しているた
め、適切なゾーニングのうえで市民の皆様に親しんでいた
だける都市近郊の「環境林」と位置付けています。
　他の山林についても、役割
を区分することで森林の持つ
機能をより良く発揮させること
により、合理的かつ効率的な山
林運営管理を行っています。

社有林の持続可能な管理運営に向けて

T O P I C S

　森林が持つ機能は、生物多様性の保全、CO2の吸収、再生可能資源としての木材生産等多岐にわたり、社会からの期待も
年々大きくなっています。こうした中、どのような機能に比重を置き、将来的にどのような姿の森林を目指すかの目標設定が、
森林経営を行ううえで必要不可欠となっています。
　三菱マテリアル不動産（株）では、社会のニーズを踏まえてよりバランスの取れた森林経営を行うために、毎月独自に勉強
会を、隔月で当社とともに定例会議を開催して議論を深め、目標とする森林の姿を実現できるよう日々研鑽に励んでいます。
　現在、重要項目として取り組んでいる一例が、各山林での「ゾーニング」の推進です。ゾーニングとは、ある区域の特性に
応じて期待すべき機能を明確化し、区域別の管理方針を適用することで、効果的な森林管理に繋げる考え方です。具体的
には、樹木の成長力が旺盛な区域では、積極的な木材生産を図りながら森林が持つ多面的機能を向上させる一方、尾根や沢
等では原則伐採せずに
生物多様性の保全機能
に重点を置くこと等であ
り、区域の特性に応じた
目標設定を通じ、森林の
多面的機能の最大化を
目指しています。

森林の持つ機能をより良く発揮させるために

現地での勉強会 定例会議 森山林風景

手稲山林
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■ 技術開発戦略

地球に新たなマテリアル
「差別化された製品・技術」を創造

中期経営計画

各事業のNo.1
オンリーワン
各事業のNo.1
オンリーワン

注力分野の次期ニーズ

中長期の柱となる
新事業

中長期の柱となる
新事業

長期経営方針

夢のある
新製品・事業
夢のある
新製品・事業

開発のスピードアップ

開発マーケティング活動

マテリアル・プレミアムの追求

ユニークな技術

新製品・
新技術開発

新事業開発

チャレンジ

テーマ分類

3年 5年 10年

No.1
企業集団
循環型社会に
貢献

次期ニーズを取り込み、事業の柱となる新事業開発を
推進します。更に長期的な視点で、夢のある将来技術にも
果敢にチャレンジしていきます。
　当社グループは、技術・人材・情熱を結集し、顧客視点と
スピードをキーワードにイノベーションを起こしていきます。

環境に配慮した開発事例
　当社グループでは、製造プロセスの改善や材料・部品
の環境負荷低減にも力を入れています。セメント工場での
熱エネルギー由来の二酸化炭素を更に削減するため、
コンピュータ解析技術により運転条件を最適化しており、
この技術を銅製錬や多結晶シリコンの製造プロセスに応
用しています。また、廃プラスチックやシュレッダーダスト
等による化石燃料代替技術や、製錬プロセスでのリサイク
ル原料の利用、都市鉱山からのレアメタル回収を行ってい
ます。更に、材料・部品の省エネや長寿命化等に向け、
超硬工具のコーティング膜、電池材料、コネクター端子材、
絶縁回路基板、温度センサ等の開発を進めています。

マーケットのニーズにタイムリーに応える
新製品・新技術の開発を加速
　当社グループの技術開発の基本方針は、｢お客様の
ニーズ、将来技術トレンドを的確に目利きし、差別化され
た製品・技術をタイムリーに開発・提供すること｣です。
この基本方針のもと、当社グループならではの「ユニーク
な技術」をベースとして、地球に新たな「マテリアル」、すな
わちグローバルマーケットで勝ち抜く「差別化された
製品・技術」を創造して、当社グループの「No.1企業集団
への挑戦」を支えていきます。
　また、技術開発においては、大きく分けて３つの時間軸
で進めています。まず、足許の中期経営計画では、各事業
のNo.1、オンリーワンに貢献する新製品・新技術をタイム
リーに生み出していくこと、中期では、自動車、エレクトロ
ニクス、エネルギー、環境リサイクルといった注力分野の

■ 注力分野

エレクトロニクス 自動車

エネルギー 環境リサイクル

蓄エネルギー センシング

熱マネジメント部品

パワー部品

都市資源リサイクル

2
重要課題

環境技術・製品の開発
環境保全と環境技術

当社グループでは、中央研究所を中核に、各カンパニー及びグループ各社の幅広い人材と技術を結集して研究開発に取り組ん
でいます。特に「環境リサイクル」の分野については、中長期的に注力し、さまざまな環境技術・製品を開発しています。

研究開発の基本方針

T O P I C S

　当社技術開発部では、国内外の大学との間で産学連携活動を推進しています。
特に早稲田大学とは、産学連携に係る包括協定を2008年に締結し、材料関係
の教育・人材育成の活発化、将来の材料・素材産業を担う人材育成を目指すと
ともに、材料・素材産業の発展への貢献を目的としてさまざまな交流活動を展開
しています。
　その一環として、早稲田大学が毎年8月に開催する小中学生向け科学実験
教室「ユニラブ」に2015年より実験協力・支援企業として当社も参画し、銅の
結晶粒径と強度との関係を題材にした実験教室を共同で実施しています。

産学連携の推進

金属顕微鏡で結晶粒を確認する子供たち（早稲田大学提供）
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　当社グループでは、長期経営方針のビジョン「私たちは、
ユニークな技術により、地球に新たなマテリアルを創造し、
循環型社会に貢献するNo.1企業集団を目指します」のも
と、複合事業体として特徴のあるシナジー、すなわちマテ
リアル・プレミアムを追求しており、「自動車」、「エレクトロ
ニクス」、「エネルギー」、「環境リサイクル」の注力分野
における研究開発を進め、下記の新製品・技術の開発に
成功しています。

環境技術・製品の開発

T O P I C S

　当社中央研究所では、非鉄金属中のRoHS指令＊

対象となる６物質（カドミウム、鉛、水銀、全クロム、六価
クロム、全臭素）の化学試験（定量分析）について、試験
所及び校正機関の能力に関する一般要求事項を規定し
た国際規格である「ISO/IEC17025」の認定を公益財
団法人日本適合性認定協会（JAB）から取得しました。
　本認定の取得により、試験所としての品質マネジメン
トシステムの妥当性と、認定範囲における分析結果の
中立性及び正確性が国際的に保証されることとなりま
した。また、欧州における有害物質規制であるRoHS指
令への当社製品の適合性評価を当社グループ内でより
確実に、よりスピーディーに実施することが可能となり、
グローバルな製品展開の強化に繋がります。
　分析分野においても品質マネジメントシステムの
継続的改善と技術の維持・発展に努め、研究開発の
質的向上により、お客様に安心してお使いいただける
安全で高品質な製品を提供していきます。

化学試験に関する
国際規格ISO/IEC17025を取得

＊ RoHS指令：Directive on the Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances in electrical equipment（電気・電子機器に
おける特定有害物資の使用制限に関する指令）

T O P I C S

　近年、異常気象や地球温暖化の影響から落雷が増え
る傾向にあり、落雷による瞬間的なサージ（異常電圧）
による設備被害が多発しています。また、家電製品
内部の電気機器が高機能・高性能化していることや、
インフラ設備では機器の安定した作動が求められてい
ることから、落雷による被害対策はこれまで以上に重要
となっています。
　この円筒型ガスアレスタは、サージから電気機器を
保護するための電子部
品で、小型でありながら
も、高機能・高性能な電
気機器やインフラ設備
を対象とした高サージに
耐えられる製品です。

最大20,000アンペアの
高サージ耐量円筒型ガスアレスタを開発

ガスアレスタ

■ ２０１５年度の主要な成果

エレクトロニクス
エネルギー

技術分野 用途・効果

従来品（最大5,000A）
に対し、最大20,000A
の高サージ耐量を実現

高サージ耐量円筒型
ガスアレスタ（電源回
路用保護素子）

自動車
切削工具寿命を従来比
で4倍以上に延ばすこ
とが可能に

チタンアルミナイトラ
イド膜コーティング＊

環境リサイクル

乾式法による回収精製
技術により、従来の湿
式法と比較して環境負
荷を低減

高効率なレアアース
磁石回収精製技術

センシング
製錬所の排水処理工程
の自動化、安定操業に
貢献

ヒ素自動分析装置

パワー部品

信頼性・性能向上によ
り、更なる普及が見込
まれ、省エネルギー・地
球温暖化対策に貢献

金属とセラミックスの
接合メカニズムを解明

＊ チタンアルミナイトライド膜コーティング
適用製品刃先交換工具インサート
「MV1020」



　当社は、「企業の成長を支えるのは人材である」という
認識のもと、社員の能力開発と、働きがいの向上を重視す
る人事戦略を積極的に進めています。長い「ものづくり」
の歴史の中で培ってきた技術・技能を、次の世代へ確実に
伝承するとともに、社会へ新たな付加価値を提供できる
「ひとづくり」を目指しています。
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グローバル人材育成の強化
　当社中期経営計画では「グローバル競争力の強化」を全
社戦略のひとつに掲げており、その一環としてグローバル
人材育成の更なる充実・強化に取り組んでいます。
　海外赴任を控えた社員と今後グローバルな活躍が期待
される若手社員を選抜して必要な研修を提供しており、
2013年度より開始された「グローバル人材育成プログラ
ム」は、2015年度までの3年間で合計176名の社員が受
講しています。
　このプログラムを通じ、2016年度からの5ヵ年で、約300
名のグローバル人材を育成していく計画を立てています。

技術の伝承
　当社では、新入社員研修・中堅社員研修をはじめとする
階層別研修に加え、ものづくりの会社として製造設備に関
する保全技能及びエンジニアリング教育も進めています。
製造現場では、広範な各事業に応じたさまざまな生産技
術の維持・向上に努めています。また、若手社員を対象と
して「設備管理技術者研修」を実施しています。この研修
は15年以上継続しているもので、ものづくりを支える技
術者の人材育成及び技術の伝承に重要な役割を果たして
います。

グローバル人材
若手社員のグローバル教育拡充

ナショナルスタッフ育成プログラムの検討・策定・実施

対 

象

プ
ロ
グ
ラ
ム

内 

容

入社２～８年目
社員

ジュニア
グローバル
プログラム 
（JGP)

● 語学研修
● 社外講師による
マインド・スキル・
知識研修

● 海外OJT研修
（2014年度から）

２～３年内に
海外赴任が
想定される社員

グローバル
マネジメント
プログラム 
(GMP)

● 語学研修
● 社内講師による
専門知識研修

● 社外講師による
スキル・知識研修

ナショナルスタッフ　
（海外拠点の現地採用社員）

各カンパニー・事業部門の
海外事業の運営方針や
ナショナルスタッフの活用
方針など具体的なニーズ
を踏まえ、今後育成プログ
ラムを構築予定。

海外における人材の育成と活用
　当社グループでは、スピード感のある海外事業拡大の
ために海外人材の積極的な活用が必要であると考えてい
ます。その中でも海外グループ会社の現地採用社員であ
るナショナルスタッフの育成について、現地化や海外人材
活用の具体的な方針を踏まえたうえで、育成プログラム
の構築を予定しています。
　現在は、海外の管理職層や技術社員を受け入れ、当社
のノウハウを学んだうえで、海外事業所へ展開するという
取り組みも実施しています。
　今後、グループ全体として、現地人材の育成と活用を
進めていきたいと考えています。

3
重要課題

人材育成とダイバーシティの推進
多様な人材の育成と活用

当社は、企業競争力の源泉である「人材」の育成と活用に注力しています。多様な事業活動や充実した教育研修施策を通じて、
社員一人ひとりに成長と自己実現の場を提供し、個々人が働きがいを感じられる企業を目指しています。

人材に対する基本的な考え方

設備管理技術者研修を受講して

直島製錬所保全動力課
石毛 克弥

　研修では、個々のスキルに応じたカリ
キュラムで、技術伝承用の専門機を用
いた教育が行われています。講師は生
産技術のベテラン技術者で、理論だけ
でなく、実際の現場経験に基づく実践
的な教育内容です。日々の業務では直
接携わる機会が無い技術も習得でき、
どの事業所でも能力を発揮できるもの
づくりの考え方が身に付きました。研修

の最後には成果発表を行い、その際にいただいたベテラン技
術者からのアドバイスを日常業務に活かすことで、業務の効率
化・高品質化にも繋がっています。

VOICE

176名
2013～2015年度に

グローバル人材プログラムを
受講した社員

約300名
2016年度からの5年間で
育成するグローバル人材

目標
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障がい者雇用の促進
　当社人財開発センター（埼玉県）では、「社会的責任」
「法令遵守」「多様な人材活用」を基本的な考えとし、当社
並びに当社グループ会社の障がい者雇用を促進するため
のさまざまな支援を行っています。中でも同センターに
ある「障がい者雇用モデル職場」では、障がい者が仕事を
通して学び、成長し、社会に貢献するという理念のもと、
敷地内の緑化や食堂等の清掃、当社グループ会社を含め
た名刺製作の業務を行うとともに、地域の特別支援学校
からの実習生受け入れ等の社会貢献活動を行っています。

女性の活躍推進に向けて
　当社における「女性活躍」推進の目的は、「多様な人材の
協働により付加価値を創造すること」と「優秀な労働力を
確保すること」の２点と考えています。
　これまでの取り組みでは、２０１５年２月に女性社員９名か
らなる「女性活躍推進委員会」を設置し、８月末に同委員会
より、女性社員の活躍に向けての課題抽出と方向性を取り
まとめた「提言」が経営陣に対して提示されました。これを
受け、当社として１０月に「女性活躍推進基本方針」を策定
しました。これは、女性社員の「確保と定着」、「職域の拡大」、
「活躍」のための取り組みを推進していくものであり、
「女性活躍推進法」に定められた「事業主行動計画」とし
ても、労働局に届出を行っています。
　この「基本方針」には、下図のとおり「学卒新卒採用の
女性比率」、「女性社員の入社後５年後自己都合離職率」
「女性管理職比率」の３項目について数値目標を定めてい
ます。
　具体的な施策として、２０１６年１月より課長級以上の全
社員に意識変革のための研修を行っているほか、女性社
員に対する研修も２０１６年度中の実施を計画しています。
また、仕事と家庭の両立支援や働き方に関する諸制度の
拡充についても注力し、働きやすい環境の整備に努めて
います。

多様性への取り組み

■ 女性活躍推進基本方針に定める数値目標（2020年を目途）

T O P I C S

　「えるぼし」認定とは、２０１６年４月１日に全面施行さ
れた「女性活躍推進法」に基づいて、女性活躍に資する
「一般事業主行動計画」を策定し、届出を行った企業の
うち、一定基準を満たした企業が厚生労働大臣の認定
を受けることのできる制度です。
　当社は２０１６年４月までに認定された全国４６社のう
ちの１社となりました。①採用、②継続就業、③労働時間
等の働き方、④管理職比率、⑤多様なキャリアコースの
５つの評価項目のうち、当社は、
②継続就労、③労働時間等の働
き方、⑤多様なキャリアコースの
３項目を満たし、３段階に分かれ
る「えるぼし」認定の２段階目の
企業として認定を受けました。

「えるぼし」認定を取得
25%以上
学卒新卒採用の
女性比率

15%以下
女性社員の入社５年後
自己都合離職率

2.5%以上
女性管理職比率

■ 取り組みの進め方

フェーズ1
（2015年度下期）

フェーズ2
（2016年度）

フェーズ3
（2017年度以降）

取り組みへの理解が
ある程度浸透し、
女性社員の活躍による
効果発現への期待が高まる段階

具体的施策を
実行する段階

取り組みの理解を
浸透させる段階

「確保・定着」の
土台づくり

「職域拡大」に向けた
環境整備

「活躍」に向け
ステップアップ

■ 当社グループで勤務する障がい者の主要な職種（2015年度調査による）

事務作業
24.57%

製造・開発・リサイクル
44.02%

施設設備（清掃等） 
17.40%

その他 
10.92%

運輸・物流 
2.04%

コンピュータ（システム） 
1.02%※ 女性従業員比率・女性管理職比率データは P.18

※ 当社グループ会社（従業員数50名以下を除く）のうち、法定雇用率を達成している
会社は66％です。

■ 障がい者雇用率の推移

法定雇用率2.00%

［％］

2.60

0

1.5

2.0

2.5

3.0
障がい者雇用率

11
3月末

13
3月末

12
3月末

2.56
2.34 2.32

14
3月末

15
3月末

16
4/1

2.45 2.51

[年]

※ 2015年度分より起算日を4/1としました。
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　当社は、社員が仕事と家庭の両立を実現できる職場環
境づくりを推進しています。社員一人ひとりがライフイベ
ントに合わせた働き方を実現しながら、キャリアアップにも
挑戦できる職場を目指し、支援制度の整備、拡充に努めて
います。

育児・介護支援制度
　当社では、法令を上回る各種育児・介護支援制度を整
えています。育児については、育児短時間勤務を小学校3
年生までの子を養育する社員が利用できるほか、2014年
より子の看護休暇の一部有給化、保育料補助制度、及び
育児休業等早期復帰一時金制度を新設し、育児と仕事の
両立を目指す社員への支援を強化しています。
　介護については、介護休業、短時間勤務を被介護者1名
につき365日取得できるほか、同一の対象者に対して分
割して休業を取得すること、積立休暇を利用することを認
めています。

115名80名 35名保育料補助制度利用者

■ 主な関連制度の利用状況（２０１5年度）★

男 性 女 性 合 計項 目

6名

ー

ー 83.6%

38名

5名4名

32名

18名

ー

1名

18名

有給休暇取得率
（暦年で集計）

産前産後休業取得者数

育児休業取得者数

介護休業取得者数

時短の取り組み
　労使による時短検討委員会を設置し、各事業所の実態
に即した所定外労働時間削減と有給休暇取得促進に取り
組んでいます。
　2015年度は、従来から実施しているノー残業デーや有
休取得奨励日の取り組みを強化・徹底するとともに、定期
的な炉の補修工事時の振り替え休日対応等にも取り組み
ました。
　なお、2015年の全社組合員平均の年間総労働時間は
2007.7時間でした。

基本的な考え方
　当社は行動指針の中で、「私たちは、すべての人々の基
本的人権を尊重し、明るく安全快適な職場環境をつくりま
す」と謳っています。これは、個人の尊厳を尊重し、名誉、
プライバシー等を侵害することはせず、人種、性別、宗教、
国籍等、能力や職務遂行と関係ない理由による、不当な差
別は行わないことを意味します。
　そのためにも当社は社員（嘱託、パート、契約社員、派遣
労働者を含む）一人ひとりが人権問題を自分のこととして
捉え、あらゆる差別を「しない、させない、許さない」という
強い信念をもって、日常業務の中で人権意識に根差した
事業活動ができるように、継続して人権啓発研修を行って
います。2015年度も全社的に人権啓発研修を推進した
結果、全社で延べ時間数３,８６６時間、延べ４,８６９名が
受講しました。

ハラスメントの防止
　社員の就業意欲を阻害し、職場環境を悪化させるセク
ハラやパワハラ等に対しては、啓発研修の徹底、予防措置、
発生後の対応体制を整備することが有効な防止対策であ
ると考えます。2014年7月に施行された改正男女雇用機
会均等法施行規則を盛り込んだ内容で当社のセクハラ防
止指針を改定しています。当社では、社員相談室のほか、
事業所ごとにセクハラ相談窓口担当者を選任するととも
に、社外相談窓口も設置し、適正な対応を図っています。
（2015年度相談件数：12件）

人権の尊重

ワーク・ライフ・バランス定年後の再雇用
　当社では、定年退職後も技能や知識を引き続き活かす
場を提供するため、希望者全員を各事業所及び関連会社
にて再雇用しており、2015年には新たに53名★がこの制
度を利用しています。
　60歳以降の雇用をとりまく環境の変化等を踏まえ、制
度の見直しにつき、都度労使で検討しています。

人権啓発研修（三田工場）
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■ 従業員数（常勤換算）

社 員 臨時従業員項 目

雇用の状況（2016年3月末現在）

4,525名 916名

16,294名
8,342名

24,636名
4,917名

単 体

連 結 国 内
海 外

■ 離職の状況（2015年度中の退職者）

項 目 合 計30歳
未満

30歳～
49歳

50歳
以上

22名

28名
2.7%
6.3%
3.1%

6名
17名

21名
0.9%
1.5%
1.0%

4名
99名

105名
9.7%
12.0%
9.8%

6名
138名

154名
3.7%
3.9%
3.7%

16名
男 性
女 性
合 計
男 性
女 性
合 計

離職者数

離職率

■ 従業員数の内訳（常勤換算）

一般社員 （     ）合 計 平均
勤続年数 （平均年齢）項 目 管理職※

1,182名

1,197名

15名
2,870名

3,328名

458名
4,052名

4,525名

473名
17.84年

17.54年

14.71年
41.50歳

41.22歳

38.99歳
男 性
女 性
合 計
（全体）

■ 地域別従業員数（連結）

人 員地域名
日本
アジア
北米
中南米
欧州
大洋州
合 計

16,294名

2,810名
36名
602名
23名

4,871名

24,636名

ウェルネス休暇
　当社は、失効する有給休暇を年間5日を上限に最大45
日間、ウェルネス休暇として積み立てることができます。
本休暇は、社員の私傷病による療養や、人間ドック、婦人
科健診といった本人の健康に対する事由のほか、家族の
看護、単身赴任者の帰省、ボランティア活動等の際に取得
できます。2014年度より不妊治療による通院・入院を
取得要件に追加する等、制度の充実に努めています。

選択型福利厚生制度
　当社は、多様化する社員のニーズに対応するため、選択
型福利厚生制度を導入しています。2015年度の旅行、
生活支援メニューの利用実績は、約4,900件に上り、家族
を含め非常に多くの社員に活用されています。

社内地区行事補助
　当社ではスポーツを通じた社内外交流の促進や、事業
所のクラブ活動の活性化を図るため、社員主催のスポー
ツ行事に対して費用補助等を行っています。例年、フット
サル・レガッタ・バドミントン等の大会が開催され、2015
年度は全社で約500名が参加しました。

教育時間総数（年間）

76,657時間

■ 社員教育の実施状況

社員1人当たりの平均時間数（年間）

17時間

■ 新卒採用状況

新卒採用
項 目

大卒（院卒を含む） 高卒
68名

82名
14名

79名

94名
15名

男 性
女 性
合 計

※ 男女を問わず適正な処遇を徹底しており、性別による処遇・給与の差はありません。

福利厚生

　当社はユニオンショップ制のもと、労使間で定期的な
情報共有、意見交換を行っています。特に、年２回開催し
ている労使経営協議会では、各事業の最新の課題、戦略、
方針等を踏まえ、活発な議論を交わすことで会社の持続
的な成長に向けて方向性の共有を図っています。また、
事業再編等の対策についても十分な時間を設け、丁寧に
説明した上で、協議を行っています。なお、組合員数は単
体の直接雇用者(出向者含む)で、３,３５４名、更にグループ
会社の組合員を含めると６,８２３名になります。
(２０１６年３月現在)

労使のパートナーシップ

1.25%
女性管理職比率 ※



全社安全衛生管理基本方針
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安全で快適な職場環境の構築
労働安全衛生

2014年1月に発生した四日市工場における爆発火災事故を厳粛に受けとめ、グループ一体となって、より安全・安心で、心身ともに
働きやすい職場づくりに取り組んでいます。
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　当社グループは、「安全と健康を守ることはすべてに優
先する」を経営の基本理念としています。これは、従業員の
安全と健康無くしては、従業員とその家族の安定した生活
や幸福が実現されず、順調な操業も望み得ない、ひいては
会社の発展もあり得ないという考えに基づいています。

　労使一体となったゼロ災への取り組みを展開するため、
前年発生した災害から当社グループの安全衛生上の課題
を抽出し、その解決に向けて特に取り組むべき項目を管理
重点実施事項として労使協議の上で定めています。２０１５
年は以下を管理重点実施事項と定めており、これらの事項
を基軸として各事業所で労働安全衛生マネジメントシス
テムを展開しています。

　2014年1月に発生した四日市工場爆発火災事故を受
け、同年4月より新たな「ゼロ災プロジェクト」を始動し、休
業4日以上の災害発生ゼロを目標として、当社グループの
安全衛生基盤の強化に取り組んでいます。当社の安全衛
生管理体制は本社安全衛生部を中心として、各カンパニ
ー等には安全担当者が配置され、グループ会社も含め、
所管事業所における安全衛生活動の進捗や問題点等につ
いて、安全衛生部との月次ミーティングで情報共有及び解
決策の協議を行っています。また、カンパニー等の枠組み
を超えた事項については、これら安全担当者が参加する
ゼロ災ワーキンググループ会議において報告、協議等を
行って当社グループ一体となった推進体制を構築して
います。
　他方、各事業所には安全部署長、安全担当者及び安全
指導員が配置され、安全活動の推進役を務めています。
当社グループ全体の安全部署長会議、安全担当者・安全
指導員会議を定期的に開催し、幅広い業種を抱える当社
グループの多様な災害情報や安全活動に関する情報交換
を行い、安全衛生レベルの向上に努めています。

❶ 社長以下管理監督者の『陣頭指揮・率先垂範』のもと、『従業員
の全員参加による安全衛生活動』を実施する。

❷ 全従業員が労働安全衛生法をはじめ、関係法令やマニュアル、
作業手順を順守すると共に、一人ひとりが『決められたことは
必ず守る・守らせる』職場風土を形成する。

❸ 『風通しの良い職場づくり』と『健康づくり』活動を通じて、全従業
員が『心身共に健康で明るく働きやすい職場づくり』に努める。

❹ 『社会の模範となる交通安全活動を推進する』という考えのも
と、交通事故の絶滅を期すため、厚生労働省「交通労働災害防
止ガイドライン」に基づく防止対策を推進すると共に、全従業員
の交通モラルの高揚を図る。

■ 全社安全衛生管理重点実施事項（2015年度）

① 安全な作業の実施
● 明確な安全作業指示の徹底
● 安全指導員や管理監督者の現場
巡視による、作業手順や安全作
業指示の順守状況確認の強化

● リスクアセスメントや危険予知に関する講習、危険
体感教育やヒヤリハットの活用により、リスクに対す
る感受性向上

● 安全衛生法令、所内及び職場の安全ルール、作業
手順書・指示書等の周知・教育及び順守の強化
(「Green/Yellow/Red」制度の活用)

最重重点実施事項
「リスク抽出能力の更
なる向上と安全ルー
ルの順守」

重点実施事項
「労働安全衛生マネジ
メントシステムの適切
な運用による、労働安
全衛生水準の向上」

1. 労働災害の
未然防止

2. 心身ともに
働きやすい
職場づくり

① メンタルヘルスケアの取り組み
の強化

② 人のレベルアップ
● 安全衛生教育の充実と評価・改善

② 従業員の健康保持・増進対策の
推進並びに職場環境改善による
職業性疾病の予防

③ 設備・作業の安全化
● リスクアセスメント結果に基づい
た残留リスクへの対応と機械安
全化の推進

基本的な考え方

推進体制

管理重点実施事項

■ 当社グループ労働安全衛生マネジメントシステム

事業所のサイクル全社のサイクル

A  全社基本方針・重点実施
事項の見直し

外部コンサルタント
による指導

C  改善指示
各事業所活動状況の確認、指導、支援
全社労働災害発生要因の分析

P  事業所の方針・目標・計画
教育訓練計画
設備安全化計画
リスクアセスメント実施計画
作業手順書見直し

D  実施及び運用
従業員教育(座学・危険体感)
設備安全化の実施
リスクアセスメントの実施
作業手順書見直し実施
災害発生時の再発防止実施

A  事業所長による
マネジメントレビュー

C  点検及び是正処置
目標到達度、計画進捗度合
パトロール等で現場現物確認
災害・事故のフォローアップ

D  実施及び運用
人材育成（教育、講習会）
安全監査、災害情報水平展開

P  基本方針・重点実施事項
の策定
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安全衛生活動の展開
リスク抽出能力の更なる向上と安全ルールの順守
● リスクアセスメントや危険予知に関する講習、
危険体感やヒヤリハット活用

　危険体感教育を通じて従業員の危険感受性を向上す
ることは有効な手段のひとつです。一部の直轄事業所、
グループ会社ではそれぞれの事業所内に危険体感設備
を有し、事業所の特徴に応じた教育を実施しています。
危険体感設備を有していない事業所では外部機関を
活用し、危険体感教育受講者の拡充を図っています。
　リスクアセスメントについては、ヒヤリハット、危険予知
活動、非定常作業などをトリガーとして実施し、潜在リスク
を抽出して設備や作業の安全化に努めています。

● 安全衛生法令、所内及び職場の安全ルール、
作業手順書・指示書等の周知・教育及び順守の強化

　安全ルール順守の強化については現場トップ、管理者、
安全指導員による職場巡視を通じて不安全行動や守られ
にくい安全ルールの抽出に努めています。
　更に、2015年1月より国内グループ会社を対象として、
褒賞と警告制度（「Green/Yellow/Red」制度）の運用を
開始しました。協力会社を含め、各事業所で働く全従業員
に対して安全ルールの反復教育を実施したうえで、ルール
違反があった場合には規定に応じYellowカード、Red
カードを違反者本人、場合によっては管理者に対して発行
し、注意喚起や反省文の提出を求める等により、安全ルー
ル順守を徹底しています。他方、重大災害の未然防止、
設備安全化に顕著な働きがあった等、他の従業員に対し
て模範となる行動をとった従業員にはGreenカードを
発行してその優れた行動を広く周知しています。

労働災害の未然防止
● 安全な作業の実施
　作業手順書においては、図、写真の多用、定量的、具体
的な表現を心掛ける等、作業者が理解しやすい記載とな
るよう見直しを実施しています。更に、作業者に当該作業
を手順書に基づき行わせ、他部署を含めた複数名で確認
することにより、記載内容と実作業との整合性の確認、当
事者以外の視点による妥当性を確認する等、作業の安全

性向上に向けて継続的な改善を実施しています。また、
設備の修理、整備、故障対応等の非定常作業時における
危険予知・リスク抽出にも力を入れて作業安全の確保に
努めています。

● 人のレベルアップ
　新規採用者及び転入者の教育や協力会社従業員に対し
ても座学や危険体感等の導入時教育を実施し、また、それ
ぞれの役職階層に応じた安全衛生教育を実施することに
より人材のレベルアップに努めています。

● 設備・作業の安全化
　設備の安全化に向け、設備の新規導入、改造時のリスク
アセスメントを推進する等、設備安全化に向けた取り組み
を図っています。また残留リスクを常に把握し、その低減
に向け計画的に対策を実施しています。

心身ともに働きやすい職場づくり
● メンタルヘルスケアの取り組みの強化
　メンタルヘルス一次予防として、メンタルヘルス研修を
継続的に実施しています。管理監督者を対象としたライン
ケア研修は、本社の臨床心理士が２年で全拠点を巡回で
きるように計画しています。セルフケア研修は、各拠点
より選任された担当者が研修を受講し、各拠点で講師を
務めて全従業員への展開を実施しています。更に、グロー
バル人材教育及び階層別研修においてもメンタルヘルス
研修を実施して、不調者発生の予防に努めています。
　メンタルヘルス二次、三次予防として、メンタルヘルス
不調者へは各拠点の産業医、保健師、看護師、臨床心理士
による面談や相談を継続実施しているほか、復職に関し
ては、外部のリワークプログラムも活用し、円滑な復職、
再休業の防止に努めています。ストレスチェック制度の
施行に対応し、産業医会議や衛生担当者会議を開催し、
会社方針や進め方等を周知徹底し、ストレスチェック制度
を全社で有効に活用できるように支援しています。引き
続き、新規休業者の発生防止、メンタルヘルス不調者の
円滑な職場復帰や再休業の防止を図り、なお一層のメン
タルヘルス体制の構築を進めていきます。
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安全衛生教育センター完成予想図

4
重要課題

安全で快適な職場環境の構築

安全衛生推進体制強化に向けて
リスクアセスメントインストラクター講習の開催
　現場のリスクアセスメント活動の更なる向上を目的とし
て、2015年10月からリスクアセスメントインストラクター
の養成講習を全国規模で開催しました。今後は各事業所
においてこのインストラクターが中心となって製造現場で
のリスク抽出の深化が期待されます。

外部コンサルタントによる安全衛生指導の実施
　過去に発生した災害を解析すると、ハード面（設備面）
及びソフト面（行動面）でのリスクの抽出不足がその要因
のひとつであると考えられます。そこで外部コンサルタ
ントによる安全衛生指導を、直轄事業所・グループ会社に
展開しています。専門家による診断により、普段自分たち
が行っているリスクアセスメント活動では見つけることが
できなかった潜在リスクの指摘を受けました。結果として
現場の安全水準が向上するとともに、従業員の危険感
受性向上にも繋がっています。

安全衛生教育センターの開設
　当社グループの安全衛生教育の中核として、埼玉県
さいたま市の当社敷地内に安全衛生教育センターを建設
することが決定し、2017年１月の竣工に向けて着々と

● 従業員の健康保持・増進対策の推進並びに
職場環境改善による職業性疾病の予防

　従業員の健康は当社にとって不可欠な経営資源である
という健康経営の考えのもと、衛生体制の強化を図ってい
ます。
　2015年８月より定期健康診断後の本社保健師による
巡回保健指導等を行い、疾病の早期治療及び生活習慣病
に関する生活改善指導を行いました。なお、継続指導が
必要なケースには、本社よりメールや電話を活用してフォ
ローを継続しています。今後は、テレビ電話も活用し、引
き続き保健指導を推進していきます。更に、「保健だより」
を定期的に発信し、従業員の健康意識向上に取り組んで
います。
　職業性疾病の予防のために、有害物質関連業務の管理
については、危険物（劇物、毒物、化学物質）の管理・ばく
露防止の徹底等に取り組んでいます。2015年より引き続
いて労働安全衛生法改正に伴う化学物質のリスクアセス
メントに向けて対策を進めています。

準備を進めています。同センターには危険感受性向上を
目的とした危険体感設備や、当社グループの過去災害
情報及び事例から得られる教訓を紹介し、類似災害の
防止を目的とする映像設備を設け、法令教育や衛生教育
を行う施設とする予定です。
　２０１６年４月に組織としての安全衛生教育センターが
発足しており、危険体感教育の要となるインストラクター
の養成を進めています。

安全活動表彰制度の制定
　年間を通じて安全に係る改善活動等が特に優れ、当社
グループの模範となる団体、個人に対し表彰する制度を
発足させ、２０１６年４月に第1回目の表彰を行っています。
本年表彰された団体及び表彰理由は以下の通りです。今
後はこれらの優れた活動をグループ会社全体に積極的に
展開することで安全文化の醸成が期待されます。

最 優 秀 賞

ＫＹ（危険予知）深耕化の取り組み九州工場

自主安全活動としての
ＡＴ（Ａｃｔ Ｔｒａｉｎｉｎｇ）訓練の実践明石製作所

優 秀 賞

年間完全無災害の達成三菱マテリアル
電子化成（株）
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再発防止に向けて
　当社は、２０１４年１月９日に四日市工場で発生した爆発火
災事故の重大さを真摯に受け止め、二度とこのような悲惨
な事故を起こさないための全社を挙げた取り組みを継続
しています。
　まず、本事故が発生した熱交換器整備作業の安全性を
確保するため、作業方法と設備の両方について、事故調査
委員会の確認を得た再発防止策を実施しました。事故の
引き金となった作業を遠隔操作で行えるようにし、防護壁
も備えた専用の洗い場（機器整備場）を２０１４年１２月に完
成させ、２０１６年6月までに熱交換器１０台の整備を安全に
完了しています。
　次に、安全文化の醸成を目的とし、四日市工場において
発生しやすい１１種類の危険を体感できる「危険体感教室」
を2015年１１月に新設しまし
た。2016年４月までに、同工
場の全従業員が危険体感教
室での教育プログラムを受
講しています。また、安全確
保に重要な役割を担う協力
会社の方々にも、工場の安全衛生委員会へ出席していた
だき、安全に関する情報共有を図るほか、上記の危険体感
教育も進めています。
　四日市工場では、本事故発生以降無災害を継続してい
ますが、今後も更に身を引き締めて安全活動に取り組み
ます。
　なお、本事故を決して風化させないよう、１月９日を
「安全誓いの日」と定め、安全集会を開くとともに、事故
発生現場において慰霊式を行っています。

　２０１５年の安全成績は、全体の罹災者数は過去3年と比
べて減少傾向にありますが、休業災害以上の罹災者数は
3名（前年は10名）、災害度数率は0.27でした。
　なお、２０１５年のグループ会社(主な製造会社22社)に
おける安全成績は、休業災害以上15名、不休業災害47
名、災害度数率0.82でした（暦年ベース）。

危険体感教室（四日市工場）

■ 安全成績の推移（単体）

06 07 08 09 10 11 12
※ 暦年での集計値です。微傷災害は含みません。

［罹災者数］ ［度数率］
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安全成績 四日市工場爆発火災事故後の
再発防止への取り組み

高い“安全文化”を持つ
企業グループを目指して

執行役員
安全衛生部長
福島 重光

　「安全文化」という言葉は、チェルノブイリ
原発事故の原因究明を契機として生まれま
したが、現在では「災害の減少を図るために、
危険性等の調査により機械設備や作業によ
る危険を無くしていくことや、職業生活全般
を通じた安全教育の徹底を図ることなどに
より、労働者の安全と健康を最優先する企業
文化（厚労省ＷＥＢサイトより・一部略）」と
解説され、幅広い産業分野で使われるように
なりました。

　私たち三菱マテリアルグループは、環境・品質・安定生産と並ん
で、災害や事故の起こらない安全に配慮した「ものづくりの技術」で
グローバルに競合していかねばなりません。このミッションを遂行
するためには、それぞれの職責に対して「決められたことを愚直に
全員が実践する」ことが求められます。そして公正で信頼できる
風通しの良い組織・人間関係のもと、危険や不具合を早期に発見し
適切に対処改善することを習慣化していく必要があります。

　2017年1月竣工予定の「安全衛生教育センター」は、グループ
の安全衛生教育を深化していく上で重要な施設になると期待して
おり、グループの安全文化を同センターから発信していくという
気概を持って準備を進めているところです。

　四日市工場での重大災害をはじめ過去の教訓を活かし、全ての
従業員の安全と健康を最優先し、防災保安面でも安心な三菱マテ
リアルグループとして、お客様や各事業所地域社会からご信頼を
いただけるよう、さまざまな取り組みを進め、より高い「安全文化」
を持つ企業グループを目指します。

VOICE

1月9日

■ 事故以後の主な経緯

三菱マテリアル（株）四日市工場第1プラントで
爆発火災事故が発生（死者5名、負傷者13名）

1月17日 社外の学識経験者と社内専門家による
事故調査委員会を設置
以後、5ヵ月間にわたり計7回の委員会を開催

5月 「四工安全文化再構築プロジェクト」を発足

6月12日 事故調査委員会が最終報告を取りまとめ、公表

6月30日 操業の安全の確認を経て、四日市工場の操業を再開

12月 新たに機器整備場の設置を完了
以後、整備作業を安全に実施

11月

2014年

2015年 危険体感教室を新設
以後、当社従業員及び協力会社従業員の教育を継続



O U R  F O C U S 2
第7回
ステークホルダー
ミーティング

　社外有識者の視点で当社の取り組みを客観的

に検証し、いただいたご意見をCSR活動に活か

すことを目的に、ステークホルダーミーティング

を開催しています。

　７回目となる今回は、2014年の四日市工場

爆発火災事故を教訓として、当社が推進している

“重大労働災害の根絶に向けた取り組み”をテーマ

に、労働安全衛生分野に豊富な知見を持つ有識者

をお招きしました。
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飯田 修
近藤 比呂志
木村 光
小出 正登
長谷川 隆一
寺澤 眞悟
手計 昌之
松野 芳夫

常務取締役（金属事業、安全衛生、生産技術担当）

常務執行役員（資源・リサイクル事業、環境・CSR担当）

常務執行役員（総務、人事、安全衛生担当）

安全衛生部長

生産技術部長

安全衛生部安全衛生室長

経営企画部部長補佐

環境・ＣＳＲ部長（事務局）

■ 三菱マテリアルグループ参加者

JAビル内会議室（東京・大手町）■ 開催場所

後藤 大介 氏 （株）アイディアシップ  代表取締役
■ ファシリテーター

※部署名・役名は開催当時のものです。

２０１6年2月24日（水） １5：0０～１8：0０■ 開催日時

重要なご指摘として私たちが受け止めた点

常務取締役
金属事業、安全衛生、
生産技術担当
飯田 修

常務執行役員
資源・リサイクル事業、
環境・CSR担当
近藤 比呂志

常務執行役員
総務、人事、
安全衛生担当
木村 光

“人”と“設備”両面からの対策が重要。
リスク感性を磨く教育に期待。

　御社の取り組みについて、次の3点
を評価します。第一に、事故の原因
究明を徹底し、具体的な施策に繋げ
ていること。第二に、ゼロ災の概念・
目標を、「休業4日以上の災害ゼロ」
と明確な実現可能なレベルで設定し
ていること。第三に、安全教育への注力です。中でも、「安全
衛生教育センター」新設は優れた取り組みだと思います。
　安全対策は、“人”が設備をいかに安全に使うかという「パー
ソナルセイフティー」と、“設備やプロセス”にどんな危険が
潜んでいるかという「プロセスセイフティー」との両面から取り
組むことが必要です。
　“人の側面”については、体感教育等を通じ何が危険かを
深く認識させるとともに、他社で起こったインシデントから、
自らの現場リスクを発見できる「リスク感性」を育てることが
大切です。また、近年、事故原因の３分の２が「変更管理の不備」
に起因しており、ルール・プロセスの意味が正しく理解されな
いと、安易に条件が変更されて事故に繋がります。設計基準や
条件設定の根拠を語り継ぐ努力も欠かせません。
　また、本質的な部分で安全を確保するためには、“設備・プロ
セスの側面”について、技術・研究部門と生産部門が連携し、
安全レベルを引き上げることが大切です。ヒューマンエラーが
あってもカバーできるように、設計段階からのリスク低減対策
が重要です。
　最後に、現場で最も重要な製造現場のライン長クラスに余裕
がないと安全対策は機能しません。現場責任者の負担軽減
も大きな課題だと思います。

重大労働災害の根絶に向けて
～  四日市工場の事故を教訓として ～

東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科特任教授

中村 昌允 氏
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● 重大労働災害を根絶するために、安全に関するトップのメッセージを発信し続けること。
また、その本気度や熱い思いを精神論や掛け声だけでなく、人材や予算の投入といった分かりやすい形でグループ全体に伝えること。

● “人の教育”と“設備・プロセスの改善”、両面からの安全レベルの向上が必要であり、教育については体感教育を通じ危険感受性を高める
とともに、外部機関の活用も含めた専門的知識の醸成・蓄積が欠かせないこと。

● 過去の重大事故の教訓を共有し、再発防止に繋げる取り組みを各現場で徹底・浸透させるとともに、優秀な事業所の取り組みをグループ
に展開していくこと。

● 安全対策を機能させるためには、業務が集中する製造現場の管理監督者クラスの負担軽減に配慮すべきこと。

● 現場で働く協力会社の方々に対しても十分配慮し、「構内一体運用」を図ること。

安全対策を投資と捉え、
本気度の継続発信を。

　四日市工場での事故以降、御社が
さまざまな施策をスピーディーに
展開されていることを評価したいと
思います。
　経営層としては、矢継ぎ早に進め
ることによる現場の負担感や施策
の効果などを案じられるかもしれませんが、成果は簡単に
出るものではありません。資金と人材の投入も含め、会社を
挙げてグループ全体の安全衛生活動の強化に本気で取り組
んでいるという熱いメッセージをトップ自らが発信し続ける
ことが大切です。
　一般的に、安全対策の設備投資はコストと捉えられがちで
すが、将来に向けた投資だと考えて、積極的に予算を確保する
ことが必要です。現場の総括安全衛生管理者である工場長
クラスの方が、「緊急度・重要度の高いリスクなら、何としても
予算を取る」と言って、経営の本気度を示し、現場の方々を
応援していただきたいと思います。
　また、安全衛生活動に関する取り組み指標を人事評価に
加えることも検討してはというお話がありましたが、女性の
活躍推進が人事評価に加えられる時代ですので、安全面の
評価についても大いにご配慮いただきたいと思います。
　教育についてですが、自己流だけで推し進めると、やらされ
感やマンネリ感に陥るリスクもあります。外部のさまざまな
機関も活用すれば、異業種や同業他社との情報交換もでき
ますので、ぜひ多面的に進めていかれることを期待します。

優秀事例の横展開と「構内一体運用」で、
グループ全体の安全強化へ。

　私は御社の安全衛生活動を社外の
立場からサポートしている関係で、
直島製錬所、三菱伸銅（株）三宝製作
所等の優れた取り組みについて知る
機会がありますが、事業所ごとに意
識や取り組みレベルにかなり差があ
るのではないかと感じることもあります。御社では、2016年度
から「安全表彰」を実施されるということですが、頑張ってい
る現場の取り組みを更に延ばすとともに、グループ全体での
安全を更に強化するため、ぜひ優秀事例を横展開していただき
たいと思います。
　また、四日市工場の事故後、安全文化の醸成、人の育成、
「安全誓いの日」等、充実した取り組みを推進されていますが、
こうした経営層の真剣な思いをグループ全体に十分に浸透さ
せるためには、社員のみならず協力会社の方々を含めた「構内
一体運用」が重要です。各現場には協力会社の方たちが多く働
いていますので、取り組みを強化していただきたいと思います。
　加えて、各現場におけるリスクアセスメントでは、インストラ
クターの養成にも注力されていますが、リスク抽出力や低減
対策を強化するためにも、幹部の方々がリスクアセスメントを
経営課題として取り組み、特にリスク低減対策について本質
対策や工学的対策を優先する対策を一層進めることが重要で
はないでしょうか。
　更に、他の事業所で起こった事故情報に学ぶため、自発的に
考え、自ら情報を取りに行くような積極的な人材、国際的な
基準を踏まえた考え方をリードできる人材をぜひ育てていただ
きたいと思います。
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働
安
全
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勝どき法律事務所 弁護士（元 厚生労働省中央労働委員会事務局長）   

北井 久美子 氏
労働安全・衛生コンサルタント（元 厚生労働省京都上労働基準監督署長）

竹田 良二 氏



　当社は総合素材メーカーとして、バリューチェーン全体
で、多くのお取引先との協働・共生を図り、付加価値を高
めながら、「製品の安定供給」や「製品の競争力強化」に向
けたグローバル調達を進めています。
　機会損失を減らし、操業を安定化するためにも、安定調
達が重要であり、公平・公正な取り引き、腐敗防止、法令
遵守、人権等に配慮しながら、お取引先との協力関係づく
りを目指しています。

原料調達における取り組み
　当社は多くの天然資源を原料として世界各国から調達
することから、特に原産国、調達先地域への配慮、環境保
全や先住民の方々の人権、雇用労働問題等、持続可能な
開発への取り組みが非常に重要であると認識しています。

海外鉱山等からの調達時に求められるCSR
　銅精鉱については、出資先である海外鉱山からの買鉱
中心の調達を行っており、直接鉱山経営を行わないノンオ
ペレーターの立場ではありますが、ICMM（国際金属・鉱
業評議会 ⇒ 　　 ）にも参加し、グローバルな調達活動を
する企業として責任を果たしていきたいと考えています。

人権や環境面を含む地域コミュニティーへの配慮
　当社は一定規模の権益を有する鉱山に人員を配置し、
アドバイザリー・コミッティーに参加する等、先住民の方々
や地域コミュニティーとの対話を重視しています。
　また、金属事業カンパニーはCSR調達基準・投融資基
準の運用や定期的なアンケート調査等により調達先の実
態把握に努め、必要な場合は改善を申し入れる等、グロー
バルなサプライチェーンにおける環境影響の低減に努め
ながら、人権侵害に加担することのないよう、取り組みを
強化しています。

P.70

　当社では、グローバルなサプライチェーンにおけるCSR
課題に対する組織的対応を強化するため、2009年6月に
「物流資材部門CSR調達ガイドライン」を策定し、お取引先
への周知を開始しています。　　  本ガイドラインは、下
記の通り、当部門自らが守るべき責任を明確にした「調
達基本方針」と、お取引先に遵守をお願いする「ＣＳＲ調達
基本基準」により構成しています。
　また、各社の遵守度をモニタリングするため、2016年
4月からは、継続的なお取引先や新規に取り引きを開始
するお取引先を対象に、従来の品質、価格、納期等の必須
項目に加え、児童労働・強制労働や、不当な低賃金労働を
行っていないか、環境に悪影響を及ぼしていないか等、
より具体的なＣＳＲ評価項目を加えた
新たな基準により、審査・評価を実施
しています。
　なお、この審査・評価に先立ち、お取
引先に対し「サプライヤーセルフチェッ
クシート」を用いた自己評価の実施に
ご協力をいただいています。
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5
重要課題

責任ある原材料調達
バリューチェーンにおける責任

当社は多くのお取引先のご協力を得て、グローバルなサプライチェーンの中でCSR調達ガイドラインに基づく調達活動を行って
います。また、紛争鉱物問題や海外鉱山開発地域の人権や環境に配慮した調達に努めています。

基本的な考え方 鉱山からの原料調達における取り組み

物流資材部門・
CSR調達ガイドラインの運用

物流資材部門 CSR調達ガイドライン
【調達基本方針】
1. 門戸開放・公正な取引
2. 法令及び企業倫理の遵守
3. 安全衛生・環境保全・
地球温暖化対策

4. 人権尊重
5. 情報セキュリティ

【ＣＳＲ調達基本基準】
1. 人権尊重
2. 法令及び企業倫理の遵守
3. 安全衛生
4. 環境保全
5. 情報セキュリティ
6. 製品の品質・安全性の確保

サプライヤー
セルフチェックシート

T O P I C S

　鉱山経営においては、地域住民の方々のご理解が非常
に重要です。当鉱山では、地域住民の方々との交流の機会
として、毎年、ブリティッシュコロンビア州鉱業協会ととも
に「マイニングデー」を開催しています。当日は鉱山のある
プリンストンの町中心部の広場に会場を設けて鉱山の紹介
を行ったり、地域住民の方々を鉱山現場に招待して見学ツ
アーを行う等、幅広い地域の方々に鉱山やその操業内容に
ついて理解していただく取り組みを継続しています。また、
地元先住民団体と協定
を結び、先住民の方々の
雇用に配慮する等、関係
政府機関の協力のもと、
地域コミュニティーとの
結びつきを重視した施策
をとっています。

カッパーマウンテン鉱山（カナダ）における取り組み

地域住民の方々で賑わうマイニングデー
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　2010年7月、米国「金融規制改革法」（ドッド=フランク
法）が成立し、紛争が絶えないコンゴ民主共和国（DRC）及
びその隣接国原産の鉱物が、人権侵害や暴力行為を行う
反政府軍の武装資金源となることのないよう、米国上場企
業に対し、金、錫、タンタル、タングステンの４鉱物を「紛争
鉱物」として、その使用実績の有無や原産国の開示義務を
課す規制が制定されました。
　当社グループでは、金、錫、タングステンの３鉱物の
製錬事業に関わることから取り組みを強化し、2013年に
本問題に関する全社方針を策定し、当社WEBサイトで
開示しています。

金属事業カンパニー（金、錫に関する取り組み）
　当社金属事業カンパニーでは、2011年6月からEITI＊１

が進める「鉱物資源に関わる資金の流れの透明性確保に
向けた活動」に支援表明をしてきました。
　紛争鉱物問題に関しても、2013年8月以来、LBMA
（ロンドン地金市場協会）＊2から、「金」に関する紛争鉱物
不使用の認証を毎年継続取得しています。また、2014年
2月からは、「錫」に関するEICCのCFS認証＊3を毎年継続
取得しています。 データブック P.18

紛争鉱物問題への取り組み「金属事業カンパニー CSR投融資基準」の概要

【基本的人権の保護】
事業による影響を受ける人々の基本的人権の保護、地域
住民に関連する問題についてステークホルダーとの協議
紛争地において人権侵害が懸念される武装集団などに直
接的、間接的に関与していないこと

【鉱業と保護地区】
文化・自然遺産への影響、事業のあらゆる段階における
生物多様性リスクの特定・評価、影響緩和策の立案・実施

【鉱業と先住民】
先住民の社会・経済・環境・文化及び権利に対する理解と
尊重、先住民に配慮した社会影響評価、適切な補償

【地域住民との関係】
地域住民との紛争・訴訟の有無、事業計画に関する地域
住民との協議・対話の実績

【環境保全】
環境影響評価（EIA）実施と許認可、鉱山の開発・運営にお
ける環境負荷低減の具体的な方針

【鉱物資源と経済発展】
地域及び国レベルでの持続可能な経済発展

「金属事業カンパニー CSR調達基準」の概要

【環境パフォーマンスの継続的な改善】
● 継続的な改善を重視した環境マネジメントシステムの
導入・運営

● 鉱山の開発・運営における環境負荷の低減
● 自然保護区域への配慮、生物多様性の保護
● 環境問題に関するステークホルダーとの協議

【労働安全衛生の継続的な改善】
● 継続的な改善を重視した労働安全衛生マネージメント
システムの導入

● 従業員及び業務委託業者の労働災害の防止、地域住民
を含めた疾病の発生予防策

【基本的人権の保護】
● 強制労働、児童労働の防止
● ハラスメント、不当な差別の排除
● 強制的な住民移転の回避・補償
● 先住民の保護
● ステークホルダーからの苦情、紛争の管理・記録
● 紛争地における人権侵害が懸念される武装集団などへ
の直接的、間接的関与の排除

T O P I C S

　タングステンの製錬を行うグループ会社の日本新金
属（株）では、早くから中国の調達先製錬会社に直接
出向くなど、紛争鉱物不使用の外部認証取得に向けた
働き掛けを行いました。
　また、日本新金属社自身も認証取得に向けた準備を
進め、2014年4月に
「紛争鉱物マネジメ
ント方針」を策定し、
同年12月には、「タ
ングステン」に関する
CFS認証を取得して
います。

加工事業カンパニー
（タングステンに関する取り組み）

＊1 Extractive Industries Transparency Initiative（EITI）採取産業透明性イニシアチブ　http://eiti.org/
＊2 The London Bullion Market Association（LBMA）ロンドン地金市場協会　http://www.lbma.org.uk/responsible-gold
＊3 Electronics Industry Citizenship Coalition（EICC）電子業界行動規範　「Conflict-free Smelter Program」で外部認証取得を提唱　http://www.eiccoalition.org/　　　



サプライチェーンでの品質管理
（ 三菱マテリアルトレーディング（株））
　当社グループのジュエリーブランド『MJC』では、リーズ
ナブルで信頼性の高い商品をお客様にお届けするため、
原料・素材の生産から製品加工、流通に至るサプライ
チェーン全体での品質管理を徹底しています。
　紛争ダイヤモンド対策としての「キンバリープロセス＊」は
もちろん、ワシントン条約への適合確認、金属アレルギー
対策の徹底、トレーサビリティの確保
等、当社グループの「宝飾品質ルール
ブック」を策定し、約120社のお取引
先への啓発活動や、品質ルールを守
っていただくための「品質ミーティン
グ」を東京と甲府（山梨県）で各年１回
開催し、サプライチェーン全体で信頼
性を高める活動を行っています。

海外製造拠点における品質改善活動
　加工事業カンパニーは、11の海外製造拠点を有し、国
内事業所と連携して高品質な製品の製造に取り組んでい
ます。例えば、タイのMMCツールズタイランド社は、切削
工具製造のための4つの工場があり、設備保全、生産技術、
品質管理等について、国内の事業所と強力な連携体制を
構築しています。品質管理に関しては、工程内検査とは別
に工程間にゲートを設け、品質担当者が全数検査して合格
にならないと次工程に流さない仕組み（QCゲート）を作
り、そこで発見した不良に対して、現地マネージャーと日
本人スタッフが定期的に原因と対策を協議しています。当
社グループは、事業所間の連携を更に強化し、国際競争力
のある製造拠点へともに成長していきます。
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品質ミーティング

＊ 紛争の資金源となっているダイヤモンド原石の違法取引を阻止する国際
認証制度。日本は2003年1月より制度を導入。この原産地証明が無い
場合には参加各国（約81ヵ国）への輸出入ができなくなるほか、消費者
は小売店に対して購入する商品が紛争ダイヤモンドでないことの証明を
求めることができる。

宝飾品質ルールブック

ホルダー工場の検査ブース、すぐ横がQCゲート

5
重要課題

製品の品質と安全
バリューチェーンにおける責任

お客様に安心してお使いいただける安全で高品質な製品を提供するために、当社は全社品質方針を定め、ISO9001に基づく
品質マネジメントシステムを品質管理・品質保証の基本とした全社品質活動に取り組んでいます。

品質管理と全社品質活動
品質管理・保証体制
　当社は、設計・開発の段階から製造・出荷に至るまで、
品質保証体制を確立し、製品の安全性・信頼性に十分
配慮することを「行動指針」に掲げています。そのうえで、
お客様に満足していただける一級品の製品を提供する
ことを旨とする全社品質方針を定め、ISO9001に基づく
品質マネジメントシステム（QMS）を品質管理・品質保証
の基本として、全社品質活動を推進しています。
　そのため品質基本規定に、生産技術部の品質マネジメ
ントグループ及び各カンパニー等8部門の品質連絡担当
者からなる品質連絡会を設置するよう定め、体制の強化
に努めています。四半期ごとに実施する品質連絡会で、
グループ会社を含む各カンパニー等の品質活動状況の
報告を受けて、レビューや情報共有を行い品質問題の
発生防止に取り組んでいます。
　また、ISO9001の2015年版改定については、講演会・
品質ミーティング等で情報発信を行い、各カンパニー等の
支援業務を行っています。
　なお、これらの取り組みによリ、2015年度は製品の
安全や製品・サービスの提供において、リコール・製造物
責任等の法律違反による行政処分等はありませんでした。

全社品質ミーティングの実施
　当社品質マネジメントグループでは、品質管理の徹底に
向け、各カンパニー等の課題をフォローするために品質管
理担当者と定期的に品質ミーティングを行い、品質管理に
関する最新動向の把握に努めています。これに加え、重点
管理を行っているグループ会社１２社を含む２９の事業所
に出向き、品質活動の取り組み状況を確認するとともに、
優良事例の収集を行い他の事業所への展開を図っていま
す。また、ISO9001の改定動向や最新の化学物質法規制
等についての情報を提供しているほか、品質ミーティング
での要望に基づき、講
習会や内部監査員教
育を行い、各事業所で
の品質マネジメントシ
ステム改善活動の支援
に努めています。
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　当社は、メーカーとして安全で高品質な製品をお客様に
お届けするため、法令・規制の遵守はもとより、予防的ア
プローチの観点からも、製品の品質や安全性に関するさ
まざまな取り組みを行っています。また、当社では「製品
有害化学物質管理規定」を定め、グループ会社を含め、有
害物質を含む製品を出さないことはもちろん、お客様に
対しては適時適切な製品情報開示に努めています。

開発試作段階での影響評価
　当社では、研究開発のテーマ調査、機能試作、製品試作、
事業化に至る4つの段階で詳細なRDR（研究開発レビュー）
を行っています。有害化学物質等の使用有無の確認、顧客
の要求事項への適合性と法令対応等についてはこの初期
段階から精査し、製品の安全性を第一とした開発に取り
組んでいます。

製品に含まれる化学物質の管理
　当社では、「製品有害化学物質管理規定」を定め、製品
に含まれる化学物質の管理強化と法令・規制の遵守を進
めています。ＲＥＡＣＨ規則＊1については、2016年6月まで
に8物質の登録を完了しており、引き続き登録手続きを進
めています。また、韓国・台湾の化学物質関連法規制に対
応するための体制も確立しており、今後も、その他の国々
の法規制に対応を図るため、情報収集と体制づくりに努め
ていきます。改正化審法＊2に基づく対象物質については、
2015年分の届出を2016年6月に完了しました。
　グループ会社に対しては、品質連絡会・品質ミーティン
グを通じ最新の情報を発信し、これらの法規制に対応する
よう指導しています。
＊1 ＲＥＡＣＨ規則…ＥＵ域内で製造・域内に輸入される化学物質の登録・評価・
     認可・制限に関するＥＵの法律
＊2 改正化審法…化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を
     改正する法律

安全情報の提供
　自社製品の安全に関する情報を提供することは、サプ
ライチェーンにおける製品安全を確保するうえで非常に
重要です。当社では自社製品に対して安全データシート
（SDS）を添付し、化学物質情報の開示・伝達を確実に
実施しています。

輸送上の安全確保
　輸送上安全配慮を必要とする硫酸等の製品の輸送に際
しては、①他の物質との混載を避ける ②充填・荷下ろし時
の保護具着用 ③容器からの漏洩・飛散防止 ④災害発生
時の処置等を明記したSDSを運転手に託す、等により、
輸送上の安全確保に努めています。

製品の安全性

T O P I C S

　三菱マテリアル電子化成（株）が製造・販売している
フッ化水素酸は、半導体や液晶パネル製造工程、冷媒
製造原料等に使用されています。
　同社の原料、製品の多くは医薬用外毒物・劇物に
指定されており、取り扱いには細心の注意が必要です。
製造工程においてハード、ソフト両面で安全に取り扱う
だけでなく、輸送業者と定期的な講習会を行い、製品
を顧客にお届けするまでの安全体制の構築にも力を
入れています。

フッ化水素酸の安全な取り扱い

フッ化水素酸輸送業者との定期講習会
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ステークホルダーとの関係構築の考え方と主なコミュニケーション方法
　当社グループでは、ステークホルダーの皆様との対話を通じ、当社グループに対する期待・要請を事業戦略・活動に
取り入れていくことが、持続可能な企業経営を進めるうえで重要であると考えています。コミュニケーション機会の充実を
図りながら、ステークホルダーの皆様の視点をこれまで以上に経営に活かすよう努めています。

地球環境／将来世代

環境保全に向けた
幅広い対話・協働
環境保全に向けた
幅広い対話・協働

三菱マテリアルグループ

●   産学連携による研究・教育活動
●   NPO活動の支援、意見交換
●   災害支援活動での協働
●   ステークホルダーミーティング
●   アンケート調査等への回答

●   循環型社会構築に向けた多角的な対話と協働
●   EMSに基づく環境保全活動に関する情報開示・対話
●   国内外における生態系等、環境調査
●   社有林の持続可能な管理運営をめぐる交流
●   環境保全技術の開発・活用における幅広い協働

●   セメント協会、日本鉱業協会、
日本地熱協会等を通じた取り組み

●   戦略的都市鉱山の実現に向けた
企業連携組織への参画

●   ICMM（国際金属・鉱業評議会）における活動
●   日本経団連による幅広い活動への参画

●   IRポリシーに基づく情報開示
●   株主総会、経営説明会
●   決算説明会、投資家向け説明会
●   SRI調査機関との意見交換・
  アンケート回答
●   WEB、IRツール（株主通信、
  アニュアルレポート等）

●   技術提供等による国家プロジェクトへの参画
●   エコタウン事業等による環境施策への参画
●   官公省庁の研究会・検討会
●   各種認定・表彰等

●   アンケート・調査
●   自己申告制度
●   社員相談室、ホットライン

●   労使協議会
●   多様化推進タウンミーティング
●   グループ報

●   地域に根差したさまざまな社会貢献活動
●   社員のボランティア活動
●   開発地域等における地域との対話
●   地域の課題解決への支援
●   除染事業における事前合意形成

非営利組織
（教育・研究機関、NGO・NPO）

地域社会

適時適切な情報開示、
経営をめぐる対話
適時適切な情報開示、
経営をめぐる対話

社会的要請をめぐる
対話と連携
社会的要請をめぐる
対話と連携

信頼関係の構築と
発展への貢献
信頼関係の構築と
発展への貢献

社 員

株主・投資家

一人ひとりの
人材価値の向上
一人ひとりの
人材価値の向上

お客様

顧客満足度向上を
重視した事業活動
顧客満足度向上を
重視した事業活動

公正で公平な
取引と協働
公正で公平な
取引と協働

●   主要取引・調達先との意見交換会
●   災害支援活動での協働
●   CSR投融資基準・CSR調達基準の
  運用を通じた海外鉱山での人権・環境
  配慮拡充
●   CSR調達ガイドライン等、
  当社方針浸透に向けた協働
●   物流効率化、モーダルシフト、
  リサイクルでの協働

お取引先
（調達先）

行 政

良好で健全な関係の
維持、政策への協力
良好で健全な関係の
維持、政策への協力

●   お客様相談窓口、電話技術相談室
●   製品の安全、環境対応に関する情報提供
●   各種展示会等での意見交換
●   お客様満足度調査
●   技術サポート活動

業界団体／経済団体

社会的課題の
解決に向けた連携
社会的課題の
解決に向けた連携

6
重要課題

ステークホルダーとの関わり
ステークホルダーコミュニケーション

当社グループでは、CSR活動方針に「ステークホルダーとの対話強化」を掲げています。多様なコミュニケーション機会を設け、
相互理解を深めながら、ステークホルダーの皆様の声を経営に取り入れていきたいと考えています。
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適切な経済的価値配分に努める
　当社は多岐にわたるステークホルダーの皆様との関わ
りの中で事業収益を上げ、経済的付加価値を生み出して
いますが、その付加価値をステークホルダーへ適切に
配分することが、社会的責任を果たすうえで重要であると
考えています。

2015年度の経済的付加価値
　2015年度の当社単体における収入は7,803億円で
した。ここには、製品・サービスの販売による売上と、投資
配当を含む営業外収益、そして特別利益が含まれてい
ます。また、主にお取引先への支払である事業コストは
6,908億円でした。
　事業活動を通じて生み出した付加価値は、総収入から
事業コストを引いた895億円となりました。

付加価値の配分状況
　従業員への配分である、法定福利費と年金を含む人件
費は、388億円です。
　金融機関等の債権者には、資金借入等の利息として、
32億円が配分されています。
　社会・地域への配分は、政府を通じたものと、自社の
社会貢献活動の一環として行ったものとがあります。政府
に対しては、会計上の法人税と経費で負担している租税
公課の合計で141億円を納付しています。また、寄付金や
施設開放、従業員の役務提供等を含め、社会貢献活動とし
て約3億円を支出しています。
　株主（国内外の法人及び個人）への配分である支払配
当金は、総額で131億円です。
　なお、将来に向けた投資や備えに充当する内部留保は、
199億円となりました。

海外事業における現地への貢献の考え方
　当社グループは、海外で事業活動を行うにあたって、
まずその国の国情や国民性を理解し、企業市民として
現地に溶け込むよう努めています。海外事業で得た利益
はできるかぎり現地に再投資して事業を成長させ、地域の
持続的な発展に貢献するよう努めています。

■ ステークホルダーへの経済的付加価値の配分（2015年度、単体）★

従業員 
38,836

債権者 
3,185

政府 
14,141社会一般 

317

株主 
13,102

内部留保 
19,900

付加価値
（収入－事業コスト）
89,480
（百万円）

年金の拠出
　退職一時金に係る債務は382億円、確定給付型年金に
係る債務は436億円です。このうち546億円（カバー率
66.7%）を年金資産として社外の基金に拠出しています。
更に92億円を退職給与引当金として費用化処理し、残り
180億円は未認識債務となっています。年金の未認識債
務については10年間で均等償却する予定です。

政府から受けた財務的援助
　政府から受けた補助金や助成金等は5億円でした。
なお、政府による当社及び当社グループ会社の株式保有
はありません。

収入

ステーク
ホルダー分類 金額

（百万円） 内容／算出方法

お客様・
お取引先 売上高・営業外収益・特別利益

支出

お取引先

従業員 人件費（法定福利費、年金を含む）

債権者 支払利息

政府 税金（法人税、経費として負担している
租税公課）

社会一般 寄付金等※

内部留保 当期純利益から支払配当金を
差引いた金額

株主

780,273

690,793

38,836

3,185

14,141

317

19,900

13,102 支払配当金

※ 寄付金に加え、現物寄付、施設開放、従業員の役務提供等を日本経団連方式により
　 金額換算して算定

事業コスト（売上原価及び一般管理費
のうち、人件費・租税公課・寄付金を
除いた金額）

ステークホルダーへの経済的価値配分
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株主・投資家との対話
ステークホルダーコミュニケーション

当社は株主・投資家の皆様に、当社事業をご理解いただき長期にわたってご支援いただけるよう、株主総会や各種説明会、
IRツールを通じて適時適切な情報開示を進めています。
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■ 2015年度IR活動実績

2015年度実績回数項 目
機関投資家個別ミーティング
海外IR（欧州、米国、アジア）
機関投資家向け工場見学会
機関投資家向け事業説明会
機関投資家向け決算説明会

262
24
4
1
4

投資家向けの説明会
　当社では、機関投資家･証券アナリストの皆様を対象に
四半期決算発表の都度、決算説明会を実施しています。
　説明会では決算内容及び経営方針等の説明を行うとと
もに、参加者からのご質問・ご意見をいただき、経営陣に
フィードバックする等、IR活動に反映しています。また、国内
外で、随時工場説明会を実施しているほか、機関投資家･
証券アナリストの皆様との個別ミーティングを実施し、
事業戦略等の説明や活発な意見交換等、積極的にコミュ
ニケーションを図っています。
　個人投資家の皆様に対しては、2009年度より、個人投
資家向け説明会に参加し
ています。今後も投資家
の皆様にさまざまなIR活
動を積極的に行い、情報
開示を進めていきます。

決算説明会での説明（竹内社長）

株主総会
　当社では、毎年開催する定時株主総会を、株主の皆様と
当社の経営トップとが直接対話する貴重な場として捉えて
います。そのため、株主の皆様が株主総会における報告
事項及び決議事項について事前に十分検討いただけるよ
う、招集通知を早期に発送し、当社WEBサイト等でも開示
しています。2012年からは、当社WEBサイト等での開示
を早期化し、また役員報酬等の決定に関する方針やコー
ポレート・ガバナンスの状況等も事業報告の内容として
記載する等、引き続き情報開示の充実に努めています。
　更に、書面に加えてインターネットによる議決権の行使
を可能としているほか、国内外の機関投資家向けの議決
権電子行使プラットフォームにも参加しています。
　株主総会当日には、議事の内容を分かりやすくご説明す
るため、映像やナレーションを用いています。また、各決議
事項に対する議決権の行使結果を、株主総会終了後当社
WEBサイト等で公表しています。

経営説明会
　2003年度より、株主総会終了後に株主の皆様を対象に
経営説明会を実施、経営状況をご説明する機会を設けて
います。

株主との対話
投資家・株式市場との対話

　2015年6月開催の経営説明会においては、当社の事業
内容をより理解していただくために、経営幹部から、当社
事業についてのプレゼンテーションを実施しました。更に、
製品やパネルの展示をご覧いただきながら、経営幹部や
事業責任者等と自由に懇談していただける場を設けまし
た。これからも株主の皆様との双方向コミュニケーション
の充実に努めていきます。

　当社は従来より、株主、投資家等のステークホルダーの
皆様への情報開示を積極的に行い、経営全般の透明性を
高めていくことを方針としており、当社の最高規範である
企業行動指針「私たちの行動指針」の１０章にも明記してい
ます。
　加えて、IRに関する方針をより明確化するため、当社
では2016年4月に「IRポリシー」を策定しました。同ポリ
シーには、情報開示に関する法的義務を遂行するのみな
らず、任意の情報についても適切な開示に努めることをは
じめ、迅速・正確・公平な開示を行うこと、公平性を確保す
るために決算関連情報開示の「沈黙期間」を設けること、
株主・投資家の皆様のご意見や課題認識を経営にフィード
バックする仕組みを確保すること等を明記しています。

IRポリシーの策定

WEB

■ 所有者別株式分布図

※ 端数処理により、構成比の合計が
100％にならない場合があります。

その他法人 
16.78%

外国法人等
28.38%

自己名義株式 
0.37%

金融機関 
33.92%

個人・その他 
18.84%

政府及び地方公共団体 
0.01%

金融商品
取引業者 
1.69%

所有者別
株式
分布図
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お客様との対話
ステークホルダーコミュニケーション

当社グループは、製品情報の適切な開示とお客様との緊密なコミュニケーションを通じて、お客様満足度の向上に努めています。
また、お客様からいただいたご意見を、品質改善や製品開発に役立てています。
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お客様満足度調査
　当社の各事業所並びにグループ会社では、品質マネジメ
ント活動の一環として、クレーム情報の分析や、「お客様満
足度調査」を実施しています。分析結果や調査でいただい
たお客様の声は、真摯に受け止めてマネジメントレビュー
に報告し、「より良い製品とサービス」が提供できるよう
努めています。

金属事業：お客様のニーズへの対応
　当社はお客様のニーズに沿った製品、サービスを通じて
お客様満足を追求しています。近年世界的に家電・電子機
器のリサイクルが進展しており、当社は貴金属を含む
E-Scrap（金銀滓）の処理を進めています。その拠点であ
る直島製錬所では2014年にお客様用の新WEBシステム
「NEWS」を導入しました。これにより、E-Scrapの持ち
込み予約から進捗、支払い状況の確認まで、WEBでの
スムーズでスピーディーな対応を実現しています。

加工事業：お客様への技術サポート活動
　加工技術センターではお客様に切削工具を正しく使用
いただくため、さまざまな技術サポートを行っています。
工具の知識向上を目的とした講習会や、効率良く使用して
いただくための切削試験及び技術サービスの提供、また
フリーダイヤルによる技術相談等、常にお客様との直接的
なコミュニケーションを心がけています。
　2015年度は、講習会を142回（参加者4,611名）、
お客様への直接訪問を1,305回実施しました。また、これ
らのサービスは国内のみならず、欧米各国、中国、東南
アジア等グローバルに展開しています。

お客様の満足度向上のために

T O P I C S

　当社グループは、幅広い製品の性能や特長をお客様
へ分かりやすく説明するため、お客様各社を訪問して
展示会・技術交流会を実施しています。2015年度も、
自動車及び自動車部品メーカー、電機メーカーを中心
に国内外の有力企業各社にて開催しました。（国内5回、
海外4回）
　これらの場でお客様からいただいた貴重なご意見や
ご要望、ご提案は、製品の改良や品質向上、新製品の
開発に役立てています。
　今後も展示会・技術交流会を通じて、お客様とのコミ
ュニケーションを心がけるとともに、お客様のニーズを
的確に把握するよう努めていきます。

お客様との対話を通じた製品づくり

展示会の様子
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お客様との対話
　当社グループのジュエリーブランド『MJC』では、WEB
通販サイト「e-MJC」を通じて商品をご購入いただいた
お客様に、お客様評価とご意見、ご要望をおたずねする
商品レビューを実施しています。商品レビューは、WEB
サイトの専用ページにアクセスすることで、簡単にご回答
いただけるようになっています。
　お客様からいただいたご意見、ご要望は、全担当者で
共有し、商品の改良、新商品の開発、カタログ紙面の改善、
ユーザビリティの改善に積極的に活用しています。

講習会風景



6
重要課題

地域・社会への参画
ステークホルダーコミュニケーション

当社グループは、国内外の拠点でそれぞれの特性を活かして地域社会とのコミュニケーション・社会貢献活動に取り組んでいます。
「人と社会と地球のために」さまざまな取り組みを進めていきます。
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恵まれない子供たちへ「真に望んでいる物」を調べ、
届ける教育支援 （MMC ハードメタルインド社）
　MMC ハードメタルインド社（インド）では、インド農村
部での教育支援活動を展開しています。
　就学環境が十分ではない中で授業を受けている子供
たちに、より良い学びの場を提供したいとの思いから、
現地のニーズを確認したうえで浄水器、コンピューター、
机、通学鞄、視覚障がい者向けの点字本を寄贈するととも
に、校舎の修理を行っています。
　同社では今後も教育・医療・インフラ整備といった面を
通じて、社会の発展に貢献していきたいと考えています。

多様な文化・価値観をベースとした国際交流活動
（三田工場）
　三田工場（兵庫県）では、三田市立長坂中学校の国際理
解教育の一環として講演を行いました。中国出身の当社
社員張守斌が、自国の文化や価値観を大切にしたうえで
他国の文化や人々を理解すること、グローバル社会で活
躍するための学びの大切さ等を話し、生徒たちから「語学
の勉強を頑張りたい」「世界で活躍したい」といった感想が
寄せられました。張は入社前の留学生時代から、国際交流
や日中友好親善等の活動を続けています。
　世界29ヵ国に24,000人の社員がいる当社グループで
は、さまざまな国籍や背景、
価値観を持つ社員がともに
働いています。社員たちが
培った相互尊重の思いを
基に、今後も国際交流活動
を進めていきます。

社会貢献活動

通学鞄を受け取る子供たち

災害被災者の方々への支援 （筑波製作所）
　国内外で地震や豪雨、水害等の災害が増加しています。
国内では2015年秋に関東・東北豪雨、2016年4月には
熊本地震が発生し、当社グループ社員の家屋が被災する
等の被害がありました。
　そうした中で、被災地の方々への災害ボランティアや
募金活動を実施しました。特に水害被災地に近い筑波製
作所（茨城県）では、ボランティア活動支援制度の活用や
新入社員教育の一環として、多くの社員が被災地で生活

熊本地震被災地で活動する社員ボランティア

三田市立長坂中学校での講演

寄贈された机や椅子で授業を受ける子供たち

平成28年4月
熊本地震

日本赤十字社
NPO法人ジャパン・プラットフォーム

■ 水害・地震に対する義援金・見舞金
拠出先水害・地震

平成27年9月
関東・東北豪雨

茨城県常総市（支援物資を含む）
宮城県栗原市

再建のお手伝いをしました。
　熊本地震においても、複
数事業所からの社員ボラン
ティアが被災地の方々のお
役に立つべく活動しました。

■ 主な外部団体からの受賞実績（2015年度）

経済産業省
九州経済産業局

受賞者 表彰実施団体・組織 受 賞 内 容

三菱マテリアル（株）

ＭＭＣメタルファブリケーション社

九州工場

エネルギー
事業センター

ベトナム社会主義共和国
科学技術省

日本工業新聞社

インドネシア共和国
西ジャワ県

三菱マテリアル（株） 加工事業カンパニー

三菱日立ツール（株）

感謝状

平成27年度緑化優良工場等
九州経済産業局長賞

CSR West Java 2015

資源・エネルギー事業本部
環境リサイクル事業部（当時）

一般社団法人
産業環境管理協会

資源循環技術・システム表彰
レアメタル・リサイクル賞

第12回"超"モノづくり
部品大賞機械部門賞

汎用正面フライス用切削工具WSX445

AJコーティングシリーズ 難削材加工用インサート

西ジャワ県及び工場所在地の町への社会貢献活動に対して

埋立地という厳しい環境下での緑化推進、工場周辺の環境整備活動、
年間約200万tの廃棄物受け入れを通じた循環型社会構築への貢献を評価

ベトナム国における希土類資源開発と、それに伴う自然放射性物質を
含む廃棄物管理の技術指導を約５年間にわたり実施したことを評価

「使用済み自動車からのネオジム磁石及び非鉄金属回収技術開発」
（株）マーク・コーポレーション、（株）ホンダトレーディングとの共同受賞

当社グループに対する主な外部評価
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生野鉱山附属製錬所における
地域とのコミュニケーション
　当社は、前身の三菱金属鉱業（株）時代の1973（昭和
48）年３月に、兵庫県及び生野町との間で、「大気汚染防
止に関する協定」を締結しました。本協定は、生野町の地
域住民の健康を保護し、あわせて環境の保護を図るため、
当社の生野鉱山による大気汚染等の防止に取り組むこと

地域との対話

を目的としたものです。当社は、現在でも生野において
錫製錬事業を行っていますが、本協定の取り決めに従っ
て、製錬過程で発生する硫黄酸化物、ばいじん、及び有害
物質の排出量や濃度を定期的に測定し、県及び町に対し
て結果を報告するとともに、毎年３月に開催される「公害
防止対策協議会」において、地域住民の代表者の方々に
対して状況報告を行っています。

地熱開発における取り組み
　秋田県鹿角市にある大沼地熱発電所及び澄川地熱発電
所においては、周囲の温泉に影響が出ているかどうかを
確認するため、20年以上、温泉モニタリングを実施してい
ます。その結果は、毎年温泉事業者に報告しているほか、
鹿角市が主催する影響調査委員会において、地熱発電所
の操業が温泉に与える影響について評価を受けていま
す。また、新たに地熱井を掘削する場合には、温泉事業者
の皆様を訪問し、工事の詳細について説明しています。

福島の環境修復における取り組み
　除染工事において当社が放射線量を測定している南相
馬市は2016年７月に避難指示区域が解除され、飯舘村は
２０１７年３月に避難指示区域が解除されることになってい
ます（帰還困難区域を除く）。
　当社は２０１５年度に引き続き、住民が帰還する目安とな
る放射線量を調査する「飯舘村事後モニタリング業務」を
環境省より受託し、住民の皆様からのご要望にできるだけ
応えられるよう、丁寧な説明と対応に努めています。
　また、環境省の「除染・減容等技術実証事業」や「除去土
壌等減容化・再利用技術研究組合」に参画する等、当社が
開発した放射性金属廃棄物の溶融除染技術の活用を提案
しています。

米国人元戦争捕虜への謝罪と中国人元労働者との和解
　当社は、2015年7月19日に、米国ロサンゼルス市において、第二次世界大戦中に当社の前身である旧三菱鉱
業（株）の事業所で労働を強いられた米国人元戦争捕虜の方々及びそのご遺族に対して謝罪を行うとともに、既に
亡くなられた元捕虜の方々に対して哀悼の意を表しました。
　また、2016年6月1日には、中国北京市において、同じく第二次世界大戦中に中国人元労働者が旧三菱鉱業の
事業所で労働を強いられたことについて、3名の元労働者の方々と和解いたしました。和解に関する調印式で、当社
は歴史的責任に対し真摯かつ誠実な謝罪の意を表明し3名の元労働者の方々にこれを受け入れていただくとともに、
謝罪の証として1人あたり10万人民元を支払うことで合意いたしました。
　今後、中国国内で基金を設立し、旧三菱鉱業の事業所で労働を強いられたその他の元労働者またはそのご遺族の
方々の所在調査と和解、記念碑の建立等の和解事業を行うことによって、元労働者及びそのご遺族の方々との
包括的かつ終局的な解決を図ってまいりたいと考えております。

ICMMでの活動
　当社が2002年より加盟するICMM（International 
Council on Mining and Metals=国際金属・鉱業評議
会）は、世界の主要な鉱山・金属業界全体でのCSRを推進
する国際協議機関であり、加盟する各企業のCEO（最高経
営責任者）の意思決定と参画を重視しています。このため、
ICMMと加盟企業とのコミュニケーション活動は重要な
位置づけにあり、このプロセスによる情報共有はICMMが
展開するグローバルな施策にも活かされています。
　2015年10月にはICMMのTom Butler会長が来日
され、当社の竹内社長、飯田常務（現、副社長）との間で
ICMMの最新の活動内容・計画について情報共有した
ほか、鉱山・金属業界を
取り巻く環境変化につ
いて意見交換が行わ
れ、有意義な機会となり
ました。

ICMM会長来日時の会談

社会へのアプローチ



意思決定及び業務執行の体制
　当社における経営の意思決定及び監督については、現
在、社内取締役６名及び社外取締役３名の合計９名で構成
される取締役会にて行っています。これは迅速な意思決
定にとって適正な水準であるとともに、経営の客観性と
透明性の確保にとって適当な構成であると考えています。
なお、社外取締役は、取締役の職務執行の妥当性につい
て客観的な立場から監督を行うことや、専門的な知識や
社内出身役員とは異なる経験から、会社経営に対して
多様な価値観を提供する役割を担っています。
　取締役会に付議される案件については、社長及び社長
補佐等からなる経営会議において事前に十分な審議を
行っており、これにより意思決定の適正化も図っています。
　なお、当社は、セメント・金属・加工・電子材料等の事業
を有する複合事業体であり、業務執行を機動的かつ適切
なものとするため、執行役員制度及び社内カンパニー
制度を導入しています。

▶役員報酬等の決定に関する方針
　取締役の報酬は、企業業績及び取締役個人の成果を適
正に連動させることを基本方針とし、基本報酬と賞与（非
常勤取締役を除く）で構成しています。
　まず、基本報酬は、取締役の役位及び個人の成果に応じ
て、報酬額を決定しています。また、基本報酬の一部は、
株式取得型報酬（社外取締役を除く）として、当社役員持
株会を通じた当社株式の購入費用に充てられます。本報
酬に基づき取得した当社株式は、少なくとも在任期間中は
売却できないこととしています。これにより、報酬と中長
期的な企業業績との連動を図っています。
　次に、賞与は、短期的な企業業績に連動する報酬として、
事業年度の終了後、当該事業年度の連結当期純利益及び
連結当期経常利益を指標とし、取締役個人の成果も踏ま
え、決定しています。なお、賞与は、経営状況や支給の対
象となる事業年度の配当額等により不支給も含め減額し
得ることとしています。
　監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機
関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負って
いることから、企業業績とは連動させず、監査役の協議に
基づく適切な水準の報酬としています。

監査体制

▶監査役監査
　業務監査・会計監査については、常勤監査役3名(うち
1名が社外監査役)、非常勤監査役2名(両名とも社外監査
役)の合計5名で構成される監査役会を設置しています。
これは取締役の適正な職務執行の監査にとって妥当な
構成であると考えています。なお、社外監査役の人数は、
法令上の条件を満たしているとともに、監査役の機能及び
総数に照らして適正であると判断しています。

▶内部監査体制
　 当社は、グループ会社を含む会社業務の有効性・効率
性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活用状況、リス
ク管理状況、法令及び社内諸規則・基準の遵守状況等に
ついて、内部監査を実施しています。
　この内部監査の基本的な手続きとして、まず「書面調査」
を原則として全ての拠点（当社事業所及び子会社）に対し
て実施しています。これは、当社グループが特に留意すべ
き法令・規則・統制を網羅的に質問表形式で調査している
ものであり、法令等が最新の状態となっているよう毎年見
直すとともに、質問の根拠・是正策等の説明を加えること
で自己是正やマニュアルとして活用できるものとなって
います。そのうえで、各拠点における自己是正を促すとと
もに、書面調査結果に基づいたリスクアプローチの視点で
対象拠点を選定し「総合監査」を行っています。
　また、総合監査に加え、特定の重要法令等の遵守状況
に監査範囲を絞った「テーマ監査」も実施しており、これら
の監査手法を組み合わせながら、指摘事項については半
期ごとにフォローアップを実施することで、監査の実効性
を高め、グループ全体の企業価値向上に努めています。
　なお、グループ会社のうち、内部監査組織を有する会社
とは年２回連絡会を開催する等、情報を共有してグループ
全体の内部監査体制の充実を図っています。
　一方、監査役及び取締役との連携については、監査役に
対して、内部監査及び財務報告に係る内部統制の整備・
運用評価の結果について毎月報告しており、取締役に対し
ては、内部監査の実施状況や次年度の計画等を年２回
取締役会で報告しています。

7
重要課題

コーポレート・ガバナンス

コーポレート･ガバナンスとCSR推進体制
ガバナンス
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WEB コーポレート・ガバナンスに関する報告書

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化とＣＳＲの推進に努め、公正な事業活動を通じて、企業価値の向上と社会への
更なる貢献を目指していきます。
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内部統制
　内部統制については、２００６年１月の内部統制システム
整備委員会設置以降、会社法、金融商品取引法等への対
応のみならず、当社及びグループ会社に最適な内部統制
システムの充実を図るため、内部統制整備の基本方針策
定、財務報告に係る内部統制評価・開示制度に関する事項
への対応等を行ってきました。
　２０１５年度の財務報告に係る内部統制評価については、
「開示すべき重要な不備」には該当せず、内部統制は「有効
である」との結果にて、 ２０１６年６月に「内部統制報告書」
を提出しており、監査法人からも「その内容が適正である」
との報告を受けています。

情報提供、教育活動によるガバナンス強化
　海外グループ会社へのガバナンス強化については、
中国の三菱綜合材料管理（上海）有限公司及びタイの三菱
マテリアルSEA社を核として、中国地域及び東南アジア・
南アジア地域の事業基盤の強化に努めています。また、
米州、東アジア、東南アジアの3地域において、海外拠点
の代表者会議を開催し、海外現地法人経営層のグループ
意識の醸成と意思統一を図っています。
　海外のグループ会社に対しては、２０１２年以降、現地
監査法人等を活用しています。また、中国、タイ、インドネ
シアについては、国別の書面調査表を策定し、自主点検に
活用しています。
　また、中国とタイにある現地統括会社は、現在書面調査
で不備となった項目の是正対応を行っていますが、２０１６
年度は現地スタッフと駐在員への教育を充実させて監査
レベルの向上を図り、監査の現地化を目指します。

海外グループ会社へのガバナンス強化

　当社では、2005年1月に社長を委員長とする「CSR
委員会」と、専任部署として「CSR室」を設置し、グループ
全体でCSRの推進に向けて取り組みを続けています。
　CSR委員会＊は年4回開催され、CSR活動全般について
の年度方針や活動計画を審議するほか、当社グループの
コンプライアンスに関する状況や、社員相談室（内部通報
窓口）への通報状況、リスクマネジメントの実施状況等の
報告を受け、レビューを行っています。また、CSR担当役
員よりＣＳＲに関する体制の整備及び運用状況について、
経営会議並びに取締役会に報告を行っています。
　これらの推進体制に加えて、当社グループ内でコンプ
ライアンスに関わる問題が発生した場合には、各事業所、
グループ各社を所管するカンパニー、事業室等の各組織
からCSR室へ報告を行う体制になっており、CSR室及び
関係部署が連携して原因の究明や再発防止策等の適切な
対応をとることとしています。また、当社及びグループ会
社のCSR活動状況については、当社経営監査部がグルー
プ会社と一体となって内部監査等によりモニタリングを
行っています。

CSR推進体制
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＊ CSR委員会
委員長：竹内 章（社長）、副委員長：小野 直樹（副社長 環境･CSR関係担当役員）、
委員：常務以上の役員（社外取締役は除く）及びコーポレート部門 部門長、部長、
オブザーバー：監査役、事務局：CSR室

CSR担当役員

取締役会

経営会議

CSR委員会

評価委員会社員相談室

コーポレート部門 カンパニー・事業本部・事業室

事業所・支社・支店 三菱マテリアルグループ会社

コンプライアンス部会
リスクマネジメント部会

環境管理部会
情報セキュリティ部会

CSR室 人事担当役員

■ CSR推進体制

監査役室

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選定・
解職

監督

CSR委員会
CSR活動の審議

経営会議
重要案件の審議

経営監査
担当部署
内部監査

会計監査人
会計監査

代表取締役・執行役員
業務執行

コーポレート、カンパニー等

株主総会

取締役会
経営の意思決定・監督

監査役会
業務監査・会計監査

CSR担当部署

■ コーポレート・ガバナンス体制の概要
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　当社グループでは、コンプライアンスを法令遵守はも
とより企業倫理や社会規範を含む広い概念として捉え、
ステークホルダーの期待に誠実に応えていくことと考えて
います。そのため、国内外での研修をはじめとしたさまざ
まな施策を通じ、グループ社員一人ひとりのコンプライア
ンス意識を高める地道な取り組みを続けています。

コンプライアンス体制の更なる強化
　当社では、CSR委員会の下部組織として「コンプライア
ンス部会」を設置し、グループ全体のコンプライアンス
体制強化に向けた活動を展開しています。具体的には、
グループ内で発生したコンプライアンス上の課題や問題
を速やかに把握し、予防や再発防止策を関係部署とともに
協議、検討を行う体制を整備しているほか、コンプライア
ンス意識の涵養という観点から、グループ全体を対象と
した教育・研修等を推進しています。

ＣＳＲ教育のグループ全社員への展開
　当社グループは、三菱グループの一員として、三菱グルー
プ共通の経営理念である「三綱領」のほか、当社グループ
独自の企業理念及び行動指針を掲げて事業活動を展開
していますが、これらの理念やコンプライアンス意識を真
の意味で浸透させるためには、過去の慣例に拘らず事業
活動や事業環境の変化に合わせて、活動や取り組みを柔
軟に変化させていくことが重要であると考えています。

国内でのＣＳＲ教育
　当社では、国内グループ各社については全社員が、年に
１回はCSR（コンプライアンス）研修を受講できる体制を整

えるため、2012年からグループ会社を含めてCSR研修の
講師養成を進めています。各事業所、グループ会社におけ
るＣＳＲ活動の推進者である講師が、直接社員に向かって理
念や行動指針、コンプライアンスについて語りかける
“face to face”の研修を重視しており、今後も講師となる
人材の育成に努めます。

海外でのＣＳＲ教育
　中期経営計画（2014～2016年度）の主要テーマの
ひとつでもある「グローバル化」を推進するため、教育・
研修についても、世界各地域の事情も踏まえながら研修
内容を検討しています。特に近年では製造・販売等の事業
拠点が集積しているアジア地域での研修に力を入れて
おり、中国、タイの地域統括会社等とも連携しながら、
2015年度には、タイ、マレーシア、インドネシア、中国で
マネージャークラスを対象とした研修（コンプライアンス・
リスクマネジメント）を実施しています。また、海外赴任者
を対象とした海外赴任前研修、あるいはグローバル人材
育成講座といった機会においても、紛争鉱物問題、新興国
等における人権問題（児童労働、強制労働）、関係国の
競争法、海外腐敗防止といったCSR上の問題について
研修を実施し、グローバルな事業展開に必要な人材の
育成に取り組んでいます。

7
重要課題

コンプライアンス
ガバナンス

「コンプライアンス」は企業が持続的に発展していくために不可欠であり、企業経営の根幹をなすものです。当社グループでは、
国内外での研修等を通じて、社員一人ひとりのコンプライアンス意識を高める取り組みを続けています。

コンプライアンスの徹底に向けて

海外での研修風景（マレーシア）

国内での研修風景（講師養成研修）

■ 2015年度教育・研修受講者数（グループ会社含む）

各種教育・研修
国内事業所・支店、グループ会社CSR教育

受講者数
16,047名

本社地区CSR研修 1,080名
海外グループ会社CSR教育 137名
階層別教育 342名
その他（リスクマネジメント研修等） 363名

合  計 17,969名
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内部通報窓口の運用
　当社及びグループ会社の社員等からの通報・相談窓口
として「社員相談室」（2002年12月）を設置しており、また
社外の弁護士事務所に委託をして「外部窓口」（2006年
4月設置）も運用しています。これらの内部通報窓口につ
いては、グループ全社員に配布している携帯用カードにも
明記しているほか、グループ報やCSR教育・研修を通じて、
その存在や意義、内部通報の手順、公益通報者保護の
内容等の説明を行い、社員への周知を図っています。

CSR教育啓発ツールの活用
　当社では、グループ全社員に対する企業理念や行動
指針の浸透のため、企業理念・行動指針の冊子、携帯用
カードやコンプライアンスに関するケーススタディ集を
作成しています。また、ケーススタディ集やＣＳＲ室が作成
した研修用資料については、各部門でＣＳＲ活動の推進や
教育等を担当するＣＳＲ担当者が適宜活用できるよう社内
イントラネットで公開しています。これらの資料につい
ては、シンクタンク等の社外の専門家の意見も取り入れ、
社内外のコンプライアンス事案等も盛り込みながら、より
分かりやすく実践的な内容となるよう工夫しています。

企業倫理月間での取り組み
　当社グループでは、2006年から毎年10月を「三菱マテ
リアルグループ企業倫理月間」と定め、当社の各部門及び
グループ会社が独自の活動を展開しています。社長メッ
セージを社内イントラネットで配信しているほか、各事業
所、グループ各社でトップによるコンプライアンスに関す
るメッセージを発信する等、コンプライアンス意識の向上
に向けたさまざまな取り組みを行っています。

33件

2015

21件 24件 22件 28件 32件 19件

■ 内部通報窓口への相談件数推移

2007 2008 2009 2010 2011 2012

22件

2013

24件

2014

［年度］

　当社グループでは、第三者の知的財産権を尊重しつつ、
自社権利の適切な保護・充実を図っています。２０１５年度
は、当社事業を取り巻く知的財産権に関する最新情報を的
確に監視・把握するシステムの機能充実、ユーザビリティ
の改善を図りました。あわせて、事業戦略及びこれを支え
る研究開発戦略に即した、出願・権利化を進め、強い権利
「群」の構築を進めています。
　また、知的財産の権利化・活用に関する理解を深める
ため、新入社員等から管理職に至る社員に対して実施する
階層別研修、知財技能検定取得に向けた研修、選択型
研修等、各種社内教育を継続的に実施しています。
　更に、これらに関わる知見、支援ツール、社内教育講座
等をグループ会社に提供することにより、当社グループ
全体の知財リスクの低減と事業価値の最大化に努めてい
ます。

知的財産マネジメント

　２０１５年１１月のＣＳＲ委員会では、麗澤大学大学院の髙巖教授を講師に迎えて、経営
層向けの研修を実施し、当社及び当社グループ会社の経営層５４名が参加しました。
　企業の組織文化や、企業活動のグローバル化に伴う反競争的行為、海外腐敗行為
への対応といった当社グループが取り組むべき今後の課題等、幅広いテーマについ
て約２時間にわたり講演いただきました。

経営層向け講演会の実施

経営層向け講演

T O P I C S

海外における知的財産マネジメントの強化
　当社は、当社グループ各社、三菱グループ各社、現地
法人並びに現地提携事務所等との連携を通じ、的確な情
報収集及び適切な権利保護を支える体制を構築してきま
した。これらネットワークを通じ、中国を起点に世界各国
に輸出される模倣品への対策を継続的に実施していま
す。また、インド等、中国以外の新興国の情報収集も実
施し、出願及び権利保護への支援体制の構築に取り組ん
でいます。

■ 新興国対応支援

出願ルートの整備
出願増､実案・意匠の活用
現地事業からの出願拡大

現地権利の充実

情報の把握
現地の法制・出願環境把握
各国出願・他社権利の把握

権利行使の体制構築
現地ネットワークの構築
  当社グループ各社・
  三菱グループ各社・現地法人
三菱商標を活用した模倣品対策
（現地現物 ⇒ 域外流出・流通対策）
契約支援

（　　　　　　  ）



全社的に影響が大きいリスク

リスクマネジメントの基本方針と実施事項
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基本的な考え方
　当社グループのリスクマネジメント活動は、「事業活動に
負となる事象の要因を管理し、健全な事業の継続を支援す
る」ことを目的としています。この目的を達成するため、
三つの基本方針を定め、活動を展開しています。

事業活動に伴うリスク
　全社取り組みリスクは、全社的に影響が大きいリスクで、
次のような項目に関するリスクを特定しています。

リスクマネジメント推進体制
　当社グループでは、本社部門、事業所、グループ会社と
いう単位の各リスクマネジメント実施部署が、CSR委員会と
連携を図りながらリスクマネジメント活動を進めています。
毎年度、実施部署はリスクの洗い出しを行って取り組む
リスクを特定し、その後、リスク低減対策を講じることで、
その低減に努めています。年度の終盤には、それまでの
活動状況を確認するパフォーマンス評価を実施して、
次年度の活動を改善しています。重大なリスクについては、
対策の進捗状況等を定期的にCSR委員会に報告し、経営
トップとのリスク情報の共有を図っています。

リスクマネジメント活動の推進
　当社グループのリスクマネジメント活動では、各実施部
署がCSR委員会で承認を受けた計画に従って、CSR室と
連携しながらＰＤＣＡのサイクルを回しています。CSR室で
は、ＰＤＣＡの各プロセスが有効に機能するよう、適宜、
関係部署にフィードバックを行っているほか、各実施部署
の実務担当者、活動状況を確認するパフォーマンス評価
者といったキーパーソンを対象としてテーマ別の研修会を
実施しています。更に、社外コンサルタントを講師に招い
て相談会を開催する等、グループ全体の活動をサポート
しています。

国内リスクマネジメント活動の改善
　これまでの活動を通じて、リスクマネジメントの定着や
体制の構築、各事業所・グループ各社のリスク低減には
相応の成果を上げてきましたが、個々のリスク対策につい
てグループ全体レベルでの評価が難しいという課題が
ありました。これらを改善するため、トップダウンにより
グループ共通リスクを指定する等、活動スキームの見直
しを実施しました。■ リスク情報の共有

CSR委員会

支社・支店

直轄事業所

カンパニー・事業本部・
事業室

三菱マテリアル
グループ会社

● 当社グループの
  重大なリスク
● グループ方針で
  取り組むべきリスク

コーポレート部・室

CSR室
リスク情報整理

総括報告
リスク情報
共有結果報告

リスク情報報告

リスク情報
提供

リスク情報共有

❶ 大規模地震
❷ 感染症
❸ 独占禁止法

❹ 人権
❺ 労働安全衛生
❻ 生産設備

❼ 品質管理
❽ 環境

7
重要課題

リスクマネジメント
ガバナンス

当社グループは健全な事業活動を継続するため、リスクマネジメント活動に取り組んでいます。東日本大震災を教訓に、グループ
へのBCPの展開を進めているほか、リスクを適切に管理し、事故等の未然防止に努めています。

リスクマネジメント活動の推進

T O P I C S

❶ ハイリスク対応 リスクランクを反映した
対策を実施

・・・・・・・・・・・

・・・・・❷ 未認識リスクの発見 リスク管理台帳を使用し
網羅的にリスクを整理

・・・・・❸リスク情報の共有化 全社取り組みリスクを
関係者に開示

タイでのリスクマネジメント研修

　海外事業（グローバル競争力）強化のグループ方針に
基づき、製造・販売の一大拠点である東南アジア地域で
リスク管理の強化を図るため、2015年度はタイ、中国に
て集合研修を実
施しました。21
社40名の方が
参加され、活発
な質疑が行われ
ました。

海外拠点におけるリスクマネジメント活動の展開
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　当社では、危機事態に際して迅速かつ的確に対応でき
るよう、危機管理委員会を中心に危機管理体制の強化に
努めています。
　２０１５年度は、国内において、首都圏直下型地震等によ
る本社機能不全時を想定し、大阪支社（サポート場所）との
連携体制強化のための訓練、危機管理委員会事務局の
対応力向上のための初動対応訓練等を継続して実施。
海外において、タイ・中国における危機管理体制支援の
ため、現状の課題や現地要望を把握すべく全駐在員ヒアリ
ング等を実施しました。２０１６年度は、サポート場所との
連携の更なる強化や危機管理委員会事務局訓練の継続、
地域やグループ会社ごとの業種・規模に応じた危機管理
体制の構築支援やテロ・紛争被害回避に向けた支援の
強化等に取り組みます。

ＢＣＰの内容の質的向上
　危機事態が発生した後の被害や影響を最小限に抑える
べく当社では事業継続計画（Business Continuity Plan）
を全連結子会社（国内・海外）で策定することとしており、
想定する危機事態は、国内では大規模地震、海外では地
域ごとに最も影響度の高いリスクを選定しています。また、
最低でも、年に１度は拠点ごとにＢＣＰの内容を見直すこと
で、形骸化防止に努めています。２０１６年度は、ＢＣＰのひ
な型改定等を通じて、更なる質的向上に努めます。

　当社は、情報セキュリティをＣＳＲ経営上の重要課題のひ
とつに位置付けており、特に個人情報については最重要
情報資産のひとつと認識して、漏えいや滅失、破損のリス
ク低減に取り組んでいます。
　情報セキュリティ活動については、大規模災害時等の事
業継続も視野に入れて情報インフラの強化拡充に努める
とともに、ＣＳＲ委員会の下部組織である「情報セキュリティ
部会」の支援のもと、情報システムに関するさまざまな
技術的対策の強化、並びにマネジメントシステムの導入と
運用を柱に活動しています。
　技術的対策では、既知の脆弱性を狙った攻撃に対して、
「被害に遭わない」ための防御策を充実させる一方、標的
型攻撃といった未知の脅威に対しては、「多層防御の拡
充」、「被害の早期検知」といったリスク低減策に取り組んで
おり、マネジメント面では、パフォーマンス評価、従業員
教育といったＰＤＣＡサイクルを反復実施することで、セキュ
リティレベルの維持向上に努めています。

危機管理体制の強化 情報セキュリティ

　当社の貴金属事業では純金積立会員等多数の顧客情
報を保有するほか、2016年1月より支払調書作成のため
にマイナンバーの提供も受けており、種々の方策を通じて
個人情報保護に最善を尽くしています。
　個人情報はデータベースで一元管理し、ハッキング対策
としてセキュリティ専門会社による定期的診断を実施して
います。マイナンバーは個人情報と別のデータベースで
暗号化管理しています。社内では情報の取り扱いに関す
る定期的教育、取り扱う個人情報の暗号化、データベース
へのアクセス制限等を行っています。
　これらの取り組みを徹底したことにより、2015年度は
個人情報漏えい等はありませんでした。

お客様の個人情報保護

T O P I C S

　２０１６年４月１４日（木）２１時２６分、熊本地方で最大震
度７を観測する「平成２８年熊本地震」が発生しました。
　地震発生後、危機管理委員会では、直ちに、熊本地
方に所在する当社グループ拠点の人的・物的被害状況
の確認をしました。
　その結果、幸いにして当社グループ社員の人的被害
はなく、会社設備等の物的被害も軽微なものに留まり
ましたが、断水や物資の欠乏、自宅の損壊等の影響に
より、日常生活に支障をきたす当社グループ関係者が
多数いることが確認されました。
　このような状況を受け、危機管理委員会では、自宅が
罹災した関係者に対して、福岡県にあり被害を免れた九
州工場の社宅への避難等を案内するとともに、現地に
要員を派遣、被災エリアの被害状況や支援ニーズの取
りまとめ等を行う現地支援拠点とした九州支店と連携を
取りながら、必要救援物資の発送・受け入れ体制を整備
し、計４回救援物資を発送し、関係者に配布しました。

平成２８年熊本地震における
当社グループの対応

ガ
バ
ナ
ン
ス
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独立した第三者保証報告書

KPMG あずさサステナビリティ株式会社

吉田 智紀

　CSR報告書2016では、CSR報告の世界的なスタンダードで
あるGRIのG4ガイドラインの中核（Core）オプション準拠とい
う技術的な対応もクリアしつつ、セメント事業、金属事業、加工
事業、電子材料事業などの多様な事業を併せ持つ三菱マテリ
アルグループならではの循環型ビジネスモデルが紹介されて
いるとともに、個々の重要課題に対する取組や実績が分かりや
すく説明されています。また、多様な事業でのグローバルな
調達が進むなかで、サプライヤーに対するCSR調達に関する
モニタリングの取り組みが開始されています。この取り組みを
通じて、どのようなリスクが存在したか、その問題にどのように
対処していくのか、鉱山からの調達以外の領域においても、
サプライチェーンに対する取り組みや説明を具体的に示した
情報開示を今後期待します。

　また、本報告書から、三菱マテリアルグループの海外におけ
る温室効果ガス排出量を含む形で第三者保証の範囲が拡大さ
れています。グループの環境負荷の特性や環境データの信頼
性に対する社会的な要請の高まりを考慮すれば、今後、他の
主要な環境負荷データについても第三者保証の範囲の拡大を
検討されてはどうかと考えます。

三菱マテリアル株式会社
　取締役社長  竹内  章  殿

独立した第三者保証報告書

代表取締役

2016年9月6日

KPMG あずさサステナビリティ株式会社
東京都千代田区大手町1丁目9番5号

　当社は、三菱マテリアル株式会社（以下、「会社」という。）からの委嘱に基づき、会社が作成したCSR報告書2016（以下、「CSR報告書」という。）及び
CSR報告書を補完する「CSR報告書2016金属事業カンパニーサプリメントデータブック」（以下、「データブック」という。）に記載されている2015年4月1日から
2016年3月31日までを対象とした★マークの付されている環境・社会・経済パフォーマンス指標（以下、「指標」という。）、Global Reporting Initiative（以下、
「GRI」という。）のサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版（以下、「G4ガイドライン」という。）のコア（中核）オプション準拠に関する自己宣言、
International Council on Mining & Metals（ICMM）の基本原則及び適用されるポジションステートメントで定められている必須要件と会社の方針と
の整合性、会社の重要課題の特定及び優先順位付け並びに会社の重要課題に対するアプローチ及びマネジメントに対して限定的保証業務を実施した。

会社の責任
　G4ガイドライン等を参考にして会社が定めた指標の算定・報告基準（以下、「会社の定める基準」という。CSR報告書及びデータブックに記載。）に従って
指標を算定し、表示する責任、GRIの定める基準に準拠してG4ガイドラインのコアオプション準拠の自己宣言を行う責任、ICMMの基本原則及び適用され
るポジションステートメントに定められている必須要件と会社の方針との整合性について報告を行う責任、会社の重要課題の特定及び優先順位付けについ
て報告を行う責任、重要課題に対するアプローチ及びマネジメントについて報告を行う責任は会社にある。

当社の責任
　当社の責任は、限定的保証業務を実施し、実施した手続に基づいて結論を表明することにある。当社は、国際監査・保証基準審議会の国際保証業務
基準（ISAE）3000「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」、ISAE3410「温室効果ガス情報に対する保証業務」及びサステナビリティ情報
審査協会のサステナビリティ情報審査実務指針に準拠して限定的保証業務を実施した。

　本保証業務は限定的保証業務であり、主としてCSR報告書及びデータブック上の開示情報の作成に責任を有するもの等に対する質問、分析的手続等
の保証手続を通じて実施され、合理的保証業務における手続と比べて、その種類は異なり、実施の程度は狭く、合理的保証業務ほどには高い水準の
保証を与えるものではない。当社の実施した保証手続には以下の手続が含まれる。

● CSR報告書及びデータブックの作成・開示方針についての質問及び会社の定める基準の検討
● 指標に関する算定方法並びに内部統制の整備状況に関する質問
● 集計データに対する分析的手続の実施
● 会社の定める基準に従って指標が把握、集計、開示されているかについて、試査により入手した証拠との照合並びに再計算の実施
● リスク分析に基づき選定した四日市工場及び堺工場における現地往査
● G4ガイドラインのコアオプション準拠の自己宣言についてGRIの示す基準に照らした検討
● 指標の表示の妥当性に関する検討
● 会社の方針に関する文書の閲覧及び質問を通じたICMM基本原則及び適用されるポジションステートメントの必須要件と会社の方針との整合性の検討
● 重要課題の抽出及び優先順位付けのプロセスについての質問及び関連文書の閲覧
● 重要課題に対するアプローチ及びマネジメントについての質問及び関連文書の閲覧

結論
　上述の保証手続の結果、すべての重要な点において、以下のように認められる事項は発見されなかった。

● CSR報告書及びデータブックに記載されている指標が、会社の定める基準に従って算定され、表示されていない
● G4ガイドラインのコアオプション準拠の自己宣言がGRIの示す基準を満たしていない
● 会社の方針が、データブックの7～8頁に記載されているようにICMMの基本原則及び適用されるポジションステートメントの必須要件と整合していない
● 会社の重要課題の特定及び優先順位付けがCSR報告書の27頁に記載されているとおりに行われていない
● 会社がCSR報告書の28頁に記載されているように重要課題に対するアプローチ及びマネジメントを行っていない

当社の独立性と品質管理
　当社は、誠実性、客観性、職業的専門家としての能力と正当な注意、守秘義務及び職業的専門家としての行動に関する基本原則に基づく独立性及び
その他の要件を含む、国際会計士倫理基準審議会の公表した「職業会計士の倫理規程」を遵守した。

　当社は、国際品質管理基準第1号に準拠して、倫理要件、職業的専門家としての基準及び適用される法令及び規則の要件の遵守に関する文書化
した方針と手続を含む、包括的な品質管理システムを維持している。

以　上



78三菱マテリアル CSR報告書2016

第三者評価・第三者保証をいただいて
　当社では、ＣＳＲ活動及びＣＳＲ報告書での開示内容に関して、第三者
の客観的な検証や評価をいただくことにより、報告内容の充実や信頼
性向上とともに、ＣＳＲ活動の進化を図っています。

　３年に亘り「第三者評価」をお願いしている河口氏は、今回、“時代の
要請”という切り口で、炭鉱・鉱山業から様々な素材・部材の提供、
そして廃棄物処理や多岐にわたるリサイクルによる資源循環と、産業
構造の変化に挑戦し続けてきた当社の足跡を踏まえ、各事業に期待
される役割、課題、今後求められるミッションについてご意見をいただ
きました。

　リサイクル事業や、地熱・水力・地中熱等の再生可能エネルギー事
業は、近年注目の高いＳＤＧｓ（国連：持続可能な開発目標）とも深く繋
がるため、事業活動を通じ一層貢献して行くとともに、銅精鉱やタング
ステン等の調達先である海外鉱山については、既に紛争鉱物不使用
の認証を取得していますが、取り組み内容の開示を検討いたします。

　また、先般、四日市工場を視察いただき、労働災害の再発防止に
向けた取り組みをご確認いただきましたが、今後もハード（設備）、
ソフト（教育）の両面からの取り組みの強化を継続していきます。

　最後に、「第三者保証」では、お取引先に対するセルフチェックシート
を用いたＣＳＲ調達ガイドラインの運用強化を評価いただきました。
また、環境データの信頼性向上に向けた開示対象範囲の拡大につい
ても提案頂いており、引き続き検討していきます。

第三者評価

（株）大和総研 調査本部主席研究員
河口 真理子

1986年大和証券入社。大和総研に転籍、企業調査を
経て大和証券グループ本社ＣＳＲ室長～広報部ＣＳＲ担
当部長を務め、大和総研に帰任、2012年４月より調査
本部主席研究員。担当分野はCSR全般、社会的責任
投資（ＳＲＩ）。ＮＰＯ法人・社会的責任投資フォーラム共
同代表理事など。

Profile

　三菱マテリアルとのお付き合いも３年目を迎えますが、同社の社会
的ミッションを私流に定義させていただくと「地球の中から①安全に
掘り出したモノを、②地上で効率的且つ安全に有用なモノに作り
替え、③さらに循環させて使い続ける」ことだと思います。
　トップメッセージの中で、竹内社長は「時代の変遷とともに自ら
外部環境に適応し、変革を重ねてきた」と述べられていますが、歴史
的にみると、①の炭鉱・鉱山業から、②の製錬やセメント、超硬工具、
電子材料事業へ、そして③の廃棄物受入れやE-Scrap処理などへ事
業を拡大、シフトさせてきました。本報告書は詳細なマテリアリティ
分析を基にしているので、私は時代の要請にいかに応えているかと
いう観点でコメントいたします。

　国連環境計画の報告によると、1970年から2010年まで金属鉱石
の採掘量は年率2.8％、石灰石などの非金属鉱物は年率4％と人口増
（1.6％）を大幅に上回って拡大し、将来の資源の枯渇が懸念され、
③へのシフトは持続可能な社会には急務であり、欧州ではサーキュ
ラーエコノミーが重要な経済課題となっています。

　その点で、三菱マテリアルでは、産業廃棄物、都市ゴミ焼却灰、
非鉄スクラップ、レアメタル、フッ素資源、家電、アルミ缶など多岐に
わたるリサイクル事業を手掛け、世界に類を見ない金属とセメント
事業のダブルループリサイクルシステム（製錬・セメント資源化シス
テム）も構築し、循環型社会の要となっています。また、金銀滓の
E-Scrap処理事業では、世界最大規模となったと報告されており、
世界の資源循環の象徴的なリーダーとしての役割が期待されます。

　次に、②での有用なモノとは、セメントや銅線などの伝統的に社会
インフラとして大量に使われる素材だけでなく、今回視察させていた
だいた岐阜製作所では、航空機製造や最先端医療向けの超硬工具や
ミクロン単位のドリルの歯などの小さいパーツも提供しており、これ
が実は産業の高度化に不可欠だということを知りました。

　一方、人類が直面する課題は、資源の枯渇以外にも、貧富の差の
拡大、人権侵害、気候変動、生物多様性の喪失など多岐にわたり、
昨年は気候変動対策のパリ合意、持続可能な開発のフレームワーク
である「SDGs」が国連で採択されました。言い換えると①、②、③
すべての工程において、それもサプライチェーン全体にわたり人権と
安全、環境に配慮しながら行うことが求められます。

　本報告書では、自社工場での環境マネジメントの目標と結果、人材
活用や安全、品質管理については詳細に述べられていますが、取引

先を巻き込むサプライチェーンはどうでしょうか。
　特に、一部の海外鉱山では採掘段階で重大な環境汚染・人権侵害
が発生するリスクが高く、調達においても高度な配慮が必要です。
「責任ある原材料調達」では、銅鉱石の調達基準の運用に加え、物流
資材部門が調達ガイドラインの運用を強化したこと、紛争鉱物問題
への対応などの記載は評価できます。しかし「持続可能な生産消費」
はSDGsのターゲットでもあり、今後は、実効性と透明性を高める
工夫が期待されます。例えばガイドライン運用に際してのサプライ
ヤーの反応や、鉱山現地などのコミュニティに与えた社会的インパ
クトについての状況も知りたいところです。

　加えて、①、②、③の各段階を実際に動かすのは人であり、方向づ
けるのは社風や風土です。重大事故を起こした四日市工場を視察し
た際、同じ事故が二度と起きない仕組み、起こさない意識作りを構築
されていることを拝見しました。またステークホルダーミーティング
では有識者から経営に対し厳しいけれども必要なご指摘が寄せられ、
それらは経営に反映されるものと考えます。今後は、今回の事故を
四日市工場固有の事故とするだけでなく、他の事業・カンパニーが、
事故の教訓を四日市工場と同様の重みをもって受け止め、事業に
反映していただきたいです。

　また、社長が注力される組織風土改革と人材育成において、特集
のワクワクプロジェクトは、部品や原料というBtoBで縁の下の力持
ち的な仕事において職場の一体感と社員のモチベーションを高める
ユニークな人材育成のプログラムだと思います。今後は加工カンパ
ニーだけでなく全社への展開を期待します。

　環境や社会というESG面の課題と御社の事業戦略は、事業特性か
らほぼ重なってきます。環境マネジメントでの長期目標が記載されて
いますが、今後は中長期経営戦略のKPIと統合するなど、広く、経済
価値と社会価値の両立をミッションとし、内外に宣言されてはどうで
しょうか。

取締役 副社長執行役員
小野 直樹

2014年4月

6月
2016年4月

6月

常務執行役員
セメント事業カンパニープレジデント（現）
常務取締役
取締役副社長
〈環境･CSR・資源関係担当(現）〉
取締役 副社長執行役員（現）
ＣＳＲ委員会副委員長（現）

Profile



本書に関するお問い合わせ先

三菱マテリアル株式会社　環境・CSR部CSR室
〒100ｰ8117  東京都千代田区大手町一丁目3番2号

経団連会館11階
TEL：03ｰ5252ｰ5260  FAX：03ｰ5252ｰ5261

EｰMail：mlｰcsr2016@mmc.co.jp

この印刷物は環境に配慮し、FSC®認証林及び管理された森林からの製品である「FSC認証紙」、
原材料に揮発性有機化合物（VOC）を一切使用しない「Non-VOCタイプのインキ」、
印刷工場で有害な廃液を排出しない「水なし印刷方式」を採用しています。

CSR報告書制作での環境配慮

ユニバーサルデザイン（UD）
の考えに基づいた見やすい
デザインの文字を採用して
います。
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