
経営概況経営概況経営概況経営概況
（２０００年５月２２日）（２０００年５月２２日）（２０００年５月２２日）（２０００年５月２２日）



Ⅰ 経営ビジョンと２０００年度中期経営計画

◇三井化学経営ビジョン◇三井化学経営ビジョン◇三井化学経営ビジョン◇三井化学経営ビジョン 目指す企業像目指す企業像目指す企業像目指す企業像
◇９８～００中計における００年度の位置づけ◇９８～００中計における００年度の位置づけ◇９８～００中計における００年度の位置づけ◇９８～００中計における００年度の位置づけ
◇経営目標◇経営目標◇経営目標◇経営目標
◇業績◇業績◇業績◇業績
◇基本戦略◇基本戦略◇基本戦略◇基本戦略
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三井化学は、

「世界の市場において存在感のある総合化学企業」「世界の市場において存在感のある総合化学企業」「世界の市場において存在感のある総合化学企業」「世界の市場において存在感のある総合化学企業」

を目指して、

　・石油化学・基礎化学品事業

　・機能性材料事業

の２つの領域における事業展開を図る。

＜経営目標＞＜経営目標＞＜経営目標＞＜経営目標＞

　　２００７年度売上高　　２００７年度売上高　　２００７年度売上高　　２００７年度売上高 １兆２、０００億円１兆２、０００億円１兆２、０００億円１兆２、０００億円

　　　　　　石化・基礎化学品分野　　　　　　石化・基礎化学品分野　　　　　　石化・基礎化学品分野　　　　　　石化・基礎化学品分野 　　　　　　　　 ６、０００億円６、０００億円６、０００億円６、０００億円

　　　　　　機能性材料分野　　　　　　機能性材料分野　　　　　　機能性材料分野　　　　　　機能性材料分野 　　　　　　　　 ６、０００億円６、０００億円６、０００億円６、０００億円

三井化学経営ビジョン

目指す企業像目指す企業像目指す企業像目指す企業像

４



98989898～～～～00000000中計における中計における中計における中計における00000000年度の位置づけ年度の位置づけ年度の位置づけ年度の位置づけ98989898～～～～00000000中計における中計における中計における中計における00000000年度の位置づけ年度の位置づけ年度の位置づけ年度の位置づけ

０１－０３中計０１－０３中計０１－０３中計０１－０３中計

０４－０６中計０４－０６中計０４－０６中計０４－０６中計

第２マイルストーン第２マイルストーン第２マイルストーン第２マイルストーン

９７　　９８　　９９　　９７　　９８　　９９　　９７　　９８　　９９　　９７　　９８　　９９　　００００００００　　　　　０１　　０２　　０３　　０４　　０５　　０６　　０７　０１　　０２　　０３　　０４　　０５　　０６　　０７　０１　　０２　　０３　　０４　　０５　　０６　　０７　０１　　０２　　０３　　０４　　０５　　０６　　０７

第１マイルストーン第１マイルストーン第１マイルストーン第１マイルストーン

合併合併合併合併
９８－００中計９８－００中計９８－００中計９８－００中計

長
期
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ョ
ン

長
期
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ョ
ン

長
期
ビ
ジ
ョ
ン

長
期
ビ
ジ
ョ
ン

ホップホップホップホップ

ステップステップステップステップ

ジャンプジャンプジャンプジャンプ
つなぎつなぎつなぎつなぎ
込み込み込み込み

つなぎつなぎつなぎつなぎ
込み込み込み込み



経営目標経営目標経営目標経営目標経営目標経営目標経営目標経営目標

２０００年度目標値２０００年度目標値２０００年度目標値２０００年度目標値
＜事業規模＞＜事業規模＞＜事業規模＞＜事業規模＞
★★★★ 売上高（億円）売上高（億円）売上高（億円）売上高（億円） ７，８００７，８００７，８００７，８００
（含海外拠点売上高）（含海外拠点売上高）（含海外拠点売上高）（含海外拠点売上高） ８，５００８，５００８，５００８，５００

＜収益性・安定性＞＜収益性・安定性＞＜収益性・安定性＞＜収益性・安定性＞
★★★★ 経常利益（億円）経常利益（億円）経常利益（億円）経常利益（億円） ６２０６２０６２０６２０
★★★★ ＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡ ６．２％６．２％６．２％６．２％
★★★★売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率 ７．９％７．９％７．９％７．９％

単独単独単独単独



9,3009,3009,3009,300

8,5598,5598,5598,559

6,8126,8126,8126,812

８，８４２８，８４２８，８４２８，８４２

680680680680

274274274274

559559559559

439439439439

0000

2,0002,0002,0002,000

4,0004,0004,0004,000

6,0006,0006,0006,000

8,0008,0008,0008,000

10,00010,00010,00010,000

９７年度９７年度９７年度９７年度 ９８年度９８年度９８年度９８年度 ９９年度９９年度９９年度９９年度 ００年度予想００年度予想００年度予想００年度予想
0000

200200200200

400400400400

600600600600

800800800800

売上高売上高売上高売上高

経常利益経常利益経常利益経常利益

連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績

（億円）（億円）（億円）（億円） （億円）（億円）（億円）（億円）

←売上高←売上高←売上高←売上高

経常利益→経常利益→経常利益→経常利益→

１．売上高、経常利益１．売上高、経常利益１．売上高、経常利益１．売上高、経常利益

９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。



5.55.55.55.5

7.37.37.37.3

4.64.64.64.6

3.53.53.53.5

2.12.12.12.1

6.36.36.36.3

5.15.15.15.1

4.04.04.04.0

0000

2222

4444

6666

8888

９７年度９７年度９７年度９７年度 ９８年度９８年度９８年度９８年度 ９９年度９９年度９９年度９９年度 ００年度予想００年度予想００年度予想００年度予想

連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績連結業績

２．２．２．２．ROAROAROAROA、、、、売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率

売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率

ROAROAROAROA

９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。９７年度は旧三井東圧の９月期決算分が含まれていない。

（％）（％）（％）（％）
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200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

売上高売上高売上高売上高

経常利益経常利益経常利益経常利益

単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績

（億円）（億円）（億円）（億円） （億円）（億円）（億円）（億円）
←売上高←売上高←売上高←売上高

経常利益→経常利益→経常利益→経常利益→

６２０６２０６２０６２０

中
計
目
標
値

中
計
目
標
値

中
計
目
標
値

中
計
目
標
値

6,5006,5006,5006,500

４５４５４５４５0000

１．売上高、経常利益１．売上高、経常利益１．売上高、経常利益１．売上高、経常利益

９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。
なお、なお、なお、なお、９７９７９７９７年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。



4.64.64.64.6

6.96.96.96.9

4.24.24.24.24.04.04.04.0

3.03.03.03.0

6.46.46.46.46.46.46.46.4

4.44.44.44.4

0.00.00.00.0

2.02.02.02.0

4.04.04.04.0

6.06.06.06.0

8.08.08.08.0

９７年度９７年度９７年度９７年度 ９８年度９８年度９８年度９８年度 ９９年度９９年度９９年度９９年度 ００年度予想００年度予想００年度予想００年度予想

単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績単独業績

２．２．２．２．ROA、、、、売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率

売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率売上高経常利益率

ROAROAROAROA

９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。９７年度は９７年度三井化学の数値に、旧三井東圧の９７年９月期決算分を加算した。
なお、９７年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。なお、９７年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。なお、９７年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。なお、９７年９月期における旧両社の相互売上高は消去している。

（％）（％）（％）（％）



重点化戦略重点化戦略重点化戦略重点化戦略

新製品拡大戦略新製品拡大戦略新製品拡大戦略新製品拡大戦略

グループ戦略グループ戦略グループ戦略グループ戦略

グローバル戦略グローバル戦略グローバル戦略グローバル戦略

合併効果の推進合併効果の推進合併効果の推進合併効果の推進

環境・安全の推進環境・安全の推進環境・安全の推進環境・安全の推進

企業体質の強化企業体質の強化企業体質の強化企業体質の強化

コア事業・コア事業候補のコア事業・コア事業候補のコア事業・コア事業候補のコア事業・コア事業候補の
選別と重点投資の推進、赤字選別と重点投資の推進、赤字選別と重点投資の推進、赤字選別と重点投資の推進、赤字
事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築

機能性材料分野での新製品機能性材料分野での新製品機能性材料分野での新製品機能性材料分野での新製品
拡大のスピードアップ拡大のスピードアップ拡大のスピードアップ拡大のスピードアップ

石化・基礎化学品を中心に石化・基礎化学品を中心に石化・基礎化学品を中心に石化・基礎化学品を中心に
積極的にアジア展開積極的にアジア展開積極的にアジア展開積極的にアジア展開

関係会社の分類に基づく関係会社の分類に基づく関係会社の分類に基づく関係会社の分類に基づく
グループ戦略の推進とグループ戦略の推進とグループ戦略の推進とグループ戦略の推進と
関係会社の整理・統合関係会社の整理・統合関係会社の整理・統合関係会社の整理・統合

人員計画の着実な推進と人員計画の着実な推進と人員計画の着実な推進と人員計画の着実な推進と
Ｒ＆Ｄ、生産拠点のＲ＆Ｄ、生産拠点のＲ＆Ｄ、生産拠点のＲ＆Ｄ、生産拠点の
段階的集約段階的集約段階的集約段階的集約

ＲＣ基本方針に基づくＲＣ基本方針に基づくＲＣ基本方針に基づくＲＣ基本方針に基づく
環境・安全諸施策の推進環境・安全諸施策の推進環境・安全諸施策の推進環境・安全諸施策の推進

革新的な企業風土づくりと革新的な企業風土づくりと革新的な企業風土づくりと革新的な企業風土づくりと
総資産圧縮による財務総資産圧縮による財務総資産圧縮による財務総資産圧縮による財務
体質強化体質強化体質強化体質強化

７っの７っの７っの７っの
基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略

基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略

＝＝＝＝合併効果の実現と新たな拡大･成長を目指して＝合併効果の実現と新たな拡大･成長を目指して＝合併効果の実現と新たな拡大･成長を目指して＝合併効果の実現と新たな拡大･成長を目指して＝



ⅡⅡⅡⅡ 基本戦略の進捗状況基本戦略の進捗状況基本戦略の進捗状況基本戦略の進捗状況ⅡⅡⅡⅡ 基本戦略の進捗状況基本戦略の進捗状況基本戦略の進捗状況基本戦略の進捗状況

Ⅱ－１Ⅱ－１Ⅱ－１Ⅱ－１ 合併効果の実現合併効果の実現合併効果の実現合併効果の実現

Ⅱ－２Ⅱ－２Ⅱ－２Ⅱ－２ 新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して



重点化戦略重点化戦略重点化戦略重点化戦略

新製品拡大戦略新製品拡大戦略新製品拡大戦略新製品拡大戦略

グローバル戦略グローバル戦略グローバル戦略グローバル戦略

グループ戦略グループ戦略グループ戦略グループ戦略

環境・安全の推進環境・安全の推進環境・安全の推進環境・安全の推進

企業体質の強化企業体質の強化企業体質の強化企業体質の強化

合併効果の推進合併効果の推進合併効果の推進合併効果の推進

７っの基本戦略７っの基本戦略７っの基本戦略７っの基本戦略

合併効果の目標は概ね達成合併効果の目標は概ね達成合併効果の目標は概ね達成合併効果の目標は概ね達成

Ⅱ－１Ⅱ－１Ⅱ－１Ⅱ－１ 合併効果の実現合併効果の実現合併効果の実現合併効果の実現Ⅱ－１Ⅱ－１Ⅱ－１Ⅱ－１ 合併効果の実現合併効果の実現合併効果の実現合併効果の実現



実施済み実施済み実施済み実施済み
◆◆◆◆ 湿式建材事業湿式建材事業湿式建材事業湿式建材事業 子会社への移管子会社への移管子会社への移管子会社への移管 （９８．１０）（９８．１０）（９８．１０）（９８．１０）
◆◆◆◆ 石膏ボード石膏ボード石膏ボード石膏ボード チヨダウーテ社への事業譲渡チヨダウーテ社への事業譲渡チヨダウーテ社への事業譲渡チヨダウーテ社への事業譲渡 （９９．３）（９９．３）（９９．３）（９９．３）
◆◆◆◆ ＡＢＳ・ＡＳＡＢＳ・ＡＳＡＢＳ・ＡＳＡＢＳ・ＡＳ 住友化学との事業統合／住友化学との事業統合／住友化学との事業統合／住友化学との事業統合／

日本エイアンドエル設立日本エイアンドエル設立日本エイアンドエル設立日本エイアンドエル設立 （９９．７）（９９．７）（９９．７）（９９．７）
◆◆◆◆ 電解電解電解電解 名古屋工場の設備停止名古屋工場の設備停止名古屋工場の設備停止名古屋工場の設備停止 　　　　 （９８．８）（９８．８）（９８．８）（９８．８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪工場の設備停止　　　　　　（９９．１２）　　大阪工場の設備停止　　　　　　（９９．１２）　　大阪工場の設備停止　　　　　　（９９．１２）　　大阪工場の設備停止　　　　　　（９９．１２）　　
◆塩ビモノマー◆塩ビモノマー◆塩ビモノマー◆塩ビモノマー 　　　　 　　　　 塩ビモノマーの東ソーとの提携塩ビモノマーの東ソーとの提携塩ビモノマーの東ソーとの提携塩ビモノマーの東ソーとの提携　　　　（９９．１２）（９９．１２）（９９．１２）（９９．１２）
◆◆◆◆ 大洋塩ビ大洋塩ビ大洋塩ビ大洋塩ビ 東ソーを主体とする再構築東ソーを主体とする再構築東ソーを主体とする再構築東ソーを主体とする再構築 （００．４）（００．４）（００．４）（００．４）
◆◆◆◆ 木質系接着剤木質系接着剤木質系接着剤木質系接着剤 住友ベークライトとの事業統合／住友ベークライトとの事業統合／住友ベークライトとの事業統合／住友ベークライトとの事業統合／

サンベーク設立サンベーク設立サンベーク設立サンベーク設立 （００．４）（００．４）（００．４）（００．４）
◆◆◆◆ 無水フタル酸無水フタル酸無水フタル酸無水フタル酸 営業譲渡営業譲渡営業譲渡営業譲渡 （００．４）（００．４）（００．４）（００．４）
◆◆◆◆ メチレンクロライドメチレンクロライドメチレンクロライドメチレンクロライド 営業譲渡営業譲渡営業譲渡営業譲渡 （００．４）（００．４）（００．４）（００．４）

残された課題残された課題残された課題残された課題
◆◆◆◆ ＳＭ（宇部スチレンモノマー事業）ＳＭ（宇部スチレンモノマー事業）ＳＭ（宇部スチレンモノマー事業）ＳＭ（宇部スチレンモノマー事業）

◆◆◆◆ ＶＩＰＬＡＣＯ（ベトナム塩ビ事業）ＶＩＰＬＡＣＯ（ベトナム塩ビ事業）ＶＩＰＬＡＣＯ（ベトナム塩ビ事業）ＶＩＰＬＡＣＯ（ベトナム塩ビ事業）

事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築事業再構築



関係会社の整理統合関係会社の整理統合関係会社の整理統合関係会社の整理統合関係会社の整理統合関係会社の整理統合関係会社の整理統合関係会社の整理統合

事業撤退事業撤退事業撤退事業撤退 塩ビコンパウンド（ビニクロン）塩ビコンパウンド（ビニクロン）塩ビコンパウンド（ビニクロン）塩ビコンパウンド（ビニクロン）

石膏ボード（アドラ建材等３社）石膏ボード（アドラ建材等３社）石膏ボード（アドラ建材等３社）石膏ボード（アドラ建材等３社）
ゴルフ場（国際空港商事）ゴルフ場（国際空港商事）ゴルフ場（国際空港商事）ゴルフ場（国際空港商事）
合成樹脂販売（三高）合成樹脂販売（三高）合成樹脂販売（三高）合成樹脂販売（三高）
合成樹脂製品製造・販売（谷山化学）合成樹脂製品製造・販売（谷山化学）合成樹脂製品製造・販売（谷山化学）合成樹脂製品製造・販売（谷山化学）
土木工事（東亜グラウト工業）土木工事（東亜グラウト工業）土木工事（東亜グラウト工業）土木工事（東亜グラウト工業）
合成ゴムラテックス（申豊化学：台湾）合成ゴムラテックス（申豊化学：台湾）合成ゴムラテックス（申豊化学：台湾）合成ゴムラテックス（申豊化学：台湾）
製薬（三井製薬工業）製薬（三井製薬工業）製薬（三井製薬工業）製薬（三井製薬工業）

同一事業又は、同一機能を持つ会社の統合同一事業又は、同一機能を持つ会社の統合同一事業又は、同一機能を持つ会社の統合同一事業又は、同一機能を持つ会社の統合
保険・旅行業務関連（ｻﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽと三東産業）保険・旅行業務関連（ｻﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽと三東産業）保険・旅行業務関連（ｻﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽと三東産業）保険・旅行業務関連（ｻﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽと三東産業）
農業資材関連（三井東圧ﾌﾟﾗﾃｯｸと三石ｱｸﾞﾘ）農業資材関連（三井東圧ﾌﾟﾗﾃｯｸと三石ｱｸﾞﾘ）農業資材関連（三井東圧ﾌﾟﾗﾃｯｸと三石ｱｸﾞﾘ）農業資材関連（三井東圧ﾌﾟﾗﾃｯｸと三石ｱｸﾞﾘ）
人材関連（ｻﾝ人材ｾﾝﾀｰとｱﾐｶ）人材関連（ｻﾝ人材ｾﾝﾀｰとｱﾐｶ）人材関連（ｻﾝ人材ｾﾝﾀｰとｱﾐｶ）人材関連（ｻﾝ人材ｾﾝﾀｰとｱﾐｶ）
樹脂加工関連（三信化工とｴﾚﾅ工業）樹脂加工関連（三信化工とｴﾚﾅ工業）樹脂加工関連（三信化工とｴﾚﾅ工業）樹脂加工関連（三信化工とｴﾚﾅ工業）
エンジ関連（三井東圧機工と三井石化ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）エンジ関連（三井東圧機工と三井石化ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）エンジ関連（三井東圧機工と三井石化ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）エンジ関連（三井東圧機工と三井石化ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）
分析関連（ｻﾝ分析ｾﾝﾀｰとｴﾑ･ｼｰ･ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ）分析関連（ｻﾝ分析ｾﾝﾀｰとｴﾑ･ｼｰ･ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ）分析関連（ｻﾝ分析ｾﾝﾀｰとｴﾑ･ｼｰ･ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ）分析関連（ｻﾝ分析ｾﾝﾀｰとｴﾑ･ｼｰ･ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ）

残された課題残された課題残された課題残された課題 ：：：： 土木建設資材土木建設資材土木建設資材土木建設資材 ２社２社２社２社 本年度中統合予定本年度中統合予定本年度中統合予定本年度中統合予定
物流物流物流物流 ３社３社３社３社 時期未定時期未定時期未定時期未定



生産拠点の集約、生産活動の効率化生産拠点の集約、生産活動の効率化生産拠点の集約、生産活動の効率化生産拠点の集約、生産活動の効率化生産拠点の集約、生産活動の効率化生産拠点の集約、生産活動の効率化生産拠点の集約、生産活動の効率化生産拠点の集約、生産活動の効率化

北海道北海道北海道北海道
００年４月分社化００年４月分社化００年４月分社化００年４月分社化

下関下関下関下関
００年１０月分社化予定００年１０月分社化予定００年１０月分社化予定００年１０月分社化予定

茂原茂原茂原茂原
００年中に分工場化予定００年中に分工場化予定００年中に分工場化予定００年中に分工場化予定
（市原工場との一体運営）（市原工場との一体運営）（市原工場との一体運営）（市原工場との一体運営）

市原市原市原市原名古屋名古屋名古屋名古屋

大阪大阪大阪大阪

岩国大竹岩国大竹岩国大竹岩国大竹
大牟田大牟田大牟田大牟田

８工場体制８工場体制８工場体制８工場体制 →→→→ ５工場体制５工場体制５工場体制５工場体制



  研究開発拠点統合・第１期計画研究開発拠点統合・第１期計画研究開発拠点統合・第１期計画研究開発拠点統合・第１期計画  研究開発拠点統合・第１期計画研究開発拠点統合・第１期計画研究開発拠点統合・第１期計画研究開発拠点統合・第１期計画

2001年年年年3月月月月

北海道

茂原

袖ヶ浦

大船
名古屋

大阪

岩国

下関大牟田

1998年年年年4月月月月

茂原

岩国

袖ヶ浦

640

200

190

312

81
104

418

243

124

37
67

7

市原

１４５６人１４５６人１４５６人１４５６人
（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門
の全人員）の全人員）の全人員）の全人員）

１３５０人１３５０人１３５０人１３５０人
（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門
の全人員）の全人員）の全人員）の全人員）

大牟田

45

市原

115

70
90

63

大阪

名古屋

００年３月末００年３月末００年３月末００年３月末
袖ヶ浦人員：３１７名袖ヶ浦人員：３１７名袖ヶ浦人員：３１７名袖ヶ浦人員：３１７名



2003年年年年3月月月月

茂原

岩国

袖ヶ浦

910

200

125

１３５０人１３５０人１３５０人１３５０人
（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門
の全人員）の全人員）の全人員）の全人員）

大牟田

45

70

大阪

６４０

袖ヶ浦

200

茂原

70
大阪

90

名古屋

45

大牟田

190

岩国

2001年年年年3月月月月

１３５０人１３５０人１３５０人１３５０人
（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門（研究開発部門
の全人員）の全人員）の全人員）の全人員）

20115
市原

研究開発拠点統合・第２期計画研究開発拠点統合・第２期計画研究開発拠点統合・第２期計画研究開発拠点統合・第２期計画研究開発拠点統合・第２期計画研究開発拠点統合・第２期計画研究開発拠点統合・第２期計画研究開発拠点統合・第２期計画



7,0067,0067,0067,006 6,4956,4956,4956,495
5,7925,7925,7925,792 5,4455,4455,4455,445

13,55113,55113,55113,551
12,60712,60712,60712,607

11,70611,70611,70611,706 11,27111,27111,27111,271

6,2006,2006,2006,200

10,80810,80810,80810,80811,15311,15311,15311,153
11,47911,47911,47911,479

11,86111,86111,86111,861

0000

2,0002,0002,0002,000

4,0004,0004,0004,000

6,0006,0006,0006,000

8,0008,0008,0008,000

10,00010,00010,00010,000

12,00012,00012,00012,000

14,00014,00014,00014,000

16,00016,00016,00016,000

98.398.398.398.3 99.399.399.399.3 '00.3'00.3'00.3'00.3 '01.3'01.3'01.3'01.3

単独単独単独単独

単独＋出向単独＋出向単独＋出向単独＋出向

連結連結連結連結

９８中計目標値（単独）９８中計目標値（単独）９８中計目標値（単独）９８中計目標値（単独）

人員計画人員計画人員計画人員計画人員計画人員計画人員計画人員計画

（（（（人）人）人）人）



固定費（単独）固定費（単独）固定費（単独）固定費（単独）固定費（単独）固定費（単独）固定費（単独）固定費（単独）

754754754754 730730730730 708708708708

400400400400 361361361361 325325325325

791791791791 825825825825 832832832832

1,9501,9501,9501,950

0000

500500500500

1000100010001000

1500150015001500

2000200020002000

2500250025002500

９８年度９８年度９８年度９８年度 ９９年度９９年度９９年度９９年度 ００年度００年度００年度００年度

９８中計目標値９８中計目標値９８中計目標値９８中計目標値

その他その他その他その他

償却費償却費償却費償却費

労務費労務費労務費労務費

00000000年度年度年度年度

1,9451,9451,9451,945 1,9161,9161,9161,916
1,8651,8651,8651,865

（億円）（億円）（億円）（億円）



重点化戦略重点化戦略重点化戦略重点化戦略

新製品拡大戦略新製品拡大戦略新製品拡大戦略新製品拡大戦略

グローバル戦略グローバル戦略グローバル戦略グローバル戦略

グループ戦略グループ戦略グループ戦略グループ戦略

環境・安全の推進環境・安全の推進環境・安全の推進環境・安全の推進

企業体質の強化企業体質の強化企業体質の強化企業体質の強化

７っの基本戦略７っの基本戦略７っの基本戦略７っの基本戦略

新たな拡大・成長を目指した戦略の推進新たな拡大・成長を目指した戦略の推進新たな拡大・成長を目指した戦略の推進新たな拡大・成長を目指した戦略の推進

合併効果の推進合併効果の推進合併効果の推進合併効果の推進

Ⅱ－２Ⅱ－２Ⅱ－２Ⅱ－２ 新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指してⅡ－２Ⅱ－２Ⅱ－２Ⅱ－２ 新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して新たな拡大・成長を目指して



コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）コア・コア事業候補の強化・拡大（国内）

石化・基礎化分野石化・基礎化分野石化・基礎化分野石化・基礎化分野
エチレンエチレンエチレンエチレン 京葉エチレン増強京葉エチレン増強京葉エチレン増強京葉エチレン増強 ：：：： ６０万トン→６０万トン→６０万トン→６０万トン→ ６９万トン６９万トン６９万トン６９万トン （００年２月）（００年２月）（００年２月）（００年２月）

大阪石化の増強大阪石化の増強大阪石化の増強大阪石化の増強 ：：：： ３７万トン→３７万トン→３７万トン→３７万トン→ ４５万トン４５万トン４５万トン４５万トン （９９年９月）（９９年９月）（９９年９月）（９９年９月）
大阪石化の完全子会社化大阪石化の完全子会社化大阪石化の完全子会社化大阪石化の完全子会社化 （００年３月）（００年３月）（００年３月）（００年３月）

ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン メタロセン技術によるＬＬＤＰＥ運転開始メタロセン技術によるＬＬＤＰＥ運転開始メタロセン技術によるＬＬＤＰＥ運転開始メタロセン技術によるＬＬＤＰＥ運転開始 （９８年４月）（９８年４月）（９８年４月）（９８年４月）
ＰＥ・ｴﾗｽﾄﾏｰＰＥ・ｴﾗｽﾄﾏｰＰＥ・ｴﾗｽﾄﾏｰＰＥ・ｴﾗｽﾄﾏｰ ＤＯＷＤＯＷＤＯＷＤＯＷ ＣＨＥＭ．との触媒等共同研究・特許協調ＣＨＥＭ．との触媒等共同研究・特許協調ＣＨＥＭ．との触媒等共同研究・特許協調ＣＨＥＭ．との触媒等共同研究・特許協調 （９９年７月）（９９年７月）（９９年７月）（９９年７月）
エラストマーエラストマーエラストマーエラストマー メタロセン技術によるエラストマー増強メタロセン技術によるエラストマー増強メタロセン技術によるエラストマー増強メタロセン技術によるエラストマー増強 （００年６月）（００年６月）（００年６月）（００年６月）
ＰＥＴ樹脂ＰＥＴ樹脂ＰＥＴ樹脂ＰＥＴ樹脂 カネボウ合繊との業務提携カネボウ合繊との業務提携カネボウ合繊との業務提携カネボウ合繊との業務提携 （９９年８月）（９９年８月）（９９年８月）（９９年８月）
ＧＲＰＧＲＰＧＲＰＧＲＰ 製造設備移管（ＭＣＩ→ＧＲＰ）による製販一体化製造設備移管（ＭＣＩ→ＧＲＰ）による製販一体化製造設備移管（ＭＣＩ→ＧＲＰ）による製販一体化製造設備移管（ＭＣＩ→ＧＲＰ）による製販一体化 （９９年４月）（９９年４月）（９９年４月）（９９年４月）

研究開発統合（３ヶ所→袖ヶ浦）研究開発統合（３ヶ所→袖ヶ浦）研究開発統合（３ヶ所→袖ヶ浦）研究開発統合（３ヶ所→袖ヶ浦） （００年４月）（００年４月）（００年４月）（００年４月）

機能性材料分野機能性材料分野機能性材料分野機能性材料分野
ウレタンウレタンウレタンウレタン ＴＤＩ増強ＴＤＩ増強ＴＤＩ増強ＴＤＩ増強 ：：：： １０万トン１０万トン１０万トン１０万トン →１２万トン→１２万トン→１２万トン→１２万トン （９９年６月）（９９年６月）（９９年６月）（９９年６月）
不織布不織布不織布不織布 生産能力増強生産能力増強生産能力増強生産能力増強 ：：：： ２．７万トン→３．６万トン２．７万トン→３．６万トン２．７万トン→３．６万トン２．７万トン→３．６万トン （００年４月）（００年４月）（００年４月）（００年４月）
半導体材料半導体材料半導体材料半導体材料 イクロステープ増強イクロステープ増強イクロステープ増強イクロステープ増強 （９８年１２月）（９８年１２月）（９８年１２月）（９８年１２月）

ＮＦ３増強ＮＦ３増強ＮＦ３増強ＮＦ３増強 （００年６月）（００年６月）（００年６月）（００年６月）
ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア 超高屈折率レンズモノマー事業化超高屈折率レンズモノマー事業化超高屈折率レンズモノマー事業化超高屈折率レンズモノマー事業化 （００年４月）（００年４月）（００年４月）（００年４月）
ＳＢＤＵＳＢＤＵＳＢＤＵＳＢＤＵ リチウムイオン２次電池用セパレータ設備完成リチウムイオン２次電池用セパレータ設備完成リチウムイオン２次電池用セパレータ設備完成リチウムイオン２次電池用セパレータ設備完成 （９９年５月）（９９年５月）（９９年５月）（９９年５月）

ＬＦＰ事業化ＬＦＰ事業化ＬＦＰ事業化ＬＦＰ事業化 （００年４月）（００年４月）（００年４月）（００年４月）



石化・基礎化分野石化・基礎化分野石化・基礎化分野石化・基礎化分野
高純度テレフタル酸高純度テレフタル酸高純度テレフタル酸高純度テレフタル酸 タイ・プラント（ＳＭＰＣ）営業運転開始タイ・プラント（ＳＭＰＣ）営業運転開始タイ・プラント（ＳＭＰＣ）営業運転開始タイ・プラント（ＳＭＰＣ）営業運転開始 （９９年４月）（９９年４月）（９９年４月）（９９年４月）

タイ・プラント増強：タイ・プラント増強：タイ・プラント増強：タイ・プラント増強： ５万トン５万トン５万トン５万トン （００年１１月）（００年１１月）（００年１１月）（００年１１月）
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（ＡＭＩ）増強：７万トンｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（ＡＭＩ）増強：７万トンｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（ＡＭＩ）増強：７万トンｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ﾌﾟﾗﾝﾄ（ＡＭＩ）増強：７万トン （００年３月）（００年３月）（００年３月）（００年３月）
韓国・プラント（ＳＰＣ）増強：１０万トン韓国・プラント（ＳＰＣ）増強：１０万トン韓国・プラント（ＳＰＣ）増強：１０万トン韓国・プラント（ＳＰＣ）増強：１０万トン （００年１２月）（００年１２月）（００年１２月）（００年１２月）

フェノールフェノールフェノールフェノール シンガポール・プラント完工シンガポール・プラント完工シンガポール・プラント完工シンガポール・プラント完工 （０１年４月）（０１年４月）（０１年４月）（０１年４月）
ビスフェノールＡビスフェノールＡビスフェノールＡビスフェノールＡ シンガポール・プラント営業運転開始シンガポール・プラント営業運転開始シンガポール・プラント営業運転開始シンガポール・プラント営業運転開始 （９９年９月）（９９年９月）（９９年９月）（９９年９月）

シンガポール・プラント２期計画完工シンガポール・プラント２期計画完工シンガポール・プラント２期計画完工シンガポール・プラント２期計画完工 （０１年１１月）（０１年１１月）（０１年１１月）（０１年１１月）
アクリルアマイドアクリルアマイドアクリルアマイドアクリルアマイド 韓国・増強検討中韓国・増強検討中韓国・増強検討中韓国・増強検討中 （０１年）（０１年）（０１年）（０１年）
エラストマーエラストマーエラストマーエラストマー 海外新プラント計画検討中海外新プラント計画検討中海外新プラント計画検討中海外新プラント計画検討中

機能性材料分野機能性材料分野機能性材料分野機能性材料分野
ウレタンウレタンウレタンウレタン 中国（蘇州）でのシステムハウス稼動中国（蘇州）でのシステムハウス稼動中国（蘇州）でのシステムハウス稼動中国（蘇州）でのシステムハウス稼動 （９９年１月）（９９年１月）（９９年１月）（９９年１月）

錦湖三井化学ＭＤＩ増強錦湖三井化学ＭＤＩ増強錦湖三井化学ＭＤＩ増強錦湖三井化学ＭＤＩ増強 ：：：： ３万トン→５万トン３万トン→５万トン３万トン→５万トン３万トン→５万トン （００年１２月）（００年１２月）（００年１２月）（００年１２月）
半導体材料半導体材料半導体材料半導体材料 ＮＦ３増強（米国）ＮＦ３増強（米国）ＮＦ３増強（米国）ＮＦ３増強（米国） （００年２月）（００年２月）（００年２月）（００年２月）
電子回路材料電子回路材料電子回路材料電子回路材料 米国ロジャース社との合弁事業（ＨＤＤ部品）米国ロジャース社との合弁事業（ＨＤＤ部品）米国ロジャース社との合弁事業（ＨＤＤ部品）米国ロジャース社との合弁事業（ＨＤＤ部品） （００年１月）（００年１月）（００年１月）（００年１月）

コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）コア・コア事業候補の強化・拡大（海外）



機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大

経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、
機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。

（１）（１）（１）（１） 新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、
新製品開発のスピードアップを図る。新製品開発のスピードアップを図る。新製品開発のスピードアップを図る。新製品開発のスピードアップを図る。

・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高
１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。
◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、

新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、
開発戦略の見直しを行う。開発戦略の見直しを行う。開発戦略の見直しを行う。開発戦略の見直しを行う。

（２）（２）（２）（２） 新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として
他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。

経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、経営ビジョン達成のために、新たな拡大成長を目指し、
機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。機能性材料分野での新製品拡大のスピードアップを図る。

（１）（１）（１）（１） 新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、新製品開発・育成システム（アクセル２１）を活用し、
新製品開発のスピードアップを図る。新製品開発のスピードアップを図る。新製品開発のスピードアップを図る。新製品開発のスピードアップを図る。

・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高・新製品開発戦略の実行により、０２年度新製品売上高
１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。１０００億円、内機能性材料分野８９０億円を達成する。
◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、◆アクセル２１専任者を研究所、事業部に配置し、

新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、新製品テーマ創出とテーマの市場適合性チェック、
開発戦略の見直しを行う。開発戦略の見直しを行う。開発戦略の見直しを行う。開発戦略の見直しを行う。

（２）（２）（２）（２） 新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として新製品開発にあたっては、開発能力補完の手段として
他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。他社との事業提携、事業買収等の方策を併用する。

１．基本戦略１．基本戦略１．基本戦略１．基本戦略
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機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大

０２年度目標値０２年度目標値０２年度目標値０２年度目標値
１，０００億円１，０００億円１，０００億円１，０００億円

２．新製品開発の目標値２．新製品開発の目標値２．新製品開発の目標値２．新製品開発の目標値
（億円）（億円）（億円）（億円）

要加速要加速要加速要加速

全社ＳＢＤＵ全社ＳＢＤＵ全社ＳＢＤＵ全社ＳＢＤＵ

精密化学品精密化学品精密化学品精密化学品

機能製品機能製品機能製品機能製品

化成品化成品化成品化成品

石化・基礎化石化・基礎化石化・基礎化石化・基礎化



効果
① アイデアラボの設置
② 新製品開発インセンティブ導入

効果
① アイデアラボの設置
② 新製品開発インセンティブ導入

効率
③ステージプロセスの導入
    Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ（事業化）

効率
③ステージプロセスの導入
    Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ（事業化）

スピードアップ
④ －1．全社SBDUの設置
     －2．事業部SBDUの設置

スピードアップ
④ －1．全社SBDUの設置
     －2．事業部SBDUの設置

アクセル２１

３．新製品開発・育成システム（アクセル２１）

機能性材料分野の新製品拡機能性材料分野の新製品拡



機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大

４－１．全社ＳＢＤＵ

ＳＢＤＵ名 事業化目標時期

ＡＭＳ開発室
（耐熱半導体基板）

０１年  ３月

ｿﾌﾄｴﾈﾙｷﾞｰ開発室
（リチウムイオン２次電池関連）

００年１０月

ＬＡＣＥＡ開発室
（生分解性プラスチック）

０２年 ３月

ＬＦＰの事業化 ００年４月



機能性材料分野の新製品拡大機能性材料分野の新製品拡大

４－２．事業部ＳＢＤＵ

ＳＢＤＵ名 事業化目標時期

よう化水素（エッチング用途） ０１年  ４月

エコエマルジョン（環境負荷低減化コート剤） ０１年  ４月

ポリエチレン製配水管 ０１年１０月

Ｐ・トレボン（ペット用殺虫剤） ０２年  ３月

新規感熱紙用顕色剤 ０１年  ４月

ＰＤＰ（プラズマディスプレイ）用光学フィルタ ０１年  ４月

（ＭＰＦ）光学用表面保護フィルム ０２年１０月

熱伝導付与フィラー（熱伝導性ポリマー） ０２年  ４月

ＦＰ（フラットパネル）用液晶、有機ＥＬ材料 ０２年  ４月

インクジェット用色素 ０１年  ７月

ポリエステル重合用触媒 ０１年１０月

黒字：継続 赤字：新規
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３－１．フェノール・ビスフェノールＡ生産拠点

フェノール：日本

５０万トン／年

ビスフェノールＡ：日本

１４万トン／年

フェノール：シンガポール（ＭＰＨＳ）

２０万トン／年

’０１年４月完工

ビスフェノールＡ：（ＭＢＳ）

７万トン／年

’９９年３月完工

’９９年９月営業運転開始

２期計画 ７万トン／年

’００年５月着工

’０１年１１月完工

石化・基礎化分野

グローバル戦略グローバル戦略



３－２．ＰＴＡ（高純度テレフタル酸）生産拠点

日本

６５万トン／年

インドネシア（ＡＭＩ） [ＭＣＩ ４５％]

３５万トン／年

００年３月 ＋７万トン／年

タイ（ＳＭＰＣ） [ＭＣＩ ５０％]

３５万トン／年

００年１１月 ＋５万トン／年

韓国（ＳＰＣ） [ＭＣＩ １５％]

９３万トン／年

００年１２月 ＋１０万トン／年

石化・基礎化分野

グローバル戦略グローバル戦略



３－３．アクリルアマイド生産拠点

日本

４万トン／年

インドネシア（三井エテリンド） [ＭＣＩ ７０％]

１万トン／年

韓国（龍山化学） [ＭＣＩ ３６．７％]

７千トン／年

増強検討中

石化・基礎化分野

グローバル戦略グローバル戦略



３－４．ＰＰコンパウンド生産拠点

米国
（Ｃｏｌｏｒ ＆ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ）
[ＭＣＩ ６５％]ベルギー

（ＦＭ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｓ．Ａ．）［ＭＣＩ ５０％］

石化・基礎化分野

タイ
（Ｇｒａｎｄ Ｓｉａｍ Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ） ［ＧＲＰ ４８％］

中国
（上海三井複合塑料） ［ＭＣＩ １７％］

日本

グローバル戦略グローバル戦略



３－５．ウレタン関連の生産拠点

中国（天寰ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ２ヶ所） [ＭＣＩ ４５％]
ｳﾚﾀﾝｼｽﾃﾑ

インドネシア（ｺｽﾓﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） [ＭＣＩ ４６％]
ｳﾚﾀﾝｼｽﾃﾑ

タイ（ﾀｲ三井ｽﾍﾟｼｬﾙﾃｨｰ） [ＭＣＩ ５２％]
ｳﾚﾀﾝｼｽﾃﾑ

マレーシア（ｺｽﾓﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾏﾚｰｼｱ） [ＭＣＩ ３０％]
ｳﾚﾀﾝｼｽﾃﾑ

韓国（錦湖三井） [ＭＣＩ ５０％]
ＭＤＩ ３万トン／年→５万トン／年

日本
ＭＤＩ（６万トン／年）
ＴＤＩ（１２万トン／年）
ＰＰＧ（８．５万トン／年）

機能性材料分野

グローバル戦略グローバル戦略



３－６．電子情報材料関連の生産拠点

日本
ＮＦ３
トナー材料

米国
（Ａｎｄｅｒｓｏｎ）

ＮＦ３
（ＩＰＣ） [ＭＣＩ ５０％]
トナー材料

英国
（ＩＰＥ） [ＭＣＩ ５０％]
トナー材料

機能性材料分野

グローバル戦略グローバル戦略



連結中計連結中計

◆ 基本方針

２００１年度から始まる０１中計より、本格的な連
結中計を策定する。→連結関係会社数：１１７社

◆ ００中計での対応

００中計では、２００１年度からの連結中計の前段として、
連結中計を試行する。→連結関係会社数：８７社

１．基本方針と００中計での対応



連結中計連結中計

２．連結関係会社（１１７社）

中核関係会社
収益の拡大

独立関係会社
利益の確保

その他関係会社

利益の最大化

一般関係会社
収益の確保

コ
ス
ト
セ
ン
タ
ー

本
体
事
業
を
展
開
す
る

海
外
関
係
会
社

２２社 ３５社

３８社２２社

◆ 使命に立脚した戦略の策定と実行
◆ 本体と呼応した経営計画システム（中計・予算）のＰＤＣＡ推進

本
体
戦
略
と
の
整
合
性

会社の強さ



環境・安全の推進環境・安全の推進

◆ 環境・安全は企業の社会的責任
→ 企業存立の前提であり、かつ基盤である。

◆ レスポンシブル・ケア（ＲＣ）の精神を全事業活動の
中に定着させ、顧客及び社会の満足と信頼を得る。
・環境負荷低減
・事故・労働災害ゼロ
・情報の公開、社会とのコミュニケーション

◆ 環境・安全は企業の社会的責任
→ 企業存立の前提であり、かつ基盤である。

◆ レスポンシブル・ケア（ＲＣ）の精神を全事業活動の
中に定着させ、顧客及び社会の満足と信頼を得る。
・環境負荷低減
・事故・労働災害ゼロ
・情報の公開、社会とのコミュニケーション

１．基本方針

ＲＣ報告書作成と配布 （００年３月）



環境・安全の推進環境・安全の推進

２．レスポンシブルケアへの取組み

① 自主的ガイドラインに基づく化学物質排出量の削減

２０物質について０５年度までに目標達成
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大気排出量削減自主ガイドライン
自主ガイドラインの例（ベンゼン）



環境・安全の推進環境・安全の推進

２．レスポンシブルケアへの取組み

② 省エネルギー
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環境・安全の推進環境・安全の推進

２．レスポンシブルケアへの取組み

③ 廃棄物排出の削減
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環境・安全の推進環境・安全の推進

④ 事故・労働災害ゼロ

◆ 経営者が率先して安全確保
の重要性を社員に訴える。

◆ 担当役員による環境・
安全監査

◆ 設備・プロセスの安全性
事前評価

◆ 労働安全衛生マネジメント
システム導入 0

1

2

3

4

5

6

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97

年   度

休業度数率＝
休業災害被災者数

延労働時間数

産業全体
化学工業
三井化学

休業労働災害度数率の傾向

２．レスポンシブルケアへの取組み

（100万時間当り）



環境・安全の推進環境・安全の推進

３．情報の公開・社会とのコミュニケーション

◆ ＲＣ報告書

◆日本レスポンスブル・ケア協議会の地域説明会等
への参画
市原、堺・泉北、岩国・大竹の３地区は当社が担当

◆ 地域社会とのコミュニケーション
工場の周辺地域向け広報紙として「ちぐさ」、
「おぜがわ」を発行



企業体質の強化企業体質の強化

基本戦略の確実な展開を支えるために、ソフト／ハード両面
での強固な基盤を構築する。
◇ 常に革新を追求する企業風土を醸成する。
・仕事のやり方・経営システムの革新

◆・ＲＯＡ導入（２ケタ）・業務のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ（２倍）・ＦＣＦの最大化

◇ 戦略遂行に必要な経営基盤の強化に積極的に取組む。
・情報のネットワーク化

◆ＳＡＰ Ｒ／３の導入による情報システムの構築
・財務体質の強化（総資産圧縮計画の着実な実行）

◆総資産回転率０．８回以上
◆退職給付債務積立金不足を含む含み損処理計画の策定

基本戦略
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