
 1 / 4 
 

2018 年 11 月 経営概況説明会 質疑応答要旨 
日時 2018 年 11 月 15 日  15:00〜16:30 
場所 三井化学本社内会議室 
説明者・応対者 代表取締役 社⻑執⾏役員 (CEO)   淡輪 敏 

代表取締役 副社⻑執⾏役員 (CFO)  久保 雅晴 
代表取締役 専務執⾏役員 (CTO)  松尾 英喜 

説明資料 2018 年 11 月 15 日掲載 経営概況説明会 資料 
 

Q&A 
■モビリティセグメント 
Ｑ1．三井化学のポートフォリオは⾃動⾞向けの⽐率が⾼い。中・⻑期的にはポテンシャルが⾼いと感じる⼀⽅、短期的に

は減速懸念等もあるが、今後の⾒通しについて説明してほしい。 
Ａ1．モビリティ分野については、主⼒のPPコンパウンド含め、製品ラインナップに自信を持っています。自動⾞については変⾰期

を迎えていると言われる一方、EV 化のトレンド一つとっても、全固体電池の普及に時間が掛かる可能性も想定され、EV
化の進展がどの程度の速度で進むか⾒通しが難しい⾯があります。但し軽量化ニーズ、及び⾦属から樹脂へのトレンドは
今後も変わらないと考えています。現在、自動⾞ 1台あたりの重量に占める樹脂の⽐率は10%程度であり、さらなる向上
には軽さと強度との両⽴等が課題となります。これら課題に対するトータルソリューションを提供するため、当社は⾦型事業
を手掛ける共和工業を買収した他、今般、設計・試作・評価機能を有する ARRK 社の株式を取得しました。これらの取り
組みを通じて顧客ニーズに確実に応えていくとともに、必要に応じてエンプラ等、不⾜する技術を獲得しつつ、当社の提供で
きる解を増やすことでさらなる可能性を追求していきます。 

 
Q2．欧州系 OEM 向けの PP コンパウンド販売拡大に向けた取り組みの進捗状況について説明してほしい。 
A2．当社の PP コンパウンドは日系 OEM 向けの供給から始まり、当社北⽶拠点を中⼼に⽶系 OEM 向けの販売も拡大して

きました。欧州系 OEM 向けは強くなかったものの、これまでの取り組みにより採⽤が進み、この度オランダに新拠点を設⽴
することと致しました。また当社が株式を取得した ARRK 社は売上高の約 6 割が欧州向けであるほか、同社の子会社で
ある P+Z エンジニアリング社は欧州系 OEM の開発の一翼を担う等、同地域に強みを持っています。これらグループ全体
の強みを活かし、さらなる拡大を図っていきます。 

 
Q3．欧州以外で今後 PP コンパウンドの能⼒増強が必要となる地域はどこか。 
A3．インド拠点で 20 年度に 1 系列増強を検討中であるほか、タイ拠点もタイ国内自動⾞⽣産の回復に伴い稼働率が上が

っており、増強の検討が必要になっています。投資のタイミングや規模はどのモデルに採⽤されるかにもよりますが、供給責任
を確実に果たすべく、若⼲の余裕を持ちつつ、適時適切な能⼒拡大投資を継続していきます。 

 
Q4．PP コンパウンドは今後も 5%程度の成⻑を続けていくのか。モストロン等、複合材の展開⾒通しはどうか。また現在

⾃動⾞ 1 台あたりに使用される PP コンパウンドは 50-60kg 程度とのことだが、今後使用量が拡大するか。 
A4．世界全体の自動⾞⽣産台数の年間成⻑率は２％程度とみられていますが、インド、南⽶、中国など成⻑率の高い地域

で事業拡大を図るほか、欧州系 OEM 等、新規の顧客群への参⼊により、自動⾞⽣産台数と同レベル以上の成⻑を目
指していきます。また軽量化の浸透に伴いパーツ重量の軽減はあるものの、今後機能付与により使⽤されるパーツを増やす
ことで拡大を目指していきます。なお、ガラス⻑繊維強化PPのモストロンは、規模は大きくないものの、従来のPPコンパウン
ドより高い付加価値が⾒込まれます。また環境対応のトレンドにおいて、塗装無しで従来と同等の質感を出せる PP コンパ
ウンド等のニーズも高まっています。 

 
Q5．モビリティの内、PP コンパウンド、エラストマー以外にも、TPX やエンプラ等の製品が⾼稼働になってきていると思われ

るが、能⼒増強のタイミング等につき説明してほしい。 
A5．TPX は着実に成⻑しており、プラント新増設の検討が必要なタイミングとなっています。当社のエンプラとしてはアーレンがあ

りますが、こちらも着実に伸びており、能⼒増強の検討を進めていきます。なお、当社のエンプラのラインナップはまだ十分とは
言えないため、提携等を含め拡大を図っていきます。 

 
Q6．ポリメタックは部材、部品等、どのような形態で販売するのか。 
A6．⾦属表⾯処理までを当社で手掛け、顧客で部品を成型するケースや、当社で部品まで成型するケース等、顧客の要望

に応じて柔軟に対応していきます。 
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■ヘルスケアセグメント 
Q7．⻭科材料の収益改善策の進捗状況はどうか。利益貢献してくる時期はいつ頃になるか。 
A7．Kulzer社は買収以降厳しい状況が続いていましたが、のれんを全額減損して償却負担が軽減されたとともに、各種施策

により少しずつ利益貢献できる体制になりつつあります。またデジタル分野においては当社ポリマー技術による3Dプリンターイ
ンクを開発しました。3D プリンターを⽤いた⻭科材料は今後大幅な市場拡大が⾒込まれ、当社も成⻑ドライバーとして注
⼒して参ります。また国内の連結子会社サンメディカルの⻭科⽤接着剤は堅調に推移しており、海外展開による拡大を図
っていきます。⻭科材料事業の本格的な利益貢献にはまだ時間が掛かりますが、着実に取り組みを進めて参ります。 

 
■フード&パッケージングセグメント 
Q8．Bayer Animal Health 社とグローバルライセンス契約を締結した動物薬の概要について説明してほしい。 
A8．動物薬は医薬と同様多くの規制等がありますが、当社はそれら規制に関する知⾒は深くなく、自社のみでの展開では時

間が掛かります。そのため Bayer Animal Health 社とのライセンス契約によりスピーディーな展開を図ることと致しました。
なお、動物薬を含む新規 5 原体の他、新たに 4 つのパイプラインを保有しており、当社の農薬事業の規模としては、速いペ
ースで開発を進められています。上市タイミングはまだ先になりますが、確実に取り組みを進めていきます。 

 
■基盤素材セグメント 
Q9．基盤素材は 2025 年に約 600 億円のポテンシャルがあるとのことだが、各製品の利益率が⼀定とした場合、全体の

利益率を向上させるにはどのような製品を伸ばしていくのか。 
A9．基盤素材の中にも ICT 向けに使⽤されるシランガスの他、ハイドロキノン、メタパラクレゾール、アンモニア系製品群等、ユニ

ークな製品が多くあり、これら製品については拡大投資を⾏っています。現在、当社はまだ石化の会社というイメージを一部
持たれているかもしれませんが、原料としての競争⼒を強化するとともに、これら差別化された高付加価値製品向けの自消
⽐率を高め、基盤素材の中でもポートフォリオ転換を図ることにより、収益ボラティリティの低減と利益率の向上を進めていき
ます。 

 
Q10．アジア石化市況が大きく変動しているが、基盤素材の営業利益はどの程度市況変動の影響を受けるか。 
A10．当社の石化事業は国内中⼼であり、多くの製品で原料リンクフォーミュラの価格体系を導⼊しています。またエチレンは

自消⽐率が高く、市況の影響を受ける輸出はほぼ⾏っていません。ブタジエンについては市況を反映した価格体系になって
いるほか、原料リンクフォーミュラの製品についても原料価格が大きく動いた場合は期ずれが⽣じますが、これまでの取り組み
により市況変動影響はミニマイズできています。 

 
Q11．オレフィン、ポリオレフィンの需給⾒通しについて説明してほしい。 
A11．オレフィン、ポリオレフィンについては以前よりシェール影響について注視しています。従来、シェール由来のポリオレフィンは

南⽶、欧州を中⼼に供給され、残った部分が中国を含むアジアへ向かうと⾒ていましたが、⽶中貿易戦争の影響により、
⾜元では中国・アジア向けの出荷は増えておらず、引き続き動向を注視していきます。なお、その他川上分野においては、
C 重油価格がガソリン価格を上回る逆転現象が起きています。このような現象は⽤役コストにも影響するため、こちらについ
ても動向を注視して参ります。 

 
Q12．フェノールの今後の需給⾒通しについて説明してほしい。 
A12．フェノールは堅調な需要を背景に市況が改善しています。一方副産物であるアセトンはフェノールの稼働向上に伴う供

給増により市況が低迷していますが、フェノールチェーン全体では需要は堅調であり、今後も一定の採算は確保できると⾒
込んでいます。 

 
Q13．今回 SMPC の株式の⼀部を譲渡したが、PTA の再構築はこれで⼀段落したという理解で良いか。 
A13．今回の株式譲渡により一段落はしましたが、必ずしもこれで最終形ではなく、今後も引き続き競争⼒強化に向けた取り

組みを進めていきます。 
 
■全社 
Ｑ14．今後、2025 年⻑期経営計画を推進していく中で最も重視する点は何か。 
Ａ14．最も重視するのはポートフォリオの変⾰です。現在、SDGs、ESG 等に関する社会的要請が強くなっていますが、当社も

早い段階から経済軸・環境軸・社会軸の3軸経営に取り組んできました。但し企業経営の安定には、しっかりと稼ぐ⼒、即
ち強固な経済軸を持つ「強い会社」であることが大前提となります。その上で企業文化や、各ステークホルダーとのエンゲー
ジメント等、数値では表せない価値についても追求していくことで「良い会社」を目指して参ります。「強い会社」でなければ
存在し続けることができず、同時に「良い会社」でなければ存在する資格が無いと言え、これらのバランスを取っていくことが
重要になります。まずは大前提となる経済軸の強化に向け、ポートフォリオ変⾰を推し進めることで、結果は自ずと着いてく
ると考えます。 
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Ｑ15．2025 年⻑期経営計画のヘルスケア、新事業・次世代事業の営業利益目標はそれぞれ 450 億円、250 億円と
足元の業績と⽐較してハードルが⾼いため、将来に向けた種蒔き・育成を急ぐ必要があると考えるが、新事業・次世代
事業の内、成⻑が⾒込まれるものは何か。また⻑計目標営業利益 2,000 億円は維持しつつも、ヘルスケアの目標値
を変更することはあるか。 

Ａ15．当社のビジョンケア材料は強い技術基盤と製品ラインナップを保有しており、今後も成⻑が期待できます。⻭科材料も
苦戦が続いているもののポテンシャルはあると考えており、これら各事業のオーガニックな成⻑によって 400 億円近い水準ま
で成⻑できると考えています。新事業・次世代事業については、実際にどの製品がどの程度利益貢献するかは⾒通しづら
いものの、例えばポリメタックについては他顧客でも採⽤が進めば急速に拡大する可能性があります。これら将来に向けた種
を多く仕込んでおくことにより、成⻑の可能性を追求して参ります。25 年営業利益目標の事業別の構成⾒直しについて
は、現時点では考えていません。但し基盤素材の営業利益目標は 300 億円としていますが、構造改⾰の成果により既に
300 億円を下回ることは無くなっており、ポテンシャルとしては 600 億円程度まで拡大できると⾒込んでいます。最終的に
25 年時点の利益構成⽐が目標と異なる可能性はありますが、全体では 2,000億円に近づけ、超えていきたいと考えてい
ます。 

 
Ｑ16．近年、イクロスをはじめとする ICT 関連材料が急成⻑している背景は何か。今後拡大が⾒込まれる製品は何か。 
Ａ16．過去からの技術の蓄積に加え、需要の急速な拡大が背景にあります。また需要構造も大幅に変化しており、この変化

にいかに迅速に対応できるかが重要となります。⾜元ではイクロスの販売が拡大しており、19年度に台湾で能⼒を増強しま
す。またペリクルは技術が次世代に⼊りつつあり、新たな技術要求に確実に対応していきます。その他各製品も順調に拡
大しており、当社の ICT 関連材料全体では年間約 7%で成⻑しています。今後、新たな需要に対応した製品ラインナップ
の拡充により、10%程度の成⻑を目指していきます。 

 
Q17．ICT 分野の横串強化により、具体的に何がどう変わるのか。成功事例等はあるか。 
A17．この取り組みはまだ始めたばかりであり、成果はこれからとなります。各製品を手掛ける組織が分かれていると情報を共有

しきれない場合があるため、横串を通し、変化の速いトレンドに対して全社で適切に対応していきます。また従来、各製品
を個別に展開していましたが、顧客・⽤途・技術等の共通項をベースに、様々な製品やサービスの組み合わせによるトータ
ルソリューションを提供するとともに、新たな事業機会の創出に繋げていきます。 

 
Q18．基盤素材以外の機能製品は原料価格変動の影響をどの程度受けるか。 
A18．付加価値の高い機能製品は頻繁に価格改定を⾏わないため、基盤素材の製品群と⽐較すると価格改定に時間を要

します。 
 
Q19．18 年度の営業利益は数量拡大が増益に寄与する⼀⽅、固定費の増加により増益幅が⼩さくなっているが、来期

以降の固定費増加トレンドについて説明してほしい。 
A19．固定費の増加は将来の成⻑に向けた販売費・研究開発費等の資源投⼊強化によるものです。これらは販売拡大を目

的にしたものであり、固定費の増加を数量拡大による増益効果でカバーしていきます。また現在、設備投資を積極化して
おり、稼働に伴い償却費も増加しますが、全体では増益を維持して参ります。 

 
Q20．2025年⻑期経営計画で1兆円の成⻑投資を計画していたのに対し、足元、投資額増加のペースが緩やかに思わ

れるが、今後の⾒通しはどうか。財務体質及び株主還元とあわせて説明してほしい。 
A20．⾜元若⼲の投資の遅れはあるものの、案件は出てきており、⻑期経営計画と大きく変わってはいません。今後は営業

CF と投資 CF が概ね同水準で推移すると⾒ており、株主還元も実施するため有利子負債が増加する一方、自己資本も
増加するため、Net D/E レシオは 0.7〜0.8 程度で推移すると⾒ています。 

 
Q21．営業 CF と投資 CF が同水準で推移するとのことだが、フリーCF がプラスになった場合、有利⼦負債の返済と株主

還元のどちらを優先するか。 
A21．タイミングによっては FCF がプラスになることもあると考えますが、その後の投資案件の規模や財務状況等を踏まえ、留保

か株主還元かを適切に選択していきます。株主還元については、総還元性向30%以上を目指すという当社方針に則り、
継続的な増配に加え、機動的な自己株取得を組み合わせていきます。なお、この度 100 億円の自己株取得を発表しま
したが、これは年初計画における配当と現時点の当期純利益⾒込をベースとした場合、総還元性向が 25%に留まるこ
と、上期業績が順調な進捗となったこと、⾜元の当社株価水準等を考慮し、自己株取得を意思決定しました。今後もこ
の方針に則り、財務体質を維持しつつ、株主還元の充実を図って参ります。 

 
Q22．⻑期経営計画では 1 兆円の成⻑投資の内 4,000 億円を戦略投資枠としていたが、現時点でどの程度の戦略投

資を⾏ったか。今後投資を⾏う領域の優先順位どう考えているか。また投資の検討体制はどのようになっているか。 
A22．⻑期経営計画では主に M&A を戦略投資としていますが、現時点での大型 M&A は ARRK 社の株式取得がそれにあ
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たります。今後も基本的に成⻑ 3 領域が主な投資対象領域となりますが、基盤素材の中でも付加価値の高い製品が複
数あり、それらについては拡大投資を⾏っていくほか、競争⼒強化向けた投資も実施していきます。また投資検討にあたって
は、当社は投融資検討会を設置し、経営会議に付議する投資案件の事前審査を⾏っています。メンバーは CFO を議⻑
に経営企画部⻑、経理部⻑、研究開発本部⻑、⽣産技術本部⻑、事業部門の代表者から成り、全社戦略、財務、技
術、事業戦略等、様々な観点から審査を⾏っています。 

 
Q23．海洋プラスチック問題に対する考え⽅、及び生分解性プラスチック等、この問題に関連する機会について説明してほ

しい。 
A23．海洋プラスチック問題は個社での対応には限界があり、業界団体等、全体で取り組む必要のある問題だと考えます。ご

み問題という観点からは、まずは河川、海洋にプラスチックごみを流出させないことが重要です。その点では日本の分別回
収・リサイクル等の取り組みは決して遅れておらず、今後、プラスチックごみの海洋流出の主要因となっている地域に対して
日本の取り組みを紹介・導⼊する等、実効性ある対策を進めていくことが重要だと考えます。⽣分解性プラスチックについ
ては、⽤途や分別・回収方法など解決しなければならない課題もあるため、まずは海洋流出を防ぐ仕組みの構築が必要
と考えます。 

以  上 


