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　５月１６日（月）
1 化学大手　相次ぎ最高益　３月期　
　今期は円高リスク直撃

　化学大手の２０１６年３月期決算は１３日、出揃った。三菱ケミカルＨＤ、住友化学、旭化成
東ソーの４社の営業利益は過去最高益を更新した。原油安曲面のなか、エチレンをはじめとする
石化製品の交易条件が上向いた。機能樹脂、医薬品・医療機器や農薬の海外販売が増え、円安効
果も大きかった。一方で、１７年３月期は円高が収益を押し下げる要因となり、５社が営業減益
を見込む。

【化学大手の２０１６年３月期業績と１７年３月期予想】（単位：億円、％）

上段＝２０１６年３月期業績、下段＝２０１７年３月期予想

1 三菱ケミカルＨＤ　３月期：営業益が過去最高
　三菱ケミカルＨＤの２０１６年３月期決算は、営業利益が前期比６９％増の２８００億円と同
社設立以降で過去最高を更新した。
　全セグメント増益を確保し、なかでも増益に貢献したのは石化製品。アジア市況が堅調だった
上、原料安でポリオレフィンなどのマージンが改善した。売上高は同４．６％増の３兆８２３０
億円。原油安で石化製品価格は下がったが、太陽日酸連結による増収効果が２８２０億円あった。
　経常利益も同６６％増の２７０６億円と設立以降で過去最高だった。
　高純度テレフタル酸の海外工場の減損などによる特別損失１１０７億円を計上し、純利益は同
２３．７％減の４６４億円。国際会計基準を始める１７年３月期売上高は３兆６０００億円、
営業利益は２１１０億円、純利益は８００億円を見込む。営業利益が前期に比べ約１６％減るの
は、円高による減益要因を１５０億円、薬価基準改定影響１５０億円を見込んでいるため。
石化の市況悪化による減益リスク３００億円も想定しているが、コスト削減や増販で吸収する。

1 三井化学　３月期　石化が収益をけん引
　三井化学の２０１６年３月期決算は営業利益が前期比６８．７％増の７０９億円、経常利益が
同４２．３％増の６３１億円となった。ナフサクラッカーやポリオレフィン設備がフル稼働を続
けた石化部門がけん引役。ポリウレタン材料事業の合弁化影響や原油安にともなう製品価格の下
落で売上高は１兆３４３８億円と同１３．３％減少した。
　１７年３月期営業利益は同１．３％減の７００億円、経常利益は同１．９％減の６２０億円を
見込む。ＰＰコンパウンド、エラストマーなどの販売増やプラント停止による固定費削減の増益
効果を円高などのリスクが打ち消す。原油安を受け売上高は１兆２５００億円。前期にあった減
損がなくなり純利益は３６０億円と同５６．８％増を見込む。
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1 精留塔
「なぜ日本企業の国際カルテル摘発が多いのか」―。経済同友会が１３日に発表した外国競争法
コンプライアンスに関する提言は、こんな刺激的な問いかけで始まる。欧米や中国などの競争当
局による日本企業摘発が急増していることへの、強い危機意識からの表現だ▼日本企業が国際カ
ルテルで巨額の制裁金を科せられている実態は、経産省が昨年４月にまとめた報告書に詳しい。
　米国で１億ドル以上の罰金を支払った企業２７社のうち、日本企業は１１社に上る。▼日本勢
狙い撃ちという声もあるが、提言は日本企業の「甘さ」を強く戒める。諸外国の法制に対する
理解が不十分でリスク感度が低いこと。さらに競争抑制的な日本の業界慣行が、海外から国際カ
ルテルの温床とみなされるとも指摘する▼外国競争法への対応には全社的な意識改革が必要であ
る。実効性のある競争法コンプライアンス態勢の確立が急務であり、それを機能させる経営リー
ダーシップが重要だと強調している▼その結論部分に「ただし、単にコンプライアンス態勢を
整備するだけでは不祥事が根絶できないように・・・形式だけでは不十分」とある。企業コン
プライアンスは本来、重い意味を持つ概念だ。それが薄れているかのような状況は些か残念なこ
とだ。

12 社説・・・為替レートの変動に的確に対応を
　化学企業の業績の先行きに不透明感が強まっている。２０１６年３月期の決算発表が先週、
ピークとなった。多くの企業が過去最高水準の利益を享受したが、１６年度についてみると減益
予想が相次いでいる。最大の背景は円高である。化学企業の業績に対する為替感応度は、海外展
開の程度や状況によって各社まちまちだ。ただし大手化学企業の場合には、円高が減益に直結す
るケースがほとんどだ。
　１６年度の為替レートについて各社は１ドル=１１０円程度と、１５年度比で約１０円の円高を
想定している。ここ数年の円安は、結果として各社に抜本的な構造改革に踏み出す機会を与えて
くれた。１６年度は、各社が予想する程度に水準に落ち着くのであれば、ある意味で等身大の利
益が把握できる年となる。現時点での稼ぐ力が、どの程度かを認識し、更なる成長に向けたチャ
レンジを始めるためのステップと捉えたい。
　また円高が想定以上に進展するケースでは、日本国内に生産拠点を持つほとんどの製造業の
国際競争力が低下し、経営環境は厳しさを増すことになる。ただし生産拠点のさらなる海外移転
や、海外でのＭ＆Ａといった施策については、円高のメリットとなる。伸びる海外市場をいかに
取り込むかは事業戦略上、重要な課題の一つだ。海外で開発・製造・販売機能などを強化する
時期と位置付け、積極的に手を打つべきだろう。

　５月１７日（火）
1 温室効果ガス削減長期戦略、早期の策定で合意・・・Ｇ７環境大臣会合（富山市）

　富山市で開催されていたＧ７環境大臣会合は１６日の最終日、昨年のパリ協定で合意された
温室効果ガス（ＧＨＧ）削減の長期戦略を可能な限り早期に策定することなどを盛り込んだ共同
コミュニケを採択して閉幕した。付属文書として、資源効率性を高め廃棄物削減を目指す新たな
枠組として「富山物質循環フレームワーク」にも合意した。
　議長国の日本は、パリ協定の早期締結・発効に向けた野心的な対策の実施に焦点を当て、強い
メッセージ発信を目指した。パリ協定で２０年までとされる長期戦略の策定・提出をＧ７が前倒
しすることを提案。コミュニケには「可能な限り早期に」と盛り込まれた。資源効率性問題で
は経済成長と天然資源利用の分断（デカップリング）を促進することで一致。

3 ダウの微細発泡技術・・・南米包装業界向け導入、リオ五輪　ＣＯ２排出削減に貢献
　ダウ・ケミカルは、中南米地域の包装業界向けにプラスチックフィルム生産量の増加が可能な
マイクロフォーミング（微細発泡）技術を導入したと発表した。２０１６年リオ五輪の公式化学
会社兼カーボン・パートナーとして、五輪でのＣＯ２排出量相殺に取り組み同社プログラムの
一環。同技術は、物理的な発砲により共押出フィルムの密度削減（軽量化）ができるため、同じ
樹脂量でより多くの包装材が生産可能。スタンドアップパウチ、ラミネートＰＥ等各種軟包装の
開発に使える。プロジェクトでは、技術を通じたＣＯ２排出削減量を数値化。中南米地域で行っ
ている他のプロジェクトの結果と合わせ、最終的に五輪における排出量相殺の一部として算出す
る。



10 ３月のプラ製品生産・・・０．４％減　
　経産省のデータをもとに日本プラスチック工業連盟がまとめた統計によると、プラス
チック製品の３月生産は速報ベースで前年同月比０．４％減の４４万４０３６トン。
出荷は０．５％減の４６万５７１３トンで僅かながら３カ月連続でマイナスとなった。

【３月のプラスチック製品生産速報】（単位：トン、％）

10 溶剤・・・インバウンド効果寄与　パッケージ関連が拡大、宿泊施設の改装増加も
　溶剤の需要にインバウンド効果が寄与している。訪日観光客の爆買いにともなう商品の包装・
パッケージング用途が伸長しているほか、訪日客の急増を背景にしたホテルなど宿泊施設のリフ
ォーム需要が拡大基調で推移。なかでも、食品パッケージング用グラビアインキ向けや内外装資
材をはじめとする樹脂加工用のイソプロピルアルコール（ＩＰＡ）や酢酸エチルなどが伸びてい
る。景気減速などに伴い中国人観光客が昨年に比べ減少傾向に転じているといった懸念材料もあ
るが、東京五輪に向けた建築需要や観光需要などが見込まれており、溶剤全体の需要をさらに引
き上げる要因となりそうだ。

　５月１８日（水）
3 シンガポールのナフサクラッカー・・・再稼働７～８月にも、シェル　川下設備の稼働再開

　シェルが昨年末から」稼働を停止しているシンガポールのナフサクラッカーが、今年第３四半
期にも稼働を再開する見通しとなった。複数の市場関係者によると「７～８月に再稼働する公算
が高い」としており、川下のエチレングリコール設備は、稼働を再開したとみられる。半年にわ
たり川下の需要家を含めて生産活動に影響が出ていたシンガポールの石化産業だが、早期のクラ
ッカー再稼働に期待が高まっている。

11 エネルギー白書・・・上流開発の重要性強調
　政府は１７日、２０１５年度版エネルギー白書を閣議決定した。１５年７月に、３０年に向け
た長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）を策定して以降の変化を織り込み、わが国
のエネルギー政策について論じている。原油安時代におけるエネルギー安全保障問題、昨年の
気候変動枠組条約第２１回締結国会議（ＣＯＰ２１）で採択された「パリ協定」を踏まえたエネ
ルギー政策の変革などに焦点をあてた。
　世界の石油・ガス開発投資は、原油安を背景に１４年の８０兆円から１５年には６５兆円に縮
小、１６年はさらに減少する見通し。日本企業の上流開発投資も、１４年の２．１兆円から１５
年に１．９兆円ン減少し、１６年は１．２兆円と大幅に落ち込むことが予想されている。
エネルギー資源を海外に依存する日本は、将来の安定供給確保のための継続的な上流開発投資が
重要だとした。
石油天然ガス・コン族鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）による戦略的リスクマネーの供給、海外メ
ジャーに伍する中核的企業の創出、積極的な資源外交―の３つの軸を三位一体で機能する体制を
構築する必要があると強調している。
　わが国の温室効果ガス削減目標は、３０年に１３年比２６％削減。これを達成するにはエネ
ルギーミックスの実現が前提になる。欧州連合（ＥＵ）を上回り世界最高水準の排出量原単位（
ＧＤＰ１ドル当たり）を目指す。
　東日本大震災・福島第１原発事故への対応として、被災者支援などの取り組みのほか、福島を
未来の新エネ社会を先取りするモデル創出拠点とする「福島新えね社会構想」も紹介している。

12 社説・・・「持続可能な開発目標」を事業戦略に
　２０１５年９月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標」（ＳＧＤｓ）の達成に向けた
取り組みが、企業の成長ドライブとなる可能性を秘めている。ＳＤＧｓは３０年に向けた世界共
通の課題として「すべての人に健康と福祉を」「安全な水とトイレを世界中に」「エネルギーを
みんなに、そしてクリーンに」「住み続けられるまちづくりを」「気候変動にぐたいてきな対策
を」といった１７のゴールと１６９のターゲットで構成される。民間企業の対応が目標達成の

主な品目 区別 ２月 ３月 前年同月比

フィルム・シート
生産 196,575 205,941 98.9
出荷 198,589 214,537 99.2
在庫 240,936 234,183 103.8

日用品・雑貨
生産 24,526 25,221 101.7
出荷 24,477 26,305 96.7
在庫 18,391 17,870 103.8

容器（中空成形）
生産 38,827 41,318 97.4
出荷 37,615 42,900 100.1
在庫 36,882 36,562 108.3

合計
生産 423,130 444,036 99.6
出荷 428,757 465,713 99.5
在庫 412,123 400,090 102.7



推進力として期待される。ＩＣＴ（情報通信技術）やビッグデータ、人工知能、更にドローン等
新たな機器を活用したソリューションの開発は、企業の持続可能な成長にも結び付く。
　ＳＤＧｓを今後の事業展開に盛り込んだ企業も現れ始めた。富士通は、ターゲットにリンクし
た新たなソリューションの開発に着手した。まず食品・農業分野で展開を図っており、今後は
橋梁の点検、ダムの水位監視などインフラ関連への適応を目指している。将来的に再生可能エネ
ルギーの１００％活用を計画する米ヒューレット・パッカードも、持続可能性をビジネス戦略の
中核に据える考えだ。環境経営にＳＤＧｓを組み込めば、気候変動の緩和・適応策にとどまらず、
自ずと地球規模の課題解決につながる。各企業の野心的な取り組みを期待したい。

　５月１９日（木）
1 宇部興産　新中計・・・化学部門完全復活へ　ナイロン等重点投資

　宇部興産は、今期を初年度とする３カ年の新中期経営計画「Ｃｈａｎｇｅ＆Ｃｈａｌｌｅｎｇ
２０１８」を策定した。環境・エネルギー、モビリテイ、建築・インフラ、ヘルスケアの４つを
今後志向する事業ドメインと位置付け、既存事業と周辺事業領域の拡大及び新規事業の育成に
取り組む。「利益率を強く意識した経営を重視」し、特に前中計で課題として残った「化学部門
の復活」の完遂に取り組む。最終年度である２０１８年度の数値目標として営業利益５００億円、
経常利益４９０億円を目指すとともに、売上高営業利益率（ＲＯＳ）６．５％以上、自己資本利
益率（ＲＯＥ）９．０％以上を掲げる。
　化学部門は営業利益２００億円レベルへの回復を目指す。積極拡大事業に位置付けるナイロン
では１８年稼働予定でスペインにおいて生産能力を年産４万㌧引き上げるほか、タイでの４万㌧
増産も検討する。また現状赤字を抱えるポリアミドや電解液は再生・再構築に位置付けたが、
１８年度には収益への貢献を実現させる。カプロラクタム（ＣＰＬ）の製法転換など設備投資の
成果も取り込む。

8 ４月のエチレン用輸入ナフサ・・・４カ月ぶり上昇
　経産省がまとめた４月のエチレン用輸入ナフサ通関実績によると、単価は４カ月ぶりに上昇。
１キロリットル当たり前月比１３９５円高の２万７６８１円、ドル建てでは１㌧当たり２３．８
㌦高の３６０．６㌦となった。為替レートは１ドル＝１１１．２円で、１．９円の円高だった。

12 ４月エチレン生産７％減・・・稼働率は上昇　９６．７％
　経産省がまとめた２０１６年４月のエチレン生産は前年同月比７．３％減の５３万１４００㌧。
住友化学・千葉工場、旧旭化成ケミカルズ・水島製造所のナフサクラッカーがそれぞれ昨年５月、
今年２月に恒久停止したことが生産減に影響した。
　稼働率は前月にくらべ１．５ポイント高い９６．７％となった。定修プラントが１基あった他、
住友、旭化成の設備停止により国内生産能力（定修実施年）は年間６９０万㌧から６１０万㌧に
圧縮されている。内需は横ばい、輸出は昨年１２月～今年３月まで減少を続けているものの、
能力削減が稼働を押し上げている。

　５月２０日（金）
3 溶剤リサイクル１５年実績・・・ＭＲ率、横ばいの５８％

　日本溶剤リサイクル工業会はこのほど、２０１５年の溶剤リサイクル実績をまとめた。マテリ
アル（ＭＲ）量は１２年以降減少傾向にあり、１５年は２１万㌧を下回った。ＭＲによるＣＯ２
削減量はリサイクル量の減少のため前年比６％減の約１２７万㌧と推定した。
　リサイクル原料となる使用済み溶剤の推定引き取り量は前年比０．７％減の３１万７９５８㌧
このうちＭＲされたのは２０万６２５４㌧で同３．３％減。
　使用済み溶剤の引き取り形態調査では、有価物として引き取った割合が７８％と昨年の６６％
から大幅に増えた。ただ、循環型リサイクル量に占める原料が有価物である割合は７６％と前年
の７０％を上回り、有価物として引き取った原料を循環型リサイクルする傾向が強まっていると
した。
　処理方法については、ＭＲ率が５８％と前年同様で、内訳も同一用途へ戻す循環型５０％、
他用途へのＭＲ８％ともに変わらなかった。サーマルリサイクル（ＴＲ）は３ポイント増の２１
％となった。
　社外移動の比率は減少した。自社内処理率はほとんど変わらなかった。
　日本溶剤リサイクル工業会の川瀬泰人会長（日本リファイン社長）は「国内の製造業が減って
いるなかで溶剤リサイクル量がほぼ横ばいで推移している点を評価。一方で業界全体の厳しさは
続いており、引き続き溶剤リサイクルの認知度向上、経済効率だけでないリサイクルの重要性を
啓発すべき」との考え方を示す。



10 ３月期決算
　藤森工業：ライフ分野健闘

　藤森工業の２０１６年３月期決算は、高付加価値製品の販売強化やコスト削減が進んだ一方、
台湾子会社の新工場移転などの費用増で増収減益となった。売上高は前期比０．６％増の９５６
億５４１０万円、営業利益が同２．１％減の８１億６０００万円、経常利益が同１１．９％増の
８０億５９００万円、純利益が同９．８％減の４９億２１００万円だった。
　今期は売上高１０００億円、営業利益７８億円、経常利益７５億５０００万円、純利益４６億
５０００万円を見込む。

　サンエー化研：コスト減で増益
　サンエー化研の２０１６年３月期決算は、既存顧客の受注減で売上高が伸び悩んだ一方、原油
安の定着や新規受注に加え大幅なコスト削減効果もあり減収増益となった。
売上高は前期比１．１％減の２９５億６７００万円、営業利益が同７２８．２％増の１１億６８
００万円、経常利益が１３億５７００万円、純利益が８億９８００万円と大幅に改善した。
　今期は、売上高３１０億円、営業利益８億５０００万円、経常利益７億７０００万円、純利益
４億７９００万円を見込む。

11 環境省・・・廃棄物処理制度見直し、不法処理対策強化など
　環境省は、廃棄物処理制度の見直しに着手した。不適正処理対策の強化、電子マニフェスト（
産業廃棄物管理票）の普及促進、廃棄物分野における地球温暖化対策などを検討、年内に報告書
をまとめる。有識者による専門委員会を設置、１９日に議論を開始した。
　２０１０年に改正された廃棄物処理法が施行されてから今年４月で５年が経過したことから、
この間の状況変化を踏まえて制度を見直す。
　廃棄物・リサイクル対策は、循環型社会形成基本法の下、廃棄物処理法および各種リサイクル
関連法によって、再資源化と適正処理の体系が整備されてきた。大規模不法投棄は以前に比べて
減少しているが、違法業者による使用済み家電などのインフォーマル処理ルートが存在し、有害
物質による環境汚染や不法輸出などに繋がっている。
　それぞれについて管理強化や再発防止策が講じられているが、制度見直しのなかで排出事業者
責任の在り方や廃棄物処理業者に適正処理を確保させるための制度的対応を検討する。
　電子マニフェストの役割は大きく、昨年度で４２％に止まる普及率を引き上げる方策も重要な
論点となる。
　また、わが国の地球温暖化対策計画では、あらゆる分野での温室効果ガス排出削減を進めるこ
ととしており、廃棄物発電、熱回収などを推進するうえで、法目的の枠内でし制度的にどう対応
できるかも検討テーマとなる。


