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　５月１日（月）
１０ 経産省が最新状況まとめ・・・対話型株主総会プロセスが進展

　招集通知の早期開示増加、議決権行使の電子化も
　経産省が進める「対話型株主総会プロセス」が着実な進展を見せている。招集通知の早期（
発送前）ウェブ開示を行う企業が大幅に増加しているほか、議決権行使の電子化プラットフォ
ーム参加企業も、３月末時点で８００社を超えた。同省の有識者研究会が２０１６年４月に
公表した提言について、このほどフォローアップ結果をまとめた。
　６月総会の企業について１５年と１６年を比較すると、招集通知の早期ウェブ開示数は、
７６９社から１６０５社に倍増。英文開示も３９９社から６３４社に増えた。これにより
国内外の株主・機関投資家が招集通知情報を入手する時期が早まるなど、環境改善されている。
投資家が議案を検討する期間が拡大すれば、企業側への問い合わせが可能になるなど、議決権
行使の質の向上にも寄与する。また、議決権の電子行使プラットフォームに参加する企業は
１５年６月末には５５５社だったが１７年３月末には８０７社に増えた。議決権行使の電子化
は総会議案について形式的ではなく実質的な判断をしやすくする。電子化の促進は企業と株主
・投資家の充実した対話につながる。企業側の取り組みを加速するためには、プラットフォー
ム間のシステム連携、利用手続きの円滑化、さらには株主総会資料の電子提供制度など、一層
の環境整備を進めていく必要がある。

１２ 昭和電工、収益改善進む・・・石化・ＨＤなど好調
　昭和電工の収益改善が進んでいる。２０１８年度までの３カ年計画で目標とする営業利益累
計１４３０億円に対して、１６、１７年度の累計は９６６億円と進捗率が６８％に達する見通
しなうえ、成長牽引役の電子材料用高純度ガスも伸長する。一方新たな課題も浮上した。
４３．７８％を出資する昭光通商の子会社で特定顧客との不透明な循環取引が発覚。「すべて
のステークホルダーに満足してもらえる会社にしたい。そのために、業績が好調で将来の成長
が見える理想を目指す」。森川宏平社長は昨秋、就任内定直後にこう語った。理想に近づくに
は、まずグループのコーポレートガバナンスを再点検し、足元を固めることが欠かせない。
中長期的には米国のシェール由来の石化や中国石炭化学の台頭による事業環境悪化という懸念
材料もある。

　５月２日（火）
２ ネイチャーワークス　ＰＬＡ増強検討大詰め・・・メタンから原料合成、投資・コスト抑制

　ネイチャーワークスは、ポリ乳酸を機能とシステムコストの優位性を持つポリマーとして
グローバル戦略を強化する。同社は短・中期的な需要拡大に対応するため、設備を増強する
方針を打ち出している。米ブレア工場（ネブラスカ州）を軸に検討しているが、同戦略を具現
化するため、「メタンから乳酸を直接合成する新技術や、投資コストを大幅に抑える技術の
開発スピードを睨みながら、乳酸及びＰＬＡをより低コストで生産できるよう計画している。

８ 国内石化　エチレン投資活発・・・利益最大化めざす、
　東ソー：大型分解炉導入を検討　　
　三菱旭化成：収率向上へ手直し計画

　国内石化に設備投資を活発化する動きが目立ってきた。東ソーは、四日市のエチレン設備で
２０１９～２０年目途に大型分解炉導入による効率化投資を実施する方向で本格検討を開始。
昭和電工も大分エチレン設備の効率化に向けた投資を行う。先行して三菱ケミカル－旭化成が
水島のエチレン設備で１７年の増産に向けた改造を実施する。相次ぐエチレン設備の停止など
縮小傾向が続いてきたなか、事業環境がここにきて好転。川下のポリオレフィンでの大型設備
新設の動きと合わせ、石化の投資を“復活”させ、利益の最大化を目指す姿勢が色濃くなって
きた。

８ ３月の石油製品ＣＩＦ単価・・・原油７１１円高
　２０１７年３月の石油製品ＣＩＦ単価は、為替は１１３．７７円となり前月比０．３５円の
円安で、原油価格は１バレル当たり５６．１３ドルと前月比０．８３ドル高。円建てでは
１キロリットル当たり４万１６６円と同７１１円値上がりした。
　ナフサ価格は、１キロリットル当たり４万１３４３円と前月比１２６７円の値上がり。

【２０１７年３月の原油・石油製品ＣＩＦ単価】換算レート１１３．７７円／ドル

灯油 55,249 77.20
ＬＰＧ 60,296 529.98

ガソリン（自動車用） 45,684 63.84
ナフサ（石化用） 41,343 57.77
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円／ＫＬ ドル／バレル
原油・粗油 40,166 56.13



　５月８日（月）
１ 石化　メンテで連携・・・人勢確保し技術蓄積　専門会社構想

　国内石化各社が連携して、石化プラント専門のメンテナンス会社を設立する構想が浮上して
いる。日本のエチレン設備の約６割は稼働年数が４０年を超えた老朽設備で、設備の維持・管
理が今後、台頭する海外勢との競争を勝ち抜くカギになる。ところが、建設業など他業界との
人材の取り合いで、メンテナンス要員の確保は困難を極め、経験豊富な熟練者も減る一方に
ある。石化各社がメンテ会社を共同運営することで、こうした課題の解消につなげたい考えだ。
　定修問題への対応に加えて、業界を挙げてプラントの保安・保全技術に精通する熟練者を長
期視点で育成する狙いもある。日本では石化プラントの新設が限られ、更新需要が大半のなか、
メンテ業者では後継人勢が育ちにくくなっている。定修時期の分散化によってメンテナンス
需要を年を通じて均等にし、人材の集中投入や長時間残業を防ぐなど、働き方改革も考慮した
人財確保の仕組みを作りたい考えだ。

５ ３月のＰＰフィルム出荷・・・ＯＰＰ：３．７％、ＣＰＰ：４．４％増加
　日本ポリプロピレンフィルム工業会がまとめた２０１７年３月の出荷実績によると　
２軸延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルムは前年同月比３．７％増の２万３１４７㌧
無延伸ポリプロピレン（ＣＰＰ）フィルムが同４．４％増の１万４７７９㌧だった。

【２０１７年３月のＰＰフィルム出荷実績】（単位:トン、％）

　５月９日（火）
１ サウジ、世界で投資拡大・・・石油精製・石油化学　原料の優位性生かす

　サウジアラビアが国内外で石油精製と石油化学分野への投資を進めている。原料の優位性を
生かし、インドネシアやマレーシア、米国で製油所・石化計画への出資を決める一方、国内で
中国企業との合弁を計画。上場予定の国営サウジアラムコに対しては中国企業連合や仏トタル
が株式取得の意向を示しているようだ。サウジが全方位で投資パートナーを募り原油輸出依存
型経済からの脱却を加速するなか、日系企業の動向も注目される。
　住友化学がアラムコとの合弁会社ペトロ・ラービグを通じて運営する精製・石化コンビナー
とでは、年内に第２期石化プラント群を立ち上げる。また、ＳＡＢＩＣと三菱ケミカル、三菱
商事などが出資するイースタン・ペトロケミカル（ＳＨＡＲＱ）のアラビア湾岸コンビナート
では、三菱ケミカルが今年、年産２０万㌧の大型メチルメタクリレート（ＭＭＡ）生産設備を
稼働させる。
　サウジ政府は１６年４月、産業構造の抜本改革を目指す政策「ビジョン２０３０」を発表。
原油輸出依存型経済からの脱却を最優先課題としつつ、石油精製・石油化学が原料融資性を
生かせる産業として今後も拡大する方針を示している。

１２ 国際海事機関（ＩＭＯ）、船舶Ｃ重油規制・石油業界にまた難問、ナフサ価格上昇要因にも
　国内市場縮小に直面している石油精製業界にまた一つ頭の痛い問題が持ち上がってきた。
国際海事機関（ＩＭＯ）が環境対策の一環として船舶燃料の高硫黄Ｃ重油の硫黄分の規制を
強化する方針を打ち出したためだ。海運業界の対応次第で油種の生産バランスが大きく崩れる
ほか、新たな投資負担につながる可能性がある。ライトな重油の需要が高まることから、調達、
生産、販売にいたるまで、まさに難しい“舵取り”が求められる。
　ＩＭＯが新たに決めた規制は、高硫黄Ｃ重油に含まれる硫黄分の規制値を３．５％から０．
５％に引き下げるもの。２０２０年に世界の全海域で適用することを昨年秋に開催した海洋
環境保護委員会で決定した。精製業界もどう対応したらいいか頭が痛いところ。高硫黄Ｃ重油
の需要が激減する一方、低硫黄Ｃ重油への需要が一時的に急増するのは間違いない。しかし、
これに合わせ設備対応をしたところで、次第に排ガス脱硫装置（スクラバー）を搭載した船舶
が増えれば需要が元に戻ることにもなりかねない。高硫黄Ｃ重油は、精製業界にとって石油中
の硫黄分の重要な“消化先”。業界の「高度化」のため重油直接脱硫装置の増加との関連も出
てくる。いずれも投資を伴うだけに、ことは簡単に決められそうにない。また、市況面では
低硫黄品の高騰、高硫黄品の暴落の可能性が極めて大きい。他の油種との兼ね合いで、生産、
販売政策も複雑さが増す。ガソリン、軽・灯油などを含め、石油製品全体の価格上昇を招くと
いう予測もされている。
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　国交省が中心となり今春、この問題に対する海運、石油業界を交えた研究会が始動した。
ただ２０年は目前に迫っている。２０年を挟み、これから硫黄分の少ないライト原油の需要が
ますます高まることが予想される。いわゆる軽質原油、ナフサの価格が上昇することから、
石油化学業界にとっても他人事ではない。

　５月１０日（水）
１ 出光興産・昭和シェル・・・提携先行、２５０億円改善、原油調達から物流まで

　出光興産と昭和シェルは９日、原油調達、精製や物流など協働事業の強化・推進に関する
趣意書を締結したと発表。経営統合に先行してアライアンスを組むことで３年以内に年間２５
０億円のシナジー創出を狙う。さらに、中長期の経営戦略や投資計画なども検討を進める。
　両社は、協業の進め方についてキックオフミーテングを開いた。「アライアンスは統合に向
けてのステップ」であり、出光の月岡社長は「４月からＪＸＴＧホールデイングスという巨大
な競争相手が始動しており一刻の余裕もない。速やかにアライアンスを強化し、強靭で競争力
のあるサプライチェーンを構築する」と意気込みを語った。
　昭和シェルの亀岡社長は「統合準備室などの協議でウォーミングアップはすんでいる。
これからは助走に入る。助走期間にしっかりと良いアウトプットを出してほしい」と語った。
　今回のアライアンス「ブライダルアライアンス」では、生産計画の最適化や石油製品の相互
融通による供給面でのシナジー、原油調達や製造、物流販売で協業を実施する。そのほか、統
合後に重複分野の事業戦略のすり合わせや中長期経営戦略の検討も行う。

　５月１１日（木）
１ ３月期決算

　東ソー：営業益６０％増の１１１２億円
　東ソーの２０１７年３月期決算は、営業利益が前年度比６０．２％増の１１１２億円と大幅
増益となり、２年連続で最高益を更新した。直近の予想の１０００億円を上回った。主力の「
ビニル・イソシアネートチェーン」が好調だったほか、バイオサイエンス、ジルコニアなど機
能商品も着実に利益を伸ばした。為替差損が減少した経常利益も同７１．８％増の１１３１億
円で２年連続で過去最高。純利益も同９０．７％増の７５７億円で過去最高。
　売上高は同１．４％減の７４３０億円。原油・ナフサ市況の低下を背景に石油化学の製品
市況が低下した。
　今期業績は、売上高７７００億円、営業利益１０００億円、経常利益１０００億円、純利益
６８０億円を予想。原料高で売上高は伸びるがこれが交易条件には逆に悪化に結びつく。

７ プラ食品容器・包材・・・安定成長続く、電子レンジ対応型が牽引
　ＴＰＣマーケテイングリサーチ（大阪市、川原嘉治社長）はこのほど、プラスチック製食品
容器・包装材市場の調査報告をまとめた。せれによると、２０１５年の市場規模は前年度比
１．８％増の５４９４億円。１３年度との比較では３．４％増で、単身世帯の増加や、高齢化
女性の社会進出などライフサイクルの変化を背景とした中食市場の拡大にともない、電子レン
ジ対応容器をはじめとした高付加価値製品が牽引役となり安定成長を続けている。１６年度は
５．２％増の５７７９億円と予測。
　調査は軽量容器（カップ、トレーを含む）、ボトル、チューブ、チャックテープ（単体）、
パウチ、シュリンクフィルム、バリアフィルムを対象に１６年９月～１７年３月に実施。
「２０１７年　プラスチック製食品容器・包装材の市場分析調査」としてまとめた。

１２ 昭和電工１－３月期・・・純利益が１６倍
昭和電工の２０１７年１－３月期決算は、純利益が前年同期比約１６倍の１４６億円となった。
主力の石油化学事業では、前期のサンアロマーを連結子会社にしたことが大幅な増収に寄与し
たほか、石油化学製品のアジア需給ひっ迫を背景に製品市況が改善したのも追い風となった。
エレクトロニクス事業もデータセンター向けハードデイスクの出荷が伸びた。
　売上高は同１７．４％増の１８３２億円、営業利益は同約７倍の１９７億円で、四半期開示
を始めた０４年以来、第一四半期では過去最高となった。
　通期業績は先月２５日に公表した予想を据え置いた。売上高は前期比１１％増の７４５０億
円、営業利益は同２９．６％増の５４５億円、経常利益は同２２．８％増の４７５億円、純利
益は同約２倍の２５０億円を見込む。



　５月１２日（金）
１ ３月期決算

　旭化成：純利益が過去最高
　旭化成の２０１７年３月期決算は、純利益が過去最高の前期比２５．３％増の１１５０億円
となった。営業利益は円高の影響や買収した米セパレーター企業ののれん代償却負担、薬価改
定などで同３．６％減の１５９２億円、経常利益も同０．５％減の１６０６億円と減益を余
儀なくされた。しかし、投資有価証券の売却利益が増加したほか、法人税等が減少したため、
最終利益は大幅に増加した。今期は増収増益を見込む。
　売上高は同３．０％減の１兆８８２９億円。原料安にともない石化系事業の製品市況が低下
したほか、SMの設備縮小も影響した。
　今期は、売上高１兆９９００億円、営業利益１６５０億円、経常利益１７００億円、純利益
１１５０億円を予想。

　宇部興産：定修など響き減益
　宇部興産の２０１７年３月期決算は、円高やセメントの内需減少、アンモニア工場の定修等
のコスト増により営業利益が前期比１５．６％減の３４９億円となった。売上高は同３．９％
減の６１６５億円、経常利益は同１５．８％減の３３３億円、純利益は大きな特損の計上が
なかったため同２６．６％増の２４１億円で増益だった。
　今期は売上高７０００億円、営業利益４００億円、経常利益３８０億円、純利益２４５億円
を見込む。

2 社説・・・食の安全で重要性高まるプラ包装
　プラスチックを素材とする食品包装材料を取り巻く環境が変化し始めている。食の安心・安
全、衛生に対する関心、要望が高まる中、容器包装の規格化等国際的な整合性を見据えた行政
サイドの動きが着々と進んでいるものだ。厚労省では容器包装に対するポジテイブリスト（
ＰＬ）制度の導入を急いでいる。検討会による取りまとめ案へのパブコメ募集が終了し、２０
１８年にも何らかの素案が公表される見通しにある。
　日本では食品衛生法第１８条に基づき規格基準が定められている。現状では、安全性に懸念
があると判明した物質などについて評価を実施して規格基準を設定するネガテイブリスト（
ＮＬ）方式が採用されている。一方、欧米や中国では食品接触用途の合成樹脂には安全性を
評価した上で、許可されたモノマーや添加剤しか使用できないＰＬ方式を採用。近年では
途上国で導入し始めており、世界のスタンダードになりつつある。日本においても熱可塑性
樹脂を素材とする食品包装材料については、ポリオレフィン等衛生協議会、塩ビ食品衛生協議
会、塩化ビニリデン衛生協議会の３団体が、それぞれポリマー、添加剤などについて定めた
ＰＬと自主基準を制定。適合性を証明するの認証証明制度に、この自主基準を運用している。
これまで容器包装材料に起因する衛生上の大きな問題は生じていないが、輸入品などの場合、
直ちに規制できないという問題があった。
　法的強制力を持つＰＬ制度の導入は、食品のグローバル化が進む中で諸外国との整合性を含
めた包装材料の安全管理を一段と強化することを目的としたもの。厚労省は昨年８月から計７
回も検討会を経て今年春に取りまとめ案を策定し、パブコメ募集を実施した。それを踏まえて
最終的にまとめる考えだ。厚労省は、日本の食品の安全性を高めて輸出を後押しするため、
食品衛生管理の国際基準ＨＡＣＣＰの導入を、全ての食品事業者に義務付ける方針も決めた。
また農水省による日本版ＦＳＳＣ（食品安全マネジメントシステム）と称する規格基準策定の
なかで、容器包装規格化などの動きがある。食の安心・安全を確保するうえでプラスチック
包装材料・容器の重要性が、さらに高まってきた。


