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企業理念体系 沿革

三菱化工機グループは、『モノづくりに根ざした確かな技術と徹底
した品質管理に基づく高品質な製品・設備を提供し社会の発展に
貢献する』ことを企業理念とし、新しい時代のニーズに応えるとともに、
新しい事業分野への積極的なチャレンジを行い、お客様のあらゆる
要望に対応する製品・技術・サービスを提供してまいります。

企業理念

『モノづくりとエンジニアリングで
明日を創造する企業グループを目指す』

企業ビジョン

１． 固体・液体・気体の分離技術と、モノづくりで培われた高品質の
製品を社会に提供し、満足と信頼を得られる企業

２． 持続可能な循環型社会の構築に向け、新製品・新技術を提供する
リーディングカンパニーとして、社会に貢献する企業

３． 企業価値を高め、社会的に存在感のある、ステークホルダーに
安心される企業

サブビジョン

本レポートに記載されている現在の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると
判断する見積や想定など一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがあり得ます。

将来の見通しに関する注意

本レポートの報告対象期間 ： 2016年4月1日～2017年3月31日
※ ： 最新の状況を報告するため、2017年4月以降の情報も適宜掲載しています。
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　当社は、1935年（昭和10年）、当時輸入に頼っていた化学工業機械の国産化要請に応えるため、化学機械専門メーカーとして
創立されました。以降日本の化学工業の発展と深く係わりを持ちながら、環境分野をはじめとして、舶用・産業機械分野など多岐
にわたる分野で、常に新しい時代のニーズに対応し、多くの実績を残してきました。
　これからも確かなモノづくりとエンジニアリングで高品質の製品とサービスをお客様に提供し、企業価値を高めていきます。

三菱各社の出資により化学工業用機械国産化のために化工機製作（株）として創立（写真①）
化工機製作（株）を三菱化工機（株）に商号変更

1935年
1938年

1930年代

電極焼成炉の国産化に成功し第1号機を受注 / 油清浄機のOP型の第1号機を受注（写真②）
ペニシリン製造装置の第1号機を受注

1940年
1947年

1940年代

東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場
CWG（増熱水性ガス）プラント第1号機を受注、以降都市ガス製造装置の受注活発化
船舶自己排出式油清浄機（SJ）の第1号機を納入
大阪営業所開設（1996年 大阪支社に改組）
下水処理場向けし尿消化汚泥脱水設備の第1号機を受注、以降水処理機械・設備の受注活発化

1950年
1954年
1957年
1958年
1959年

1950年代

四日市工場を開設（1973年に四日市製作所に改組）
水素製造装置の第1号機を受注（写真③）
電力会社向けバースクリーン第1号機を受注

1961年
1963年
1964年

1960年代

鹿島工場を開設 / SJ・ＯＰ（油清浄機）の累計生産台数が１万台を突破
SNG（代替天然ガス）製造装置の第1号機を受注 / （株）化工機環境サービスを設立
インドネシア・アサハン・アルミニウムより大型電極焼成設備を受注 / 化工機商事（株）を設立

1970年
1972年
1978年

1970年代

超臨界ガス抽出装置を開発 / LNGサテライト設備の第1号機を受注（写真④）
四日市製作所の工場機能を川崎製作所に集約、四日市製作所を四日市事業所と改称（2004年 四日市
工場に改組）

1983年
1987年

1980年代

UASB方式（嫌気性排水処理）の産業排水処理設備の第1号機を納入
膜分離脱炭酸式SNG（代替天然ガス）製造装置を開発（写真⑤）
オランダ王国アムステルダム市に当社、三菱商事（株）の共同出資による合弁会社「MKK EUROPE B.V.」を設立
本社機能を東京都港区三田から神奈川県川崎市川崎区の川崎製作所に移転
（1998年8月に本店を川崎市川崎区大川町2番1号に移転）
GMP（医薬品の製造及び品質管理に関する基準）対応横型遠心分離機を独国クラウスマッファイ社より
技術導入し、販売を開始（写真⑥）
子会社を再編（技術関連3社は化工機プラント環境エンジ（株）、厚生・サービス2社は化工機商事（株）に合併・再編）

1991年
1994年
1995年
1997年

1998年

1999年

1990年代

燃料電池搭載自動車用の水素ステーション第1号機を納入
新型水素製造装置「ＨｙＧeia（ハイジェイア）」を開発
水素製造装置の第1号機受注（1963年）以来、受注累計が100基に達する
中華人民共和国・上海市に当社100％出資による「菱化貿易（上海）有限公司」を設立

2003年
2005年
2007年
2008年

2000年代

東南アジア地域の顧客開拓を目的としてタイ王国・バンコク市に現地法人MKK Asia Co., Ltd.を設立
（当社出資比率49％）
川崎製作所に油清浄機生産工場が竣工
三菱油清浄機－三菱セルフジェクターの新シリーズ「三菱セルフジェクターHERCULES（ヘラクレス）
シリーズ」の販売開始（写真⑦）
次世代型高効率水素製造装置「HyGeia-A（ハイジェイア-A）」の開発・販売開始（写真⑧）
国産初船舶SOx規制対応排ガス洗浄装置「三菱SOxスクラバー」を三菱重工業（株）と共同開発
「HyGeiaシリーズ」小型オンサイト型水素製造装置が低CO2川崎ブランドの認証および大賞受賞と
川崎メカニズム認証を受ける
「下水バイオガス原料による水素創エネ技術の実証」が国土交通省の下水道革新的技術実証事業
（B-DASHプロジェクト）に採択され、世界初の商業規模の水素ステーションを建設（写真⑨）
三菱油清浄機「三菱セルフジェクター」の累計生産台数が10万台を達成
「下水バイオガス原料による水素創エネ技術の実証」プロジェクトが内閣府「つなげるイノベーション
大賞（第14回産学官連携功労賞表彰）国土交通大臣賞」を受賞

2010年

2012年

2013年
2014年
2015年

2016年

2010年代

①創業当時の川崎本社工場

⑦三菱セルフ
　ジェクター
　SJ-Hシリーズ

⑨水素ステーション

⑧HyGeia-A（ハイジェイア-A）
　小型オンサイト水素製造装置

②油清浄機OP3
　第1号機

③ＩＣＩ式ナフサ改質装置（東京瓦斯 豊洲）

⑥GMP対応横型遠心分離機 HZ-Ph

④超臨界ガス抽出装置

⑤SNG（代替天然ガス）製造装置
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特
集

　日本は四方を海に囲まれた海洋国家であり、貿易により
産業を発展させてきました。その輸送手段である船舶関係
機器の発展は、貿易の増加と歩みをともにしています。船舶
関係機器の中で、油清浄機は船のエンジンを守る大切な
機械です。
　当社が1942年に発売した油清浄機は、重油中の不純物
を「遠心力によって除去」していく機械です。さらに1957年、
より進化させ自動排出機構を備えた油清浄機・三菱セルフ
ジェクターの第一号機を納入しました。重油の不純物を、
航行中に除去する――このコンセプトのもと、船内で重油を
クリーニングし、清浄化された油をエンジンへ供給します。
さらにエンジンオイルの清浄にも採用され、エンジン本体に
かかる負荷も低減します。

　以来、三菱油清浄機は70年以上のベストセラー製品であり、
当社の主力製品であります。また、私たちは同分野のシェア
ホルダーとして、累計10万台以上を出荷。今日90%以上の国内
シェアを獲得し、韓国、中国においてもシェアを拡大しています。
　いまや舶用燃料油・潤滑油では
一般的となった、このセルフジェクター。
さらに現在、SOxスクラバーで使用
する洗浄液中の煤などの汚れを
取り除く技術や、NOx規制
への対応に向けた取り組み
によって、新たな用途
と販路を広げつつ
あります。

　船の大型ディーゼルエンジンに使われる「重油」。原油を
精製し、灯油やガソリンなどを除いた残りもの（残渣油）で
あり、水や固形物といった不純物を含む、文字どおり「重い
油」です。ガソリンや軽油に比べて格段に廉価なため、かねて
より大型船舶燃料には重油が用いられてきました。
　しかし近年、その重油の燃焼ガスの排出規制が厳しく
なっています。排ガス中のSOx（硫黄酸化物）、NOx（窒素
酸化物）、CO2（二酸化炭素）などが原因となり、酸性雨・
光化学スモッグ・PM（粒子状物質）の発生や地球温暖化と
いった環境被害をもたらしているのです。
　IMO（国際海事機関）は、こうした排ガスの汚染規制を
1997年より着手※1。世界の海を取り締まりの対象としたうえ
で、より厳しい規制を課す海域（ECA）※2を特定しました。
すべての船舶は、排ガス中のSOx、NOx、PMなどを基準値
以下に抑え、違反者にはペナルティを課しますと。2020年
には、一般海域においても硫黄分の多い従来の重油が使え
なくなり、硫黄分含有量0.5%の燃料へと切り替えねばなりま
せん。この燃料切り替えの代替策として排ガスのSOxを
除去する装置の搭載が認められています。
※1 ： マルポール条約附属書VI－船舶からの大気汚染防止のための規則。

SOx、NOx、PM等の排出規制を明文化した。
※2 ： 排出規制海域（Emission Control Area : ECA）。

　このような規制に対応すべく、「船舶からの排気ガスを洗浄
して排出する方法」として当社と三菱重工業（株）の共同開発
により、2015年、国産初の船舶SOx規制対応システム・三菱
ハイブリッドSOxスクラバーシステムが生まれました。
　硫黄分含有量3.5％の重油から発生した排ガスを、同0.1％
の低硫黄燃料から発生する排ガス並みに浄化し、ECA海域
内の厳しい規制値にも適応します。
　現在の船舶は、多くの荷物を効率よく運ぶ事を優先して
改良されてきました。そのような船に新しい装置を載せる
ことは、船にとっては余計なスペースを取ることになり歓迎
されません。そこでスクラバー本体、洗浄水処理装置など
付属機器を格納するコンテナユニット、洗浄水を中和処理する
苛性ソーダ（NaOH）溶液を貯蔵するタンクなど、それぞれ
をモジュール化し、既存船舶への設置も容易で、工費削減と
工期短縮がはかれる設計としました。
　なお同システムは、私たちが1970年代から取り組む
「発電設備向け排煙脱硫装置」の進化形であり、長年磨いて
きた技術の集大成といって良いでしょう。
　この船舶用SOxスクラバーシステムの初号機を搭載した
川崎汽船（株）建造の大型自動車運搬船は、2016年11月
には船籍国であるパナマ共和国による承認を取得しました。
国内メーカー初の国際承認の取得となりました。さらに、
この国内メーカー初のシステムは、日本マリンエンジニアリング
学会から、「マリンエンジニアリング・オブ・ザ・イヤー2016」
を受賞しました。
　この装置により、燃料の規制開始後も、重油により船を運航
させ、新燃料との価格差の影響を受けることのない手段を
提供することを目指してきました。規制が先行していた
ヨーロッパと比べて、日本やアジアは開発が遅れているのも
事実ですが、優れた国産の製品を市場に供給することが
当社の使命と考え、これからも取り組んでまいります。

海の環境と生態系を、
技術のチカラで守る。

船舶輸送は、少資源国ニッポンの生命線とも呼べる存在です。
しかし、こうした船舶の往来が、ときに自然環境や生態系への脅威となる側面も、見逃すことはできません。
船内で燃やされた重油による、大気汚染。あるいは、本来あってはならない水生生物の侵入・侵出。
これらの課題に対し、私たちが培ってきたテクノロジーは、ひとつの解決法を提示・提案します。

M I S S I O N  1

公 海から世界の空 気を守れ！
M I S S I O N  1

小さな油清浄機が巨大な船を“支える”

国内メーカー初の“国際承認取得”

▶分離板型遠心分離機・三菱セルフジェクター SJ-Hシリーズ

M I S S I O N  1

業界に“転換”求める排ガス規制

Possible future ECA
ECA

▲IMOによる排ガス規制の一例

SOx・PM規制

2012年 2015年 2020年

指定海域（ECA）

一般海域

1.0% 0.1%

4.5% 3.5% 0.5%

燃料油の硫黄分濃度の上限値

▲三菱ハイブリッドSOxスクラバーシステムの船内設置モデル

すす
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　もう一つの当社の取り組みとして、NOx規制への対応
があります。舶用業界では、SOxの他に、船に搭載される
メインエンジンや発電用に搭載される小型エンジンから
排出されるNOxに関する規制も同時に強化されつつあり
ます。NOxは、大気中に放出されると光化学スモッグや
酸性雨の原因になるため、日本でも自動車やトラックなどで
規制の強化が進んでいるものです。
　2016年以降に建造される船は、北米沿岸航行時に、
2021年以降に建造される船は、さらに北海、バルト海航行
時にNOxの排出量が規制されるようになります。この
NOxは、物が高温で燃えるときに発生するため、エンジン
を動かすとどうしても発生してしまいます。
　では、どのように対応するか。現在、世界中の舶用エンジン
メーカーが様々な方法でNOxを低減する方法を開発して
います。その一つが、エンジン燃焼後の排気ガスの一部を
再度燃焼空気に戻すという方法、排気ガス循環システム：
EGR（Exhaust Gas Recirculation）と呼ばれる方法
です。これは自動車のエンジンにも使われるシステムです
が、自動車に比べれば数百倍の力を出すエンジンですから、
当然かなり大きなものになります。

　エンジンの排気ガスを、エンジンの吸気側へ戻してやる。
言葉の上では簡単に聞こえますが、エンジンの排気、吸気の
ルートにはタービン（ターボチャージャー）が付いていますし、
温度も高く、さらに圧力も高いです。また前述のSOxスクラ
バーで対象としていたSOxを含んだ酸性の強い排気ガス
を相手に操作をしなければなりません。
　そこでEGRシステムでは前述のスクラバーの小型版を
使用して、再び吸気として戻す分の排気ガスを洗浄してい
ます。この洗浄には、水が使われています。遠く陸を離れた
船の上では、水は貴重なものであるため、使い捨てにせず、
繰り返し使用することになります。しかし、排気ガスを繰り返し
洗うため、使用している洗浄水はどうしても汚れてしまい
ます。
　この汚れを取るために、当社のセルフジェクターの技術
を用いて繰り返し使用できるようにすることで、排気ガスを
きれいにするとともに、貴重な水資源の有効利用に協力し
ています。
　現在当社では、日本有数の大型2サイクルエンジン
メーカーである（株）ジャパンエンジンコーポレーションや、
世界最大の舶用エンジンメーカーであるMAN Diesel & 
Turboに向けて、これらシステムを構成する装置の提供を
行っています。

　本来、貨物船やタンカーといった大型船舶は、積み荷自体を
重石として安定航行するよう設計されています。そのため
日本で荷降しした船舶は、軽くなった分の埋め合わせとして、
日本沿岸で重石である大量の海水“バラスト水”を取り込んで
帰っていきます。そのバラスト水には水生生物が含まれ
ています。

　昨今の「ヒアリ報道」でも問題視されているように、外来
種の侵入・侵出は、ぜひとも食い止めなければなりません。
陸上と異なり、目で見ることが難しい水生生物の移動は気づ
かない所で固有の生態系を乱し、やがては私たちの生活自体
を大きく脅かす危惧を孕んでいるからです。
　以前より警鐘を鳴らしてきたIMOは2004年、バラスト水
管理条約※3を採択しました。以後10余年かけて各国の批准
が一定数へ達したタイミングで、2017年9月8日より条約を
発効。この日以降すべての国際航海船舶に、バラスト水処
理装置（水生生物を一定数以下に殺滅・除去する装置）の
搭載が義務付けられることになったのです。大型旅客船も
例外ではありません。
　三菱化工機は、この喫緊のテーマにいち早く着手してい
ました。米国N.E.I.トリートメントシステムズ社と技術提携し、
バラスト水処理装置・三菱-VOSシステム※4を、2006年より
販売を開始しました。

　他社の製品に多く用いられているのは、フィルターで大きな
生物を除去し、さらにUVや化学薬品で殺菌する手法で
した。しかし、フィルターには構造がシンプルな反面、目詰まり
など運用性に難があり、さらに化学薬品は低コストですが、
船上でのハンドリンクが難しく、薬品による海洋汚染リスクも
伴います。
　当社の三菱-VOSシステムはノンフィルターで、かつ無薬品。
バラスト水を短時間で低酸素化し、急激な環境変化によって
バラスト水中の水生生物を「窒息死」させるという、他社と
は異なった着想でした。特異な低酸素環境をつくり出すため
に、「不活性ガス発生装置」が開発されました。
　酸素濃度の低いガスとバラスト水をベンチュリー部で効率
よく接触させ、炭酸ガスが積極的に溶けて、酸素は海水中
から追い出されます。その結果、溶存酸素が失われ、水中の
生き物が窒息する環境を作り出します。プランクトンやバク
テリアの生息さえ許しません。
　この、三菱-VOSシステムが採用した「脱酸素方式」は、
IMOのみならず、米国環境保護局（EPA）からも「最も有効な
方式のひとつ」との評価を与えられました。

M I S S I O N  1 公 海から世界の空 気を守れ！

水 生 生物の渡 航を阻め !
M I S S I O N  2

“第三のイノベーション”の誕生

海の環境 と生態系 を、技術のチカラで守る。特 集

舶用機械技術部
グリーンシステム設計グループ

担当部長

陳岡克哉

舶用機械営業部
舶用機械営業グループ
グループリーダー

萩尾重丸

舶用機械営業部
舶用機械営業グループ

担当部長

深谷一郎

M I S S I O N  2

※3 ： 船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約
※4 ： VOS（Venturi Oxygen Stripping）。ベンチュリー効果を用いた脱酸素

システム。

おもし

おもし

▲三菱-VOSシステム〈VOS1000型〉

▲港に停泊する大型船舶

２０１７年から“国際基準”が変わる！排気ガスを“洗って再利用”
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社長メッセージ

化学で未来に貢献したい!
その想いが、ビジネスを   加速させていく。

　中期経営計画の初年度にあたる2016年度は、思いのほか難しい
経営環境下にありました。
　売上高は見込みを下まわり、目標額から10億円以上割り込んでい
ます。また受注高も、前年比15％の落ち込みとなりました。ただ、そ
のなかでも営業利益は堅調で、漸減はあるもののおおむね横ばいを
維持しています。
　たしかに予断を許さぬ状況ではありますが、かたや将来有望な
プロジェクトが次々立ち上がっていることを勘案すれば、一定の道筋
が見え始めた1年だったと総括できるでしょうか。

　当社の性格上、事業の消長は国家政策や国際基準の変更など
の影響をある程度受けざるを得ません。
　2014年度から福岡市で進めてきた水素ステーションの実証実験
では、今迄に十分な成果を挙げることができ、国内外から多くの
視察者を迎えました。しかし、国のロードマップの見直しにより、
FCV（燃料電池車）事業はいったんトーンダウンを余儀なくされて
います。現時点でFCVは2,000台に届かず、したがって運用コスト
も割高なため、交通インフラとしての普及にはまだまだ時間がか
かりそうです。
　しかし、私たちは自社敷地内に実証用水素ステーションを建設し、
水素ステーションのさらなる普及へ向け事業を展開していきます。
さらに、水素はクルマの動力源としてだけでなく、広く電気エネルギー
の供給源としての期待も高まっています。
　電気そのものは蓄えたり（蓄電）、遠距離を運んだり（送電）すること
が容易ではありません。しかし、水素を原料に発電すれば、その問題を
解決する手助けになります。いつでも、どこでも、必要なときに発電
できる。水素のもつポテンシャルは無限大と言ってよいでしょう。
そうした可能性を追究する水素事業を、当社の重要な施策のひとつ
に位置づけたいと考えています。
　エネルギー問題や地球環境課題を解くキープレーヤーとして
“水素”を位置づけ、持てる研究開発パワーを、私たちは一層加速
させていきます。今年4月、社内きっての“水素のスペシャリスト”を
結集させ、専門部隊を始動させました。大きな期待と未来社会への
責務を担っての船出です。

　今年4月より佐賀県唐津市でスタートさせた取り組み※1は、
産学官が一体となった非常に有益・有望なものと考えております。
　唐津市のプロジェクトは、同市と三菱化工機、九州大学、日本
下水道事業団の4者体制で取り組んでいます。市街地から日々
排出される下水や生ごみ、これらを“原料”に発電していこうという
チャレンジです。
　まず廃棄物である下水汚泥からバイオガスを抽出し、さらに
燃料電池で電気エネルギーに。こうしてできた電気を、処理場
内の各施設へ供給していく、という枠組みです。
　いわば、地域の暮らしで排出された不要物を、電気という有用物に
つくり変えて再利用する。エネルギー版・地産地消と言えるでしょう。
　このプロジェクトを下支えするハードウェア、無動力撹拌式
消化槽、高効率加温設備（可溶化装置）などは、下水処理場に
おいて長年、個々に培ってきたテクノロジーの粋を集め、進化
させたものです。それぞれが連携しあうことで、地域のエネルギー
自給率を格段に向上させ得るのです。唐津市自体もこの取り組
みにチャレンジされており、1年後にどのような成果が実っている
のか、私自身も楽しみです。
  

　私たちが水素にこだわる理由は、もうひとつあります。
　それは、他のエネルギーに比べ、CO2排出量が最も少なく
抑えられるからです。
　（一財）日本自動車研究所の調査（2011年3月）によれば、
原油採掘から輸送・精製、車両走行までの全プロセスで、どれ
だけCO2を排出したかをクルマのタイプ別に比較しています。
これによると、FCV（燃料電池車）が1km走るのにかかるCO2
排出量はガソリン車の約1/6、ハイブリッド車の約1/3、電気自
動車の1/2強と、断然低い数値を示しています。
　補足すれば、FCV自体からはCO2を一切排出しませんが、
現状、化石燃料から水素をつくる過程で若干のCO2が生じている
ことも事実なのです。
　これを最終的に、ゼロにしていきたい。
　私たちの水素事業は、完全なる「CO2フリー水素」を到達目標に
掲げています。福岡市や唐津市との下水汚泥などを原料にした
水素製造や発電プロジェクトは、そうした脱・化石燃料を見すえた
チャレンジであり、すでに福岡市の実証実験では大幅なCO2排出
削減が結果として裏づけられています。
　地球にやさしいエネルギー源としての“水素の未来”に、ぜひ、
ご期待ください。

逆風下から“芽吹く”新プロジェクト 

取締役社長

　当社の目指すソリューション。そのあるべき姿は、「事業活動
を通じた、国際未来社会への貢献」という言葉に要約できる
でしょうか。
　まず、そのためには、社員一人ひとりが自問しなければなりま
せん。「いま、なぜ、何が取り組むべき課題なのか」、そして「本業
を通じて、私たちにできることは、何か」。その問いからソリュー
ションの芽が生まれ、ビジネスチャンスは育まれていきます。
　ふり返れば、三菱化工機の歴史は、つねに課題解決への道の
りでした。1935年、日本初の化学工業機械メーカーとして創業
したのも、戦前の「化学工業振興政策」という時代の要請に応えた
ものでした。それまで輸入に頼っていた化学工業用機械を、より
廉価に、確実に供給していくという使命を負った出発でした。
　やがて戦後になり、経済成長を遂げていくなかで、機械単体の
メーカーであった私たちは、プラント建設の設計・施工へと業容
を広げていきます。エンジニアリング事業の幕開けです。
　そして1969年、これまで培ってきた技術と経験を、今度は
「必要とする国」「求められる地域」に伝えていく立場へと変わって
いきました。そこから海外プラント建設事業がスタートし、以来、
課題解決のフィールドは世界に広がっていきます。
　この間、舶用用途の油清浄機をより進化させ自動排出機構
を加えたり（1957）、今日の水素ビジネスにつながる水素製造
装置を発表（1963）したり、社会問題化していた産業排水の処
理設備を開発（1991）するなど、当社の研究開発テーマが1つ
のベクトルを指し示すようになりました。

　地球環境問題と持続可能な開発（Sustainable Development）
です。

　海洋汚染問題が近年浮上してきました。かねてより船舶の環境
ソリューションを手がけてきた当社は、バラスト水処理装置を
発表、今年9月より厳格化された国際規制に応えます。現在、世界
の大型船は約7万隻と言われますが、多くの海運各社は新規制
への対応をせまられています。当社にとってのビジネスチャン
スでもあるのです。
　一方、同時期に排ガス規制もスタートします。なかでも、SOx
（硫黄酸化物）は大幅な削減が求められますが、2020年の施行
までに規準をクリアできるのは世界で500隻にも充たないと
言われており、いまだ9割以上の未開市場が残されています。
このSOx対策用に発表した国産初の船舶SOx規制対応の三菱
SOxスクラバーシステムも、当社の未来を担う新戦力に位置
づけられるでしょう。

再生可能エネルギーの“地産地消” “CO2排出ゼロ”の水素をつくりたい

※1 ： 高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術の実用化に関する
実証研究は、2017年度「下水道革新的技術実証事業（通称Ｂ－ＤＡＳＨプロ
ジェクト）」に採択され、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究に
より実施されています。

提案技術の概要

場外搬出

水処理施設

濃縮汚泥

未利用バイオマス
地域バイオマス

（食品廃棄物（生ゴミ）等）

外部汚泥（OD汚泥）
（周辺小規模処理場より）

①無動力撹拌式
消化槽

②高効率加温設備
（可溶化装置）

③固体酸化物形
燃料電池
（ＳＯＦＣ）

脱水機
（既設）

：実証範囲

加
温
装
置

蒸気

バイオガス増量

搬出汚泥量を削減

撹拌動力削減

消化率改善 発電効率上昇

含水率低減
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社長メッセージ

　中期経営計画の初年度にあたる2016年度は、思いのほか難しい
経営環境下にありました。
　売上高は見込みを下まわり、目標額から10億円以上割り込んでい
ます。また受注高も、前年比15％の落ち込みとなりました。ただ、そ
のなかでも営業利益は堅調で、漸減はあるもののおおむね横ばいを
維持しています。
　たしかに予断を許さぬ状況ではありますが、かたや将来有望な
プロジェクトが次々立ち上がっていることを勘案すれば、一定の道筋
が見え始めた1年だったと総括できるでしょうか。

　当社の性格上、事業の消長は国家政策や国際基準の変更など
の影響をある程度受けざるを得ません。
　2014年度から福岡市で進めてきた水素ステーションの実証実験
では、今迄に十分な成果を挙げることができ、国内外から多くの
視察者を迎えました。しかし、国のロードマップの見直しにより、
FCV（燃料電池車）事業はいったんトーンダウンを余儀なくされて
います。現時点でFCVは2,000台に届かず、したがって運用コスト
も割高なため、交通インフラとしての普及にはまだまだ時間がか
かりそうです。
　しかし、私たちは自社敷地内に実証用水素ステーションを建設し、
水素ステーションのさらなる普及へ向け事業を展開していきます。
さらに、水素はクルマの動力源としてだけでなく、広く電気エネルギー
の供給源としての期待も高まっています。
　電気そのものは蓄えたり（蓄電）、遠距離を運んだり（送電）すること
が容易ではありません。しかし、水素を原料に発電すれば、その問題を
解決する手助けになります。いつでも、どこでも、必要なときに発電
できる。水素のもつポテンシャルは無限大と言ってよいでしょう。
そうした可能性を追究する水素事業を、当社の重要な施策のひとつ
に位置づけたいと考えています。
　エネルギー問題や地球環境課題を解くキープレーヤーとして
“水素”を位置づけ、持てる研究開発パワーを、私たちは一層加速
させていきます。今年4月、社内きっての“水素のスペシャリスト”を
結集させ、専門部隊を始動させました。大きな期待と未来社会への
責務を担っての船出です。

　今年4月より佐賀県唐津市でスタートさせた取り組み※1は、
産学官が一体となった非常に有益・有望なものと考えております。
　唐津市のプロジェクトは、同市と三菱化工機、九州大学、日本
下水道事業団の4者体制で取り組んでいます。市街地から日々
排出される下水や生ごみ、これらを“原料”に発電していこうという
チャレンジです。
　まず廃棄物である下水汚泥からバイオガスを抽出し、さらに
燃料電池で電気エネルギーに。こうしてできた電気を、処理場
内の各施設へ供給していく、という枠組みです。
　いわば、地域の暮らしで排出された不要物を、電気という有用物に
つくり変えて再利用する。エネルギー版・地産地消と言えるでしょう。
　このプロジェクトを下支えするハードウェア、無動力撹拌式
消化槽、高効率加温設備（可溶化装置）などは、下水処理場に
おいて長年、個々に培ってきたテクノロジーの粋を集め、進化
させたものです。それぞれが連携しあうことで、地域のエネルギー
自給率を格段に向上させ得るのです。唐津市自体もこの取り組
みにチャレンジされており、1年後にどのような成果が実っている
のか、私自身も楽しみです。
  

　私たちが水素にこだわる理由は、もうひとつあります。
　それは、他のエネルギーに比べ、CO2排出量が最も少なく
抑えられるからです。
　（一財）日本自動車研究所の調査（2011年3月）によれば、
原油採掘から輸送・精製、車両走行までの全プロセスで、どれ
だけCO2を排出したかをクルマのタイプ別に比較しています。
これによると、FCV（燃料電池車）が1km走るのにかかるCO2
排出量はガソリン車の約1/6、ハイブリッド車の約1/3、電気自
動車の1/2強と、断然低い数値を示しています。
　補足すれば、FCV自体からはCO2を一切排出しませんが、
現状、化石燃料から水素をつくる過程で若干のCO2が生じている
ことも事実なのです。
　これを最終的に、ゼロにしていきたい。
　私たちの水素事業は、完全なる「CO2フリー水素」を到達目標に
掲げています。福岡市や唐津市との下水汚泥などを原料にした
水素製造や発電プロジェクトは、そうした脱・化石燃料を見すえた
チャレンジであり、すでに福岡市の実証実験では大幅なCO2排出
削減が結果として裏づけられています。
　地球にやさしいエネルギー源としての“水素の未来”に、ぜひ、
ご期待ください。 中期経営計画（2016年度～2018年度）の概要

　当社の目指すソリューション。そのあるべき姿は、「事業活動
を通じた、国際未来社会への貢献」という言葉に要約できる
でしょうか。
　まず、そのためには、社員一人ひとりが自問しなければなりま
せん。「いま、なぜ、何が取り組むべき課題なのか」、そして「本業
を通じて、私たちにできることは、何か」。その問いからソリュー
ションの芽が生まれ、ビジネスチャンスは育まれていきます。
　ふり返れば、三菱化工機の歴史は、つねに課題解決への道の
りでした。1935年、日本初の化学工業機械メーカーとして創業
したのも、戦前の「化学工業振興政策」という時代の要請に応えた
ものでした。それまで輸入に頼っていた化学工業用機械を、より
廉価に、確実に供給していくという使命を負った出発でした。
　やがて戦後になり、経済成長を遂げていくなかで、機械単体の
メーカーであった私たちは、プラント建設の設計・施工へと業容
を広げていきます。エンジニアリング事業の幕開けです。
　そして1969年、これまで培ってきた技術と経験を、今度は
「必要とする国」「求められる地域」に伝えていく立場へと変わって
いきました。そこから海外プラント建設事業がスタートし、以来、
課題解決のフィールドは世界に広がっていきます。
　この間、舶用用途の油清浄機をより進化させ自動排出機構
を加えたり（1957）、今日の水素ビジネスにつながる水素製造
装置を発表（1963）したり、社会問題化していた産業排水の処
理設備を開発（1991）するなど、当社の研究開発テーマが1つ
のベクトルを指し示すようになりました。

　地球環境問題と持続可能な開発（Sustainable Development）
です。

　海洋汚染問題が近年浮上してきました。かねてより船舶の環境
ソリューションを手がけてきた当社は、バラスト水処理装置を
発表、今年9月より厳格化された国際規制に応えます。現在、世界
の大型船は約7万隻と言われますが、多くの海運各社は新規制
への対応をせまられています。当社にとってのビジネスチャン
スでもあるのです。
　一方、同時期に排ガス規制もスタートします。なかでも、SOx
（硫黄酸化物）は大幅な削減が求められますが、2020年の施行
までに規準をクリアできるのは世界で500隻にも充たないと
言われており、いまだ9割以上の未開市場が残されています。
このSOx対策用に発表した国産初の船舶SOx規制対応の三菱
SOxスクラバーシステムも、当社の未来を担う新戦力に位置
づけられるでしょう。

環境課題の解決とビジネスチャンス

三菱化工機ソリューション遍歴80+

　当社は、2016年度を初年度とする3か年の中期経営計画を策定しました。
『挑戦と躍進』を掲げ“ABC（= Action of Breakthrough & Challenge 
for the Future）”活動として全社的に展開し、企業価値の向上を図り、全て
のステークホルダーの皆様に安心される企業を目指し、本計画の達成に全
力で取り組んでまいります。

10年後のあるべき姿を達成するための第1ステップ

次世代成長
分野への投資

将来への
経営基盤確立

1. 次世代技術・分野への挑戦と積極投資
2. 海外市場開拓と売上の拡大
3. 成長に向けたアライアンスの推進
4. 機構改革によるエネルギー事業分野の推進

1. 差別化の促進による既存事業の競争力アップと
市場開拓

2. グループ組織再編による組織力強化と収益力向上
3. 再構築事業の見直しによる採算性の向上

次世代成長分野への投資

2事業分野の狙い

※1 ： ダイナフィルター（ディスク型セラミック膜フィルター）
※2 ： 陸上用の自己排出型ディスクセパレーター

エンジニアリング事業 単体機械事業

● 水素製造関連技術の拡充・強化
● LNG他エネルギー関連技術、
再生可能エネルギー関連技術の強化

● 下水関連技術・コスト競争力の強化
● リソース増強による受注規模拡大
● 海外ビジネスの拡大
● 競争力のある技術の獲得

● 船舶環境規制対応機器の基盤技術の強化と
製品ラインアップの充実

● ナノ分野、精密ろ過分野へのDyF※1の拡販
● ケミカル、食品、医薬分野への陸上SJ※2の拡販
● 生産・サービス拠点の充実化
● 海外ビジネスの拡大
● 競争力のある技術の獲得

数値計画と進捗 －売上・営業利益計画（連結）－
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2015年度実績

（億円）
営業利益率売上高

17.8
△0.5
18.3

営業利益額（億円）
エンジニアリング
単体機械

2016年度実績
12.9
△1.4
14.3

2017年度計画 2018年度計画
23.5
6.8
16.7

33.0
12.0
21.0

エンジニアリング 単体機械 営業利益率（全社）
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『挑戦と躍進』
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2014年度
実績

売上
高

（億円）

営業
利益

売上
高

売上
高

営業
利益

営業
利益

売上
高
営業
利益

売上
高
営業
利益

2016年度
実績

2018年度
計画

2021年度
目標

2024年度
目標

361

331317

347

530

10年後には売上高1,000億円規模を目指します。

　①クリーンエネルギー関連領域 ②バイオガス利活用領域 ③船舶環境規制領域―中期
経営計画（2016年度～2018年度）に位置づけた3つの重点開発領域において、これから
も私たちは惜しみなく経営資源を投入していきます。
　さらに、今年4月より、研究開発のコントロールタワーとしての役割を担う「研究開発部」を
新たに発足させました。事業部の枠を超えた研究開発のブレークスルーも、社外・産学官との
オープンイノベーションも、これから一段と加速していくでしょう。⇒本誌P.12参照
　一方で、従業員の意識改革、組織改革など、心・技・体にわたるイノベーションも現在進行
中で、個々のモチベーションや組織内の風通しは、かなり向上したと自負しています。
　そして、来たる2024年。目標売上高1,000億円への雄飛―ここへ向け、持てるリソース
と、すべてのベクトルを収斂させていく所存です。

すべてのリソースを“未来”へ向けて

▲船舶排出ガスからSOxを除去する技術
（三菱ハイブリッドSOxスクラバーシステム搭載船）
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研究開発

　研究開発は、事業のエンジンです。
　当社の「成長分野」と中期経営計画に位置づけた、①水素 
②バイオガス ③船舶用環境規制対応機器の3つを一段と
強化・加速させるため、2017年4月より研究開発部を立ち
上げました。
　現在、研究開発は各事業本部（プラント・環境・機械）が
それぞれ担っています。これに研究開発部がコントロール
タワーとなって、マクロかつ中長期的なテーマを追究して
いくことが、研究開発部に課された使命です。
　初年度、当部は基礎/応用試験・材料試験、統括/開発
企画、特許/知的財産権などの機能別グループ、10余名の
体制でスタートしました。
　まず特筆したいのは、統括/開発企画グループの存在
です。ここにリサーチ機能を置き、将来的な市場ニーズや

投資ニーズなどを調査し、未来指針を打ち出していく。
いわば司令塔の役割です。同時に各事業本部と連携しな
がら、研究開発の進捗を指揮管理する。あるいは営業部門
と協働して、自社内の技術シーズを洗い出すなど、マーケ
ティング的な活動も行います。
　また特許/知的財産権グループでは、法的業務のみならず、
社外・産学官との技術提携も視野に、アライアンス＆オー
プンイノベーションの推進役を担っていきます。
　すでに当部の第一号案件として、「藻類を使った代替航
空機燃料（次世代バイオジェット燃料）」の研究開発において、
産学協同で運営するコンソーシアムに参画しています。
化石燃料を使わない、植物由来のエネルギーがジェット機
を飛ばす。そんな夢のような“未来”が、もう間近にあります。
　自然や環境を壊さない持続的発展。そこに私たちの研究
テーマがあり、ビジネスチャンスがあります。新生・研究
開発部に、ご期待ください。

研究開発部、未来へ船出。
あ す

社内外の“垣根”を外しましょう
取締役 企画本部長 新下正彦

求む! 常識を超えた新・発想力
技師長 研究開発部長 白井正人

藻類によるバイオジェット燃料の開発に向けて

国際航空におけるCO2排出予測と
グローバル削減目標のイメージ

パリ協定の合意・発効など、CO2の削減や新エネルギー開発に関心が高まっている昨今、世界中で藻類エネルギー開発の取り組みが加速しています。
わが国でも藻類やBTLなど、将来的にバイオジェット燃料として利用できる可能性がある次世代バイオ燃料の開発がすすめられています。
近年、藻類のオイル蓄積能が陸生油脂植物に比べて非常に高く、化石燃料の代替となる可能性があること、また、原則として食料生産と競合しないこと
など、藻類が化石燃料や化学工業の原料の代替として潜在力を秘めていることが理解されるようになってきました。さらに、藻類によるバイオ燃料は、植物
由来のバイオ燃料に比べて、けた違いに生産効率が高く、トウモロコシなどのように食品利用との競合もないため、次世代バイオ燃料として大変注目され
ています。
当研究開発部では、この藻類によるバイオジェット燃料の開発にコンソーシアムの一員として参加しています。

藻類バイオマスの特徴

藻類バイオマスは次世代再生可能エネルギーとして重要

食糧との資源競合が少ないオイルの生産性が高い 下水・排水含有有機物の活用

高い細胞レベルでの増殖率
高い油脂成分比率

耕作地が不要
汽水、海水でも成長
食用作用との

土地・水競合の可能性小

下水・排水の処理
有機物・窒素・リンの
循環への貢献

2,500

2,000

1,000

2010年 2020年 2030年 2040年 2050年

CO
2 排
出
量
(M
t)

経済的手法
代替航空機燃料の活用

（ICAO資料を基に作成）（一般社団法人 藻類産業創成コンソーシアム HPより）

無対策ケース

運航方
式の改

善新技術
の導入

　当社は、プラント・環境設備の建設・エンジニアリングと、各種単体機械の製作を軸に事業を展開しています。 
　製造機能を持ったエンジニアリング企業として、都市ガス、石油、水素、電力、化学、医薬、食品、半導体、バイオ、大気汚染
防止、水処理、新エネルギーなど様々な分野で求められる機械・設備を製作・建設し、産業社会の発展を力強く後押しして
います。

研究開発 = Clean & Fine

エンジニアリング事業
プラント事業

単体機械事業

エンジニアリング事業
環境事業

ビジネスモデル

T o p i c s

自動車運搬船 ：
排ガス処理システム

医薬品工場

プラスチック原料製造装置

飲料用原材料抽出装置
化学繊維原料
製造装置

都市ガス製造プラント
水再生システム

ペットボトル原料製造装置

タンカー ：
燃料油・潤滑油・清浄機

石油プラント

下水処理場

水素ステーション

液化天然ガスプラント

スタジアム ： LED照明

－ 社会の様々な分野で活躍する三菱化工機 －
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プラント事業

主要製品

　精製・分離技術を核に、高品質・低価
格・短期間でお客様のニーズにお応えす
るプラントをご提供しています。都市ガス、
石油、水素、硫黄回収等のエネルギー関連
と医薬、食品関連及び一般化学工業用装
置・設備の建設を軸に国内及び海外へ事
業を展開しています。

▶ 連結売上高 ▶ 連結営業損益

都市ガス関連、石油精製、石油化学、電力、化学、
医薬、食品、関連プラント他

エンジニアリング事業

▶ 連結売上高 ▶ 連結営業利益

主要製品

　三菱油清浄機を中心に、高機能各種単体
機器（遠心分離機、ろ過機、除塵装置、撹拌
機等）の製作を軸に事業を展開しています。

油清浄機、遠心分離機、ろ過機、撹拌機、海水取水用除
塵装置、船舶環境規制対応機器、他単体機器

（年度）（年度）
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2,000

0 2016

12,570

（百万円）
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1,250

1,000

750
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0

単体機械事業

環境事業
　1950年代後半より環境事業の先駆け
となる水質汚濁の防止事業に取り組ん
できました。近年では、下水、産業排水、産
業廃棄物の各処理設備及びリサイクル施
設の建設を軸に事業を展開しています。
主要製品
下水排水、集落排水、脱臭、工場等の排水処理、
排煙脱硫、汚泥処理、バイオガス関連プラント他

　当社グループは、これまで培ってきた「固体・液体・気体の分離」のコア技術、経験、ノウハウを駆使し、新製品・新技術の開発と
改良により、プラントエンジニアリング、環境保護、化学工業機械などの分野でお客様のニーズに応え、社会に貢献する製品を
提供しています。

事業別概要 製品紹介

プラント事業製品　精製・分離技術を核に、高品質、低価格、短納期でお客様のニーズに応えています。

エンジニアリング事業

LNG（液化天然ガス）
サテライト設備

市中に供給される都市ガスは、
供給基地で規定の熱量になる
よう調整の必要があります。
当社の熱量調整設備は独自の
熱交換器型熱調器による、省ス
ペース、低コストなシステムです。

液ガス熱調設備
医薬中間体・ファインケミカル
分野における、副反応物生成の
抑制に効果を発揮します。当社
は、液体窒素を低温源とした間
接冷却ブラインによる-90℃～
-50℃の超低温合成反応シス
テムをご提案します。

超低温合成反応装置

受入基地用LNG気化器、「OG-TRI-EX
（OG トライエックス）」※の名称で
大阪ガス株式会社が開発し、当社が
技術導入し、海水を熱源とし中間熱
媒体（プロパンガス等）でLNGを気化
する設備です。当社は、設計、製作、
保守等において卓越した技術力を
持って製品化してきました。また、
熱源の条件等に応じて最適な機種を
選定・提供します。

LNG気化器
（中間熱媒体式：OG-TRI-EX）

エネルギー、都市ガス 水素 石油精製、電力、石油化学、化学 医薬、食品市場

半導体、光ファイバー、石英ガラス、油脂製造、金属熱処理用など、小容量の
水素製造装置です。13A都市ガス（天然ガス）及びLPGを原料とするオンサイト
設置型であり、高純度な水素をご提供できます。特に最新機種の「HyGeia-A」は
水素ステーション向けに開発した、高効率、コンパクトな小型水素製造装置です。

HyGeia-A（ハイジェイア-A）小型オンサイト水素製造装置
当社では、水素社会実現の一役を担うべく、究極のエコカーであるFCVに、
燃料である水素を供給する水素ステーションの建設に積極的に取り組んでおり、
2017年3月末時点までに、12カ所の商業用水素ステーション建設に携わりま
した。今後、水素ステーション運営事業者、自動車メーカー、金融機関等の計11社
が「水素ステーション」事業の新会社設立に動き出し、さらに水素ステーション
整備の普及拡大が期待される中、当社はより一層、高品質で低コストな水素
ステーションの建設に全力で取り組んでまいります。

水素ステーション

当社の L N G（ L i q u e fi e d 
Natural Gas：液化天然ガス）
サテライト設備は、空気強制循
環式LNG気化器システム（平成
13年度日本ガス協会技術賞
受賞）とMKK式・液－ガス熱調
（熱量調整）システムを強みに、
さらに最新技術を盛り込んで
います。ディスクセパレータ シュナイダーフィルター

卵型消化槽
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※ ： 「OG-TRI-EX」は大阪ガス株式会社の登録商標です。
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製品紹介

環境事業製品　再生可能エネルギーの利活用により、環境調和型社会を目指します。

多くの下水処理場で実施されている嫌気性消化法は、下水汚泥を減容化して消化ガス（バイオガス）
を回収できる有用なプロセスです。従来より減容化された消化汚泥は焼却等で処理されるケース
が多く、CO2削減の観点からより一層の減容化が求められています。高効率熱可溶化消化装置は、
熱処理による汚泥熱可溶化を嫌気性消化に組み入れ、これまで以上の汚泥の減容化と消化ガスの
増収を図る高効率嫌気性消化装置です。

高効率熱可溶化消化装置
下水処理施設等から発生する臭気を微生物の代謝機能を
利用して除去する装置です。内部に繊維状担体を充填し、この
担体上端を支持体で固定し、下端は自由端として隙間なく
吊り下げるので、長期にわたり閉塞せず、負荷変動に対しても
安定した処理が可能です。

生物脱臭プロセス（充填式生物脱臭法）

膜分離活性汚泥法は、従来、下水処
理場の水処理工程の最終沈殿池で
行っていた固液分離工程を、反応
タンクに浸漬した精密ろ過膜で
行うことで、清澄で高度な処理水を
得る処理システムです。当社は日本
下水道事業団、昭和エンジニアリ
ング株式会社と膜分離活性汚泥法
の最適化について共同研究を行い、
2006年3月に完了。2012年3月に
は、唐津市向けに日最大2,433㎥
/D（今回1,250㎥/D）の本システム
装置を納入しました。

膜分離活性汚泥法

超微細気泡散気装置「フレックスエアー・ミニパネル」は、高酸
素移動効率と低圧力損失を両立する省動力型散気装置です。
下水道新技術推進機構の審査証明を取得済です。

超微細気泡散気装置（FlexAirTM MiniPanel）

固液分離機器は、あらゆる産業に使用されています。

単体機械事業

船舶用環境規制対応機器遠心分離機 ろ過機 ろ過/濃縮器 海水取水設備用途

エンジニアリング事業

官公庁向け 廃棄物最終処分場
浸出水処理施設

農（漁）業集落排水
処理施設

廃棄物循環型
社会基盤施設下水処理施設 し尿処理施設

一般産業向け 中水道設備
（膜処理法を含む）廃棄物処理 排水処理設備

共通 脱臭設備 排ガス処理 LED照明

嫌気性菌の働きにより、汚泥や
生ごみ等の有機性廃棄物から
バイオガス（メタンガス）を発生
させ、電力等のエネルギー回収
をする施設です。メタン発酵槽の
撹拌操作は発生ガスの圧力を
利用した「無動力撹拌方式」を
採用し、消費エネルギーとランニ
ングコストの低減を実現します。

バイオガスシステム

大幅なメンテナンスコストを削減
可能な次世代型LED照明。水銀灯
やメタルハライドなどの代替用途
に最適な高所用高輝度LED照明。
用途及び必要能力に合わせて、
選べます。

LIGHTIER（ライティア）
LED ECO照明

発泡のしくみ
送気された空気は
エア吐出口から吐出されます。1

メンブレンを押し上げ、スリット
が開き均一に発泡します。3

支持管とメンブレンとの
間に空気が入ります。2

送気時 送気停止

三菱セルフジェクター(三菱油清浄機)は70余年の歴史と10万台以上の納入
実績を誇る当社の主力製品です。現行モデルであるSJ-H（ヘラクレス）シリー
ズは、神話の英雄の名前を頂き、これまで積み重ねてきた技術力を駆使した
最新鋭機です。
抜群の安定性と清浄効果で、船舶用燃料油、潤滑油はもとより、産業界の
幅広い分野で使用される鉱物油の清浄に優れた能力を発揮します。

三菱セルフジェクター SJ-Hシリーズ

三菱除塵装置（スクリーン）

三菱ブローバック
フィルター
新開発の連続回転式ろ過装
置で、スポットブローという
ユニークな独自技術により
従来のドラムフィルターに
比べ、大きな処理能力を実現
しています。
加圧・真空の両プロセスに
適用ができ、密閉化や防爆
対応が可能であるため、ファ
インケミカルや食品、化粧品
原料など幅広い分野に採用
されています。

本装置は、ナノサイズの微粒子を
効率良く精密ろ過し固形物を
高濃度に濃縮し、清澄なろ液を
回収できる回転式セラミック膜
ろ過機です。ディスク状のセラ
ミック膜を回転させ、膜表面への
固形物付着を最小化し、ろ過速
度を維持することで、従来型膜
ろ過機と比べて高い処理能力を
発揮します。本装置1台でナノ
粒子の洗浄や溶媒置換もでき、
電子材料やファインケミカル、
食品、飲料分野等へ、小型試作機
や大型量産機までラインアップ
しています。

三菱ダイナフィルター 

三菱-KM 
GMP対応横型ピーラー
遠心分離機（HZ-PhII）
洗浄性・操作性・メンテナンス性
に優れた最新式のGMP対応横
型遠心ろ過機です。高薬理活性
医薬品の製造現場では作業者の
安全を確保できる機器の採用が
進み、本装置の高い密閉性や、
製品を安全に全量回収できる構
造が高い評価を受けています。
また容易に内部点検できるた
め、機能性材料などの多品種少
量生産にも適しています。

火力・原子力発電所では冷却水に大量
の海水を使用します。その海水中の塵
芥を除去するために取水口に設置す
る装置が除塵装置（スクリーン）です。
発電所のほかLNG基地、製鉄所、石油
精製・化学工場、海水淡水化プラント
等に設置され、豊富な納入実績と長年
にわたるメンテナンス実績により、高
い信頼を得ています。

三菱ハイブリッドSOxスクラバーシステム
2020年から適用される船舶排ガス中のSOx排出規制に対して、従来の燃料
油を使用しながらこれに対応可能なシステムとして「三菱ハイブリッドSOx
スクラバーシステム」を開発し、実船搭載を経て今年、国産で初となる船籍国
（パナマ）からの承認を取得しました。
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財務/非財務ハイライト

財務状況 （連結）

受注高

売上高

営業利益（△は損失）

経常利益（△は損失）

親会社株主に帰属する当期純利益（△は損失）

包括利益

1株当たり年間配当金額

配当性向

純資産

総資産

1株当たり純資産

1株当たり当期純利益金額（△は損失）

自己資本比率

自己資本利益率

株価収益率

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期末残高

設備投資

減価償却費

研究開発費

単位

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

円

％

百万円

百万円

円

円

％

％

倍

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

単位

kl

千kWh

kg

t

時間

名

名

名

名

歳

年

社会・環境側面データ （単体）

エネルギー消費量（原油換算）

電力使用量

紙使用量

廃棄物発生量

月平均労働時間

育児・介護休業取得者数

従業員数

女性従業員数

新入社員数

平均年齢

平均勤続年数

2012年度

30,233

46,745

△1,190

△800

△987

△685

ー

ー

19,211

47,736

242.99

△12.49

40.2

ー

ー

△944

△1,793

3,587

9,827

1,914

767

229

2013年度

36,063

35,472

△1,813

△1,756

△3,718

△3,593

ー

ー

13,545

41,411

171.33

△47.04

32.7

ー

ー

△1,092

△354

△10

8,553

245

727

185

2014年度

32,676

34,744

1,691

2,068

2,024

3,659

5.00

19.5

16,757

45,225

211.96

25.60

37.1

13.4

16.3

3,230

△269

△4,015

7,556

159

597

155

2015年度

42,702

39,300

1,782

1,557

1,150

△548

5.00

34.4

15,813

41,211

200.02

14.55

38.4

7.1

16.0

1,041

△407

△3,340

4,733

412

614

343

2016年度

35,816

36,104

1,294

1,352

976

1,956

5.00

40.5

17,374

42,733

219.77

12.35

40.7

5.9

17.6

860

△367

87

5,254

397

609

584

2012年度

1,398.0

4,914.3

35,798

374.0

167.7

7

604

63

12

44.6

17.2

2013年度

1,369.6

4,849.0

31,152

319.0

160.1

5

559

59

15

43.0

15.8

2014年度

1,349.2

4,827.0

30,906

300.2

165.8

10

537

61

11

44.2

16.6

2016年度

1,380.7

4,777.1

30,670

297.32

173.49

7

544

61

14

44.2

16.7

2015年度

1,326.6

4,757.0

31,863

289.7

165.3

8

543

58

4

44.1

16.4
（年度）

受注高
（百万円）

（年度）
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500
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総資産 / 純資産 / 自己資本比率
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従業員数 / 平均年齢
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CSRマネジメント ‒価値創造を支える基盤‒

　当社グループは、当社が一貫して堅持してきた方針｢モノづくりに根ざした確かな技術と徹底した品質管理に
基づく高品質な製品・設備をご提供する。｣を実現し、全てのステークホルダーと健全で良好な関係を維持・
向上させ企業価値を向上させることが、事業活動を通じての｢CSR」であると考えています。

CSRの基本姿勢
　当社グループの事業活動自体が、地球環境、地域社会に影響を与えることを認識し、「企業倫理・コンプライ
アンスの徹底」「顧客満足度の向上」「環境への配慮」「安全確保」「情報開示」「社会貢献」を｢CSRの基本姿勢｣と
捉えて、事業活動を行っています。

ステークホルダーとのかかわり
　三菱化工機グループは、ステークホルダーとの信頼関係をより強化するために、すべてのステークホルダーに
対して行動憲章を定め、これを遵守することによって、健全で良好な関係を維持・向上させ、企業価値を向上
させていきます。

企業倫理・コンプライアンスの徹底
　法令などの社会的規範及び社内規則等の遵守を徹底
するとともに、地域の文化、慣習、人権を尊重し、高い倫理
観に基づいて行動することによりコンプライアンス重視の
経営体制を確立・強化します。

環境への配慮
　事業活動が、環境に及ぼす影響を最小限になるよう、エネ
ルギーや資源の有効利用を図るとともに、製造・建設から廃
棄に至るまでを考慮した環境負荷低減型製品・設備の開発
に挑戦し続けることで、持続可能な発展に向け努力します。

情報開示
　ＩＲ情報をはじめとする企業の基本情報に加え、採用情報・
製品情報の適時適切な開示をします。

顧客満足度の向上
　常にお客様の視点から事業を創造し、お客様の立場で
業務に取り組み、製品・設備のコスト・品質・安全の向上を
図ったモノづくりを進めます。

安全確保
　共に働く人々の安全・安心な労働（職場）環境の改善・
向上に努めるとともに、従業員の安全意識の啓発に努めて
います。

社会貢献
　持てる資源を有効に活用し、様々な活動を通じて社会に
積極的に貢献します。

CSRの取り組み

　三菱化工機は、次世代育成支援対策推進法※1に基づく、
「子育てサポート企業」として認定を受け、次世代認定マーク
（愛称：くるみん）を取得しています。この制度は仕事と子育て
の両立を図るために必要な雇用環境の整備を進める行動計
画を策定実施し、一定の要件を満たした場合に厚生労働省か
ら「子育て支援に積極的な企業」として認定を受けることがで
きるものです。2008年度に届出以来、職場環境の整備を進め、
子育て支援に取り組んでいます。

　当社川崎製作所では、毎年10月の労働衛生週間期間中に、
多数の従業員が参加して、献血活動を20年以上実施してい
ます。
　2010年11月には、川崎市長より川崎市血液対策事業推進
功労者として表彰状をいただきました。

※1 ： 従業員101人以上の企業は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための行動計画の策定、都道府県労働局への届出、公表及び労働者への周知が義務又は努力義務と
なっています。

▶育児サポート制度 ▶献血活動

お客様 株主

業界 役員・
従業員

お取引先社会 三菱化工機グループ

▶環境技術産学公民連携共同研究事業
　東京都市大学総合研究所応用生態システム研究センター（涌井史郎特別教授 センター長）が川崎市と共同で実施している
植物による汚染土壌浄化「ブラウンフィールド※2におけるファイトレメディエーション※3の研究」に協力しています。
　この共同研究は、植物の育成環境には厳しいといわれる地下塩水や潮風の影響を受けやすい臨海部地域を実験フィールド
とし、土地表層部の汚染土壌の浄化だけでなく深さ方向にも着目して、根の深い植物を用いた実証実験です。
　三菱化工機は2017年4月より12月までCSR活動の一環として、屋外実験場用に川崎製作所構内の緑地帯の敷地を提供し、
この共同研究に協力しています。

※2 ： 土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来その土地が有する潜在的価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地。
※3 ： 有害物質の吸収・蓄積・分解など多様な機能を持つ植物を利用し、汚染された土壌・底質・水質など環境媒体を修復・浄化する技術。

都市大の学生による作業の様子
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CSRマネジメント ‒価値創造を支える基盤‒　

三菱化工機グループ行動憲章
　三菱化工機グループは、自らの企業使命を自覚し、お客様はもちろん、株主、取引先、役員・従業員、業界、
行政、地域社会、一般社会等いわゆるステークホルダーに対して、次の行動憲章を定めこれを遵守することを
宣言します。

品質方針
　品質方針は「常に顧客の要求と法規・規格を満足し、かつ信頼性と経済性に優
れた製品及びサービスを納期通りに提供する」と定め、社員一人ひとりがこの
品質方針を胸に、「お客様の信頼にお応えする品質の確保」を目指しています。

　エンジニアリング（プラント/環境）、単体機械の全事業において、受注から設
計、購買、製作、検査、建設、アフターサービスに至る全ての段階でISO9001
の品質システムに従った品質保証を行っています。 

優れた品質管理が認められ、次の資格を取得しました。 
●経済産業大臣 ： 高圧ガス大臣認定試験者「管類」 
●日本海事協会 ： 遠心分離機（SJ）の事業所承認及び量産認定

１．お客様に対する姿勢
・常にお客様の視点から事業を創造し、お客様の立場で業務
に取り組み、技術革新と品質向上に挑戦し続ける。（誠実さ）
・三菱化工機グループの製品・装置・サービスを使ってくだ
さる方々への安全と安心に配慮する。（安全・安心）
・お客様のプライバシーを厳守する。（守秘義務）

２．株主に対する姿勢
・積極的に情報を開示し、透明性の高い経営を目指す。（経
営の透明性）
・事業活動を通じて健全な利益を生み出す。（株主利益）
・企業活動の説明責任を負い、その理解を促進する。（説明
責任）

３．取引先に対する姿勢
・取引先を大切なパートナーとして尊重する。（パートナー
シップ）
・取引先との「契約」に基づく対等な関係を維持する。（契約）
・公正で適正な取引を行う。（公正さ）

４．役員・従業員に対する姿勢
・性・年齢・役職・出身校等で分け隔てすることなくお互いを
共に働く仲間として尊重する。（人権尊重）
・いずれの職場にあっても会社と仕事に誇りをもち前向き
に取り組む。（誇り）
・一人ひとりが担うべき結果について責任を果たす。（自己
責任）

５．業界に対する姿勢
・公正さ、透明さ、を重視し、自由で透明、健全な市場競争を
行う。（競争原理）
・他社の権利・財産を尊重し、自社の権利・財産の保護に努め
る。（他社権利）
・高品質の製品、装置及びサービスを提供し、市場での必要
性と利便性を訴求する。（商品・サービスの必要性）

６．社会に対する姿勢
・関係法令を遵守し、社会的な良識を備えた企業活動を進
める。（法令遵守）
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係
は断固として排除する。（反社会的勢力の排除）
・関係法令と会計基準に則り、適正な会計報告を行う。（会計報告）
・地域社会の文化、規範及び住民の地元への愛着を尊重・配
慮した企業活動を進め、地域の発展に貢献する。（地域社
会への貢献）
・身近にある環境問題に対応して行動するとともに、循環型
社会に対応し、資源の保護に努める。（環境への配慮）

エンジニアリング（プラント/環境）、単体機械
ロイド（LRQA）ISO9001認定証

コーポレート・ガバナンスの基本姿勢
　当社グループは、株主をはじめすべてのステークホルダーとの信頼関係をより強化するため、効率的な経営
体質・体制を確立するとともに公正で透明性の高い経営を行うことが、コーポレート・ガバナンスの基本と考え
ています。
　また、企業の社会的責任を認識し、法令遵守はもとより企業倫理に基づく行動の徹底を図り、より信頼される
企業を目指し、効率的な事業活動を推進していくこととしています。

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システムの概要を含む
コーポレート・ガバナンス体制

　当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、経営の基本方針、法
令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を審議・
決定するとともに、業務執行状況の監督、経営計画の進捗状況の
確認等を行っています。
　また、当社は2016年6月に監査等委員会設置会社へ移行しま
した。監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されて
おり、うち2名は社外取締役です。監査等委員は取締役会をはじ
め社内主要会議に出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の
調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査・
監督を実施することとしています。
　さらに当社は、執行役員制度を導入しており、迅速かつ適切な
意思決定と効率的な組織運営を進めていきます。

　当社グループは、コンプライアンスの徹底とリスク管理の観点
から、各部門及び子会社の業務が適正かつ効率的に遂行され、な
おかつ、財務報告の信頼性が確保される内部統制システムの充
実強化を進めていきます。
　当社は、取締役会の補佐機能として内部統制委員会（その下
部組織として内部統制チーム）、社長直轄の機関として内部監
査室を設置しており、これらの組織が、当社グループ全体の内
部統制システムの構築運営状況のモニタリング、個々の業務活
動の適正性の調査並びに各部門内のチェックの有効性を確認
しています。
　その結果、内部統制上の問題が発見された場合は必要な是正
措置をとっています。

▶企業統治の体制（経営上の意思決定、業務執行及び監督・監査）

　当社グループは、業務遂行上のリスクの発現を未然防止、または最小化に努めています。
　当社は、取締役会の下にリスク管理委員会を設置し、当社グループの全体的なリスクの把握と対策について審議を行っています。
　中でも、コンプライアンスの徹底を重要な課題と位置付け、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス
施策について企画・実施しております。
　コンプライアンスの根幹をなすものとして、「三菱化工機グループ行動憲章」及び「三菱化工機グループコンプライアンス行動基準」を
制定し、当社グループの全役員・従業員（社内協力会社社員を含む）に対して配布するとともに、コンプライアンス研修を実施し、その周知
徹底を図っています。
　また、個人情報保護法及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の遵守徹底のため、「個人情報
及び特定個人情報等保護方針（プライバシー・ポリシー）」を制定し、個人情報及び特定個人情報等の保護に努めています。
　当社では、「情報セキュリティ管理規程」を制定しており、全社を挙げて情報資産を安全かつ適正に使用するための行動指針を定め、情
報資産の漏洩、破壊、損失に関するリスク管理に努めています。
　情報セキュリティに関わるリスク管理体制として、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティに関わる事項の整備等、迅速に
対応できる体制としております。

▶リスク管理体制の整備の状況

▶内部統制システムの整備の状況等

株主総会

取締役会
取締役

（監査等委員以外）

報告
報告

報告

付議・報告

報告

報告

指示 指示

指示報告

チェック
報告

報告

報告

報告社長
報告

報告・協議 協議

監査

監査監査

協議

監査・監督

監査・監督選任・解任・監督

　各部門、グループ会社

内部監査室経営会議コンプライアンス委員会
リスク管理委員会

内部統制チーム

内部統制委員会

会計監査人

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選任・解任
会計監査相当性の判断

監査等委員会
（監査等委員）

報告
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CSRマネジメント ‒価値創造を支える基盤‒　

役員一覧（2017年6月29日現在）

執 行 役 員

齋藤　雅彦（企画本部副本部長 兼 企画部長）

町田　憲司（プラント事業本部長 兼 プラント設計部長）

井熊　敏行（環境事業本部長）

正木　惠之（大阪支社長）

伏本　浩
取締役（環境事業本部担当）

3 渡邊　剛
社外取締役
（三菱商事株式会社）

7

中村　正男
取締役（機械事業本部長）

4 加藤　豊
取締役（監査等委員（常勤））

8

髙木　紀一
代表取締役　取締役社長
（プラント事業本部担当）

1 田中　利一
取締役（管理本部長）

5

新下　正彦
取締役（企画本部長）

2 藤原　久幸
社外取締役
（三菱重工業株式会社）

6

舩山　卓三
社外取締役（監査等委員）

9

吉川　知宏
社外取締役（監査等委員）

10

124 3 5

679 8 10

環境方針
　次に掲げる環境理念・環境方針のもと、環境改善を
実施し、本社／川崎製作所、本社営業事務所及び各
建設現場においてISO14001の認定を受け、環境
負荷の低減に努めています。

個人情報保護方針

調達方針

▼法令・社会規範の遵守
・法令・社会規範等を遵守するとともに、コンプライアンスの根幹をなすも
のとして制定した「三菱化工機グループ行動憲章」及び「三菱化工機グ
ループコンプライアンス行動基準」に則り、誠実に調達活動を推進します。
・資材調達に関して入手した取引先様の情報は、社内の重要な情報とし
て厳重に管理し、取引先様の許可なく外部に開示いたしません。
▼公正透明な取引
・全ての取引先様に、公正かつ公平な参入機会を提供させていただきます。
・各購買物件毎に、品質・価格競争力・納期の確実性・経営の安定性等を総合的
に判断させていただき、最善の取引先様とお取引きをさせていただきます。
▼パートナーシップの構築
・長期的視点において取引先様と相互信頼関係に基づき、相互の競争
力強化と繁栄を目指します。

▼環境への配慮
・「人と地球にやさしい」を目指して、安全で環境負荷の少ない原材料・部
品・製品の調達に努めます。

　三菱化工機は、地球環境の保全が全人類の最重要課題の一つであ
ることを認識し、当社の各事業分野の活動において、環境負荷の継続
的低減に努め、持続的に発展できる経済社会の実現に寄与する。

▶環境理念

1. 当社の活動、製品及びサービスに関わる環境影響を常に
認識し、環境汚染の予防を推進すると共に、環境マネジメント
システムの継続的改善を図る。

2. 当社の活動、製品及びサービスに関わる環境関連法規、規制、
条例及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。

3． 当社の活動、製品及びサービスを通して持続可能な資源の
利用、気候変動の緩和等
の環境保護を推進する。

4． 環境方針を達成するために
全社環境目標を設定し、
各部門に展開し環境改善
に取り組む。環境目標は
定期的に見直し、必要に
応じ改正する。

　三菱化工機は、産業用及び環境改善関連の装置・設備の設計・
製作・据付を行い、環境保護に貢献している。地球環境の保護
が全人類の最重要課題の一つであることを認識し、持続的に発展
できる経済社会の実現に対し、全社一丸となって環境負荷の継続的
低減を推進する。

▶環境方針

ISO認証取得状況
ISO9001認証取得状況 ISO14001認証取得状況

川崎本社

本社営業事務所

大阪支社、
名古屋、沖縄支店

横浜営業出張所、
九州営業所、広島営業所

認証場所

ロイド
（LRQA）

審査
登録機関 登録日

2009年
7月22日

2010年
9月25日

2000年
3月24日

　当社は、当社が運営するウェブサイト上より取得する個人情報
について、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守
し、各方針に従いこれを実行し維持することを宣言致します。

▼個人情報の使用目的
当社ウェブサイト上より取得したお客様の個人情報を、原則として以下の
目的に使用いたします。
・お客様からのお問合せに対してお応えするため
・お客様に当社の製品・サービス及び関連情報をお知らせするため
・お客様へのサービスを向上するため 
その他の目的で個人情報を使用する場合には、予めお客様にご同意をい
ただきます。
▼個人情報の第三者への開示・提供
お客様より取得した個人情報を以下のいずれかの場合を除き、いかなる
第三者にも開示または提供いたしません。
・お問合せに適切に回答するために、当社グループ内、または関係会社や
代理店への開示が必要な場合 
・予め明示した使用目的の範囲内において、業務委託先または業務提携先
に対し開示が必要な場合
・お客様にご同意いただいた場合
・法令等により要求された場合
▼個人情報の安全対策
お客様の個人情報は、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業
務の遂行上必要な限りにおいて扱うものとします。個人情報の紛失、破
壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス対策、コン
ピュータウィルス対策等適切な予防措置を講じます。
▼クッキー（Cookie）およびアクセスログ
当社ウェブサイトでは、アクセス状況を把握するため、及びお客様に対し
てより便利に当社ウェブサイトを閲覧していただくため、クッキーを利用し
て情報を収集させていただくことがあります。お客様はクッキーの使用を
通知されるように、またクッキーが使用されないようにブラウザを設定す
ることができます。
▼お客様の個人情報の開示、訂正、削除
当社が管理するお客様の個人情報は、お客様から当社へ開示、訂正、削除
等のご要望があった場合には、お客様ご本人であることを確認させて頂
いた上で、適切に対応します。

▶当社ウェブサイトにおける個人情報の取扱について

登録日

1998年
1月30日

2010年
12月13日

2009年
8月3日

川崎本社

本社営業事務所

認証場所

大阪支社

横浜営業出張所、
九州営業所、広島営業所

名古屋、沖縄支店
ロイド

（LRQA）

審査
登録機関

ロイド（LRQA）ISO14001認定証
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国内外ネットワーク 会社情報（2017年3月31日現在）

会社概要
三菱化工機株式会社
Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.
〒210-8560　川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-333-5354　FAX 044-333-5069
1935年（昭和10年）5月1日
1949年（昭和24年）9月1日
39億5,697万5千円

商 号

本 社

創立年月日
設立年月日
資 本 金

（注） 持株比率は自己株式（80,425株）を控除して計算しております。

株式の状況
発行可能株式総数
発行済株式の総数

株主数
大株主

160,000,000株※

79,139,500株※

9,426名（前期末比603名減）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
三菱重工業株式会社
明治安田生命保険相互会社
三菱商事株式会社
三菱化工機取引先持株会
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京海上日動火災保険株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）

4,882
4,165
4,079
2,503
2,359
1,923
1,906
1,847
1,632
1,267

6.18 
5.27 
5.16 
3.17 
2.98 
2.43 
2.41 
2.34 
2.06 
1.60 

関連会社
［連結子会社］

［非連結子会社］

〒210-8560
川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-333-5354　FAX 044-333-5069
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町1番2号
TEL 044-246-7350　FAX 044-246-7352
〒541-0042
大阪市中央区今橋二丁目5番8号 トレードピア淀屋橋
TEL 06-6231-8001　FAX 06-6222-4997
〒450-0002
名古屋市中村区名駅三丁目21番4号 名銀駅前ビル
TEL 052-571-2251　FAX 052-571-1476
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎二丁目2番7号
TEL 098-836-9561　FAX 098-833-1151
〒210-8560
川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-333-5362　FAX 044-366-6148
〒510-0875
三重県四日市市大治田三丁目3番48号
TEL 059-345-1431　FAX 059-347-0192
〒314-0255
茨城県神栖市砂山8番地
TEL 0479-46-1151　FAX 0479-46-3887
マレーシア

台湾

事業所一覧
本 社

本 社 営 業
事 務 所

大 阪 支 社

名古屋支店

沖 縄 支 店

川崎製作所

四日市工場

鹿 島 工 場

海外営業所
海外駐在員
事 務 所

化工機プラント環境エンジ株式会社
〒210-8560　川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-355-7411
FAX 044-355-9211
事業内容 ： 各種プラント・環境装置の設計、建設、アフターサービス、

メンテナンス、維持管理、環境測定

MKK Asia Co., Ltd.
タイ王国　バンコク市
事業内容 ： 東南アジア地域におけるプラント設備の設計、機材調達、

建設、メンテナンス、改造工事

株式会社菱化製作所
〒807-0811　北九州市八幡西区洞北町4番1号
TEL 093-691-2035
FAX 093-602-2231
事業内容 ： 機器製作、据付及び配管その他工事

MKK EUROPE B.V.
オランダ王国　アムステルダム市
事業内容 ： 欧州におけるSJ・OPその他舶用機器の販売、組立及び

各種サービス業務

菱化貿易（上海）有限公司
中華人民共和国　上海市
事業内容 ： 中国におけるSJ・OPその他舶用機器装置、各種分離機

及び部品の販売、技術支援並びに保守、修理等サービス
業務

化工機商事株式会社
〒210-8560　川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-355-6931
FAX 044-366-5622
事業内容 ： 各種機械販売、建材薬剤販売、厚生サービス、保険

鹿島

本社大阪

名古屋

四日市
北九州

沖縄

台湾

マレーシア

上海 本社

バンコク

アムステルダム

金融商品取引業者
1,860千株（2.35％）

その他の法人
16,555千株（20.92％）

金融機関
20,175千株（25.49％）

外国法人等
2,608千株（3.30％）

個人・その他
37,939千株（47.94％）

1,000単元以上
28,909千株（36.53％）

500単元以上 6,432千株（8.13％）

100単元以上
9,410千株（11.89％）

50単元以上
3,557千株（4.50％）

10単元以上
13,199千株（16.68％）

5単元以上
6,049千株（7.64％）

1単元以上
11,497千株（14.53％）

1単元未満 82千株（0.10％）
所有株数別分布状況

所有者別分布状況

株価及び出来高（2015年４月～2017年３月）

三菱化工機の株価 出来高

2015年 2016年
4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1月 2 3

2017年
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1月 2 3

三菱化工機の株価（円） 出来高（千株）
500

400
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100

0 12,000

10,000

8,000
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4,000

2,000

0

従業員の状況
企業集団の従業員の状況

（注） 全社（共通）として記載されている従業員数は、エンジニアリング事業及び単体機械事業に
区分できない管理部門に所属しているものであります。

事業部門 従業員数 前連結会計年度末比増減
エンジニアリング事業
単体機械事業
全社（共通）

合計

434名
276名
115名

825名

9名減
8名減
9名増

8名減

当社の従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

44.2歳1名増544名 16.7年

※ ： 2017年10月1日を効力発生日として、単元株式数の引き下げ（1,000株から100株へ）及び
株式併合（10株を1株に併合）を行いました。同日以降は、発行可能株式総数及び発行済株式
総数は、その割合で減少し、10分の1となっております。
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