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1.To assist our customers in meeting their evolving needs in terms of products and facilities through the
application of our manufacturing expertise and core solid-liquid-gas separation technologies.
2.To contribute to global environmental preservation through the application of clean environmental and
renewable energy technologies and products.
3.To use our technological strengths to establish a strong social presence and earn the trust of our
stakeholders.

Founding
Post-war
reconstruction
The
bubble era
The Heisei economic recession

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

Kakoki Seisaku, Ltd. (former company name) was established by
Mitsubishi Group companies to manufacture machineries for the
chemical companies in Japan.

化工機製作
（株）
を三菱化工機
（株）
に商号変更

Company name was changed to Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.

油清浄機のOP型の第1号機を受注

1950年代 1950s
1950年

東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場

Stocks were listed on Tokyo Stock Exchange and Osaka Stock Exchange.

1954年

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

The ﬁrst order for carbureted water gas plant was received. Strong
orders for city gas generation plants followed thereafter.

1957年

船舶自己排出式油清浄機
（SJ）
の第1号機を納入

The ﬁrst Selfjector oil puriﬁer for ships was delivered.

1958年

大阪営業所開設
（1996年 大阪支社に改組）

Osaka Sales Oﬃce opened (reorganized as Osaka Branch Oﬃce in 1996).

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・

The ﬁrst order for waste digestion & sludge dewatering system for sewage
plants. Strong growth in orders for water treatment plants followed thereafter.

1959年

設備の受注活発化

1960年代 1960s
四日市工場を開設
（1973年 四日市製作所に改組）

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

Yokkaichi Factory was established (reorganized as Yokkaichi Works in 1973).

Kashima Factory was established. The cumulative production of SJ-OP
series oil puriﬁers exceeded 10,000 units.

1972年 （株）化工機環境サービスを設立

Kakoki Kankyo Service, KK was established.

1978年

Kakoki Trading Co., Ltd. was established.

化工機商事
（株）
を設立

1980年代 1980s
1987年

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 四日市工場に改称）

1995年

1997年

1999年

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）

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）

Factory functions of Yokkaichi Works were merged into Kawasaki Works and Yokkaichi
Works was renamed Yokkaichi Oﬃce (later renamed Yokkaichi Factory in 2004).

MKK Europe B.V. was established in Amsterdam, The Netherlands
jointly by MKK and Mitsubishi Corporation.
Headquarter functions were relocated from Mita, Minato-ku, Tokyo to
the Kawasaki Works, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa
Prefecture. (Head Oﬃce was reregistered in Okawa-cho 2-1,
Kawasaki-ku, Kawasaki City in August 1998.)
Subsidiaries reorganization : Three technological companies were
integrated into Kakoki Plant & Environment Engineering Co., Ltd.
and two service companies into Kakoki Trading Co., Ltd.

2000年代 2000s
2003年

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

The ﬁrst hydrogen station for fuel-cell vehicles was delivered.

本レポートの報告対象期間：2017年4月1日〜2018年3月31日

2007年

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

100 or more Hydrogen generators were delivered since 1963 in which
the ﬁrst generator was delivered.

※ ： 最新の状況を報告するため、2018年4月以降の情報も適宜掲載しています。

2008年

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

Ryoka Trading (Shanghai) Co., Ltd., 100% owned by MKK, was
established in Shanghai, China.

The reporting period for this report is 1 April 2017 ‒ 31 March 2018

* So that the latest information can be provided, this report also contains some information from April 2018 and thereafter.

2010年代 2010s

This report contains forward looking statements regarding current targets, forecasts and strategies based on assumptions and forecasts
we deem reasonable at present. Actual results may diﬀer substantially from these forecasts.
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2010年

経済変革期〜未来へ

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。

Economic changes and future prospects

将来の見通しに関する注意 Forward looking statements
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The ﬁrst order for OP series of oil puriﬁers was received.

1990年代 1990s

平成不況期

Sub-Vision

1940年

1970年

安定成長期 バブル期

サブビジョン

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

創立

1940年代 1940s

1961年

Striving to be a corporate group creating brighter tomorrows
through excellence in manufacturing and engineering

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

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

1970年代 1970s

Stable
growth

Vision

『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』

1935年
1938年

高度経済成長期

企業ビジョン

Guided by its corporate philosophy, the Mitsubishi Kakoki Group contributes to the ongoing
development of society by providing high quality products and facilities based on solid technologies
rooted in its manufacturing expertise and strict quality management skills. As we work to meet the
needs of the new age, we remain committed to taking up the challenge of venturing into new business
ﬁelds, and oﬀering products, technologies and services that answer the needs of our customers.

History

1930年代 1930s

戦後復興期

Philosophy

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。

創業期

企業理念

沿革

Corporate Philosophy System

Strong economic growth

企業理念体系

2012年
2013年
2014年

2015年

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

MKK Asia Co., Ltd., 49% owned by MKK, was established in Bangkok,
Thailand in order to expand businesses in Southeast Asia.

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の

New SJ (oil puriﬁer) factory was added on Kawasaki Works premises and
a new series of oil puriﬁer, Mitsubishi Selfjector Hercules, was introduced.

Asia Co., Ltd.を設立
（当社出資比率49％）

新シリーズ
「三菱セルフジェクタHERCULES
（ヘラクレス）
シリーズ」
の販売開始

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
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

「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

三菱油清浄機
「三菱セルフジェクタ」
の累計生産台数が10万台を達成 /「下水

2016年

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

（実証用）
」
を川崎製作所内に建設
2017年 「MKK川崎水素ステーション

A next-generation, high-eﬃciency model of hydrogen generators,
HiGeia-A, was developed and its sales started.
Mitsubishi SOx Scrubber, the ﬁrst Japanese made SOx cleaning
system compliant with maritime exhaust regulations was jointly
introduced with Mitsubishi Heavy Industries.
The world s ﬁrst commercial scale hydrogen station of which
hydrogen generated from sewage biogas was constructed under a
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism sponsored
project (B-DASH Project).
Production of Mitsubishi Selfjector oil puriﬁer reached 100,000 units
on a cumulative basis. The sewage biogas base hydrogen generating
system explained just above was awarded 14th Minister Prize.
MKK Kawasaki Hydrogen Station was constructed for demonstration
purposes on Kawasaki Works premises.
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特 集

下水道革新的技術実証事業

B - D AS Hプロジェクト

Special
Focus

B-DASH：Breakthrough by Dynamic Approach
in Sewage High Technology Project

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

下水処理場を中心とした、再生可能エネルギーネットワークの構築
期待される効果 Anticipated eﬀects
・各技術の組み合わせにより、
トータルとしての
LCC縮減効果が向上
・Combination of technologies improves
overall reduction in Life Cycle Costs
（LCC）

合わせることで、地域バイオマス活用を促進します。中小
規模の下水処理場にも導入可能な高効率消化システムの
構築を検証し、汚泥資源化による地産地消と循環型社会
の構築に寄与していきます。
筑

玄海町
唐津

肥

線

平戸

35

武雄
嬉野

長崎本線

九州新幹線

佐世保

小城 佐賀

automatic hydraulic mixing digestion tank; 2）highly eﬃcient
heating devices（Thermal Hydrolysis system）
; and 3）solid
oxide fuel cells（SOFC）
. The demonstration veriﬁes the
construction of a highly eﬃcient system that can be placed
within small to medium-sized wastewater treatment facilities,

Eﬀects of accepting local biomass and
sludge from external sources

❸

Effective use and consolidation of
local biomass
給食センター等
School lunch
centers, etc.
小規模
下水処理場等 食品残さ
Leftover
Small sewage
treatment plants, etc. food
脱水汚泥
Dehydrated sludge

エネルギー自給率の向上効果
Improved energy self suﬃciency

・消化率改善によるバイオガス量の増量
・Improved biogas volume on enhanced
digestion rate

各家庭
Homes

生活排水
Domestic drainage

浄水センター

Water purification center
・搬出汚泥量削減
・Reduced amount of
discharged sludge
・エネルギー自給率向上
・Improvement in energy
self sufficiency

recycling-based society.

八女

佐賀県唐津市
Karatsu, Saga Prefecture

Cooperation between Industry, Government, and
Academia: The Karatsu City B-DASH Project
The Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
launched the Breakthrough by Dynamic Approach in

産学官で進める、唐津市B-DASHプロジェクト
国土交通省では、2011年度より下水道革新的技術実証
事業（B-DASHプロジェクト）
を実施しています。その目的は、
低炭素・循環型社会の構築やライフサイクルコストの縮減など
下水道事業が抱える様々な課題に対応するために必要な
新技術を研究開発し、全国展開を図っていくというものです。
当社は、九州大学、
日本下水道事業団、佐賀県唐津市と産
学官の共同体制で提案を行い、2017年度の実施プロジェク
トに採択されました。本年3月、
「唐津市浄水センター」に最新
技術を組み合わせた高効率システムの実証設備を完成させ、
運転をスタート。来年度中の、普及展開を図るためのガイド
ライン公表と全国自治体への普及展開を目指しています。
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The introduction of highly eﬃcient heating
devices
（Thermal Hydrolysis system）
produces positive eﬀects even at treatment
plants with existing digestion chambers

地域バイオマス・外部汚泥の受入効果
・地域バイオマス処理の広域化・集約化に
よるバイオガス量の増量
・Increased biogas volume on
regionalization and consolidation of
local biomass treatment
・発生汚泥処分費の低減
・Reduced waste sludge disposal costs

Achieving improved self suﬃciency
through use of renewable energy
既存消化槽を有する処理場においても、
高効率加温
設備
（可溶化装置）
のみの導入による効果を発揮

・消化槽撹拌動力の削減
・Reduced digestive chamber stirring
power

locally produced and consumed energy and a

太宰府

▶

佐々町

佐賀県

biomass through the combination of three technologies: 1）

Reduced LCC effects

allowing sludge recycling that contributes to the creation of
福岡

久留米
伊万里

再生可能エネルギーによる
自給率の向上を達成

The demonstration is aimed at advancing the use of local

地域バイオマスの集約化・有効活用

LCC縮減効果

・消化率の改善及び脱水汚泥含水率の低減
により搬出汚泥量の大幅削減
・Signiﬁcant reduction in amount of
sludge discharged thanks to improved
digestion rate and reduced moisture
content in sludge

❷

Technologies using High Eﬃciency Digestion Systems

高 効 率 燃 料 電 池（ S O F C ）の、3つの革 新 的 技 術を組み

❶

・Energy creation eﬀect achieved by making
use of locally produced and consumed
energy in line with regionalization and
consolidation of operations

An Empirical Study on the Practical Application of Local Production/Consumption Energy Utilization

無動力撹拌式消化槽、高効率加温設備（可溶化装置）、

実証内容 Outline of demonstration

・広域化・集約化に伴う地産地消エネルギー活用
による創エネ効果

※

Building a renewable energy network
centered on sewage treatment plants

当社独自の可溶化装置など、革新的技術を活用
本実証事業では、再生可能エネルギーとして注目されるバ
イオガスの増量、
および外部からの地域バイオマス等の受入れ

Sewage High Technology（B-DASH）Project in ﬁscal 2011.

により、地産地消エネルギーを積極的に活用し、新しいまち

The goal of the project was to research and then develop on

づくりにつなげる地域貢献型システムモデルの構築を検証し

a nationwide basis the new technologies necessary to
resolve the numerous issues confronting the sewage sector,
including how to reduce life cycle costs and how to
contribute to the building of a low carbon and
recycling-based society.
In a collaborative system that included industry（Japan
Sewage Works Agency）
, government（the city of Karatsu）
,

ます。
本実証事業の特長としては、①無動力撹拌式消化槽、②高
効率加温設備（可溶化装置）、③高効率燃料電池（SOFC）
の３つの革新的技術を組み合わせることにより、嫌気性消化
を高効率で行い、エネルギーを効率的に回収・利用するととも

and academia（Kyushu University）
, Mitsubishi Kakoki was

に排出汚泥量の低減、汚泥処分費の削減を実施するというも

selected for implementation of the ﬁscal 2017 project. In

のです。外部汚泥の受入れにより、地域バイオマスの集約化・

March 2018, after the completion of testing facility
construction, the Karatsu City Sewage Treatment Center
launched the operation of the highly eﬃcient system
combing all three cutting-edge technologies. The goal now
is to publish guidelines for increased utilization, including to
municipalities nationwide, within the next ﬁscal year.

有効活用を図り、下水処理場を中心とした再生エネルギー
ネットワークの構築を目指しています。

Making use of innovative technologies,
including our proprietary Thermal Hydrolysis system
The demonstration project focused on the potential for the
enhanced production of biogas, which is gaining attention as a
renewable energy source, and the local receipt of biogas from
other areas to bolster locally produced and consumed energy,
and enhance the prospects for building a regional contribution
model that could support the creation of a new type of city
planning.
The demonstration project combined three innovative
technologies: 1）automatic hydraulic mixing digestion tank; 2）
highly eﬃcient heating devices（Thermal Hydrolysis system）
;
and 3）solid oxide fuel cells（SOFC）
, which together allowed
highly eﬃcient anaerobic digestion, the eﬃcient recovery and
use of energy while simultaneously reducing the amount of
discharged sludge, and a reduction in sludge disposal costs.
Moreover, the acceptance of external sludge allows the
consolidation and eﬀective utilization of local biomass and the
potential to create a renewable energy network centered on
sewage treatment plants.
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B - D A S H プ ロ ジ ェクト

B-DASH：Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project

Special Focus

設備フロー図 Equipment ﬂow diagram

撹拌動力削減
Reduction of stirring power

消化率改善

バイオガス発生量増加

高い発電効率

Improved digestibility

Increase in biogas generation

Highly eﬃcient power generation

バイオガス
Biogas

Sewage sludge

＜実証フィールド＞唐津市浄水センター
Demonstration location: Karatsu City
Sewage Treatment Center

▶

可溶化汚泥

Solubilizing sludge

蒸気

加温
ボイラー

下水汚泥

排熱

Exhaust heat

Vapor Heating

boiler

下水処理場
Sewage treatment plant

①無動力撹拌式
消化槽

②高効率加温設備
（可溶化装置）

①Automatic hydraulic
mixing digestion tank

③高効率燃料電池
（ＳＯＦＣ）

②Highly eﬃcient heating devices
③Solid oxide fuel cells
（Thermal Hydrolysis system） （SOFC）

再生可能エネルギーで、
循環型社会の構築に寄与

Renewable energy contributing to
the building of a recycling-based society

当社では、B-DASHプロジェクト以外にも、水処理分野の
省エネ・創エネに向けた技術開発を積極的に行っています。環

：実証範囲
Demonstration range

地域バイオマス
（食品廃棄物（生ごみ）等）
Regional biomass
（food waste（garbage）etc.）

外部汚泥（OD汚泥）
（周辺小規模処理場より）
External sludge（OD sludge）
（from small peripheral treatment facilities）

搬出汚泥量の削減

Dehydrator

の開発」もその一つ。東北大学、三菱ケミカル（株）、GWRA
（海外水循環システム協議会）
と共同で、膜分離技術と微生物

Reduction in discharged sludge volume

脱水機

境省による「革新的な省エネ・創エネ生活排水処理システム

場外排出
External discharge

含水率低減
Reduction of moisture content

（アナモックス菌）
を活用して嫌気状態で生活排水を処理する
技術開発を進めており、今年度は実証段階に入ります。
今後もB-DASH事業や環境省等の開発事業について
積極的に提案・参加し、地域バイオマスの利活用やLCC（ライ
フサイクルコスト）
の低減等、地域のニーズに合った技術の開発
に注力します。
当社環境事業部では、下水分野にとどまらず、廃棄物処理

中小規模処理場にも導入可能。
海外展開も視野に
震災以降、下水汚泥由来のバイオガスが再生可能エネル

Can be introduced into small and
medium-sized treatment plants.
Potential for overseas development as well

ギーとして着目されていますが、中小規模の処理場では事業

Since the 2011 earthquake, biogas obtained from sewage

採算性等の点から再生可能エネルギー回収施設（消化槽）
の

sludge has gained increased attention as a renewable energy

導入が進んでいないのが実情です。
本実証事業では、
より高効率な消化システムと地域バイオ
マス受入れによる汚泥の集約化により、従来技術では困難
だった再生可能エネルギー回収施設の導入が中小規模の下
水処理場でも可能となることから、全国の地方自治体におけ
る施設での活用が見込めます。
また、海外の官庁や企業の注目度も高く、既に韓国からは
約20名の視察団が訪れ、高い評価を得ています。

向上とその技術の普及に努めていきたいと考えています。

※本実証事業は、国土交通省国土技術政策総合研究所からの委託研究により実施されています。

*This demonstration project is being carried out in line with a commission from
the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism's National Institute for
Land and Infrastructure Management.

source. However, proﬁtability concerns have contributed to
the relatively limited introduction of renewable energy
recovery equipment（digestive tanks）at small to
medium-sized treatment facilities.
The demonstration project showed that the use of a more
eﬃcient digestive system and the concentration of sludge on
the acceptance of biomass from around a region allowed the
introduction of renewable energy recovery equipment, which
had been problematic under previous technologies, at small
to medium-sized treatment plants. Accordingly, it appears
possible that this equipment could be used at municipal
facilities around the country.
Moreover, there appears to be a great deal of interest from
overseas governments and companies, with more than
20 teams from South Korea having visited and given the
project positive reviews.
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分野にもスコープを広げ、省エネ／エネルギー回収技術の

In addition to the B-DASH project, Mitsubishi Kakoki is actively
developing technologies aimed at creating and conserving
energy in the water treatment sector. The Company is also
involved in the Ministry of the Environment's eﬀort to develop an
innovative energy saving and creating domestic wastewater
treatment system. Together with Tohoku University, Mitsubishi
Chemical, and the Global Water Recycling and Reuse System
Association（GWRA）
, the company is using membrane
separation technology and microorganisms（anammox bacteria）
to develop technologies to process wastewater in an anaerobic
state. The project entered the demonstration stage this year.
We will continue to actively propose and participate in
development projects such as the B-DASH project and the
Ministry of the Environment project, and will focus our eﬀorts on
developing technologies that meet the needs of regional
communities, including those that contribute to the use of
regional biomass and lower life cycle costs（LCC）
.
The company's environmental business division intends to
expand its scope to include not only the sewage sector, but also
waste disposal as it strives to improve and spread its energy
saving and energy recovery technologies.

環境事業本部
環境技術部
部長

環境事業本部
環境技術部
次長

ソリューション営業課 課長

General Manager of the Environmental
Engineering Department,
Environmental Engineering Business Division

Deputy General Manager, Environmental
Engineering Department,
Environmental Engineering Business Division

Manager, Solution Sales Section,
Environmental Sales Department,
Environmental Engineering Business Division

酒見 伸一

Shinichi Sakemi

前田 良一

Ryouichi Maeda

環境事業本部

環境営業部

田中 拓

Taku Tanaka
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社長メッセージ

Message from the President

10年先 の 環境・社会を見据え
持続的 な成長 のための 基盤を構築する。
及びバイオガスシステムを中心とした環境事業があります。
プラント事業では固有の水素製造技術を基にしたＦＣＶ用水素
ステーションの建設など、将来の水素社会に向けた取り組みを
行っています。
環境事業では下水道事業における低炭素・循環型社会の構築等を
目指した国土交通省が進めているB-DASHプロジェクト
（下水道
革新的技術実証事業）
等へ参画しております。
また、単体機械事業では舶用の三菱油清浄機を中心に、高機能の
遠心分離機、
ろ過機、除塵装置、撹拌機などの各種単体機器の製作を
軸に事業を展開しております。
近年では、船舶環境規制に対応する機器としてEGR関連装置
（排気ガス再循環装置）
、SOxスクラバー
（硫黄酸化物除去装置）
等の
開発にも注力しております。

Building Up Businesses Beneﬁcial
to a Recycling-Based Society

取締役社長

President

Toshikazu Takagi

循環型社会に貢献する事業を展開

当社には大きく２つの事業分野があります。一つは、
クリーン

エネルギーを創造する技術などにより環境保護や循環型社会の
構築に貢献するエンジニアリング事業。もう一つは
「固体・液体・
気体の分離」
をコア技術として様々な産業の発展を支える単体
機械事業です。
エンジニアリング事業では水素関連や海外・国内のプラント
建設を手がけるプラント事業、そして下水道関連や廃棄物処理
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Our business can largely be divided into two areas. The ﬁrst of
these is the engineering business, which uses technologies for
the creation of clean energy to help preserve the environment
and build a recycling-based society. The second is the industrial
machinery business, which focuses on core technologies in
solid, liquid and gas separation to support the development of
a wide range of industries.
The engineering business includes the environmental
engineering business, which is focused on sewage and waste
treatment, as well as biogas systems, and the plant engineering
business, which handles the construction of overseas and
domestic plants, as well as hydrogen-related operations.
The plant engineering business is working toward the
creation of a hydrogen-based society by creating hydrogen
stations for fuel-cell vehicles（FCV）using the company s unique
hydrogen production technologies.
The environmental engineering business is participating in the
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism s
B-DASH Project, which aims to contribute to the creation of a
low-carbon and recycling-based society through
sewage-related operations.
Finally, the industrial machinery business is focused on the
production of a variety of equipment, including high
performance centrifuges, ﬁltration machines, dust removal
equipment, and agitators, with a particular emphasis on a wide
range of oil puriﬁers,.
Our focus in recent years has been on the development of
exhaust gas recirculation（ECR）equipment and SOx scrubbers,
which remove sulfur oxide in order to comply with maritime
environmental regulations.

Focusing on the environment and society ten years from now
Building a foundation for sustainable growth
過年度のふり返りと今後の取り組み

Past Trends and Upcoming
Opportunities

「成長分野の拡大」
と
「経営基盤の確立」
を目指し2016年にスタート
した中期経営計画は仕上げの3年目に入りました。2017年度は、主力
顧客である化学産業の業績は好調でしたが、当社にとっては厳しい
年となり、
目標値を下回る結果となりました。下振れの要因はいくつか
ありますが、大きく影響した1つは、水素ステーション建設など水素
関連のプラント需要の停滞です。
自動車業界の世界的な潮流がFCV（燃料電池自動車）からEV
（電気自動車）
へと傾き、FCV関連への投資機運に様子見感が強く、
回復への道のりは険しい状況といえます。
当社プラント事業にとって、市場環境は今後しばらく厳しいものと
思われますが、市場の大きさからしてまだまだ掘り起こしが可能
であり、
さらなる挑戦を続けていく所存です。
そうした中ではありますが、環境事業は下水関連を軸に好調を
維持し、
単体機械事業ではSOxスクラバー等の受注も好調に推移して
います。さらに舶用油清浄機関連では、新造船の着工数もようやく
底打ち感が出始めており、好転の兆しに期待がかかるところです。

中期経営計画への取り組み状況
■クリーンエネルギー関連領域

We have now moved into the third year of the period covered
by medium-term business plan launched in 2016, which targets
the establishment of ﬁrm management base and an expansion
in growth areas. While earnings among our key customers in
the chemicals industry were ﬁrm in ﬁscal 2017, it was a tough
year for Mitsubishi Kakoki, with performance falling short of our
targets. There were numerous reasons for the downturn, but
perhaps the largest was the slump in demand for hydrogen
plants, including weak demand for the construction of hydrogen
stations.
On a global basis, the trend in the automobile industry
appears to be a shift from fuel cell vehicles（FCV）to electric
vehicles（EV）. This has contributed to a strong wait-and-see
attitude in regard to FCV investment, making the road to
recovery all the steeper.
We believe the market environment in which the plant
engineering business operates is likely to be severe for some
time, but we still believe there is room for market development
in this area and will continue to make every eﬀort to move
forward in the business.
Amid such an environment, we note ongoing strength in the
environmental engineering business and favorable orders in the
industrial machinery business, particularly for SOx scrubbers.
Moreover, it appears the number of construction starts for new
ships is ﬁnally starting to bottom out, which raises our
expectations for a positive turnaround in the oil puriﬁcation
equipment used in ships.

Status of Medium-term Business Plan Initiatives

Sectors related to clean energy

水素製造関連技術
（CO2フリー水素技術含む）
の拡充・強化
Strengthening and expanding hydrogen production technologies, including CO2-free hydrogen technologies

■バイオガス利活用領域

Sectors using bio-gas

再生可能エネルギー関連技術の強化
Strengthening renewable energy-related technologies

■船舶環境規制領域

Sectors subject to marine environment regulations

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
Enhancing the product lineup and strengthening basic technologies in equipment designed to help ships comply with marine
environmental regulations

次世代成長分野への投資を着実に推進

Steady advancement of investment in next-generation growth sectors

◀新しい排出規制と地球環境を守る船舶向け排ガス洗浄システム
「三菱ハイブリッドSOx
（硫黄酸化物）
スクラバーシステム」
の搭載船
『DRIVE GREEN HIGHWAY』
Ship exhaust cleaning systems to protect the environment and comply with new
emissions regulations
Mitsubishi Hybrid SOx Scrubber System embedded on the Drive Green Highway
low environmental impact ship.
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社長メッセージ

Message from the President

成長分野、そして未来への種まき

成長分野への挑戦と積極投資は変わることなく継続してまい

ります。
まずバイオマス関連では、福岡市のB-DASHプロジェクトは

特に、三菱重工業
（株）
と共同開発を進めているSOxスクラバー

持続的な企業成長を支えるべく、当社は、引き続き中期経営計画

以降はこうした取り組みの成果が出てくると期待しています。

は2020年の規制発効を目前に市場が活発化しており、今後も

で掲げた
「経営基盤の確立」
に取り組んでいます。その一環として

企業の持続的な成長のためには、環境変化への対応とたゆまぬ

社内リソースを確保して幅広い事業展開を図っていきます。

営業力を強化すべく、川崎駅に程近いソリッドスクエアに
「川崎

改善が必要であり、それを継続する覚悟が必要です。社員に対し

フロントオフィス」
を開設し、プラント営業、機械営業部隊を集結。

「もっと危機感を持って立ち向かおう」との意識改革を促すと

立ち上げから順調に稼働しており、5年目に入り、既に、下水バイオ

水素関連では、経済産業省におけるロードマップ見直しも

ガスによる水素製造技術の実証試験を終え、現在は設備の簡素化

あり、FCVの普及は順調ではありませんが、2017年には実証用

情報の共有化、機動力強化を図り営業活動を行い、お客様への

を目的とした技術開発検討を継続中です。また、唐津市との新たな

水素ステーションとして
「MKK川崎水素ステーション」
を建設し、

より良いサービスの向上を図ります。

B-DASHプロジェクトとして汚泥資源化による地産地消の循環型

性能改善等を目的に試験研究を進めています。これらは水素

社会構築を目指した 高効率消化システムによる地産地消エネ

製造装置
（HyGeia-A）
の試験場にもなっており、
また新たに開発

新たな基盤づくりを進めています。タイ、
マレーシアに加え、新たに

の技術への投資を絶やすことなく、未来を担う主要ビジネスに

ルギー活用技術の実用化に関する実証研究プロジェクト も

いたしました充填パッケージ設備（Hy-Regulus）の実証も同時

インドネシアに駐在員事務所を開設し、東南アジア３カ国に台湾を

つなげていく。そうした全ての努力が私たちのCSR活動であり、

2017年4月から始まっており、2018年3月に竣工、引続きガイド

に行っております。こうした追求により、水素社会におけるビジネス

加えた拠点の強化に努めるとともに、グローバル戦略室を立ち

持続可能な社会への貢献になるものと信じております。

ライン作成に向けての継続検証に入っています。これらの実績を

展開へのしっかりした足掛かりをつくってまいります。

上げ、組織横断で課題に取り組む体制を構築しました。2018年度

踏まえ、2019年度から全国の自治体、各関係分野への拡販・普及

さらには未来への種まきとして、水素発電や水素供給技術等の
研究開発を地道に続け、CO2の削減・有効利活用といった新分野

を目指しています。
船舶環境規制関連では、国際海事機関（IMO）が進めている
硫黄酸化物
（SOx）
、窒素酸化物
（NOx）
排出規制に対応する機器

の技術開発につなげることで、来るべき水素社会への貢献の道
づくりを推進してまいります。

の開発に力を入れています。

三菱セルフジェクタ SJ-Hシリーズ▶
Mitsubishi Selfjector SJ-H Series

▲
「三菱化工機 川崎水素ステーション」
実証運転開始

Sowing the Seeds for Growth

Launch of the Mitsubishi Kakoki Kawasaki Hydrogen Station demonstration testing

We will continue to aggressively invest and take on new
challenges in growth areas.
In biomass operations, the B-DASH project in Fukuoka City
has been running smoothly since its startup and is now in its ﬁfth
year of operation. The testing phase for technology used to
produce hydrogen from sewer biogas has reached completion
and we are currently focusing on the development of technology
aimed at simplifying the equipment. The B-DASH Project
undertaken in cooperation with the city of Karatsu aims to
contribute to the development of a recycling-based society
where locally produced sludge is used as a resource for local
energy consumption. The test project, focusing on the practical
use of technology for locally produced and locally consumed
energy using a highly eﬃcient digestive system, was launched in
April 2017 and completed in March 2018. We are currently
engaged in veriﬁcation activities for the creation of guidelines
moving forward. Based on this progress, we expect an expansion
in utilization together with enhanced sales to municipalities and
related operations on a nationwide basis from ﬁscal 2019.
Our eﬀorts in equipment complying with marine
environmental regulations are focused on equipment meeting
the sulfur oxide（SOx）and nitrous oxide（NOx）emissions
standards of the International Maritime Organization（IMO）.
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経営基盤を確立し、海外事業も拡充

With SOx scrubbers developed in cooperation with Mitsubishi
Heavy Industries proving successful in the market ahead of the
implementation in 2020 of new and tighter environmental
regulations, we are focusing on a wide range of business
development eﬀorts using our accumulated internal resources.
METI has established a road map for development of a
hydrogen-based society moving forward, and while the
increased utilization of fuel cell vehicles has not been as smooth
as expected, we constructed the MKK Kawasaki Hydrogen
Station as a demonstration station and continue to conduct
research with the goal of improving performance. We are also
conducting tests of HyGeia-A hydrogen production equipment,
and at the same time testing the recently developed Hy-Regulus
ﬁlling equipment. We expect these eﬀorts to result in our
company gaining a ﬁrm foothold in a business contributing to the
development of a hydrogen-based society.
In terms of sowing the seeds for the future, we remain
focused on the research and development of hydrogen power
generation and hydrogen supply technologies, and through the
development of technologies in new areas such as CO2
reduction and eﬃciency improvements we will continue to
promote new ways to contribute to a hydrogen-based society.

ともに、
私自身も強い覚悟を持って取り組んでいく所存です。
幸い、当社の事業や製品は、社会に必要なインフラづくりの一端

海外事業については、厳しい環境の中で海外営業戦略を見直し、

を担っています。海洋のみならず、環境保護、CO2削減・利活用等

Establishing a Firm Business Base, Adding
Overseas Business

In order to support sustainable corporate growth, our
Medium-Term Business Plan focuses on the establishment of a ﬁrm
business base. This requires us to bolster our sales force and we
have integrated our plant engineering and industrial machinery
sales forces with the establishment of the Kawasaki Front Oﬃce in
the Solid Square complex located near Kawasaki Station. Through
shared information and sales activities aimed at improving
mobility, we aim to further enhance the high-quality services we
provide to our customers.
Amid a harsh operating environment, we have reviewed our
overseas sales strategies and are working on the creation of a new
operational base. In addition to locations in Thailand and
Malaysia, we have established a representative oﬃce in Indonesia
and are working to add Taiwan to these three Southeast Asian
countries in which we operate. We have also established a global
strategy oﬃce and created a system designed to tackle challenges
across the organization. We believe the results of these eﬀorts are
likely to become apparent beginning in ﬁscal 2018.

国内新拠点の誕生

Sustainable growth at
the company requires the
ongoing motivation to
pursue continued
improvement and the
ability to adapt to changes
in the operating
environment. We
encourage employees to
maintain the attitude that
they are ﬁghting with a
sense of crisis and I intend to continue to work with that attitude
myself.
Our business and the products we provide are fortunately
considered vital infrastructure for society. We intend to focus on
future-oriented businesses, and will continue to invest in not only
maritime applications, but in technologies aimed at eﬃcient energy
utilization, reducing CO2, and the protection of the environment.

Establishing a new domestic base

■プラント事業・機械事業の新営業拠点を開設 Establishing new sales oﬃces for the plant
engineering and industrial machinery businesses

2018年5月7日より、
新たな事業拠点
「川崎フロントオフィス」
を川崎駅付近のソリッドスクエア
（西館）
内に開設。
We opened the new Kawasaki Front Oﬃce in the Solid Square (West Bldg) complex near
Kawasaki Station on 7 May 2018.

■フロントオフィスの役割 The role of the front oﬃce
民間向け営業部隊の集結 Consolidating the private-sector sales force
・プラント営業部・舶用機械営業部・産業機械営業部の営業部門を集結し、
営業部門の情報共有化並びに機動力強化を図る。
・集結することにより、
協働によるお客さまへのサービス向上を図る。
・Improving mobility and the ability to share information by gathering in one place the
sales departments of the plant engineering, maritime equipment, and industrial machinery businesses.
・Gathering various sales divisions to promote cooperation and improve customer service.
ソリッドスクエア
（川崎市）Solid Square
（Kawasaki City）
▶
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ビジネスモデル

研究開発

Business Model

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。
Mitsubishi Kakoki is developing its business centering on the manufacture of industrial machinery, engineering, and the construction of
environmental equipment and plants.
As an engineering company with manufacturing capabilities, our business contributes strongly to the development of an industrial
society, as we are involved in the manufacture of equipment and construction of facilities in a variety of ﬁelds, including new energy, water
treatment, air pollution prevention, biotech, semiconductors, food, pharmaceuticals, chemicals, electric power, hydrogen, oil, and city gas.

エンジニアリング事業
プラント事業

エンジニアリング事業
環境事業

Plant Engineering
Business

Environmental Engineering
Business

単体機械事業

Industrial Machinery
Business

研究開発 =

Clean & Fine

− 社会の様々な分野で活躍する三菱化工機 −

Mitsubishi Kakoki can be found throughout society

医薬品工場
Pharmaceutical
factories

水再生システム
Water recovery
systems
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化学繊維原料製造装置
Chemical ﬁber raw material
manufacturing equipment

ペットボトル原料製造装置
PET bottle raw material
manufacturing equipment

当研究開発部は、水素製造などのプラント技術をはじ
め、廃棄物や排水の資源化を目指す環境技術、固液分離
やろ過などの機械技術を中心に、各種材料試験や応用
試 験 研 究 等 のコア 技 術に取り組 み 、お 客 様 の 多 様 な
ニーズにお応えしています。
ま た 、各 事 業 本 部 に 設 置 された研究開発部門との
連携を図るコントロールタワーとして、当社の研究開発
を全体最適で進めていく役目も担っています。
チーム編成は、試験チーム、研究チーム、特許知財チーム
といった機能別に分け、それぞれが中長期かつマクロ
視点のテーマを探求するとともに、お客様のニーズに
最適なソリューションも提供しています。

現在、当社はエネルギーの自給率向上や地産地消に
貢献するバイオガス等による再生可能エネルギー事業や、
2020年から施行される船舶の燃料油中の硫黄分濃度の
環境規制強化に対応できるSOxスクラバーシステムの
技術開発に取り組んでいますが、当部としてはそれぞれ
の製品・技術をさらにブラッシュアップし、市場競争力
向上を図るための実践的なバックアップをしていきたい
と考えています。
また、 未来への種まき という側面では、水電解法に
よる水素製造やCO 2 の回収・削減・固定化といった領域
にもチャレンジし、持続的な企業価値の向上に貢献する
研究開発にも取り組んでまいります。

卵形消化槽
Egg-shaped
processing plants

The research and development department is focused on
meeting the various needs of our customers by working in
core technologies, including for the testing of various materials
and in applied testing research. By ﬁeld, our research is
focused on machine technologies, including solid and liquid
separation and ﬁltration technologies, environmental
technologies, with a focus on turning waste material and
water to energy, and production plant technologies, including
for the manufacture of hydrogen.
The department is divided into teams, including the testing
team, the research team, and the patent and intellectual
property team, with each exploring research and development
themes with a medium- to long-term outlook with the
ultimate goal of providing the solutions optimal to meeting
the needs of our customers.

The company is currently focusing on research and
development in SOx scrubbers which will comply with tighter
regulations from 2020 pertaining to sulfur concentrations in
the fuel oil used by ships, as well as the renewable energy
business, including in areas such as biogas, which can
contribute to enhanced use of energy that is locally produced
and consumed, contributing to improved self-suﬃciency in
energy. That said, we are also looking to further improve our
technologies and products in each of these areas and aim to
create practical back-up options in order to enhance our
competitiveness in the market.
Keeping the theme of sowing the seeds for the future in
mind, we are also taking on challenges in the recovery,
reduction, and solidiﬁcation of CO2, as well as the
manufacture of hydrogen using water splitting through
electrolysis. Our goals in research and development also
include sustained improvements in the company s corporate
value.

下水処理場
Sewage treatment
plants

水素ステーション
Hydrogen stations

プラスチック原料製造装置
Plastic raw material
manufacturing equipment

飲料用原材料抽出装置
Beverage raw material
extraction equipment

自動車運搬船：排ガス処理システム
Vehicle carriers: exhaust gas
treatment systems

タンカー：燃料油・潤滑油・清浄機
Tankers: fuel oil and lubricating oil puriﬁers

液化天然ガスプラント
Liquid natural
gas plants

今、そして将来のニーズを
見据え、コア技術および成長分野の
技術開発に挑戦します。

Looking Ahead to the Needs of the Future
and Taking on the Challenge of Developing
Technologies in Core and Growth Areas

Research and Development =
Clean & Fine

石油プラント
Oil reﬁneries

Research and Development

都市ガス製造プラント
City gas
production plants

企画本部 研究開発部 部長
スタジアム：LED照明
Stadium: LED lighting

宮島

秀樹

General Manager, Research and Development Department,
Planning Division

Hideki Miyajima
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トピックス −営業戦略統括室を創設−
新しい営業の かたち へ

Topics: Creating a Sales
Strategy Management Oﬃce

Creating a New Style for Sales Activity

当社は、
プラント事業本部、環境事業本部、機械事業本部
の3つの事業の柱を以って、営業活動を推進してきました。
そのような中、お客様のニーズは多様化してきており、
プラント事業と環境事業あるいはプラント事業と機械事業
のコラボレーションなど、
当社の事業間に跨るニーズが多く
なってきて、営業の かたち そのものも変わってきてい
ます。
こうした様々なニーズに対応するために、事業本部制の
良さを活用しつつ、機能本部制である営業本部的な役割
を担う組織として全事業を見渡せる営業戦略統括室を
設 立しました。この 体 制では情 報 共 有や、横 の 連 係 が
容易になるという利点があります。
さらに、営業戦略統括室では、前線の営業活動の支援
はもとより、受 注 出 来 なかった案 件 の 原 因や 、競 争 力
強化に必要な経営資源は何なのかなどの情報収集や分析
を行い、社内の研究開発や営業の最前線へフィードバック
するとともに、経営計画の達成に向けた戦略を立案しなが
ら各事業本部と連携して活動していきます。

The company s sales activities have been primarily supported
by a Triangular Prism; the Plant engineering, Environmental
engineering, and Industrial machinery division. In such
circumstances, customer s needs and requirements have been
changing without resting and diversifying continually. More
speciﬁcally, with an increase in customer needs requiring
cooperation between, for example, the plant engineering and
environmental engineering businesses, or between the plant
engineering and industrial machinery businesses, the overall
shape of the sales structure and/or activity has been changing
year by year.
To eﬀective support such a various needs, we have
formulated as a sales strategy management oﬃce, which
oversees all the businesses as part of its functional role as a
sales headquarters while simultaneously taking advantage of
the strengths of the sales division system. One of the key
advantages of this system is the ease of cross-business
coordination and information sharing among three divisions.
In addition to providing frontline support for sales activities,
the sales strategy management oﬃce collects and analyzes
data related to why an order might not have been received
or what management resources might be required to bolster
competitiveness. In addition to feedback being sent to
frontline sales and internal research and development, the
oﬃce works in cooperation with each division as it formulates
strategies aimed at achieving management targets.

すべてはお客様のために

営業戦略体制図
Sales strategy framework

営業は、お客様のニーズを的確に把握し、自社の技術
や製品、サービスを核に経営資源をフル活用して最適な
ソリューションを提供するために、最前線で活動する重要
な役割を担っています。
今 回 の 営 業 戦 略 統 括 室 の 設 立 は 、当社のその営業
力強化への大きなトライであり、
試金石であると言えます。
それと同時に、組織としてお客様との接点を面で捉え
つつ、長く付き合っていただけるよう地道で継続的なアプ
ローチが大切だと考えます。
私たち営業マンは、営業が会社全体を牽引しているの
だという信念を持って、すべてはお客様のために、お客
様の視点に立って取り組んでいきます。

伏本

浩

Director In charge of the Environmental
Engineering Business Division and
General Manager Sales Strategy Management Oﬃce

Hiroshi Fushimoto
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Overview by Business Segment

エンジニアリング事業
プラント事業

Engineering Business
環境事業

Plant Engineering Business

プラント事業本部

Environmental Engineering Business

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

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

事業に取り組んできました。近年では、下水、産業排水、産業

プラントをご提供しています。都市ガス、

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

石油、
水素、
硫黄回収等のエネルギー関連と

を展開しています。

医薬、食品関連及び一般化学工業用装置・

MKK has been a pioneer in environmental control systems since the
mid-1950s when it entered the water pollution prevention business. In
recent years, the company has grown its environmental engineering
business targeting the construction of plant and facilities for sewage and
industrial wastewater treatment, and recycling facilities.

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。

Construction and installation of plants with separation
and puriﬁcation technology, which provides higher
quality, is lower priced and allows faster response to
customer needs. Business expansion both in Japan
and overseas in the ﬁelds of plant construction for
city gas, oil, hydrogen, sulfur recovery and other
energy-related industries, as well as for general
chemical, pharmaceutical and food processing
industries.

主要製品

Main products

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

主要製品

Main products

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
Mainstay products include sewage drainage, rural drainage, deodorization,
factory wastewater treatment, ﬂue gas desulfurization, sludge treatment,
and biogas-related equipment.

▶ 連結売上高

Net sales(consolidated)

25,000

Operating income(consolidated)

26,145
23,534
20,012

20,000

Plant Project
Business Division

▶ 連結営業損益

（百万円）
（¥ million）
100

（百万円）
（¥ million）
30,000

Mainstay products include city gas-related products,
as well as oil reﬁnery, petrochemical, electric power,
chemical, pharmaceutical, food, and other production
plant-related products.

0
-48

15,000

-100
-136

10,000
-200

5,000

Sales Strategy
Management Oﬃce

環境事業本部

Environmental
Engineering Business
Division

-235

0
2015
（年度）
（FY）

営業戦略統括室

機械事業本部
Machinery
Business Division

Think from the Customer s Point of View

取締役 環境事業本部担当 兼 営業戦略統括室長

事業別概要

Playing a vital frontline role, those working in sales need to
accurately grasp the needs of our customers and provide to
them the best solutions by making full use the company s
management resources, centered on our technologies, products,
and services.
The creation of the sales strategy management oﬃce can be
said to be a key development in our drive to bolster our sales
force.
At the same time, it should be remembered that continuous
contact is vital to a long relationship, and our sales force
represents the key point of contact with our customers.
As a salesperson, I am of the belief that sales drive the entire
company and with that in mind, we should always strive to work
from the customer s point of view.

単体機械事業

2017

-300
2015
（年度）
（FY）

2016

2017

Industrial Machinery Business

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。
Centering on its range of oil puriﬁers, MKK
manufactures a wide variety of advanced machinery
and equipment including centrifugal separators,
ﬁltration systems, screens, mixers and cleaners.

主要製品

2016

Main products

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
Mainstay products include oil puriﬁers, centrifuges,
ﬁltration machines, agitators, dust removal equipment
for sea water intake, and equipment complying with
maritime environmental regulations.

▶ 連結売上高

Net sales(consolidated)

（百万円）
（¥ million）
14,000 13,155
12,000

12,570

12,324

1,430
1,253

1,250

8,000

1,000

6,000

750

4,000

500

2,000
2015
（年度）
（FY）

Operating income(consolidated)

1,750
1,500

10,000

0

▶ 連結営業利益

（百万円）
（¥ million）
2,000
1,831

250
2016

2017

0

2015
（年度）
（FY）

2016

2017
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製品紹介

Products

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。
Our group is fully committed to leveraging the power of our core solid-liquid-gas separation technologies, knowledge and expertise that
have been built up and honed over many years. Through unceasing improvements to existing products and technologies, and the
development of new innovations, our group has continuously worked to meet the current needs in the ﬁelds of plant engineering,
environmental protection, and industrial machinery and equipment for the chemical industry.

エンジニアリング事業
プラント事業製品

Engineering business

Plant engineering products

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。
Centered on our reﬁning and separation technologies, we meet customer s needs with high quality, competitive pricing and short
delivery times.

市場

エネルギー、都市ガス

Markets

Energy, city gas

水素

石油精製、電力、石油化学、化学

医薬、食品

Hydrogen

Petroleum reﬁning, electric power,
petrochemicals, chemicals

Pharmaceuticals,
food

超低温合成反応装置

LNG気化器
（中間熱媒体式：OG-TRI-EX）

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。

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。

Ultralow-Temperature Synthesis Reaction Equipment
This equipment is eﬀective in suppressing the formation of side
reactions in the pharmaceutical intermediates and ﬁne chemical ﬁelds.
MKK proposes an ultralow-temperature (minus 90 degrees C to minus
50 degrees C) synthetic reaction system with indirectly cooled brine
that utilizes liquid nitrogen as a low temperature source.

※：
「OG-TRI-EX」
は大阪ガス株式会社の登録商標です。

LNG Vaporizer
（Intermediate Heating Medium Method: OG-TRI-EX）
An LNG vaporizer for use at LNG receiving terminals, this equipment̶
for which Osaka Gas Co., Ltd. developed its OG-TRI-EX* method and
MKK introduced its technologies̶vaporizes LNG by means of an
intermediate heat medium (such as propane gas) with seawater as a
heat source. Possessing outstanding technical capabilities in such areas
as design, manufacturing and maintenance, MKK has been
commercializing the product. In addition, we will select and supply the
best-suited models depending on, for example, the heat source
conditions.
* OG-TRI-EX is a registered trademark of Osaka Gas Co., Ltd.

水素ステーション

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、
2018年3月末時点で、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、東京オリンピック・パラリンピックでの水素活用、また自動車メーカー、
水素ステーション運営事業者、金融機関等により設立された日本水素ステー
ションネットワーク合同会社（JHyM）
による水素ステーション整備の加速が
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。

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。

Hydrogen Stations
To play a role in realizing a hydrogen-based society, MKK is actively
working on the construction of hydrogen stations that supply the
hydrogen that is the fuel of fuel-cell vehicles (FCVs), the ultimate eco
cars. At the end of March 2018, MKK had been involved in the
construction of 12 commercial hydrogen stations. Looking ahead, amid
expectations of hydrogen utilization at the Tokyo Olympic and
Paralympic Games and the accelerated preparation of hydrogen stations
by Japan H2 Mobility (JHyM)̶a collaborative enterprise established by
automakers, hydrogen station owners and operators and ﬁnancial
institutions̶MKK will continue to devote its utmost eﬀorts to the
construction of high-quality, low-cost hydrogen stations.
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HyGeia-A Compact On-Site Hydrogen Generator
The HyGeia Series small-capacity hydrogen generator is targeted at
semiconductor, optical ﬁber, quartz glass, fats and oils production
processes as well as at the metal heat treatment industry. An on-site
installation model using 13A city gas (natural gas) and LPG as
feedstock, the HyGeia-A can supply high-purity hydrogen. The latest
HyGeia-A model in particular is a high eﬃciency, compact small-scale
hydrogen generator developed for hydrogen stations.

液ガス熱調設備

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。

当社のLNG（Liqueﬁed 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。

LPG-NG Caloriﬁc Value Control System
City gas supplied throughout urban areas must have its caloriﬁc value
adjusted to the regulatory level at the supply base. Using proprietary
heat exchangers, MKK caloriﬁc value control systems save space and
are low in cost.

LNG Satellite Stations
In addition to their strongpoints of a closed-circulation LNG vaporization
system (the winner of the 2001 Japan Gas Association Engineering
Prize) and the MKK Caloriﬁc Value Control System, MKK s LNG satellite
stations also incorporate disk separator Schneider ﬁlters, the latest in
vaporization technologies.

16

製品紹介

Products

エンジニアリング事業
環境事業製品

Engineering business

Environmental Engineering Products

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。
We aim for an environmentally harmonious society through the utilization of renewable energy.

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

Waste ﬁnal disposal
site leachate
treatment facilities

Agriculture
（ﬁshery）
communal wastewater
treatment facilities

Waste recycling-based
social
infrastructure facilities

下水処理施設

し尿処理施設

For
government
agencies

Sewage
treatment facilities

Human waste
treatment facilities

一般産業向け

廃棄物処理

排水処理設備

For general
industries

中水道設備
（膜処理法を含む）

Waste treatment

Wastewater
treatment facilities

Grey water treatment facilities
（including membrane treatment methods）

官公庁向け

バイオガスシステム

LIGHTIER
（ライティア）LED ECO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。

Biogas Systems

共通
Shared

脱臭設備

排ガス処理

LED照明

Deodorizing equipment

Exhaust gas treatment

LED lighting

A biogas system is a facility that generates biogas（methane gas）from
organic waste, such as sludge and garbage, by the action of anaerobic
bacteria and recovers energy for, for example, electric power. A
non-powered stirring system that utilizes the gas pressure generated was
adopted for the stirring operation in the methane fermentation tank,
thereby realizing a reduction in energy consumption and running costs.

発泡のしくみ

1

Bubble Structure

2

3

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。

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、
これまで以上の汚泥の減容化と消化ガスの
熱処理による汚泥熱可溶化を嫌気性消化に組み入れ、
増収を図る高効率嫌気性消化装置です。

High-Eﬃciency Anaerobic Digester with Thermal Hydrolysis Unit
Biological Deodorization Process
（Fully Packed Biological Deodorizer Method） Used widely at sewage plants, anaerobic digestion is a very useful treatment
This deodorization system removes bad odors at
sewage works using micro-organism metabolic function.
Fully packed with a ﬁbrous carrier which is ﬁxed at the
top while free at the bottom, the carrier hangs down
leaving no gaps and therefore enables the stable and
clog-free treatment of wastewater over long periods
while responding to load ﬂuctuations.
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process as it reduces sludge volume and allows the recovery of biogas. At many
plants, however, the thickened digested sludge is incinerated and so from the
viewpoint of reducing CO2 emissions there is the need to further reduce sludge
volume. MKK s high-eﬃciency thermal hydrolysis unit is incorporated in an anaerobic
digestion process to further reduce discharge sludge volume and to enhance biogas
recovery in comparison with conventional anaerobic digestion processes.

LIGHTIER LED ECO Lighting
Next-generation LED lighting capable of drastically reducing
maintenance costs. High-brightness LED lighting for use at optimum
heights in place of mercury lamps and metal halide lights. Lighting
systems are chosen according to the application and required
capability.

送気された空気はエア吐出口から吐出されます。
The supplied air is discharged from the
air discharge vent.

支持管とメンブレンとの間に
空気が入ります。

Air enters between the support
tube and membrane.

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。

Pushing up the membrane, slits
open and uniformly emit bubbles.

送気時
送気停止
When air supplied Air supply stopped

超微細気泡散気装置
（FlexAirTM MiniPanel）
生物脱臭プロセス
（充填式生物脱臭法）

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。

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。

Ultraﬁne Bubble Diﬀuser（FlexAirTM MiniPanel）
The FlexAirTM Mini Panel ultraﬁne bubble diﬀuser is a power-saving
diﬀuser that combines high oxygen transfer eﬃciency with low pressure
loss. MKK has completed the obtaining of an examination certiﬁcate from
the Japan Institute of Wastewater Engineering and Technology for this
product.

膜分離活性汚泥法
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。

Membrane Bioreactor Process
Conventionally the solid-liquid separation process that is carried out in the
ﬁnal settling pond during the water treatment process of a sewage treatment
plant, the membrane separation-activated sludge method is a treatment
system that obtains clear and sophisticatedly treated water by microﬁltration
membrane immersion in a reaction tank. Having jointly researched the
optimization of the membrane separation-activated sludge method with the
Japan Sewage Works Agency and Syouwa Engineering Corporation, MKK
completed the project in March 2006. In March 2012, MKK delivered a
system capable of processing up to 2,433 m3 per day（at the time of delivery,
1,250 m3 per day）to Karatsu City, Saga Prefecture.
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製品紹介

Products

単体機械事業

Industrial Machinery Business

単体機械事業製品

Industrial Machinery Products

固液分離機器は、あらゆる産業に使用されています。
Solid-liquid separation equipment is utilized in all industries.

船舶用環境規制対応機器

用途

Systems for maritime
environmental regulations

Application

主要な製品
用途
Application

Centrifuges

分離方法

Separation method

運転
Operation

遠心ろ過
Centrifugal
separation

回分式
Batch Type
連続式
Continuous
回分式
Batch Type

連続式
Continuous

セルフジェクタ・ディスセパレータ
（SJ）
Selfjector・Dise Separator（SJ）

デカンタ
（DZ, KVZ, ACE）
Decanter（DZ, KVZ, ACE）
オイルピュリファイヤ（OP）
Oil Purifier（OP）

プラルリングセントリフュージ
（ARZ）
Plural Ring Centrifuge（ARZ）

横型サイフォンピーラセントリフュージ（HZ-Si）
Horizontal Siphon Peeler Centrifuge（HZ-Si）

圧搾ろ過
Squeezed
ﬁltration
遠心加圧ろ過
ろ過/濃縮機
Micro Filtration/ Centrifugal
Ultra Filtration pressure
ﬁltration

ヤングフィルタ
（YF）
Young Filter（YF）

水平ベルトフィルタ
（HBF）
Horizontal Belt Filter（HBF）

回分式
Batch Type
加圧ろ過
Pressurized
ﬁltration

ブローバックフィルタ
（BBF）
Blowback Filter（BBF）

ディスクシックニングフィルタ（DF）
Disk Thickening Filter（DF）

真空ろ過
Vacuum
ﬁltration

連続式
Continuous
回分式
Batch Type
連続式
Continuous

ヌッチェフィルタドライヤ
（NF）
Nutsche Filter Dryer（NF）

ヌッチェフィルタドライヤ
（NF）
Nutsche Filter Dryer（NF）
シュナイダフィルタ
（SF）
Schneder Filter（SF）
ベルトプレス
（BP）
Belt Press（BP）

連続式
Continuous

イートンストレーナ
Eaton strainer

名称
Equipment
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スクラバー本体

サイドエントリーミキサ
（SEM）
Side Entry Mixer（SEM）

撹拌機
Mixer

トップエントリーミキサ
（TEM）
Top Entry Mixer（TEM）
連続式
Continuous

プレートドライヤ
（PD）
Plate Dryer（PD）

回分式
Batch Type

ヌッチェフィルタドライヤ
（NF）
Nutsche Filter Dryer（NF）

三菱ダイナフィルタ

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。

Mitsubishi Blowback Filter
A newly developed continuous rotary ﬁltration device that realizes
greater processing capacity than conventional drum ﬁlters due to a
unique technology called spot blowing. Applicable to both
pressurization and vacuum processes, the Mitsubishi Blowback Filter has
been adopted in a wide range of ﬁelds, such as ﬁne chemicals, foods
and cosmetic raw materials, because it is sealable and explosion proof.

Mitsubishi DynaFilter
Eﬃciently and precisely ﬁltering nano-sized microparticles and concentrating
solids to a high concentration ratio, the Mitsubishi DynaFilter is a rotary ceramic
membrane separator capable of recovering clear ﬁltrate. By rotating its disk-like
ceramic membrane, minimizing the adhesion of solid matter on the membrane s
surface and maintaining the ﬁltration rate, the DynaFilter demonstrates higher
throughput than conventional membrane ﬁltration machines. Enabling both
nanoparticle cleaning and solvent substitution in one system, our product lineup
ranges from small prototype machines to large mass production machines for
the electronic material, ﬁne chemical, food and beverage as well as other ﬁelds.

Hybrid SOx Scrubber
Circulation Cleaning Mode

Scrubber body
予冷部
Pre-cooling unit

循環水
クーラー
Circulating
water cooler

海水ポンプ
Seawater pump

形式
レーキ付バースクリーン
Bar screen with rake
バー回転式スクリーン
Bar rotation screen
トラベリングスクリーン
Traveling screen

三菱ブローバックフィルタ

ハイブリッドSOxスクラバー
循環洗浄モード

ダイナフィルタ
（DyF）
Dyna Filter（DyF）

バースクリーン
Bar screen

乾燥機
Dryer

The Mitsubishi Selfjector（Mitsubishi oil puriﬁer）is a mainstay MKK product
that boasts a history of more than 70 years and a delivery record of more
than 100,000 units. Bearing the name of a legendary hero, the current SJ-H
（Hercules）Series is a state-of-the-art piece of equipment for which full use
has been made of the technological capabilities that MKK has thus far
accumulated.
Featuring outstanding reliability and puriﬁcation performance, the SJ-H
Series is ideal for purifying not only marine-use fuel oils and lubrication oils,
but also the mineral oils that are commonly used in a wide range of
industrial applications.

シュナイダフィルタ
（SF）
Schneider Filter（SF）

Type

海水取水設備
除塵機
Seawater
Intake Screen Screens

Mitsubishi Selfjector SJ-H Series

加圧ブローバックフィルタ
（PBF）
Pressurized Blowback Filter（PBF）
加圧ヤングフィルタ
（PYF）
Pressurized Young Filter（PYF）

スクリュープレス
（SP）
Screw Press（SP）
回分式
Batch Type

Seawater
Intake Screen

三 菱セルフジェクタ（ 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S J - 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。

三菱ハイブリッドSOxスクラバー
Mitsubishi Hybrid SOx Scrubber System
連続式
Continuous

海水取水設備

三菱セルフジェクタ SJ-Hシリーズ
名称
Equipment

GMP対応型ピーラセントリフュージ
（HZ-Ph）
GMP-compatible Peeler Centrifuge
堅型サイフォンバスケットセントリフュージ（VZ-Si）
Vertical Siphon Basket Centrifuge（VZ-Si）
ドラムフィルタ
（DF）
Drum Filter（DF）

その他
単体機械
Other
equipment

ろ過/濃縮機

Micro Filtration/
Ultra Filtration

三菱VOSシステム
（VOS）
Mitsubishi VOS System（VOS）

遠心沈降
Centrifugal
sedimentation

ろ過機
Filtration
equipment

ろ過機

Filtration
equipment

Major Product Lines

船舶用環境規制
対応機器
Systems for
maritime
environmental
regulations

遠心分離機
Centrifuge

遠心分離機

NaOHタンク
NaOH tank

循環水タンク
Circulating
water tank

排水処理装置
Wastewater treatment equipment

海水
Seawater

濃縮廃液タンク
Concentrated waste tank

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2017年に、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。

Mitsubishi Hybrid SOx Scrubber System
While using conventional fuel oil MKK developed the Mitsubishi Hybrid
SOx Scrubber System as a system compatible with the regulations
governing SOx emissions in ship exhaust gases that will be adopted
from 2020. After installation on an actual ship, the domestically
produced system was granted certiﬁcation from the ﬁrst country of ship
registration（Panama）in 2017.

三菱除塵装置
（スクリーン）

三菱-KM GMP対応横型ピーラー遠心分離機
（HZ-PhII）

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。

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。

Mitsubishi Seawater Intake Screen

Mitsubishi-KM GMP-Compatible, Horizontal-Type
Peeler Centrifuge（HZ-PhII）

Huge amounts of seawater are used for cooling at thermal and
nuclear power stations. Screens are installed at the water intakes to
remove garbage and other objects in the seawater. In addition to
their usage at power stations, our screens are also installed at LNG
terminals, steelworks, oil reﬁneries and petrochemical plants,
desalination plants and other industrial facilities. We have earned a
high level of customer trust due to our extensive delivery
achievements and maintenance track records that date back many
years.

This is a state-of-the-art, Good Manufacturing Practice（GMP）-compatible horizontal
centrifuge that features superior washability, operability and maintainability. At the
manufacturing sites of highly pharmacologically active pharmaceuticals, the
adoption of equipment capable of ensuring the safety of workers is under way.
MKK has received high acclaim for the advanced sealing performance of this
centrifuge and for its structure that allows all of the product to be recovered safely.
As its inner workings can easily be inspected, the HZ-PhII lends itself well to
various types of multi-item, small lot production, such as functional materials.
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財務/非財務ハイライト

Financial and Non-Financial Highlights

財務状況（連結） Financial highlights(consolidated)
単位

Unit

2013年度
FY2013

2014年度
FY2014

2015年度
FY2015

2016年度
FY2016

2017年度
FY2017

（連結）(Consolidated)
受注高

売上高

Orders received

（百万円）
（￥ million）
50,000

50,000

受注高

Orders received

百万円 ￥ million

36,063

32,676

42,702

35,816

38,469

売上高

Net sales

百万円 ￥ million

35,472

34,744

39,300

36,104

32,336

40,000

営業利益
（-は損失）

Operating income(loss)

百万円 ￥ million

-1,813

1,691

1,782

1,294

1,018

30,000

30,000

20,000

20,000

10,000

10,000

経常利益
（-は損失）

Ordinary income(loss)

百万円 ￥ million

-1,756

2,068

1,557

1,352

1,300

親会社株主に帰属する
当期純利益
（-は損失）

Net income(loss) attributable to
owners of parent

百万円 ￥ million

-3,718

2,024

1,150

976

2,949

包括利益

Inclusive proﬁt

百万円 ￥ million

-3,593

3,659

-548

1,956

5,325

1株当たり年間配当金額

Dividend

円

￥

ー

5.00

5.00

5.00

50.00

配当性向

Dividend payout ratio

％

％

ー

19.5

34.4

40.5

13.4

純資産
総資産
1株当たり純資産※

Net assets
Total assets
Net assets per share

百万円 ￥ million
百万円 ￥ million
円

￥

13,545
41,411
1,713.29

16,757
45,225
2,119.57

15,813
41,211
2,000.20

17,374
42,733
2,197.67

22,197
44,359
2,823.79

42,702
36,063

0
（年度）
（FY）

38,469

35,816

32,676

2013

2014

2015

40,000

0
（年度）
（FY）

2017

2016

営業損益

39,300

35,472

34,744

2013

2014

36,104

2015

32,336

2017

2016

親会社株主に帰属する当期純損益 / 1株当たり純損益

Operating income

Net income attributable to owners of parent / Net income per share
親会社株主に帰属する当期純損益
（左軸）

1株当たり純損益
（右軸）

Net income attributable to owners of parent(left axis)

（￥ million）
（百万円）

（百万円）
（￥ million）

2,500
2,000

3,000

1,782

1,691

2,024

2,000

1,294

1,500

256.05

Net income per share(right axis)

145.55
1,150

123.53
976

）
374.46 （円（￥）
300.00
2,949
200.00

1株当たり
Net income(loss) per share
※
当期純利益金額
（-は損失）

円

￥

-470.37

256.05

145.55

123.53

374.46

自己資本比率

Equity ratio

％

％

32.7

37.1

38.4

40.7

50.0

500

-1,000

-100.00

自己資本利益率

Return on equity

％

％

ー

13.4

7.1

5.9

14.9

-500

-2,000

-200.00

-1,000

-3,000

-300.00

-1,500

-4,000

倍

times

ー

16.3

16.0

17.6

5.9

百万円 ￥ million

-1,092

3,230

1,041

860

-392

Cash ﬂow from investing activities

百万円 ￥ million

-354

-269

-407

-367

800

Cash ﬂow from ﬁnancing activities

百万円 ￥ million

-10

-4,015

-3,340

87

-524

Cash and cash equivalents at
end of period

百万円 ￥ million

8,553

7,556

4,733

5,254

4,951

設備投資

Capex

百万円 ￥ million

245

159

412

397

359

減価償却費

Depreciation

百万円 ￥ million

727

597

614

609

587

株価収益率

Price-earnings ratio

営業活動による
キャッシュ・フロー

Cash ﬂow from operating activities

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

研究開発費

R&D expenses

百万円 ￥ million

185

155

343

584

290

※当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しており、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益金額は、
2013年度の期首に当該株式併合が行なわれたと仮定し、算定しております。
Mitsubishi Kakoki implemented a 10:1 reverse stock split on 1 October 2017. Net assets per share and Net income per share are calculated based on the assumption that the consolidation of shares
through the reverse split was conducted at the beginning of FY2013.

1,018

1,000

社会・環境側面データ（単体） Social and environmental aspects data(non-consolidated)
Amount of energy consumed
エネルギー消費量
（原油換算） (crude oil equivalent)

2013年度
FY2013

2014年度
FY2014

2015年度
FY2015

2016年度
FY2016

2017年度
FY2017

kL

1,370

1,349

1,327

1,381

1,626

時間

Hrs

160.1

165.8

165.3

173.49

162.53

単位

Unit

kL

月平均労働時間

Monthly average working hours

育児・介護休業取得者数

Number of parenting /
nursing care leave

名

People

5

10

8

7

6

従業員数

Employees

名

People

559

537

543

544

564

女性従業員数

Female employee

名

People

59

61

58

61

64

新入社員数

New employees

名

People

15

11

4

14

12

43.0

44.2

44.1

44.2

44.6

15.8

16.6

16.4

16.7

16.5

平均年齢

Average age

歳

Years old

平均勤続年数

Average years of service

年

Years

1,000
0

0

-2,000

（年度）
（FY）

-1,813
2013

2014

2015

-5,000

2017

2016

（年度）
（FY）

総資産 / 純資産 / 自己資本比率
総資産

純資産
（左軸）

Net assets
（￥ million）
（百万円）
60,000
50,000
40,000

41,411

30,000
20,000

自己資本比率
（右軸）

Total assets(left axis)

45,225

32.7
13,545

37.1
16,757

41,211

Equity ratio(right axis)

0
（年度）
（FY）

60.0

5.00

50.0
40.0

17,374

22,197

20.0

2014

2015

2016

0

2017

（単体）(Non-consolidated)
（kL）
1,800
1,327

1,381

2017

Dividend(left axis)

5.00

5.00
34.4

4.00

配当性向
（右軸）

5.00

50.00

40.5

19.5

20.0

2.00

13.4

1.00
0
（年度）
（FY）

600

0.00
2013

2014

2015

700
600

559

2016

2017

300

100

2015

2016

10.0
0

537

543

平均年齢
（右軸）Average age(right axis)
（Years old）
（歳）
52

544

564

2017

0
（年度）
（FY）

50
48
46

200

2014

40.0
30.0

3.00

300

2013

-500.00

Dividend payout ratio(right axis)
（%）
50.0

400

900

0

2016

500

1,200

（年度）
（FY）

2015

従業員数
（左軸）Employees(left axis)
（People）
（名）
1,626

1,349

2014

Employees / Average age

Amount of energy consumed (crude oil equivalent)

1,370

2013

従業員数 / 平均年齢

エネルギー消費量
（原油換算）

1,500

30.0

10.0
2013

-400.00

-470.37

1株当たり配当金額
（左軸）

（円）
（￥）
6.00

50.0

40.7

15,813

0

Dividend / Dividend payout ratio

（%）
70.0

44,359

42,733

38.4

100.00

-3,718

１株当たり配当金額 / 配当性向

Net assets / Total assets / Equity ratio

10,000

21

Net sales

（百万円）
（￥ million）

43.0
2013

44.2

44.1

44.2

44.6

2014

2015

2016

2017

44
42
40
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役員一覧

CSRマネジメント ‒価値創造を支える基盤‒

List of Oﬃcers

CSR Management ‒ The
（2018年6月28日現在）
（As of June 28, 2018）

CSRマネジメント

Foundation that Supports Value Creation ‒

CSR Management Principles

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。

To Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. and its group of companies (the MKK Group), the term Corporate Social Responsibility (CSR) means increasing
enterprise value by maintaining and improving solid and favorable relations with all stakeholders through the realization of the motto that the
MKK Group has steadfastly adhered to since its foundation : Our mission is to provide high quality products and facilities created using sound
technologies based on the principles of manufacturing excellence and through uncompromising quality control.

CSRの基本姿勢

Basic Approach to CSR

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。

The MKK Group recognizes that the business activities of the MKK Group have an impact on the global environment and local communities and as
such conducts its activities in line with the following CSR approach: Strict observance of business ethics and full compliance with relevant laws and
regulations; Increasing customer satisfaction; Environmental consideration; Ensuring safety; Disclosure of information; and contributing to society.

企業倫理・コンプライアンスの徹底
取 締 役

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。

Board of Directors

1 髙木

紀一

代表取締役 取締役社長
（プラント事業本部担当）

Toshikazu Takagi

President Representative Director
(In charge of Plant Project Business Division)

2 新下

正彦

取締役
（企画本部長）

Masahiko Shinshita

Director
(Division Director, Planning Division)

3 伏本

浩

取締役
（環境事業本部担当 兼 営業戦略統括室長）

Hiroshi Fushimoto

Director (In charge of Environmental Engineering Business
Division and General Manager, Sales Strategy
Management Oﬃce)

4 中村

正男

取締役（機械事業本部長 兼
営業戦略統括室副統括室長）

Masao Nakamura

Director (Division Director, Machinery Business Division
and Deputy General Manager, Sales Strategy
Management Oﬃce)

5 田中

9 舩山

利一

Toshikazu Tanaka

Takuzo Funayama

Director
(Division Director, Administrative Division)

6 藤原

久幸

社外取締役
（三菱重工業株式会社）

External Director (Audit and Supervisory
Committee Member)

10 吉川

知宏

社外取締役
（監査等委員）

Hisayuki Fujihara

Tomohiro Kikkawa

External Director
(From Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)

7 渡邊

卓三

社外取締役
（監査等委員）

取締役
（管理本部長）

環境への配慮

剛

社外取締役
（三菱商事株式会社）

Tsuyoshi Watanabe

External Director
(From Mitsubishi Corporation)

9

6

7

8

10

8 加藤

4

豊

2

1

3

5

取締役
（監査等委員
（常勤）
）

Yutaka Kato

Director (Audit and Supervisory
Committee Member (Full-time))

雅彦（企画本部副本部長 兼 企画部長）

(Deputy Division Director, Planning Division and General Manager
of Planning Department)

憲司（プラント事業本部長 兼 営業戦略統括室副統括室長）

Kenji Machida

(Division Director, Plant Project Business Division and
Deputy General Manager, Sales Strategy Management Oﬃce)
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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。

Keeping the environment in mind

Masahiko Saito

町田

Alongside the strict adherence to internal rules and social norms,
including laws and regulations, the MKK group is committed to the
establishment and strengthening of a compliance-based management
system that respects local cultures, customs and human rights, and
operates with the highest of ethical standards.

井熊

敏行（環境事業本部長 兼 営業戦略統括室副統括室長）

Toshiyuki Ikuma

(Division Director, Environmental Engineering Business Division and
Deputy General Manager, Sales Strategy Management Oﬃce)

正木

惠之（大阪支社長）

Shigeyuki Masaki

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。

Increasing customer satisfaction

The MKK Group builds its business on the idea of operating
with the customer s perspective in mind. We will continue to
work under this ideal and will strive to improve our
manufacturing in order to bolster quality and safety while
lowering product and facility costs.

External Director (Audit and Supervisory
Committee Member)

執 行 役 員 Executive oﬃcers
齋藤

Strict observance of business ethics and full
compliance with relevant laws and regulations

顧客満足度の向上

(General Manager, Osaka Branch Oﬃce)

In order to minimize the impact on the environment from its corporate
activities, the MKK group strives for sustainable development by not only
improving eﬃciency in resource utilization and energy consumption, but
also by continuing to develop products and facilities that have a
reduced environmental impact, largely by focusing on the entire life
cycle of the product, from manufacturing and construction to disposal.

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。

Ensuring safety
The MKK Group is committed to raising safety awareness
among its employees and improving the safety and security
of the working environment.

情報開示

社会貢献

Ｉ
Ｒ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。

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。

Disclosure of information

Contributing to society

In addition to the company s basic investor relations (IR) and other
information, The MKK Group discloses details of its hiring activities
as well as product information in an appropriate and timely manner.

The MKK Group is committed to the eﬀective use of its resources
and vigorously contributing to society through a wide range of
activities.
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ステークホルダーとのかかわり

Relationship with Stakeholders

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。

To further strengthen the relationships of trust with its stakeholders, the MKK Group stipulates a Code of Conduct for all stakeholders
and, by adhering to that Code, will maintain and improve solid and favorable relationships while increasing its enterprise value.

Shareholders

Customers

お取引先

三菱化工機グループ

社会

Business
Partners

Mitsubishi Kakoki Group

Society

業界

MKK has been cooperating with the “Research on Phytoremediation*3 of Brown Fields*2," an approach to cleaning up
contaminated soil using plants, being implemented jointly by the Applied Ecosystem Research Center (Center Director:
Distinguished Professor Shiro Wakui) of the Advanced Research Laboratories at the Tokyo City University and the city of
Kawasaki.
This joint research utilizes waterfront areas, which are highly susceptible to underground salt water and salty air and therefore
considered to be severe environments for the cultivation of plants, as the experimental ﬁeld. Moreover, the research is designed
to verify the use of deep-rooted plants in determining the ability to clean up contaminated soil at both the soil surface and in
the depth direction.
From April 2017 to December 2017, MKK provided the green zone site within the MKK Kawasaki Works premises for the
outdoor experiment site as part of our CSR activities.

役員・従業員
Oﬃcers /
Employees

Industry

CSRの取り組み

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。

▶Joint Research Project for Environmental Technology Among the Government,
Industry, Academia and the community

株主

お客様

▶環境技術産学公民連携共同研究事業

CSR Activities

▶育児サポート制度
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。

▶Childcare Support System

Based on the Next-Generation Development
Training Support Promotion Law*1, MKK received
certiﬁcation as a child rearing support company
and acquired the next generation certiﬁcation mark
(Kurumin mark). Under this system, MKK formulates
and implements action plans to promote the
development of the employment environments
necessary to balance work and child rearing and, if
certain requirements are met, MKK can receive certiﬁcation from
the Ministry of Health, Labor and Welfare as a company that is
actively supporting the bringing up of children. Since notiﬁcation in
ﬁscal 2008, we have been working to improve working
environments and engaged in the support of child rearing.

▶献血活動
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。

▶Blood Donation Activities

At MKK s Kawasaki Works, where many employees participate
during Occupational Health Week in October every year, blood
donation activities have been conducted for more than 20 years.
In November 2010, as a contributor to the Kawasaki municipal
blood donation promotion campaign MKK received a certiﬁcate
of commendation from the mayor of Kawasaki.

都市大の学生による作業の様子

Students of the Tokyo City University at Work

※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。
*2 Land that is unused or used for some purpose for which the value is notably lower than the inherent underlying value held by the land as a result of the presence or
potential presence of soil contamination.
*3 A technology for restoring and cleaning up contaminated soil, sediment, water, and other environmental media using plants with various capabilities, including the
ability to absorb, store, and decompose toxic substances.

※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。
*1 Companies with 101 or more employees formulate action plans to promote the development of the employment environments necessary to balance work and child
rearing. Notifying their prefectural labor bureaus and the publishing and dissemination to workers of the actions plans are obligatory or a best-eﬀort obligation.
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コーポレート・ガバナンスの基本姿勢

Basic Policy on Corporate Governance

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。

In order to bolster the relationship of trust with shareholders and other stakeholders, the MKK Group believes it is fundamental to ensure
corporate governance in which the management structure is highly eﬃcient and the company s business is conducted fairly and in a highly
transparent manner.
In addition to recognizing our social responsibility, the MKK Group is focused on promoting eﬃcient business activities with the goal of
ensuring trust in the company and ensuring proper conduct in line with our corporate philosophy and strict compliance with relevant laws
and regulations.

コーポレート・ガバナンス体制

Corporate Governance Structure

▶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）

▶内部統制システムの整備の状況等

▶Corporate governance system: decision making in
management, supervision and auditing in the execution of
business

▶Progress in the development of an internal control
system

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。

The company holds meetings of the Board of Directors at least
once a month. In addition to deliberations and decisions
regarding basic management policies, matters involving
stipulated laws and other important items related to
management, the Board supervises the execution of business
and monitors progress toward achievement of company plan
targets.
The company shifted to a company with an audit and
supervisory committee format in June 2016. The audit and
supervisory committee is comprised of three Directors, two of
which are outside Directors. Members of the audit and
supervisory committee attend key management meetings,
including Board of Director meetings, review important
documents, supervise divisions and subsidiaries, and audit and
monitor the execution of business by the representative
directors and directors.
The company has also introduced an executive oﬃcer system
with the aim of improving eﬃciency in organizational
management and promoting swift and appropriate decision
making.

In line with its commitment to risk management and entrenched
compliance, the MKK Group is focused on broadening and
strengthening the internal control system to ensure the reliability
of the company s ﬁnancial reporting and the proper and eﬃcient
execution of business activity at each of the divisions and
subsidiaries.
The internal control committee serves as an auxiliary function
to the Board of Directors (with the internal control team as a
subordinate organization), while the internal audit oﬃce operates
directly under the president. These organizations not only
monitor the management of the internal control system for the
group as a whole, but also conﬁrm the appropriateness of
individual business operations and the eﬃciency of checks within
divisions.
This system allows appropriate corrective action to be taken
whenever an internal control problem is detected.

▶リスク管理体制の整備の状況

▶Progress in the development of a risk management system

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。
The MKK Group remains committed to preventing or minimizing risks in the execution of business.
With this in mind, the company has established a risk management committee operating under the Board of Directors. The committee
is charged with assessing risk for the group as a whole and discussing appropriate countermeasures.
Given the importance of ensuring compliance, we have also established a compliance committee. This committee is charged with the
planning and execution of groupwide compliance strategies.
As a cornerstones for compliance, we have formulated the Mitsubishi Kakoki Group Code of Conduct and the Mitsubishi Kakoki Group
Compliance Standard of Behavior. These documents are distributed to all group directors and employees, including employees at internal
partner ﬁrms, and we conduct compliance training so that all relevant parties are fully informed of the company s policies.
In line with our eﬀorts to always protect personal information and information on speciﬁc individuals, the company has also formulated
a privacy policy with the goal of entrenching compliance with laws related to the use of numbers to identify speciﬁc individuals in
administrative procedures and the Private Information Protection Law.
Having established rules for information security management, the company has also created companywide guidelines for the safe and
appropriate use of information, with the goal of managing risks related to the leaking, destruction, or loss of information assets.
The Group created the information security committee as a risk management system for information security. This has contributed to a
system that is capable of quickly responding to matters related to information security.

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

株主総会
選任・解任
Appointment / dismissal
取締役会

Board of Directors

Director(Members not
on the audit and supervisory committee)
選任・解任・監督
Appointment /
dismissal /
supervision

監査・監督
Audit /
supervisory

リスク管理委員会
Risk Management Committee
内部統制委員会
Internal Control Committee
報告
Information

報告
Information
報告
Information
報告
Information

チェック
Check
報告

指示
Instruction

監査等委員会
（監査等委員）
Audit and Supervisory Committee
(Audit and Supervisory Committee members)

報告
Information

協議
Discussion
報告
Information

報告
Information

選任・解任
Appointment /
dismissal
会計監査人
Accounting Auditor

会計監査相当性の判断
Decision on the appropriateness
of the accounting audit

監査・監督
Audit / supervisory

報告・協議
Report/discuss

指示
Instruction

経営会議
Management meeting

指示
Instruction

報告
Information

選任・解任
Appointment / dismissal

社長
President
コンプライアンス委員会
Compliance Committee

General shareholders meeting

選任・解任
Appointment / dismissal

取締役
（監査等委員以外）

内部統制チーム
Internal Control Team
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Corporate governance system, including an overview of the internal control system

監査
Audit

報告
Information
協議
Discussion

内部監査室
Internal Audit Oﬃce
報告
Information

付議・報告
Agenda/information

監査
Audit

監査
Audit

報告
Information

Information

各部門、
グループ会社
Each divisions & departments/group companies
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三菱化工機グループ行動憲章

Mitsubishi Kakoki Group Code of Conduct

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。

Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. and its group of companies（The Mitsubishi Kakoki Group）, conscious of its corporate mission, will comply with the
following Mitsubishi Kakoki Group Code of Conduct in line with our commitment to our customers and stakeholders, including members of the general
public, regional communities, the shareholding community, business partners, industry companies, directors and employees, and government agencies.

５．
業界に対する姿勢

６．
社会に対する姿勢

・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）

・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）

5. Stance toward the industry
１．
お客様に対する姿勢

２．
株主に対する姿勢

・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）

・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）

• We will emphasize fairness and transparency, promoting
free and transparent, sound manner market competition
（Principle of competition）
• We will respect the rights and assets of other companies
while working to protect our rights and assets（Rights of
other companies）
• We will provide high quality products, equipment, and
services in line with the needs and convenience of the
market（Necessity of products and services）

6. Stance toward society
• We will comply with the relevant laws and regulations, and conduct
corporate activities to the beneﬁt of society（Legal compliance）
• We will eliminate the inﬂuence of antisocial forces that pose a threat
to the social order and safety（Eliminating the threat of antisocial
forces）

1. Stance toward customers

2. Stance toward shareholders

• We will build its business from the perspective of the
customer and we will continue to operate from the
customer s standpoint as we strive to bolster product
quality and improve technology（Honesty）

• We target highly transparent management and the active
disclosure of information（Transparency in management）

• We will use appropriate accounting in accordance with relevant
laws and accounting standards in all reports（Financial reporting）

• We will always focus on the safety and security of those
using our products, equipment, and services（Safety and
security）

• We will produce sound proﬁts through our business
activities（Shareholder earnings）
• We will maintain accountability in our corporate activities
（Accountability）

• We will contribute to the development of local communities by
promoting corporate activities that respect and take into account
the culture and norms of local communities（Contribution to local
communities）
• We will act to improve environmental issues in the local areas in
which we operate and contribute to the preservation of resources
and the creation of a recycling-based society（Consideration for the
environment）

• We will be strict in the protection of our customers
privacy（Conﬁdentiality）

３．
取引先に対する姿勢

４．
役員・従業員に対する姿勢

・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）

・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）

3. Stance toward business partners
• We will respect the importance of our business partners
（Partnership）
• We will maintain an equal contract-based relationship
with our partners（Contract）
• Business transactions will be conducted in a fair and
appropriate manner（Fairness）

4. Stance toward oﬃcers and
employees
• We will respect those we work with regardless of gender,
age, position, or schooling（Respect for human rights）
• We will work to instill pride in the company and a positive
working environment in each location（Pride）
• Each employee shall fulﬁll the responsibilities of their role
（Self-responsibility）

品質方針

Quality Policy

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
MKK s goal in terms of quality is to win customer satisfaction by delivering on schedule reliable,
cost-eﬃcient products and services which meet customer requirements and comply with applicable
regulations and standards. Each and every employee is committed to achieving levels of quality worthy
of the trust customers place in the company.

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
Lloyd s Register Quality Assurance
（LRQA）certiﬁcation of ISO 9001
international quality management
standard in the engineering（plant and
environmental）and industrial machinery
businesses

Our engineering（plant engineering and environmental engineering）and industrial machinery
businesses conduct quality assurance in line with the ISO 9001 international quality management
standard in all stages, from order reception through design, procurement, fabrication, inspection,
construction, and after-sales services.
In recognition of its outstanding QMS, MKK is oﬃcially certiﬁed for:
• Manufacture of High-Pressure Gas Pipes by the Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.
• Manufacture of Centrifugal Separators（SJ）by Nippon Kaiji Kyokai（ClassNK）
.
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三菱化工機は、産業用および環境改善関連の装置・設備の設計・製作・据付を行ない、環境保護に貢献して

います。

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しています。

Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.
（The Company）is contributing to the preservation of the environment by designing, manufacturing, and installing
equipment for industrial use and the improvement of the environment.
Recognizing that environmental conservation is one of the most important issues facing mankind today, we will continue to work to reduce our
environmental impact on a companywide basis while contributing to the realization of an economically sustainable society.

環境方針

Environmental Policy

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。
1. Being aware of the environmental impact of its activities,
products and services, the Company will work to prevent
environmental pollution and to improve its environmental
management systems.
2. The Company strictly observes applicable environmental
protection laws, regulations and ordinances, as well as
other agreements and requirements pertaining to its
business activities, products and services.
3．The Company will promote eﬀorts aimed at the
preservation of the environment, including measures
aimed at mitigating climate change and the eﬀective use
of sustainable resources through the use of its products
and services.
4．To achieve the goals of this policy, the Company sets
companywide goals, with each division working toward
environmental improvements. These objectives and
targets are periodically reassessed and revised as
necessary.

調達方針

Procurement Policy

▼法令・社会規範の遵守
コンプライアンスの根幹をなすも
・法令・社会規範等を遵守するとともに、
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。
▼Adherence to Legal Requirements & Socially Accepted
Norms
・ The Company conducts its procurement activities with
utmost integrity, adhering to legal requirements and socially
accepted norms and in conformity with the Mitsubishi
Kakoki Group Code of Conduct and the Mitsubishi Kakoki
Group Compliance Standard of Behavior drawn up by the
Company to form the backbone of its compliance program.
・ The Company prioritizes information about suppliers
obtained through the procurement process as vital to the
Company s interests and would never disclose such
information without the supplier s consent.
▼Fair & Transparent Transactions
・ The Company oﬀers all existing and prospective suppliers a
fair and equal opportunity to participate in the procurement
bidding process.
・ At each purchasing bid, the Company elects to deal with
the supplier it deems to oﬀer the best deal in terms of
quality, price competitiveness, certainty of delivery date,
business stability and other factors.
▼Building Partnerships
・ The Company seeks to establish long-term partnerships
based on a relationship of mutual trust and through which
both the Company and supplier can become more
competitive and enjoy greater prosperity.

ロイド
（LRQA）
ISO14001認定証
Lloyd's Register Quality Assurance
（LRQA）certiﬁcation of ISO 14001
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▼Environmental Concern
・ The Company endeavors to procure raw materials, parts
and products which are safe and have a low environmental
impact in its eﬀorts to be a people- and
environment-friendly company.

個人情報及び特定個人情報等保護方針
Basic policy for protecting personal information
and speciﬁc personal information

当社は、高度情報通信社会における個人情報及び特定個人情
報等
（個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
以下同じ。）
の保護の重要性を認識し、次の方針に基づき個人情
報及び特定個人情報等の保護に努めます。
Understanding the importance of protecting personal information and
speciﬁc personal information (including personal identiﬁcation numbers
and personal information including personal identiﬁcation numbers) in an
advanced information and communications society, Mitsubishi Kakoki
Kaisha, Ltd.（The Company）will work to protect personal information and
speciﬁc personal information based on the following policies.

1. 個人情報及び特定個人情報等の取得
・当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報及び特定個人情報等を
取得します。
2. 個人情報及び特定個人情報等の利用
・当社は、個人情報及び特定個人情報等を、取得の際に示した利用目的の
範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
・当社は、個人情報を第三者との間で共同利用し、
または、個人情報もしく
は特定個人情報等の取扱いを第三者に委託する場合には、秘密を保持
させるために、適正な監督を行います。
3. 個人情報及び特定個人情報等の管理と安全対策
・当社は、個人情報及び特定個人情報等の正確性を保ち、
これを安全に
管理します。
・当社は、不正アクセス、
コンピューターウィルス等に対する適正な情報
セキュリティ対策を講じ、個人情報及び特定個人情報等の紛失、破壊、
改ざん及び漏洩などの予防に努めます。
４. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去
・当社は、本人が自己の個人情報及び特定個人情報等について、開示・
訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、
これら
の要求がある場合には、異議なく速やかに対応します。
1. Collection of personal information and speciﬁc personal
information
・ The Company will collect personal information and speciﬁc
personal information only through lawful and fair means.
2. Use of personal information and speciﬁc personal information
・ Personal information and speciﬁc personal information
collected by the Company will be used only within the scope
of purposes disclosed on collection and only when necessary
for the execution of business.
・ When using personal information or speciﬁc personal
information jointly with a third party or when entrusting this
information to a third party, the Company will conduct
appropriate monitoring operations to ensure privacy is
maintained.
3. Ensuring safety and management of personal information and
speciﬁc personal information
・ The Company will ensure the accuracy, as well as the safe
management of personal information and speciﬁc personal
information.
・ The Company will take appropriate information security
measures against unauthorized access and computer viruses,
and will work to prevent any tampering, leakage, loss or
destruction of personal information and speciﬁc personal
information.
4. Disclosure, correction, suspension of use, and deletion of
personal information
・ The Company understands that individuals have the right to
request the disclosure, correction, suspension of use, or
deletion of personal information or speciﬁc personal
information. When the Company receives such a request it
will respond quickly and without objection.

５. 個人情報保護規程及び特定個人情報等取扱規程の制定
・当社は、個人情報及び特定個人情報等の適正な保護・管理を実現する
ため、個人情報保護規程及び特定個人情報等取扱規程を制定し、
これ
を役員及び従業員に周知徹底させて遵守し、維持し、継続的に改善し
ます。
5. Establishment of regulations covering the handling of
speciﬁc personal information and the protection of
personal information
・ In order to ensure the proper protection and management
of personal information and speciﬁc personal information,
the Company has established rules on the protection of
personal information and rules on the handling of speciﬁc
personal information. The company will ensure that all
employees are thoroughly informed of these rules and will
work to maintain and improve the rules and employee
awareness.
2005年３月３１日制定 Established March 31, 2005
2009年３月１日改定 Amended March 1, 2009
2015年１２月１日改定 Amended December 1, 2015
※
「ウェブサイトにおける個人情報の取扱い」
と
「GDPRの保護方針」
に関しましては、
当社ウェブサイトをご覧ください。
＊ Please visit our website for information regarding our GDPR (general
data protection regulation) policies and our policies on the handling of
personal information on the company s website.

ISO認証取得状況
ISO9001認証取得状況

Status of ISO Certiﬁcation
ISO 9001 certiﬁcation status

認証場所
Site of certiﬁcation
川崎本社

Kawasaki Headquarters

本社営業事務所

Head Oﬃce Sales Oﬃce

大阪支社

Osaka Branch

名古屋、沖縄支店
Nagoya Branch, Okinawa Branch
横浜営業出張所、九州営業所、広島営業所

審査登録機関
Certiﬁcation
agency

登録日
Registration date

ロイド
（LRQA）

January 30, 1998

Lloyd's
Register
Quality
Assurance
(LRQA)

August 3, 2009

Yokohama Sales Branch,
Kyushu Sales Oﬃce, Hiroshima Sales Oﬃce

ISO14001認証取得状況

1998年 1月30日

2009年 8月3日

2010年 12月13日
December 13, 2010

ISO14001 certiﬁcation status

認証場所
Site of certiﬁcation

川崎本社

Kawasaki Headquarters

本社営業事務所

Head Oﬃce Sales Oﬃce

大阪支社、名古屋、沖縄支店
Osaka Branch, Nagoya Branch,
Okinawa Branch
横浜営業出張所、広島営業所、九州営業所
Yokohama Sales Branch,
Hiroshima Sales Oﬃce, Kyushu Sales Oﬃce

審査登録機関
Certiﬁcation
agency

登録日
Registration date

ロイド
（LRQA）

March 24, 2000

Lloyd's
Register
Quality
Assurance
(LRQA)

2000年 3月24日

2009年 7月22日
July 22, 2009
2010年 9月25日
September 25, 2010
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国内外ネットワーク
事業所一覧
本

社

本 社 営 業
事
務
所

Oﬃce and Factories

〒210-8560
川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-333-5362 FAX 044-333-5069
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町1番2号
本社総合受付 TEL 044-333-5362
〒212-0013
川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア 西館
本社総合受付 TEL 044-333-5362

大 阪 支 社

〒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

九 州 支 店

沖 縄 支 店

川崎製作所

四日市工場

鹿 島 工 場

〒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
〒812-0053
福岡市東区箱崎四丁目5番2号 ラ・トゥール箱崎宮前
TEL 092-633-3592
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち二丁目5番37号
TEL 098-868-7675
〒210-8560
川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-333-5362
〒510-0875
三重県四日市市大治田三丁目3番48号
TEL 059-345-1431
〒314-0255
茨城県神栖市砂山8番地
TEL 0479-46-1151

海外営業所

マレーシア

海外駐在員
事
務
所

台湾

会社概要

Head Oﬃce

2-1, Ohkawa-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa 210-8560, Japan
TEL: +81-44-333-5362 / FAX: +81-44-333-5069

Sales Oﬃce

1-2, Miyamae-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa 210-0012, Japan
TEL: +81-44-333-5362

Kawasaki Front
Oﬃce

川
崎
フ ロ ントオ フィス

名古屋支店

Solid Square West tower 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki,
Kanagawa 212-0013, Japan
TEL: +81-44-333-5362

Osaka Branch
Oﬃce

Trade Pier Yodoyabashi Building 2-5-8, Imabashi, Chuo-ku,
Osaka 541-0042, Japan
TEL: +81-6-6231-8001

Nagoya Branch

Meiginekimae Building 3-21-4, Meieki, Nakamura-ku,
Nagoya, Aichi 450-0002, Japan
TEL: +81-52-571-2251

三菱化工機株式会社
Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.

本

社

〒210-8560 川崎市川崎区大川町2番1号
TEL 044-333-5362 FAX 044-333-5069

117名

2名増

資

39億5,697万5千円

合計

844名

19名増

本

金

Osaka
福岡

四日市

Company
name

Capital

￥ 3,956,975,000

Yokkaichi
Factory

3-3-48, Obata, Yokkaichi, Mie 510-0875, Japan
TEL: +81-59-345-1431

Kashima
Factory

8, Sunayama, Kamisu, Ibaraki 314-0255, Japan
TEL: +81-479-46-1151

Overseas Sales Oﬃce

Malaysia

Overseas
Representative Oﬃces

Taiwan Indonesia

発行可能株式総数

マレーシア

Malaysia

沖縄

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
事業内容：機器製作、
据付及び配管その他工事
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
事業内容：各種機械販売、建材薬剤販売、厚生サービス、保険
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
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
※2018年9月より連結決算対象会社

［非連結子会社］
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

インドネシア

Indonesia

Okinawa

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
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

16,000,000株
7,913,950株
8,591名
（前期末比835名減）

株主名

Taiwan

Subsidiaries
［Consolidated Subsidiaries］
KAKOKI PLANT & ENVIRONMENT ENGINEERING CO., LTD.
2-1, Ohkawa-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa 210-8560, Japan
TEL: +81-44-355-7411
●Design, construction and maintenance of plants and environmental equipments, etc.
RYOKA WORKS CO., LTD.
4-1, Dohokumachi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu, Fukuoka 807-0811, Japan
TEL: +81-93-691-2035
●Production and installation of equipment, etc.
KAKOKI TRADING CO., LTD.
2-1, Ohkawa-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa 210-8560, Japan
TEL: +81-44-355-6931
●Sales of machinery, ﬁre protection intumescent coatings, cleaners and maintenance
chemicals, etc; insurance, maintenance service, etc.
MKK Asia Co., Ltd.
Bangkok, Kingdom of Thailand
●Design and EPC for general chemical, petrochemical, pharmaceutical, food
processing plant and facilities. Maintenance and conversions of existing plant,
machinery & equipment.
MKK EUROPE B.V.
Amstelveen, The Netherlands
●Sales and after sales service for SJ and OP oil puriﬁers and other marine equipment,
including spare parts supply.
*Included in the scope of consolidated ﬁnancial statement from September 2018.

［Non-Consolidated Subsidiaries］
RYOKA TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.
Shanghai, China
●Sales of and technical support, maintenance, repairs and other after-sales services
for oil puriﬁers (SJ and OP series), marine equipment and a wide range of centrifuges
and ﬁlters including supply of spare parts.

持株数
（千株） 持株比率
（％）

明治安田生命保険相互会社

416

5.27

三菱重工業株式会社

416

5.27

三菱商事株式会社

407

5.16

三菱化工機取引先持株会

258

3.27

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

235

2.99

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

226

2.87

東京海上日動火災保険株式会社

192

2.43

三菱UFJ信託銀行株式会社

190

2.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）

159

2.02

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口5）

131

1.66

（注）持株比率は自己株式
（8,509株）
を控除して計算しております。
株式会社三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更
しております。

Share Information

平均勤続年数

564名

20名増

44.6歳

16.5年

Employees

Change from the end of
the previous accounting period

Engineering Business

442

Increased by 8

Industrial Machinery Business

285

Increased by 9

Companywide (common)

117

Increased by 2

Total

844

Increased by 19

Total Number of Shares Issued

7,913,950 shares
8,591 persons (835 less than at end of last ﬁscal year)

Major shareholders

Name of Shareholder

Note: (common) refers to management employees which cannot be classiﬁed
as either engineering business or industrial machinery business employees.

Company employees
Employees
564

Change from the end of the
previous accounting period

Average age

Average years
of service

44.6

16.5

Increased by 20

所有者別分布状況
Classiﬁed by Owner

金融商品取引業者
212千株
（2.68％）
Securities Companies
212 units, 2.68%

外国法人等
342千株
（4.33％）
Foreign Corporations and Others
342 units, 4.33%

その他の法人
1,569千株
（19.83％）
Other Corporations
1,569 units, 19.83%

個人・その他
3,666千株
（46.33％）
Individuals and others
3,666 units, 46.33%

16,000,000 shares

Total Number of Shares Authorized to be Issued
Number of shareholders

平均年齢

Employees Information

株式の状況

大株主

台湾

前期末比増減

Operating division

株主数

バンコク

従業員数

Employees in the corporate group

発行済株式の総数

Bangkok

Fukuoka

［連結子会社］

当社の従業員の状況

Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.

2-1, Ohkawa-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki,
Kanagawa 210-8560, Japan
TEL: +81-44-333-5362

Yokkaichi

関連会社

（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。

Corporate Proﬁle

Kawasaki
Works

鹿島

9名増

全社
（共通）

September 1, 1949

本社 Head oﬃce

285名

1949年
（昭和24年）
9月1日

May 1, 1935

Head oﬃce

8名増

単体機械事業

設立年月日

Established

本社

前連結会計年度末比増減

442名

1935年
（昭和10年）
5月1日

Founded

Shanghai

従業員数

エンジニアリング事業

創立年月日

2-5-37, Omoromachi, Naha, Okinawa 900-0006, Japan
TEL: +81-98-868-7675

Okinawa
Branch

Kashima

名古屋

事業部門

2-1 Ohkawa-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki,
Kanagawa 210-8560, Japan
TEL: +81-44-333-5362 / FAX: +81-44-333-5069

La Tour Hakozaki Miyamae 4-5-2, Hakozaki, Higashi-ku,
Fukuoka, 812-0053, Japan
TEL: +81-92-633-3592

上海

大阪

企業集団の従業員の状況

号

Head oﬃce

Kyushu Branch

Amstelveen

インドネシア

従業員の状況

商

アムステルダム

Nagoya
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Domestic and Overseas Networks

Shares owned（1,000）Shareholding（%）

Meiji Yasuda Life Insurance Company

416

5.27

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

416

5.27

Mitsubishi Corporation

407

5.16

Mitsubishi Kakoki Client Stock Ownership

258

3.27

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

235

2.99

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)

226

2.87

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.

192

2.43

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

190

2.41

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)

159

2.02

Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account5)

131

1.66

Note: The shareholding (%) is calculated after deducting treasury shares (8,509shares).
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. changed its name to MUFG Bank, Ltd.
on April 1, 2018.

金融機関
2,122千株
（26.83％）
Financial institutions
2,122 units, 26.83%

所有株数別分布状況
Classiﬁed by Number of Holdings
1単元以上
1,053千株
（13.31％）
100 shares and above
1,053 units, 13.31%

5単元以上
589千株
（7.45％）
500 shares and above
589 units, 7.45%
10単元以上
1,319千株
（16.67％）
1,000 shares and above
1,319 units, 16.67%
50単元以上
330千株
（4.17％）
5,000 shares and above
330 units, 4.17%

Note: one unit is 1,000 shares.

1単元未満 8千株
（0.10％）
Less than 100 shares 8 units, 0.10%
1,000単元以上
2,869千株
（36.25％）
100,000 shares and above
2,869 units, 36.25%

500単元以上 783千株
（9.91％）
50,000 shares and above
783 units, 9.91%
100単元以上
960千株
（12.14％）
10,000 shares and above
960 units, 12.14%
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