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2016年 7月 27日 

 

各 位 

 

会社名  ： 株式会社三菱ケミカルホールディングス 

代表者名 ： 代表執行役社長 越智 仁 

 （コード番号： 4188 東証第 1部） 

問合せ先  ： 広報・IR 室長 髙阪 肇 

TEL. 03-6748-7120 

 

 

インド及び中国における高純度テレフタル酸事業の再編等に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である三菱化学株式会社（本社：東京都千

代田区、社長：石塚博昭、以下「MCC」）が保有する、高純度テレフタル酸（以下「PTA」）事業を行う MCC 

PTA India Corp. Private Limited（本社：インド国西ベンガル州、社長：野間元雅也、以下「MCPI」）

の株式及び寧波三菱化学有限公司（本社：中国浙江省、董事長：福田信夫、以下「NMC」）の持分、並び

にポリテトラメチレンエーテルグリコール（以下「PTMG」）事業を行う MCC高新聚合産品（寧波）有限公

司（本社：中国浙江省、董事長：門馬正明、以下「MAP」）の持分を譲渡することを決議しましたので、

下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

1. 株式・持分譲渡の理由 

 当社は、2011年度から 2015年度までの 5年間を対象年度とする中期経営計画「APTSIS 15」において、

成長戦略の一つとして「高機能・高付加価値化に向けたトランスフォーメーションの加速」を掲げ、ポ

ートフォリオ改革による事業基盤の強化と規模拡大を図り、同時にエチレン製造設備の再編を始めとす

る石化事業の構造改革を進めてまいりました。 

今般、以下のとおり、インド及び中国における PTA事業、中国における PTMG事業の再編を行うことに

より、「APTSIS 15」下で進めてきた石化事業を中心とする事業構造改革の主要課題に一区切りをつけ、

現行中期経営計画である「APTSIS 20」のもと、機能商品、素材、ヘルスケアの各分野において、事業の

成長を通じた収益性の向上に注力していきます。 

 

（1）MCPI及び NMC（高純度テレフタル酸） 

MCCは、ポリエステル原料である PTA事業を、インド、中国、インドネシア及び韓国で展開していま

す。 

中国における PTA 事業は、2012 年以降、リーマンショック後の中国政府の金融緩和、地方政府の積

極的な産業誘致政策等を背景に極めて大規模な設備投資が行われた結果、設備過剰の状態が継続し、

現在供給量が需要を大きく上回る市場環境となっております。また、インドにおいても、競合他社の

増設等により供給過剰となる中、中国における市況低迷の影響を受け、同様に厳しい事業環境が継続

しています。 

このような環境下、当社は、「APTSIS 15」の中で PTA 事業を「再構築事業」と位置付け、各国拠点

において、製造コスト削減策等種々の合理化策を実施するとともに、抜本的対策としてあらゆる選択

肢を検討してまいりましたが、PTA事業を取り巻く状況は今後も変わらず、インド及び中国の両拠点に

おいては、PTA 事業単独で立地する MCC として事業の継続は難しいと判断し、MCC が保有する MCPI 株

式及び NMC持分の譲渡を決定しました。 

なお、インドネシアにおいては、市況に拘わらず製品の売買価格を一定範囲内で維持できる市場と
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なっていることに加え、敷地内で誘導品のポリエステル製品を製造しておりチェーンとして事業運営

ができるなど安定的な収益が見込めること、韓国においては、ダウンサイジングを含めた合理化策に

より収益改善の目途がついたことから、これら 2 拠点については、それらの施策を通じて競争力を維

持し、事業を継続します。 

 

（2）MAP（ポリテトラメチレンエーテルグリコール） 

MAP は中国においてスパンデックス、ウレタン樹脂等の主原料である PTMG 事業を展開しています。

PTMG についても設備過剰の状態が継続し、かつスパンデックス市場の成長が鈍化しているため今後の

収益改善が見込めないこと、加えて、MAPは NMCの敷地内に立地し、ユーティリティの供給を受けてお

り、NMC持分譲渡後独立して事業を継続するためには新たな投資が必要となること等により、MAP 持分

の譲渡を決定しました。 

 

 なお、MCPI株式については、MCPIハルディア工場の近隣で石油化学事業を行う Haldia Petrochemicals 

Limited 等を運営する The Chatterjee Group 傘下の Chatterjee Management Company（本社：米国ニュ

ーヨーク州、社長：Purnendu Chatterjee、以下「Chatterjee」）に、NMC 及び MAP持分については、寧波

において石油精製・石油化学事業を行う中海石油寧波大榭石化有限公司に出資する利万集団有限公司（本

社：中国香港特別行政区、董事：王志良、以下「利万集団」）及び同社のグループ会社である寧波宏邦石

化有限公司（本社：中国浙江省、法人代表：王国江、以下「宏邦石化」）に譲渡します。 

 

2. 譲渡方法 

（1） MCPI 

 MCC 及び MCPI は、2016 年 7 月 27 日付で、Chatterjee との間で株式譲渡契約を締結します。MCC は、

株式譲渡期日（2016年 10月末予定）までに、①MCCから MCPIへの貸付金の MCPI 株式への転換、及び②

MCCを引受人とする MCPIの増資を行います。この結果、MCCの保有する MCPI株式の持分比率は、最大 99.4％

となる見込みです。 

 MCC は、上記増資等完了後に MCC の保有する株式のうち、持分 9.0%を除く全株式を、株式譲渡期日に

Chatterjee に譲渡し、MCPI を非連結化します。 

 

（2） NMC 

MCCは、NMC への出資のため設立した投資子会社である寧波 PTA 投資株式会社（本社：東京都千代田区、

社長：福田信夫、以下「NPI」）を通じて NMCに出資しています。NPI は、2016年 7 月 27日付で、利万集

団及び宏邦石化との間で持分譲渡契約を締結します。 

NPIは、持分譲渡期日（2016年 12月末予定）までに、中国中信有限公司が所有するNMC持分（比率10.0％）

を取得し、NMC を NPIの 100％子会社とした上で、持分譲渡期日に、NPIが所有する NMC持分の 33％、67％

を、それぞれ利万集団及び宏邦石化に譲渡します。なお、上記持分譲渡完了後、NPI は清算する予定です。 

 

（3）MAP 

MCC は、2016 年 7 月 27 日付で、利万集団及び宏邦石化との間で持分譲渡契約を締結します。MCC は、

持分譲渡期日（2016年 12月末予定）に、MCCが所有する MAP 持分の 33％、67％を、それぞれ利万集団及

び宏邦石化に譲渡します。 

 

3. 異動する子会社及び譲渡先の概要等 

（1）MCPI 

①異動する子会社の概要 

(1) 名称 MCC PTA India Corp. Private Limited 

(2) 本社・工場所在地 インド共和国西ベンガル州 

(3) 代表者の役職・氏名 取締役社長 野間元雅也 

(4) 事業内容 高純度テレフタル酸の製造、販売 

(5) 資本金 7,393 百万インドルピー（INR）※1 
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(6) 設立年月 1997年 2 月 

(7) 大株主及び持株比率 三菱化学㈱95%※2 西ベンガル州産業開発公社 5% 

(8) 当社と異動子会社との 

間の関係 

資本関係 上記(7)に記載のとおり、当社子会社である三菱化

学㈱が異動子会社に 95%出資しています。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態             (単位：百万 INR) 

決算期 2014年 3 月期 2015年 3 月期 2016年 3 月期 

純資産 -12,076 -20,796 -50,201 

総資産 35,217 36,277 13,857 

売上高 68,576 56,814 47,409 

当期純利益 -9,314 -8,579 -29,113 

※1「2．譲渡方法（1）MCPI」に記載する債務の株式化及び増資により、株式譲渡期日時点の資本金は約 640億 INRとなる見

込みです。 

※2「2．譲渡方法（1）MCPI」に記載する債務の株式化及び増資により、株式譲渡期日時点の MCCの持株比率は、最大 99.4%

となる見込みです。 

 

②譲渡先の概要 

(1) 名称 Chatterjee Management Company 

(2) 本社所在地 米国ニューヨーク州 

(3) 代表者の役職・氏名 Purnendu Chatterjee 

(4) 事業内容 投資会社（投資先：化学品、不動産、医薬品等） 

(5) 設立年月 1989年 8 月 

(6) 運用資産 9 億 USD 超（Chatterjee Management Company を含む The 

Chatterjee Group) 

(7) 大株主及び持株比率 Purnendu Chatterjee 100% 

(8) 当社と譲渡先との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

 

  ③譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の株式の状況※ 

譲渡前の所有株式数 64 億株（見込み） 

譲渡株式数 58 億株（見込み） 

譲渡価額 48 百万 US$（見込み） 

譲渡後の所有株式数 6 億株（見込み） 

※ 「2．譲渡方法（1）MCPI」に記載する債務の株式化及び増資実施後の見込み株式数に基づき記載しています。なお、譲渡

価額は、MCPIの財務数値の変動等により事後的に調整される可能性があります。 

 

④日 程 

(1) 取締役会決議日 2016年 7月 27日 

(2) 契約締結日 2016年 7月 27日 

(3) 株式譲渡実行日 2016年 10月末（予定） 

 

（2）NMC 及び MAP 

①異動する子会社の概要 

  i）NMC 
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(1) 名称 寧波三菱化学有限公司 

(2) 本社・工場所在地 中華人民共和国浙江省寧波市 

(3) 代表者の役職・氏名 董事長 福田信夫 

(4) 事業内容 高純度テレフタル酸の製造、販売 

(5) 資本金 123百万 USD 

(6) 設立年月 2005年 4 月 

(7) 大株主及び持株比率 寧波 PTA 投資㈱90% 中国中信有限公司 10%※ 

(8) 当社と異動子会社との 

間の関係 

資本関係 上記(7)に記載のとおり、当社子会社である寧波

PTA投資㈱が異動子会社に 90%出資しています。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態           (単位：百万人民元) 

決算期 2013年 12月期 2014年 12月期 2015年 12月期 

純資産 700 311 -1,090 

総資産 2,374 2,466 1,167 

売上高 4,552 3,193 2,784 

当期純利益 -314 -389 -1,401 

※「2．譲渡方法（2）NMC」に記載の通り、NPIは持分譲渡期日までに中国中信有限公司の持分を取得し、NMCを 100％子会社

とします。 

 

ⅱ）MAP 

(1) 名称 MCC高新聚合産品（寧波）有限公司 

(2) 本社・工場所在地 中華人民共和国浙江省寧波市 

(3) 代表者の役職・氏名 董事長 門馬正明 

(4) 事業内容 ポリテトラメチレンエーテルグリコールの製造、販売 

(5) 資本金 150百万人民元（RMB） 

(6) 設立年月 2007年 12月 

(7) 大株主及び持株比率 三菱化学㈱100% 

(8) 当社と異動子会社との 

間の関係 

資本関係 上記(7)に記載のとおり、当社子会社である三菱化

学㈱が異動子会社に 100%出資しています。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

(9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態            (単位：百万 RMB) 

決算期 2013年 12月期 2014年 12月期 2015年 12月期 

純資産 98 58 32 

総資産 440 476 398 

売上高 496 470 434 

当期純利益 6 -40 -26 

 

②譲渡先の概要 

i）利万集団 

(1) 名称 利万集団有限公司 

(2) 本社所在地 中華人民共和国香港特別行政区九龍市 

(3) 代表者の役職・氏名 董事 王志良 

(4) 事業内容 投資、貿易業 

(5) 資本金 1,000 万香港ドル（HKD） 

(6) 設立年月 1996年 10月 

(7) 純資産 18.51億 HKD 
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(8) 総資産 28.29億 HKD 

(9) 大株主及び持分比率 王志良 65% 王国英 35% 

(10) 当社と譲渡先との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

ⅱ）宏邦石化 

(1) 名称 寧波宏邦石化有限公司 

(2) 本社所在地 中華人民共和国浙江省寧波市 

(3) 代表者の役職・氏名 法人代表 王国江 

(4) 事業内容 石油製品等の販売業 

(5) 資本金 100百万 RMB 

(6) 設立年月 2005年 3 月 

(7) 純資産 7,118万 RMB 

(8) 総資産 1 億 9,922万 RMB 

(9) 大株主及び持分比率 王志良 90% 

(10) 当社と譲渡先との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 該当事項はありません。 

関連当事者への

該当状況 

該当事項はありません。 

 

③譲渡持分比率、譲渡価額及び譲渡前後の持分の状況 

 NMC MAP 

譲渡前の持分比率 100%※1 100% 

譲渡持分比率 100% 100% 

譲渡価額 470百万 RMB（見込み）※2 26 百万 RMB（見込み）※3 

譲渡後の所有持分比率 0% 0% 

※1「2．譲渡方法（2）NMC」に記載の通り、NPI は持分譲渡期日までに中国中信有限公司の持分を取得し、NMC を 100％子会

社とします。 

※2 譲渡価額は、NMCの財務数値の変動等により事後的に調整される可能性があります。 

※3 譲渡価額は、MAPの財務数値の変動等により事後的に調整される可能性があります。 

 

④日 程 

(1) 取締役会決議日 2016年 7月 27日 

(2) 契約締結日 2016年 7月 27日 

(3) 持分譲渡実行日 2016年 12月末（予定） 

 

4. 業績への影響額 

本件株式及び持分譲渡に伴う子会社株式（持分）譲渡損益が平成 29 年 3 月期の当社業績に与える影

響につきましては軽微の見込みです。今後重要な影響が生じることが明らかになった場合には適時開示

いたします。 

 

※なお、当社は、平成 28年 3 月期において、MCPI及び NMCの近年の業況及び将来の回復可能性に鑑み、

両社で 636億円（MCPI：432 億円、NMC：204億円）の固定資産減損損失を計上しています。 

 

以 上 
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（ご参考） 

平成 29年３月期連結業績予想(平成 28年５月 13日公表分)                              （百万円） 

 売上収益 営業利益 税引前利益 当期利益 親会社の所有者に

帰属する当期利益 

平成 29年３月期連結業績予想 3,600,000 211,000 198,000 131,500 80,000 

（注１） コア営業利益 通期 235,000百万円 

コア営業利益は、営業利益から非経常的な要因により発生した損益（非経常項目）を除いて算出しております。 

（注２）当社は平成 29 年３月期より国際会計基準(IFRS)を任意適用することを決定しており、上記「連結業績予想」は

IFRSに基づいた予想値となっております。 

 

前期連結実績                                                 （百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属す

る当期純利益 

平成 28年３月期連結実績 3,823,098 280,026 270,616 46,444 

 

 


