
2010 年 7 月 1 日 
 

水処理関連事業の再編ならびにエンジニアリング事業の統合について 
 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 
三菱化学株式会社 

三菱レイヨン株式会社 
 

株式会社三菱ケミカルホールディングス（本社：東京都港区、社長：小林 喜光、以下「MCHC」）傘下の基幹事業会

社である三菱化学株式会社（本社：東京都港区、社長：小林 喜光、以下「MCC」）と三菱レイヨン株式会社（本社：東京

都港区、社長：鎌原 正直、以下「MRC」）とは、両事業会社間のシナジーを実現するため、以下の一連の手続きをもっ

て、水処理関連事業の再編ならびにエンジニアリング事業の統合を行います。 
これら再編・統合により、年間 30 億円以上のシナジー効果を達成することを目標とします。 

 
1. 一連の手続き （注 1） 
 
① 2010 年7 月1 日付で、MRC 全額出資のエンジニアリング会社である三菱レイヨン・エンジニアリング株式会社（本

社：東京都港区、社長：三島 研一、以下「MRE」）が、MRC に対し、水処理関連事業を移管します。MRC は、移

管された水処理関連事業を、同日発足するアクアブロックに位置づけます。（注 2）（注 3） 
 
② 2010 年 10 月 1 日付で、MRE が、MCC 全額出資のエンジニアリング会社である三菱化学エンジニアリング株式

会社（本社：東京都港区、社長：深尾 隆久、以下「MEC」）に対し、エンジニアリング事業を譲渡します。これにより、

MCC と MRC のエンジニアリング事業が統合され、将来のさらなるシナジー効果発現へ向けての第一歩を踏み出

します。 
 
③ 2010 年10 月1 日付で、MCC が 10%ならびに MEC が 90%出資する日本錬水株式会社（本社：東京都豊島区、

社長：佐々木 智、以下「NRC」）の全株式を、MRC に譲渡します。MRC は、譲渡された NRC を、アクアブロック

に位置づけます。これにより、MCHC グループの主要水処理関連事業が、MRC のアクアブロックに統合されます。

（注 3） 
 
④ 2010 年 10 月 1 日以降の MRE の取扱いについては、MRC が検討中です。 
 
（注 1） これら再編・統合につきましては、2010 年 6 月 1 日開催の MCHC 事業説明会において概要をご説明済みです。 

添付【2010 年 6 月 1 日 MCHC 事業説明会資料】をご参照ください。 
（注 2） MRC のアクアブロックの発足については、添付【2010 年 5 月 12 日付 MRC プレスリリース】をご参照ください。 
（注 3） MRE、NRC については、添付【会社概要】をご参照ください。 

 
2. 水処理事業の再編とシナジー効果 
 

MCC と MRC 両社グループでそれぞれ実施していた水処理関連事業を MRC のアクアブロックに集約することに伴

い、MRC の膜分離活性汚泥技術と NRC の純水製造技術との組合せによる産業排水再生ビジネスの拡大、MRC の精

密濾過技術とNRCのイオン交換樹脂技術との組合せによる各種用水製造ビジネスの拡大など、事業シナジーを発揮し

ます。 



2009 年度実績ベースでの MRC のアクアブロックの事業規模は、次のとおりです。 
 

 MRE 水処理関連事業 
およびクリンスイ事業 日本錬水 MRC アクアブロック 

売上高（億円） 99 130 229 
経常利益（億円） 2  2  4 
従業員数（名） 294 252 546 

 
3. エンジニアリング事業の統合とシナジー効果 
 

統合されたエンジニアリング会社の年間売上高は約 1,000 億円となり、エンジニアリング業界における存在感をいっ

そう高めることになります。また、技術要員が一体となることにより、生産技術力やグループ外への営業力も強化され、こ

れらによる事業シナジーが期待されます。固定費削減および購買調達費削減など、コストシナジーの発揮にも取り組み

ます。 
2009 年度実績ベースでの統合エンジニアリング会社の事業規模および会社概要は、次のとおりです。 
 

 MEC 
MRE 

（水処理関連事業分除く） 
統合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社 

売上高（億円） 702 234 936 
経常利益（億円） 20 3 23 
従業員数（名） 1,037 523 1,560 

 
 社名   三菱化学エンジニアリング株式会社 
 本社   東京都港区芝浦 4-2-8 
 代表取締役社長 深尾 隆久 
 設立   1957 年 12 月 
 資本金  14 億 500 万円 （出資比率 MCC 100%） 

 
4. 関連する役員人事異動 （2010 年 10 月 1 日付） 
 

新職 旧職 氏名 
三菱化学エンジニアリング株式会社 
代表取締役副社長 

三菱レイヨン・エンジニアリング株式会社 
代表取締役社長 

三島 研一 
（ミシマ ケンイチ） 

日本錬水株式会社 
代表取締役社長 

日本錬水株式会社 
専務取締役 

黒坂 康雄 
（クロサカ ヤスオ） 

日本錬水株式会社 
顧問 

日本錬水株式会社 
代表取締役社長 

佐々木 智 
（ササキ サトシ） 

 
以 上 



【2010 年 6 月 1 日 MCHC 事業説明会資料】 （関連部分抜粋） 
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MCHC

MCC MRC

三菱化学
エンジニアリング 日本錬水社

三菱レイヨン
エンジニアリング 三菱ﾚｲﾖﾝ・ｸﾘﾝｽｲ社

設備管理・メンテナンス

受託部門

外販部門

エンジニアリング事業

純水・超純水

水処理膜 クリンスイ

水処理関連事業

凝集剤

オペレーション＆メンテナンス

統合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社:10月発足 アクアブロック：7月新設

連携

エンジニアリング技術強化 総合水ソリューション事業

本年7月にMRCにアクアブロックを新設、
10月にMCC、MRCの水処理事業、エンジニアリング事業を再編・統合

連携

10月統合

事業ｼﾅｼﾞｰ例：水処理・エンジニアリング事業
シナジー 事業会社間シナジー



【2010 年 5 月 12 日付 MRC プレスリリース】 （関連部分抜粋） 
 

三菱レイヨン株式会社 ２０１０年５月１２日

　　問い合わせ先： 広報・ＩＲ室長　指山　正敏　TEL ０３－５４９５－３１００

Ⅲ．発令日：２０１０年７月１日付

１．人事

　新　職 　旧　職 　継　続　職 　氏　名 　ふりがな

▽アクアブロック担当役員 （名古屋支店管掌）

代表取締役兼専務執行役員、
企業倫理担当役員、
輸出審査室、米国三菱レイヨン
社、ＭＲＣアジア（タイ）社、ＭＲＣ
香港社、三菱麗陽（上海）管理有
限公司、人事部、総務部、経理
部、情報システム企画室、ダイヤ
ニトリックス（株）、ＭＭＡブロッ
ク、関連企業ブロック各担当役員

姥貝　卓美 うばがい　たくみ

▽アクアブロック副担当役員
常務執行役員、ＭＭＡブロック副
担当役員

池田　隆洋 いけだ　たかひろ

▽アクア事業部長
（アクア部長、三菱レイヨン・エンジ
ニアリング（株）取締役兼アクア事業
部長）

福西　達郎 ふくにし　たつお

▽アクア管理部長 （恵州恵菱化成有限公司勤務） 佐藤　淳 さとう　あつし

▽アクア技術統括室長兼アクア部長
（三菱レイヨン・エンジニアリング
（株）アクアエンジ部長）

金子　宏志 かねこ　ひろし

▽豊橋技術研究所アクア開発センター長
（三菱レイヨン・エンジニアリング
（株）アクアエンジニアリング開発セ
ンター長）

佐藤　晴基 さとう　はるき

▽メンブレン部長
（三菱レイヨン・エンジニアリング
（株）メンブレン部長）

内田　誠 うちだ　まこと

▽豊橋事業所メンブレン工場長
（三菱レイヨン・エンジニアリング
（株）メンブレン工場長）

三十尾　久仁夫 みそお　くにお

２．組織改正

（１）改正の主旨

（２）改正の内容

アクア部を解消する。

アクアブロックを新設し、同ブロック内にアクア管理部、アクア技術統括室を新設する。

アクアブロックに、三菱レイヨン・エンジニアリング株式会社から、アクア事業部及びアクアエンジニアリング開発センターを移管する。

アクア事業部内のアクアエンジ部をアクア部に改称する。

アクアエンジニアリング開発センターをアクア開発センターに改称する。

以　上　

今後の事業拡充を目指し、水環境事業を独立のブロックとする。

 



【会社概要】 
 
 
三菱レイヨン・エンジニアリング株式会社 （MITSUBISHI RAYON ENGINEERING CO., LTD.） 
 

 本社   東京都港区港南 1-6-41 
 代表取締役社長 三島 研一 
 設立   1975 年 8 月 
 資本金  12 億円 （出資比率 MRC 100%） 
 事業内容  エンジニアリング事業および水処理関連事業 
 売上高  260 億円 （2009 年度） 
 経常利益  1 億円 （2009 年度） 
 従業員数  614 名 （2010 年 3 月末日） 

 
 
日本錬水株式会社 （NIPPON RENSUI CO.） 
 

 本社   東京都豊島区南大塚 3-43-11 
 代表取締役社長 佐々木 智 
 設立   1952 年 10 月 
 資本金  5 億円 （出資比率 MEC 90% : MCC 10%） 
 事業内容  水処理装置およびイオン交換樹脂の販売 
 売上高  130 億円 （2009 年度） 
 経常利益  2 億円 （2009 年度） 
 従業員数  252 名 （2010 年 3 月末日） 

 
 

【本件に関するお問合せ先】 
㈱三菱ケミカルホールディングス 広報・IR 室 電話 03-6414-3730 
三菱化学株式会社 広報室   電話 03-6414-3730 
三菱レイヨン株式会社 広報・IR 室  電話 03-5495-3100 

 
  

 
 
 
 


