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このプレスリリースは 5 月 3 日にドイツ・コベストロ社が発表したものを日本語に翻訳したもので、報道関係者各位へ参考資料と

して提供するものです。本資料の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。原文は

www.covestro.com をご参照ください。 

 
 

2022 年第 1 四半期：高水準の需要が続く  

不安定さを増す環境下で順調な四半期 

• グループ売上高は 47 億ユーロ（41.6％増） 

• EBITDA は 8 億 600 万ユーロ（8.5％増） 

• 純利益は 4 億 1,600 万ユーロ（5.9％増） 

• フリー・オペレーティング・キャッシュフローは大幅減の 1,700 万ユーロ（94.7％減） 

• サーキュラーエコノミーと温室効果ガス排出実質ゼロ（クライメートニュートラル）に向けさ

らなるステップ 

• 2022 年の業績見通しを下方修正 

 

2022 年度、コベストロは、旺盛な需要を背景に、順調なスタートを切りました。今年第 1 四半

期のグループ売上高は、特に販売価格の上昇により、前年同期比 41.6%増の 47 億ユーロに達し

ました。EBITDA は 8.5％増の 8 億 600 万ユーロとなりました。これは、為替差益と総販売数量

の増加などによるものです。原材料およびエネルギー価格の高騰は、販売価格の上昇により、ほ

ぼ相殺されました。フリー・オペレーティング・キャッシュ・フローは、94.7％減少し 1,700 万

ユーロにとどまりました。これは、価格上昇にともなう運転資本の増加により、営業活動による

キャッシュフローが減少したことによるものです。純利益は、前年同期に比べて 5.9％増の 4 億 

1,600 万ユーロとなりました。 

2022 年 5 月 13 日 

コベストロジャパン株式会社 

http://www.covestro.com/
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コベストロ CEO のマーカス・スタイレマンは、「2022 年度は順調なスタートを切ることがで

きました。しかし、特にウクライナでの戦争の点で、政治的・経済的な不確実性が高まっている

と認識しています。現在の状況を考えると、化石資源への長期的な依存をこれまで以上に減らさ

なければならないことは明らかです。コベストロはそのためのソリューションの一翼を担ってい

ます。化学産業なくして、持続可能な産業構造への転換はあり得ません」と述べています。  

2022 年度の通期業績見通しを引き下げ 

 中国、特に上海地域周辺での新型コロナウイルス感染症拡大予防のための都市封鎖の継続、エ

ネルギーおよび原材料コストのさらなる大幅な上昇、世界経済の予想を下回る成長率の想定を踏

まえ、コベストロは 5 月 2 日、2022 年度の業績見通しを下方修正しました。この結果、2022 年

通期の EBITDA は 20 億ユーロ～25 億ユーロ（従来見通し：25 億ユーロ～30 億ユーロ）、

FOCF は 4 億ユーロ～9 億ユーロ（同：10 億ユーロ～15 億ユーロ）になると予想しています。コ

ベストログループでは、使用資本利益率(ROCE)の加重平均資本コスト(WACC)に対する差

（ROCE－WACC）の従来予測（5 ポイント～9 ポイント）を引き下げ、1 ポイント～5 ポイント

にとどまると見込んでいます。温室効果ガス排出量（GHG）は、CO2 換算で 550 万トン～600

万トン（従来予測：560 万トン～610 万トン）に引き上げられると予想しています。当社グルー

プでは、第 2 四半期の EBITDA を 4 億 3,000 万ユーロ～5 億 3,000 万ユーロと予想していま

す。 

 コベストロ CFO のトーマス・トゥプファーは、「第 1 四半期は引き続き高い需要の恩恵を受け

ました。しかし、ウクライナ戦争が始まって以来、エネルギー供給とサプライチェーンに対する

リスクは大幅に増加しています。世界経済の低迷に加え、特に中国における新型コロナウイルス

の感染拡大に関連する影響や規制が課題となっています。これにより通期業績見通しを修正しま

した。コベストロがこのような時期を最善の形で乗り切ることができるよう、今後の展開を注視

し続けます」と述べています。 

 コベストロは昨年、従来の３つのセグメントを「パフォーマンスマテリアルズ」と「ソリュー

ションズ＆スペシャリティーズ」に再編後、2022 年度から新しい経営指標の下で業績報告を行い

ます。すなわち、今年から、主要製品販売量の成長率に代えて、EBITDA を主要業績評価指標

（KPI）として採用しています。また、新たな KPI として、今回初めてサステナビリティの要素を

追加し、直接および間接（スコープ 1 および 2）の温室効果ガス排出量でも業績を査定します。 
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サーキュラーエコノミーとクライメートニュートラルに向けた取り組み  

 コベストロは、2022 年 3 月に意欲的な気候目標を発表しました。当社グループは、温室効果ガ

ス排出実質ゼロ（クライメートニュートラル）を目指し、2035 年までにゼロエミッションを達成

(※注 1）しようとしています。この目標を達成するために、2030 年までに自社の生産活動（ス

コープ 1）と外部エネルギー源（スコープ 2）の温室効果ガス排出量を 2020 年比で 60％削減

し、220 万トンにすることを目標としています。バリューチェーンの上流および下流工程からの

間接的な温室効果ガス排出量（スコープ 3）もさらに削減するため、2023 年に削減目標を決定す

る予定です。 

 長期的には、コベストロはすべての製品を温室効果ガス排出実質ゼロで提供することを目指

し、そのポートフォリオを継続的に拡大しています。すでに、当社では 2021 年から世界初の温

室効果ガス排出実質ゼロのポリカーボネート樹脂を顧客に供給しています。続いて、2022 年 2 月

には世界初の温室効果ガス排出実質ゼロの MDI（ジフェニルメタンジイソシアネート）を製品群

に組み入れました。その結果、コベストロは原料調達から製品出荷までのカーボンフットプリン

ト（ライフサイクル全体を通して排出される GHG の排出量を CO2 に換算したもの）を大幅に削

減しています。これにより、顧客の気候目標の達成をサポートし、サーキュラーエコノミーへの

移行を推進していきます。 

 野心的な気候目標の達成と完全なサーキュラーエコノミーへの移行に向けて、2022 年第 1 四半

期にはさらなる進展がありました。具体的には、オーストラリアに拠点を置く世界的なグリーン

エネルギー企業である Fortescue Future Industries 社（FFI）と、最大 10 万トンのグリーン水

素およびその誘導体の供給に関する共同契約を年初に締結したことを発表しました。早ければ

2024 年から供給が開始され、アジア、北米、欧州の生産拠点に供給され、コベストロの GHG 排

出量を年間 90 万トン削減することに貢献します。 

両セグメントで売上高が増加 

 2022 年第 1 四半期のパフォーマンスマテリアルズセグメントの売上高は、37.2%増の 24 億ユ

ーロとなりました。有利な競争環境により平均販売価格が高水準であったことが最大のプラス要

因です。一方で、同セグメントの EBITDA は 6 億 2,000 万ユーロと、ほぼ前年同期の水準（6 億

3,000 万ユーロ）を維持したものの微減しました。これは主に、原料およびエネルギー価格の上

昇のすべてを価格転嫁することができず、利益率が低下したためです。フリー・オペレーティン



 
 

4 
 

 

Press Release 

グ・キャッシュ・フローは、主に運転資本が増加したため、56.8%減の 1 億 1,200 万ユーロにと

どまりました。 

 ソリューションズ＆スペシャリティーズセグメントの 2022 年第 1 四半期の売上高は 45.3％増

の 22 億ユーロと大幅に増加しました。特に、レジンズ&ファンクショナルマテリアルズ部門

（RFM）の買収による効果と販売価格の上昇が売上増に貢献しました。同セグメントの EBITDA

は、主に RFM の買収効果により 2 億 2,400 万ユーロとなり、前年同期比 23.8％増加しました。

しかし、原材料およびエネルギー価格の上昇により利益率が低下しました。ソリューションズ＆

スペシャリティーズのフリー・オペレーティング・キャッシュフローは、前年同期に比べ運転資

本が増加したため、1 億 4,600 万ユーロのマイナス（同：1,100 万ユーロのプラス）に転じまし

た。 

*注 1: 温室効果ガス排出量ネットゼロの達成は、人為的な温室効果ガス排出量（自社事業とエネルギー調達）と人為的な温室効

果ガス削減のバランスと定義されています。 

 

 

コベストロ社について 

コベストロ社は、世界最大級の高機能性ポリマー材料の製造企業です。革新的な製品、プロセス、技術により、多

くの分野でサステナビリティと QOL 向上に貢献しています。当社はモビリティ、建築、生活、電気・電子分野など

の主要産業において、世界中の顧客に製品を供給しています。また、当社の生産するポリマーは、スポーツ・レジ

ャー、化粧品、ヘルスケアなどの分野や、化学産業でも使用されています。 

当社は「We will be fully circular」をビジョンに掲げ、2035 年までの温室効果ガス排出実質ゼロ達成（スコープ

1,2）を目指しています。2021 年度の売上高は約 159 億ユーロです。2021 年末時点で、世界各地に 50 の生産拠

点があり、約 17,900 人（フルタイム換算）の従業員が在籍しています。 

www.covestro.jp, Twitter: https://twitter.com/covestro 

 

 

 

 

 

 

【この件に関するお問い合わせ先】 

コベストロジャパン株式会社 

〒105-0011 東京都港区芝公園 1-7-6 KDX 浜松町プレイス 3F 

広報部 大槻 Tel:03-6403-9112 / Fax:03-3436-1540 
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コベストログループの主要データ 

 

  
2021 Q1  2022 Q1  前年比 

(百万ユーロ) (百万ユーロ) % 

 売上高 3,307  4,683  +41.6 

 売上高差異       

 販売量要因 +3.4% +3.6%   

 価格要因 +20.2% +20.9%   

 為替要因 -4.8% +5.6%   

 製品構成要因 0.0% +9.5%   

 EBITDA ※1 743  806 8.5 

 EBIT ※2 556 589  5.9 

 当期純利益 393 416  5.9 

 フリー・オペレーティング・キャッシュフロー 318 17 -94.7 

※2022 年 3 月 31 日付（前年同月同日比）    

 

※1 金利・税金・償却前利益 

※2 金利・税引前利益 

 

 

将来予想に関する記述 （Forward-Looking Statements） 

このニュースリリースには、コベストロ社による現在の試算および予測に基づく将来予想に関する記述 （Forward-Looking 

Statements） が含まれている可能性があります。さまざまな既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因により、将来の

実績、財務状況、企業の動向または業績と、当文書における予測との間に大きな相違が生じることがあります。これらの要因には

コベストロのウェブサイト（www.covestro.com）に公開されている報告書に説明されているものが含まれます。コベストロは、

これらの将来予想に関する記述を更新し、将来の出来事または情勢に適合させる責任を負うものではありません。 

 

 


