
考え⽅・実績・⽬標

当社グループでは、ステークホルダーの皆様との対話を通じ、当社グループに対する期待・要請を事業戦略・活動に取り⼊れていくこと
が、持続可能な企業経営を進めるうえで重要であると考えています。コミュニケーション機会の充実を図りながら、ステークホルダーの
皆様の視点をこれまで以上に経営に活かすよう努めています。

■ ステークホルダーとの関係構築の考え⽅と主なコミュニケーション⽅法

当社は多岐にわたるステークホルダーの皆様との関わりの中で事業収益を上げ、経済的付加価値を⽣み出していますが、その付加価値を
ステークホルダーへ適切に配分することが、社会的責任を果たすうえで重要であると考えています。

ステークホルダーコミュニケーション

ステークホルダーとの関わり

ステークホルダーとの関係構築の考え⽅と主なコミュニケーション⽅法

ステークホルダーへの経済的価値配分

適切な経済的価値配分に努める
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2019年度の当社単体における収⼊は8,651億円でした。ここには、製品・サービスの販売による売上と、投資配当を含む営業外収益、そ
して特別利益が含まれています。また、主にお取引先への⽀払である事業コストは8,609億円でした。
事業活動を通じて⽣み出した付加価値は、総収⼊から事業コストを引いた42億円となりました。

従業員への配分である、法定福利費と年⾦を含む⼈件費は、391億円です。
⾦融機関等の債権者には、資⾦借⼊等の利息として、18億円が配分されています。
社会・地域への配分は、政府を通じたものと、⾃社の社会貢献活動の⼀環として⾏ったものとがあります。政府に対しては、会計上の法
⼈税と経費で負担している租税公課の合計で129億円を納付しています。また、寄付⾦や施設開放、従業員の役務提供等を含め、社会貢
献活動として3億円を⽀出しています。
株主（国内外の法⼈及び個⼈）への配分である⽀払配当⾦は、総額で105億円です。
なお、将来に向けた投資や備えに充当する内部留保は、604億円減少しています。

当社グループは、海外で事業活動を⾏うにあたって、まずその国の国情や国⺠性を理解し、企業市⺠として現地に溶け込むよう努めてい
ます。海外事業で得た利益はできるかぎり現地に再投資して事業を成⻑させ、地域の持続的な発展に貢献するよう努めています。

■ 経済的付加価値配分

分類 ステークホルダー ⾦額（百万円） 内容／算出⽅法

収⼊ お客様・お取引先 865,142 売上⾼・営業外収益・特別利益

⽀出

お取引先 860,933 事業コスト（売上原価及び⼀般管理費のうち、⼈件費・租税
公課・寄付⾦を除いた⾦額）

従業員 39,102 ⼈件費（法定福利費、年⾦を含む）

債権者 1,836 ⽀払利息

政府 12,896 税⾦（法⼈税、経費として負担している租税公課）

社会⼀般 303 寄付⾦等

株主 10,476 ⽀払配当⾦

内部留保 △60,405 当期純利益から⽀払配当⾦を差引いた⾦額

※ 寄付⾦に加え、現物寄付、施設開放、従業員の役務提供等を⽇本経団連⽅式により⾦額換算して算定

2019年度の経済的付加価値

付加価値の配分状況

海外事業における現地への貢献の考え⽅

※
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退職⼀時⾦に係る債務は371億円、確定給付型年⾦に係る債務は421億円です。このうち573億円（カバー率72.3%）を年⾦資産として社
外の基⾦に拠出しています。更に82億円を退職給与引当⾦として費⽤化処理し、残り138億円は未認識債務となっています。年⾦の未認
識債務については10年間で均等償却する予定です。

政府から受けた補助⾦や助成⾦等は6億円でした。なお、政府による当社及び当社グループ会社の株式保有はありません。

年⾦の拠出

政府から受けた財務的援助
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IR経営説明会での説明（⼩野執⾏役社⻑）

ステークホルダーとの関係構築・強化

当社では、毎年開催する定時株主総会を、株主の皆様と当社の経営トップとが直接対話する貴重な場として捉えています。そのため、株
主の皆様が株主総会における報告事項及び決議事項について事前に⼗分検討いただけるよう、招集通知の早期発送に努めるとともに、当
社WEBサイト等における発送前開⽰を実施しています。また、役員報酬等の決定に関する⽅針やコーポレート・ガバナンスの状況等も事
業報告の内容として記載する等、情報開⽰の充実に努めています。
更に、書⾯に加えてインターネットによる議決権の⾏使を可能としているほか、国内外の機関投資家向けの議決権電⼦⾏使プラットフォ
ームにも参加しています。
株主総会では、映像やナレーションを⽤いて議事の内容を分かりやすくご説明しています。また、各決議事項に対する議決権の⾏使結果
を、株主総会終了後当社WEBサイト等で公表しています。2019年12⽉には、当社株式を保有する主要な国内機関投資家を対象に、社外
取締役との⼩規模ミーティングを実施しました。当社のコーポレート・ガバナンスを中⼼に幅広いテーマについて⾃由なディスカッショ
ンを⾏い、参加者の皆様には、当社の取り組みについて、深く理解していただくことができました。

■ 所有者別株式分布

※ 端数処理により、構成⽐の合計が100％にならない場合があります。

当社では、機関投資家･証券アナリストの皆様を対象に四半期決算発表の都度、決算
説明会を実施しています。説明会では決算内容及び経営⽅針等の説明を⾏うととも
に、参加者からのご質問・ご意⾒をいただき、経営陣にフィードバックする等、IR
活動に反映しています。
また、国内外で、随時⼯場説明会を実施しているほか、機関投資家･証券アナリスト
の皆様との個別ミーティングを実施し、事業戦略等の説明や活発な意⾒交換等、積
極的にコミュニケーションを図っています。
個⼈投資家の皆様に対しては、2009年度より、個⼈投資家向け説明会に参加して、
対話を⾏っています。
今後もさまざまなIR活動を積極的に⾏い、投資家の皆様への情報開⽰を進めていき
ます。

ステークホルダーコミュニケーション

株主との対話

投資家との対話

投資家向けの説明会
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■ 2019年度IR活動実績

項 ⽬ 2019年度実績回数

機関投資家個別ミーティング 165

海外IR（欧州、⽶国、アジア） 16

機関投資家向け⼯場⾒学会 2

機関投資家向け決算説明会 5
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講習会⾵景

顧客満⾜の向上

当社の各事業所並びにグループ会社では、お客様の多様な声にお応えするため、品質マネジメント活動の⼀環として、クレーム情報の分
析や、「お客様満⾜度調査」を実施しています。分析結果や調査でいただいたお客様の声は、マネジメントレビューに報告し、真摯に受
け⽌め、「より良い製品とサービス」が提供できるよう改善に努めています。

当社は無酸素銅をはじめ、⾼性能銅合⾦やシリコンなどの製造技術や、異種材接合などのプロセス技術に強みを有し、お客様になくては
ならない⾼機能製品を提供しています。
お客様の求める機能的価値をいち早く捉えるべく、将来に向けた製品ロードマップをお客様と共有することによって、お客様との強固な
信頼関係を構築し、ファーストコールベンダーとなることを⽬指しています。

加⼯技術センターではお客様に切削⼯具を正しく使⽤していただくため、さまざま
な技術サポートを⾏っています。⼯具と切削加⼯の知識向上を⽬的とした研修会
「切削アカデミー」の開催、効率良く⼯具を使っていただくための切削試験と技術
サービス活動、フリーダイヤル技術相談室等、常にお客様と直接コミュニケーショ
ンすることを⼼がけています。2019年度は講習会を104回（参加者2,899名）、お
客様への直接訪問は734回実施しました。今後もお客様のご要望に応じ、実際の加
⼯ラインでの技術診断や切削加⼯解析を通じ、総合的なソリューションを提供して
いきます。

当社はお客様のニーズに沿った製品、サービスを通じてお客様満⾜を追求しています。近年、世界的に家電・電⼦機器のリサイクルが進
展しており、当社は貴⾦属を含むE-Scrapの処理を進めています。その拠点である直島製錬所では2014年にお客様⽤の新WEBシステム
「NEWS」を導⼊しました。これにより、E-Scrapの持ち込み予約から進捗、⽀払い状況の確認まで、WEBでのスムーズでスピーディー
な対応を実現しています。

当社の主要製品である各種セメントは、当社グループの物流販売会社である宇部三菱セメント（株）より国内・海外のお客様へ提供され
ています。
製品の品質、サービス、お客様からの問い合わせやお客様からいただいた製品に対する声は、同社と常に共有しており、お客様に更に満
⾜いただける安定した品質のセメントを安定供給できるよう改善に努めています。

ステークホルダーコミュニケーション

お客様の満⾜度向上のために

お客様満⾜度調査

⾼機能製品︓お客様のファーストコールベンダー

加⼯事業︓お客様への技術サポート活動

⾦属事業︓お客様のニーズへの対応

セメント事業︓お客様の声を⼤切に
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当社は資源のリサイクル事業や再⽣可能エネルギーの開発を通じて循環型社会に貢献する取り組みを⾏っています。
環境リサイクル事業では、再⽣資源（銅や鉄、樹脂など）を、お客様のニーズに合わせた品位や数量で計画的に供給できるよう、原料の
回収⽅法等、リサイクルプロセスの改良を積み重ねる⼯夫をしています。また、社会貢献活動の⼀環として各リサイクル⼯場において
は、環境教育の場をご提供すべく、積極的にお客様の⼯場⾒学を実施しています。
再⽣可能エネルギーについては、⻑期にわたり環境負荷の少ないエネルギーを安定的に供給することで脱炭素社会の構築に貢献すること
を⽬指し、⽇々設備の点検・管理等に努めています。また、「エネルギーの地産地消」をコンセプトとした地域新電⼒への電⼒供給や⾮
化⽯証書オークションへの参加を通じて当社の「再エネ由来」の新たな価値を提供することで、お客様と地域の信頼に応えるよう努めて
います。

当社グループのユニバーサル製⽸（株）では、「⾷の安全・安⼼」に関して、細⼼の注意と万全の品質管理体制をもって操業していま
す。
同社では既に⾷品安全マネジメントシステムであるISO22000（FSMS）とその発展型であるFSSC22000を全⼯場で認証取得しており、
同マネジメントシステムを有効に機能させることで、飲料メーカーであるお客様、ひいては全ての消費者の皆様に良質な飲料⽤アルミ⽸
を提供しています。⾷品容器を扱うメーカーとして、今後も⾷品衛⽣・⾷品安全レベルの向上に努めます。

環境・エネルギー事業︓お客様の信頼に応えるために

アルミ事業︓CS活動
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歩道の清掃活動

にがりでカラフルな⼈⼯イクラを作る

再⽣可能エネルギー事業の説明

地域社会との対話・共⽣

⾃動⾞エンジン等の加⼯⽤特殊⾦物⼯具を作る当⼯場は、宇治茶の⽣産地となる京
都府の宇治⽥原町の⼯業団地内にあります。当社は2017年から、地元の清掃活動団
体「⽵ぼうき会」の皆さんと⼀緒に毎⽉１回の清掃活動に参加しています。
近隣の参加企業として⼀番乗りであったことや地⽅紙にたびたび紹介されたことも
あり、地域の皆さんや、⾃治体関係者からも社名を覚えていただけ、お声をかけて
もらうことも出てきており、本活動の成果を実感しています。今後も活動を継続
し、地域密着型の企業として皆さんとの交流を深めたいと思っています。

1955年に設⽴された当社は、⻑崎県⻄海市崎⼾町の島にある⼯場から「安全・安⼼
な国産塩」を全国に届けています。また、製塩副産⽔は飲料⽔として崎⼾町へ提供
しています。  ⻄海市教育委員会と⻑崎⼤学が主催し、⼤学⽣や⼩中⾼教員、地元
企業が講師となり、⼩学⽣を対象とした「サイエンスワールド IN ⻄海市」が⾏わ
れています。
地域の教育活動への貢献に加え、「⾃分が住んでいる近くにお塩を作る会社があ
る」と知ってもらえると考え、参加しています。⼦どもに興味をもってもらい、安
全の配慮もしながらの実験作りは難しいですが、⼯夫をしながら取り組んでいま
す。

2019年12⽉に、埼⽟県上尾市⽴東中学校２年⽣が、校外学習で当社本社を訪れま
した。同校では「グローバルシティズンシップ科」を設置し、SDGsをはじめとする
社会の諸課題についてテーマを決め、それらの解決に向けて調べ学習を⾏い、関連
する企業や⼤学などを訪問し、話を直接聞いて、理解を深めています。
訪れた⽣徒は、再⽣可能エネルギー・環境問題をグループで調べ、地熱発電に携わ
る当社に話を聞きたいと考えたそうです。⽣徒からの質問は⾮常に鋭いものばかり
でした。⽣徒が⼤⼈になった時に、今よりもより良い社会であるために、私たちが
今の事業をしっかりと進め、次世代につなげていきたいと改めて思う、貴重な出会
いの場となりました。

ステークホルダーコミュニケーション

社会貢献活動

美化活動で地域に貢献（エムエムシーツーリング（株）京都⼯場）

「海⽔・海⽔資源」を使った実験を中⼼に、科学の楽しさを伝える（（株）ダイヤソルト）

グローバルシティズンシップ教育に協⼒（三菱マテリアル（株））
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■ 主な外部団体からの受賞実績（2019年度）

受賞者
表彰実施団体

・組織
受賞内容

三菱マテリアル（株）
加⼯事業カンパニー中央研究所

⼀般社団法⼈
 粉体粉末冶⾦協会

第38回技術進歩賞 切削⼯具⽤Al ⾼含有fcc-AlTiN ⽪膜の
開発と実⽤化

（株）ダイヤメット

⽇本粉末冶⾦⼯業会 2019年度新製品賞 ・可変容量型オイルポンプ⽤部品の開
発
・電動パーキングブレーキ（EPB）⽤
焼結含油軸受の開発

三菱マテリアル（株）
筑波製作所

⽇本機械⼯具⼯業会 令和元年度「⽇本機械⼯
具⼯業会賞」技術奨励賞

溝⼊れ突切りバイトGWシリーズの開発

三菱マテリアル
モノづくり⽇本会議
 ⽇刊⼯業新聞社

2019年超モノづくり部品
⼤賞機械 ・ロボット部品
賞

⾼送り加⼯⽤両⾯インサート式ラジア
スカッタ「ＷＪＸシリーズ」

三菱⽇⽴ツール
エポックリブ溝加⼯⽤テーパーボール
エンドミル「ＥＢ４ＨＲ形」

インドネシア･カパー･スメルティング
社

エネルギー鉱物資源省 2019年度エネルギー管理
賞

省エネルギーに関する2009年政府規制
No.70に関する、省エネルギーの取り
組み

当社では世界各地の銅精鉱を買鉱し、国内外の製錬所へ供給しています。
また、⻑期にわたり安定的に原料を確保するため、海外の4鉱⼭に投資しており、これら投資先鉱⼭から国内製錬所向けに調達していま
す。
現在、直接的に事業活動の最上流である鉱⼭経営に主導権を取る形では参画していないものの、「CSR調達」の観点から環境規制値の達
成状況、環境許認可の取得確認、鉱⼭労働者の作業環境等をモニタリングし、環境や地域社会に配慮した持続可能な鉱⼭経営がなされる
よう株主の⽴場でサポートしています。
当社が加盟するICMM（国際⾦属･鉱業評議会:International Council on Mining & Metals）は、世界の主要鉱⼭･製錬会社で組織され、
環境保全、安全衛⽣、雇⽤労働問題、⼈権等に関する活動を推進しており、鉱⼭・製錬分野でのCSRに関する国際協議機関と⾔えます。
グローバルに原材料を調達し、環境・社会⾯での影響が⼤きな業界として「持続可能な開発のための10原則」を提唱しており、当社を含
めた会員企業はこの原則に拠った事業活動を実践しながらベストプラクティスを共有することで、業界全体のパフォーマンス向上をめざ
しています。また、この10原則に基づいた活動を、GRIガイドラインに準拠したCSR報告書で報告することとしています。
当社では、このような国際機関に加盟し鉱⼭各社とともにCSR活動を展開することにより、社会の要請である「CSR調達」に対応する体
制づくりを進めるとともに、買鉱製錬会社としてこれまで以上に責任ある事業活動を⾏いたいと考えています。

■ （１）2019年度の主な活動内容

５⽉に飯⽥副社⻑（当時）がスペインバルセロナで開催されましたICMM評議会に参加いたしました。

9⽉⼩野社⻑名で当社HP（英⽂）上に国内休廃⽌鉱⼭集積場及び海外投資鉱⼭の鉱滓ダムに関する情報を公開しま
した。

当社グループに対する主な外部評価

社会へのアプローチ

ICMM会員企業としての取り組み
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バトラーCEOの記者会⾒
*役名は掲載当時のものです。

ICMMによる細倉⾦属鉱業（株）の⾒学

■ （２）ICMM バトラーCEOほか幹部来⽇（2017年6⽉）

ICMMは、持続可能な開発のために、環境、安全、労働、⼈権等の課題解決に向けて業界全体のCSR向上を図っています。ICMMは加盟企
業との対話を施策に活かしており、2017年6⽉、トム・バトラーCEOが⽇本の加盟企業訪問等を⽬的に来⽇しました。当社の飯⽥副社⻑
（当時）、鈴⽊専務（当時）と⾯談し、有意義な意⾒交換を⾏ったほか、ICMMの幅広い活動や⽇本の加盟企業の取り組みの先進性・重要
性を広く発信するため、⽇本鉱業協会で記者会⾒を実施しました。
また、ICMMは⽇本の加盟企業による鉱⼭開発参画から閉⼭に⾄るまでの管理、⾦属リサイクルへの取り組みに注⽬しており、バトラー
CEOは当社グループの細倉⾦属鉱業（株）を⾒学。「特に休廃⽌後の鉱⼭管理が素晴らしい」との感想をいただきました。

ICMMについて詳しくはこちら
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東京オリンピック・パラリンピック競技⼤会組織委員会は、2021年の東京⼤会で使⽤するメダルを、使⽤済み携帯電話や⼩型家電等から
製作する「都市鉱⼭からつくる︕みんなのメダルプロジェクト」を実施しています。同委員会は持続可能な社会実現に向けたレガシーを
残すため、（株）NTTドコモ、（⼀財）⽇本環境衛⽣センター、環境省、東京都が⼀体となって積極的に推進しています。
当社は、「⼩型家電リサイクル法」に基づく再資源化事業計画に関わる事業者として、⽇本環境衛⽣センターを通じてこのプロジェクト
に協⼒しています。

■ 安⽐地熱（株）が環境影響評価の確定を受け⼯事開始

当社は、岩⼿県⼋幡平安⽐⾼原の⻄⽅にて、2004年度から地熱資源量及び経済性評価等による事業化検討を実施しました。2015年10⽉
に当社と、共同で調査をしてきた三菱ガス化学（株）により、安⽐地熱（株）が設⽴されました。
安⽐地熱（株）は、2023年に14,900kWの地熱発電所の運転開始を計画しており、2015年10⽉28⽇より環境影響評価（環境アセスメン
ト）の⼿続きを開始しました。更に、安⽐地熱発電所（仮称）の設置による周辺の環境に及ぼす影響について調査し、予測及び評価を⾏
い、2018年1⽉15⽇に環境影響評価評価書を経済産業⼤⾂に届け出、岩⼿県知事と⼋幡平市⻑に送付し、同年1⽉24⽇に経済産業⼤⾂に
よる確定通知を受け、2019年8⽉に建設⼯事を開始しました。
地域の皆様に⼯事への理解を深めていただくため、⼯事計画の説明会や現地⾒学会を定期的に開催しています。

東京オリンピック「都市鉱⼭からつくる︕みんなのメダルプロジェクト」に協⼒

地域との対話

地熱発電における取り組み
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