
ステークホルダーとの関係構築

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

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
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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。

2020年度の当社単体における収⼊は9,369億円でした。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8,562億円でした。 
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807億円となりました。

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、493億円です。 
⾦融機関等の債権者には、資⾦借⼊等の利息として、21億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77億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4億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52億円です。 
なお、将来に向けた投資や備えに充当する内部留保は、160億円となりました。

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

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

2020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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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 936,948 売上⾼・営業外収益・特別利益

⽀出

お取引先 856,216 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 49,261 ⼈件費（法定福利費、年⾦を含む）

債権者 2,104 ⽀払利息

政府 7,670 税⾦（法⼈税、経費として負担している租税公課）

社会⼀般 436 寄付⾦等

株主 5,238 ⽀払配当⾦

内部留保 16,023 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

退職⼀時⾦に係る債務は475億円、確定給付型年⾦に係る債務は422億円です。このうち757億円（カバー率84.3%）を年⾦資産として社
外の基⾦に拠出しています。更に90億円を退職給与引当⾦として費⽤化処理し、残り51億円は未認識債務となっています。年⾦の未認識債
務については主として10年による定額法により費⽤計上しています。

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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ライブ画像配信によるオンライン講
習会実施

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。2020年度は特にオンライン講習
会、リモート切削試験対応に注⼒しました。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。

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。

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

加⼯事業

⾦属事業

セメント事業

環境・エネルギー事業
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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。

アルミ事業
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クリスマスカードを送る代わりに寄付

東⽇本⼤震災被災地に今も寄り添う

地元農家を応援

地域社会との共⽣

フィンランドにある同社は多種多様な銅加⼯製品を製造・販売しているほか、ほかの製造拠点に対
する原料・素材供給の重要な役割も担っています。同社では主にお客様へクリスマスカードを送っ
ていましたが、2020年はその費⽤をフィンランドのSyöpäsäätiö（がん財団）による、フィンラ
ンドでは有名で⼈気のある募⾦キャンペーンのひとつ「Roosa Nauhaキャンペーン」へ寄付しま
した。寄付⾦は乳がん研究のほか、がん研究全般の⽀援や、患者とその愛する⼈のための無料のカ
ウンセリングサービスのサポートにも使われています。責任ある企業市⺠として、これからも社会
に貢献していきます。

宮城県栗原市で家電リサイクルの操業を2001年からはじめた同社は2011年の東⽇本⼤震災発⽣以
来、 被災地の復旧・復興のためにさまざまな形でボランティア活動と寄付を続けています。ボラ
ンティア参加当初は、本当にがれきの⼭と格闘している状況でした。徐々に⽇常の⽣活や仕事に戻
るためのお⼿伝いができるようになり、被災者・ボランティア双⽅に知り合いも増え、お話する機
会にも恵まれ、⼈の絆の重要性を強く意識する機会となりました。被災時の記憶が⾵化せず語り継
がれていくよう、これからも活動を続けていきます。

同⼯場がある埼⽟県秩⽗郡横瀬町周辺は、春の観光シーズンは観光客でにぎわいますが、2020年
は新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌策による外出⾃粛の影響で観光客が減少しました。特産品
のひとつであるイチゴも⼤きな影響を受け、農園はイチゴ狩りを中⽌せざるを得なくなったうえ、
町内の道の駅が臨時休館となり、販路も減少してしまいました。販路減少に苦慮する地元農家を応
援したいという、横瀬町観光協会の提案に賛同し、地元産イチゴとシイタケの販売会を⾏いまし
た。地域に根ざす企業として、少しでも地域の⼒となれるような取り組みを⾏っていきます。

ステークホルダーコミュニケーション

社会貢献活動

クリスマスカードを送る代わりに寄付（ルバタ・ポリ社）

東⽇本⼤震災被災地に今も寄り添う (東⽇本リサイクルシステムズ㈱)

地元農家を応援（三菱マテリアル㈱横瀬⼯場）
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■ 主な外部団体からの受賞実2020年度）

受賞者 表彰実施団体 
・組織

受賞内容

三菱マテリアル㈱

⽇本⼟⽊学会 令和元年度⽇本⼟⽊学会技
術賞（グループⅡ）｢東京電
⼒福島第⼀原⼦⼒発電所事
故により放出された放射性
物質汚染の除染事業｣ 
（環境省福島地⽅環境事務
所及びゼネコンなど38社と
連名）

新技術を駆使しスムーズな復旧・復興に寄
与した⼟⽊技術者による社会貢献や、多く
の知⾒の蓄積を通じ⼟⽊技術の発展寄与を
評価。

三菱マテリアル㈱筑波製作所 ⽇本機械⼯具⼯業会 環境賞 環境活動の取り組みを表彰

三菱マテリアル㈱筑波製作所 ⽇本機械⼯具⼯業会 令和２年度「⽇本機械⼯具
⼯業会賞」技術功績賞

両⾯インサート式⾼送りカッタ 
WJXの開発

湯沢地熱㈱
⼀般財団法⼈
新エネルギー財団

「令和２年度新エネ⼤賞」
資源エネルギー庁⻑官賞

⼭葵沢地熱発電所 （秋⽥県湯沢市）におけ
る温室効果ガスの削減と地熱発電電⼒量増
加の取り組み

PT.SMELTING 
(インドネシア･カパー･
スメルティング社)

MNC Inhouse Media Award
(InMA) 2021 
(Gold Winner on Company
Categorized)

同社広報誌「Smelting Magazine」におけ
る内容の多様性を評価

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６銅鉱⼭開発プロジェクトに投資しています。これら投資先プロジェクトのうち
既に操業している３鉱⼭から国内製錬所向けに調達しています。 
投資はマイナー出資の⽅式で⾏っており、当社は経営権を有してはいませんが、環境規制値の達成状況、環境許認可の取得確認、鉱⼭労働
者の作業環境をはじめとする多⾓的な視点から、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働きかけています。 
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ESGレポート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）2020年度の主な活動内容

新型コロナウイルス感染拡⼤により、ICMMの評議会にはWEB形式にて飯⽥上級顧問が出席しました（定例︓5⽉、10⽉ 臨
時︓６⽉、７⽉、８⽉、12⽉）。
８⽉５⽇ICMMよりGISTM（廃滓管理国際規格︓Global Industry Standard on Tailings Management）が発⾏され、当社を
含めたICMM会員企業はこれを履⾏することを約束。

※廃滓︓採取した鉱⽯から有⽤鉱物を選鉱処理して分離した後の不要成分

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（当時※）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（当時）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
（当時）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。

※ バトラーCEOは2021年4⽉に退任しました

ICMMについて詳しくはこちら
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株主・投資家との対話

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るほか、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。また、第96回定時株主総会においては、株主の利便性向上の観点から、ハイブリッド参
加型バーチャル株主総会（ライブ配信）を実施しました。加えて、ライブ配信した株主総会の動画を当社ホームページ上に掲載することと
しています。2021年3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

2020年度は、機関投資家･証券アナリストの皆様を対象に決算説明会（四半期ごと）、IR経営説明
会、ESG説明会を開催しました。各説明会では決算内容、経営⽅針、ESGへの取り組み等について
説明を⾏い、参加者からいただいたご質問・ご意⾒については、経営陣にフィードバックすること
で、活⽤しています。 
また、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の実施や証券会社が主催するカン
ファレンスへの参加などを通じて活発な意⾒交換を⾏い、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、まてりある通信（株主通信）の当社ホームページの掲載などを⾏
い、コミュニケーションを図っています。 
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、従来のような対⾯での活動は難しくなっていますが、電
話会議システムやオンラインシステムなどを活⽤しながら、ステークホルダーの皆様との対話を深
化させ、情報公開の維持・向上を図り、今後も積極的なＩＲ活動を展開していきます。

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
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■ 2020年度IR活動実績

項 ⽬ 2020年度実績回数

決算説明会（四半期決算ごと） 4回

IR経営説明会 1回

ESG説明会 1回

IR個別ミーティング 134件

海外IR 7件

証券会社主催国内カンファレンス 1回

＊上記は全てオンライン（電話会議またはWEB会議）で実施

■ MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

MSCIジャパンIMIトップ500指数構成銘柄の中から、ESGの取り組みに優れた企業で構成されるインデックスで、当社は2017年7⽉から構
成銘柄に選定されています。

（クリックすると関連情報をご確認いただけます）

■ MSCI⽇本株⼥性活躍指数（WIN）

⽇本株の時価総額上位500銘柄の中から、業種ごとに性別多様性に優れた銘柄を選別して構築されるインデックスで、当社は2017年7⽉か
ら構成銘柄に選定されています。

（クリックすると関連情報をご確認いただけます）

※ 厚⽣年⾦と国⺠年⾦の積⽴⾦の管理・運⽤を⾏っている年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈（以下GPIF）は、E（Environment／環境）・S（Social／
社会）・G（Governance／ガバナンス）の要素に配慮した投資を⾏うため、⽇本株を対象にESG指数に連動した運⽤を⾏っています。 
「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指標」及び、「MSCI⽇本株⼥性活躍指数（WIN）」は、いずれもGPIFがESG指標に選定しています。

※ MSCI指数に、三菱マテリアル㈱が含まれていたとしても、また本書におけるMSCIのロゴや商標、サービスマーク、インデッ
クス名の使⽤は、MSCIまたはその関連会社による三菱マテリアル㈱のスポンサーシップや是認、宣伝販促とはなりません。
MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。 MSCI、MSCI指数名およびロゴは、MSCIかその関連会社の商標またはサービスマークで
す。

ESG外部評価
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https://www.msci.com/msci-japan-esg-select-leaders-index-jp
https://www.msci.com/msci-japan-empowering-women-index-jp


■ ECPI

ECPI社はルクセンブルクとミラノに拠点を置く、投資運⽤助⾔会社（持続可能性投資を専⾨とした投資運⽤助⾔会社）です。業種・地域・
テーマ別の複数のESGインデックスを構成しており、ESGに関連した取り組みで⼀定の⽔準を満たした世界の企業で構成する業種別、地域
別、テーマ別のインデックスを保有しています。当社は2018年12⽉から構成銘柄に選定されています。

■ CDP

CDPは英国ロンドンを拠点とする⾮営利団体で、機関投資家と連携し、時価総額の上位企業に対して「気候変動」や「⽔リスク」の戦略や
データ等の開⽰を求める国際的な枠組みを運営するプロジェクトです。A〜D⁻の８段階のスコアリングにおいて、当社は2020年度はCDP気
候変動「B」、CDPウォーター「A⁻」の評価となりました。

（クリックするとCDP公式サイトへ移動します）
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https://www.cdp.net/ja/japan



