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編集方針

本報告書は、三菱マテリアルグループのCSR（Corporate 
Social Responsibility = 企業の社会的責任）に関する考え方や
取り組みについて、その全体像をステークホルダー（利害関係を有
する方々）の皆様に分かりやすくご報告し、ご理解いただくことを
目指しています。
掲載記事については、2007年度に実施した「重要課題（マテリアリ

ティ）」特定のプロセスにより選定した9テーマを中心にご報告してい
るほか、2011年8月にスタートした新中期経営計画や、東日本大震災
の復旧・復興に向けた取り組み等につきましてもご報告しています。

当社では、CSR関連の情報開示が単に報告活動に留まらず、それ
ぞれの取り組み状況の確認・検証等、CSR活動そのものの進化にも
繋がる重要なプロセスだと考えており、加盟するI CMM
（International Council on Mining and Metals＝国際金属・鉱業
評議会）の情報開示活動の一環として、GRIガイドラインに準拠した、
より信頼性の高い報告を目指して開示情報の充実に努めています。
また、2010年版CSR報告書からKPMGあずさサステナビリティ株
式会社の第三者保証を受けています。
このICMMの活動を直接的に担う銅事業カンパニーの詳細な活

動内容については、サプリメントデータブックとしてWEBで公開い
たしますので、本報告書とあわせてご参照いただくようお願いいた
します。

開示情報の棲み分け
　広範な当社のCSR活動をご報告するため、重要課題の年次報告で
ある本報告書に加え、当社WEB上のCSRサイトと連動してさまざま
な情報を発信しています。

•WEB・CSRサイト

※CSR報告書発行後に誤記や誤植が確認された場合は、その正誤情報を
このサイトでご報告します。

CSR報告書と関連情報のダウンロード

SRI（社会的責任投資）株価指数構成銘柄への採用

対象期間
2010年度（当社事業年度：2010年4月1日～2011年3月31日ま

で）を中心に、一部には同期間前後の関連報告も含みます。

対象組織
　定量的報告：原則、三菱マテリアル単体（財務データ等は連結）環

境面への影響が大きく、ステークホルダーの皆様
の関心が高い温室効果ガス排出量データの開示対
象範囲を主要連結子会社（62社）に拡大しました。

　定性的報告：三菱マテリアルを中心に一部グループ会社を含み
ます。

　•当社銅事業カンパニーでは、加盟するICMMにおける情報開示
活動の一環として、同カンパニーの詳細活動に加え、製錬関係
のグループ会社である細倉金属鉱業（株）、小名浜製錬（株）、イ
ンドネシア・カパー・スメルティング社3社の活動内容を、「銅事
業カンパニーサプリメントデータブック」としてWEBで報告して
います。

　•環境関連データ（単体）は、2010年6月に廃止した、旧桶川製作所
（現MMCスーパーアロイ（株））分を除き、過年度にわたり
データを修正しています。

　•第三者保証の対象となる指標には「★」マークを付しています。
　
発行時期
　2011年10月（次回：2012年9月予定、前回：2010年9月）

参考ガイドライン
GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3版
※GRIガイドライン対照表はWEB・CSRサイトに掲載いたします。

•本報告書で「三菱マテリアル」「当社」と記載している場合は、三菱
マテリアル（株）単体を表しています。

•決算や財務関係その他の詳細データは、WEB上でご報告してい
ます。

•本報告書には、過去または現在の事実に関するもの以外に、三菱
マテリアルグループの将来に対する予測・予想・計画等も記載して
います。これらは現時点で入手可能な情報に基づいた仮定ないし
判断であり、将来の事業環境の変化等によって影響を受ける可能
性があることをあらかじめお断りいたします。
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www.mmc.co.jp/corporate/ja/03/06/index.html〉〉〉WEB

■CSR報告書2011
　三菱マテリアルを中心に、グループ会社の取り組
みを含め掲載しています。
•ファクトシート
　冊子報告書に収載していない当社単体のISO
取得状況や、環境関連のバックデータ等を掲載
しています。

■銅事業カンパニー サプリメントデータブック
　CSR報告書2011に収載していない銅事業カン
パニー及び製錬関係のグループ会社3社に関
する詳細な活動状況を掲載しています。

報告書内でのマークについて

〉〉〉WEB ………………  WEB上で情報を発信

〉〉〉P.●● ……………… 関連する情報の掲載ページ

〉〉〉データブック P.●● … 銅事業カンパニー
　 サプリメントデータブックで掲載

★ … 第三者保証の対象となる指標

　「Dow Jones Sustainability Indexes（DJSI）」のアジア・太平洋版で
ある「DJSI Asia Pacific」の構成銘柄（156社）として、2009年の創設以
来、継続して選定されています。

　モーニングスター（株）が国内上場企業から社会性に優れた150社を選
定し、その株価を指数化した、国内初の社会的責任投資株価指数
「MS-SRI」の構成銘柄に選定されています。

新中期経営計画（2011～13）
Materials Premium 2013
～新たなる創造を目指して～

特  集
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トップインタビュー

三菱マテリアル CSR報告書20113

はじめに

このたびの東日本大震災でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、今も

厳しい生活を余儀なくされておられる多くの被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。

三菱マテリアルグループは、社会インフラを支える総合素材メーカーとして、社会に不可欠な基礎

素材をお届けし、皆様が一日も早く、安心・安全で豊かな暮らしを取り戻していただけるようお手伝い

をすることが重要な使命であると考えています。

　
私たちは、これからも「人と社会と地球のために」貢献できることは何かを問い続け、社会の持続

的発展のために寄与できるよう、グループ全社を挙げて取り組んでまいります。

さまざまな社会的課題に
「マテリアル・プレミアム」で挑戦します

三菱マテリアル株式会社
取締役社長
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当社グループも60の事業所が被災しました。その中でも

銅の生産拠点である福島県の小名浜製錬（株）小名浜

製錬所の被害が大きく、復旧までに時間を要しましたが、

7月には同製錬所を含む全ての事業所で操業を再開する

ことができました。復旧に向けた取り組みの中で、多くの関

係先の皆様から温かいご支援ご協力をいただいたことに

心から感謝しております。

素材・部材メーカーとしての供給責任

今回の震災においては、事業所の被災に加えて一部サ

プライチェーンでの混乱もありましたが、さまざまな基礎素

材・部材をお客様に安定的にお届けすることが当社グルー

プの大きな使命であるとの認識のもと、お客様への影響を

最小限に留めるよう、代替品の調達などグループを挙げて

取り組みました。製造現場において、供給量確保の強い要

請の中でも、確実にお客様に満足していただける品質の製

品を供給し続ける姿勢を貫くことができましたのも、日ごろか

らCSR活動に取り組んできた成果であると感じております。

これまでも、原材料供給ソースの多様化等に取り組んで

きましたが、今回の経験を活かし、人的な安全の確保も含

めて、全体的なBCP（事業継続計画）の見直しも進める予

定です。

本業で復旧・復興のお手伝いをさせていただく

今後の復旧・復興支援につきましては、震災のがれき処

理、被害を受けた橋や港湾の診断や調査、放射能に汚染

された土壌の「除染」等について、自治体の皆様をはじめ

多くの方々からご相談をいただいています。当社グループ

の技術、知見等総力を挙げ、復興のお手伝いをさせてい

ただきたいと考えております。

汗を流す支援活動、社会との繋がりの重要性

国難ともいうべき震災に直面し、企業としての支援活動

は当然のことと考えています。当社及びグループ各社から

の義援金は勿論、多くの社員から寄せられた義援金もあ

わせて寄付させていただきました。一方で汗を流す支援

活動も重要と考え、新たにボランティア休暇制度を設け、

社員の自発的な活動を支援・奨励する仕組みをつくりまし

た。被災地のボランティアセンターと連携し、5月末から復

旧・復興支援のための社員ボランティアを継続的に派遣し

ています。

私は、以前から、CSRに対する意識は、新入社員のフ

レッシュな時に身に付けることが大切で、若い頃からボラ

ンティアを体験することで自身と社会との繋がりを強く意識

することが、企業経営と社会との繋がりの重要性を自然に

認識できる道であると考えており、2011年度の新入社員

から、教育カリキュラムに「ボランティア活動」を取り入れる

ことにしました。結果として、多くの新入社員も、この制度を

利用して、復旧・復興支援のためのボランティア活動に参

加しています。

東日本大震災では三菱マテリアルグループも
被災されましたが。Q

被災地への支援活動に力を注いで
おられますね。Q

当社グループをとりまく市場動向等の外部環境や社

会的要請の変化を踏まえ、2011年8月、「成長戦略と

財務体質改善の両立」を基本とした新中期経営計画

「Materials Premium 2013 〜新たなる創造を目指し

て〜」をスタートさせました。成長戦略の柱は「海外市場、

特に新興国市場への展開」と「マテリアル・プレミアムの実

現」です。

新興国市場への展開

今、世界は「先進国市場の停滞」と「新興国市場の拡

大」という大きな構造変化に直面しています。国内から海

外へいかに事業を伸長させていくかが成長戦略の鍵とな

りますが、新興国でビジネスを展開するうえでは、商品戦

略や製造拠点、ものづくりのあり方を新たな視点で捉え、

次に、激変する社会情勢の中でスタートした、
新中期経営計画の概要をお聞かせください。Q
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2011年4月に「資源・リサイクル事業本部」を発足させまし

た。資源事業とリサイクル事業を一元化した目的は、天然

資源のみならず、リサイクル資源の確保も今後の重要な

課題であるとの認識から、長期的な視点で資源戦略を立

て、資源技術を結集することで、原燃料を安定的に確保

し、また安定供給するための事業基盤を拡大・強化するた

めです。　

既に確立しております「製錬・セメント資源化システム」

は、外部から受け入れた廃棄物の徹底利用と、製錬所、セ

メント工場それぞれの施設で発生する副産物を互いに原

材料として有効活用することを目的としたゼロエミッション

システムで、まさに当社グループならではの「マテリアル・プ

レミアム」の代表例ですが、今後も、既に製品となっている

資源をリサイクルする「都市鉱山」の考えを重要視し、リサ

イクルが資源確保の重要なルートであると位置付けて取り

組んでいきます。

当社グループは「資源循環型社会」を目指しています

が、日本の現状は、いまだ道半ばといったところで、もっと国

内でリサイクル資源をうまく循環させることができれば、新

たな資源の輸入量は削減できますし、バージン原料を使

用した場合と比較しても、製品の製造コストや使用エネル

ギー、CO₂排出量も大きく削減できるはずです。「リサイク

ル」が、日本の「社会システム」としてもっと機能するように、

今後も粘り強く、制度や施策づくりのために重要性を発信

していきたいと考えています。

　

長期的な持続可能性の視点で、社会的課題に挑戦
する

私は、CSR活動の本質は、当社グループに対する社会

の期待や要請を事業戦略に取り入れ、本業に活かして社

会的な課題の解決にあたることだと考えています。当社で

は2007年度から、当社をとりまく外部環境の変化、ステーク

ホルダーの皆様の視点や長期的な持続可能性の視点も

重視し、9つの重要課題（マテリアリティ：企業価値に重要

体制を整える必要があります。そこで、2011年4月、新たに

「海外事業戦略室」と「マーケティング統括室」を設置し

ました。海外進出の要諦は、現地を深く知り、良好なパート

ナーシップを築きながら、事業活動を通じてその国の発展

に貢献することだと私は考えています。また、海外で得た

利益を現地に再投資し、企業が地域と同化することで発

展していくことも重要なポイントだと思っています。

「マテリアル・プレミアム」の実現　

当社グループは、さまざまな業種の複合事業体です。保

有する広範な材料・製品・技術と、新興国を中心としたグ

ローバル展開の強みを活かし、複合事業体であるが故の

特徴あるシナジーを発揮することにより、新たな価値を創造

していきます。これが「マテリアル・プレミアム」です。

私たち製造業のビジネスモデルは、お客様のニーズに

合ったものを常に発掘し、商品化して、販売するという非常

にシンプルなものです。それぞれの事業プロセスを強化し、

更に融合させることで、三菱マテリアルグループならではの

ユニークな価値づくりを目指します。

資源リサイクルシステムの確立へ

「資源小国」日本にあって、資源を確保し循環させる事

業は、資源セキュリティ上も重要であり、まさに社会の要請

に応えるものです。この分野を更に強力に推進するため、

「資源事業」と「リサイクル事業」を統合した
狙いについてお聞かせください。Q

企業に求められるCSRの視点は
多岐にわたりますが。Q
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な影響を及ぼす要因）を特定しており、社会全体の持続

可能性のために本業で貢献する取り組みを強化してきま

した。

百年に一度と言われる世界同時不況を経て、千年に一

度とも言われる震災に遭遇するなど、事業をとりまく環境は

大きく変化しています。震災後の日本では、エネルギー問

題などが大きく注目されており、ここでも大きなパラダイムシ

フトが起こりつつあります。これからも、さまざまな社会的課

題に「マテリアル・プレミアム」で挑戦していきます。

グローバルな視点から

当社のコア事業のひとつである銅事業カンパニーでは、

多くの原料を海外から調達しており、海外鉱山への投資と

買鉱を行う製錬会社の立場で、ICMM（国際金属・鉱業

評議会）という国際的な団体に加盟して、グローバルな視

点でさまざまな課題を共有しています。2010年12月には、

ICMMのプレジデントが来社され、親しくお話をする機会

を得ましたが、気候変動問題が話題の中心となり、改めて

地球規模の持続可能性が重要な課題であることを実感し

ました。企業として独自の取り組みを強化することは勿論

ですが、業種の特性を踏まえたさまざまな場で、共通する

グローバルな課題の解決に向けたプレゼンスを示すことも

重要だと感じています。

自分の仕事にプライドを持つ

私は日ごろから社員に対し、「自分が社会を支える基礎

素材（マテリアル）を提供する事業に携わっていることに自

信とプライドを持って仕事をして欲しい。」と言っており、こ

れを当社グループでは「マテリアル・プライド」と呼んでいま

す。具体的には、外部環境が急激に変化している中で、そ

の変化についていくだけでなく、リードしていく気概とスピー

ド感を持って仕事に取り組むこと、自己研鑽に励みながら

向上心を持ち続けることなどを社員に求めております。

自己研鑽については「社員皆教育」「生涯教育」を前提

に、社員にはさまざまな教育機会を提供しています。

また、特にグローバルに活躍できる人財の育成と確保は

急務です。グローバルな事業展開を担う人財には、英語を

中心とした外国語を駆使して仕事ができるだけではなく、

現地のマーケットや文化に通じ、高いマネジメントスキルや

専門知識を有するなど、さまざまな能力も必要とされます。

2010年4月に人財育成の拠点として「グループ研修セン

ター」を設立し、「ものづくり・人づくり大学」を開講しました

ので、ここを拠点に重要な経営資源としてのグローバル人

財の育成を強化するとともに、海外からの優秀な人財の登

用も積極的に検討していきます。

　

当社グループは、全社員が三菱マテリアルグループの一

員であることにプライドを持ち、「人と社会と地球のために」

貢献できる企業であり続けたいと考えています。

今後ともステークホルダーの皆様の忌憚のないご意見

をいただきながら、CSR活動を進化させていきたいと

思っております。皆様のご理解とご支援をお願い申し上

げます。

最後に、新中期経営計画においても全社戦略
として掲げられた「人財育成・活用」について
のお考えをお聞かせください。

Q



人財の育成・活用1 低コスト体質への変革2 ＣＳＲの更なる推進3

マテリアル・プレミアムの実現

複合事業体として特徴のあるシナジーを創
出し、保有する技術やビジネスインフラを
全社横断的に活用

企業理念

ビジョン
資源循環型・高度情報化社会の中で、
顧客の立場に立ったユニークな素材、
製品を提供することにより価値創造を
推進し、最強の複合事業集団を目指す

人と社会と
地球のために

私たちの行動指針10章

新中期経営計画（2011～13）
Materials Premium 2013

～新たなる創造を目指して～
─成長戦略と財務体質改善の両立─

成長を支える全社戦略

経常利益
ROA（総資産経常利益率）
ネットDEレシオ

売上高
（海外売上高※）

564億円
3.1%
2.0倍

13,339億円
3,918億円

2010年度

1,100億円
6%

1.5倍以下

15,700億円
5,100億円

2013年度

※金地金輸出を除く （前提） 為替　13年度  85円／＄
　　　 銅価　13年度 320¢／lb

経営目標

海外市場、
特に新興国市場への展開

海外市場への展開が成長の鍵であり、
なかでも成長著しいアジア地域に注力

先進国市場の停滞、
新興国市場の拡大と
競争の激化

資源価格の高止まり

自動車産業、
エレクトロニクス産業は
新興国を中心とした
グローバル市場で成長

エネルギー問題に対する
世界的な関心の高まり

震災復興に伴う新たな
社会資本形成の進行

低環境負荷社会への
世界的な要請

事業環境の
構造的変化
事業環境の
構造的変化

海外成長事業を中心とした投資

設備更新
48%

（1,330億円）

国内 39%
（560億円）2,750

億円
1,420
億円

新規・増産・
合理化投資の
地域別内訳総投資額

海外 61%（860億円）
アジアの拠点拡充・新設 ： 450億円
海外鉱山投資 ： 350億円

新規・増産・合理化 52%
（1,420億円）

特  集 
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新中期経営計画（2011～13）
Materials Premium 2013
～新たなる創造を目指して～

事業環境や社会的要請の変化

世界同時不況という想定を越える経済変動を契機に、
当社グループをとりまく事業環境も大きく構造的な変化
を遂げています。先進国市場が停滞する一方、新興国市
場は拡大の一途であり、競争もますます激化する中、特
に、自動車産業、エレクトロニクス産業は新興国を中心に
世界的に伸長しています。また、これら新興国需要の急伸
による需要拡大により、資源価格は世界的に高止まりし
ています。

他方、地球規模の環境問題への関心は世界的な広がり
を見せ、温室効果ガスをはじめとする環境負荷低減や、資
源・エネルギー利用のあり方など、グローバルな持続可
能性への希求は技術革新を生み、新たな事業機会を創出

しています。
更に、2011年3月の東日本大震災を契機に、エネルギー

問題に対する世界的関心が高まっており、国内では震災復
興に伴う新たな社会資本形成が求められています。

このような事業環境や社会的要請の変化を踏まえ、当
社グループは、2011年度からの3ヵ年を対象とした新中
期経営計画「マテリアル・プレミアム 2013 〜新たなる
創造を目指して〜」をスタートさせました。

私たち三菱マテリアルグループは、この新中期経営計画
のもと、さまざまな市場や社会の要請にチャレンジし、「人
と社会と地球のために」貢献したいと考えています。



人財の育成・活用1 低コスト体質への変革2 ＣＳＲの更なる推進3

マテリアル・プレミアムの実現
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ネットDEレシオ

売上高
（海外売上高※）

564億円
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3,918億円
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※金地金輸出を除く （前提） 為替　13年度  85円／＄
　　　 銅価　13年度 320¢／lb

経営目標

海外市場、
特に新興国市場への展開

海外市場への展開が成長の鍵であり、
なかでも成長著しいアジア地域に注力

先進国市場の停滞、
新興国市場の拡大と
競争の激化

資源価格の高止まり

自動車産業、
エレクトロニクス産業は
新興国を中心とした
グローバル市場で成長

エネルギー問題に対する
世界的な関心の高まり

震災復興に伴う新たな
社会資本形成の進行

低環境負荷社会への
世界的な要請

事業環境の
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事業環境の
構造的変化

海外成長事業を中心とした投資

設備更新
48%

（1,330億円）

国内 39%
（560億円）2,750

億円
1,420
億円

新規・増産・
合理化投資の
地域別内訳総投資額

海外 61%（860億円）
アジアの拠点拡充・新設 ： 450億円
海外鉱山投資 ： 350億円

新規・増産・合理化 52%
（1,420億円）
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新中期経営計画の概要

新中期経営計画では「成長戦略と財務体質の改善」を
基本コンセプトとし、「複合事業体として特徴のあるシナ
ジーの創出＝マテリアル・プレミアム」の実現により、資源
循環型社会において最強の複合事業集団を目指します。

経 営 目 標 は 、2 0 1 3 年 度にお ける連 結 経 常 利 益
1,100億円、ROA6%、ネットDEレシオ1.5倍以下とし、
今後3ヵ年で経常利益を2010年度の564億円からほ
ぼ倍の1,100億円まで増加させていきます。原燃料コ
スト増等の厳しい事業環境の中、海外事業展開の加速
によるグローバルでの販売増や、更なるコストダウンの
徹底により、経営目標を達成していきます。

また、新中期経営計画3年間の累計では、2,750億円
の投資を計画しています。成長戦略と財務体質の改善
を両立させるため効率を重視した投資戦略とし、既存事
業の強みを最大限に活用するとともに、特に成長著しい
新興国を中心とした海外事業への積極的な投資を行い
ます。



成長を支える全社戦略
人財の育成・活用1

•グローバル人財の採用・育成・
　活用及び諸制度の充実

•部門・会社を超えた人財配置、
人的ネットワークの構築

低コスト体質への変革2

•グローバル調達体制構築に
　よる調達コスト削減

•SCM・品質工学横展開による
プロセスコスト削減

CSRの更なる推進3

•「企業価値に重大な影響を及ぼ
す要因（マテリアリティ）」に力
点を置いた事業活動により、社
会全体の持続的な発展に本業
で貢献

新中期経営計画では、従業員がグローバルかつ部門横断的
に活躍できる複合企業集団を目指します。そのため、グローバ
ル人財の採用・活用、事業部門やグループ会社の垣根を越えた
人財配置・活用を推進し、多様な人財を育成することにより、事
業環境変化に対応しながらこれに挑戦する企業風土を醸成して
いきます。
低コスト体質への変革にも引き続き取り組んでいきます。グ

ローバル調達体制の構築、SCMの高度化、品質工学の展開等
により、調達コストやプロセスコストを一層削減していきます。

また、CSR活動の更なる推進、企業価値に重大な影響を及
ぼす要因（マテリアリティ）に力点を置いた事業活動に継続的
に取り組み、社会全体の持続的な発展に本業で貢献していき
ます。

当社グループは早くから海外への事業展開を進めてき
た結果、現在、25ヵ国、100ヵ所に及ぶ海外拠点を有して
います。新中期経営計画では、これら海外での実績を活か
し、海外市場、特に成長著しいアジア新興国への事業展開
を図っていきます。
今後海外事業を展開するため右表に示すさまざまな施

策を実施していきます。市場・販売戦略では、部門横断的
な地域戦略・マーケティングを強化し、当社グループを挙
げて成長分野や非日系顧客への販路を広げていきます。
アジア新興国での例として、地域のニーズに応えるため、
カスタマイズを行った商品を展開することも検討してい
きます。
製造戦略・新規事業展開では、アジア新興国での現地生

産を拡大するとともに、国内で培ってきた環境リサイクル
事業を新たに新興国で展開していきます。
こういった諸施策の実行により、2013年度には5,100

億円の海外売上を計画しています。地域別ではアジア新
興国や米国を中心とした増販を図り、全てのセグメントで
増販を行っていきます。その中でも特に注力するのは、部
品・材料製品のアジアにおける拡販です。自動車産業やエ
レクトロニクス産業は極めて高い伸びが期待でき、この市
場をターゲットとして積極的に拡販していきます。

当社グループが保有する幅広い材料・製品・技術と、新
興国を中心としたグローバル展開の強みを活かし、複合事
業体として特徴のあるシナジーを創出することにより、当
社グループならではの価値創造を目指しています。
大きくは、既存事業と融合する領域を更に拡大強化し

ていく部分と、新たな事業領域を創出していく部分があり
ますが、これらに積極的、かつ集中的に取り組みながら、
当社独自のシナジー「マテリアル・プレミアム」を追求いた
します。

既存事業領域の分野では、特に資源事業、環境リサイク
ル事業の強化を図ります。
当社グループは資源事業では、「銅鉱山-銅製錬事業」、

「石炭鉱山-セメント事業」の価値連鎖を発揮しており、また
製錬事業とセメント事業のシナジーによる「製錬・セメント
資源化システム」や家電リサイクル事業等の環境リサイク
ル事業を幅広く展開しています。
資源事業、環境リサイクル事業は、今後の当社グループ

の成長を支える重要な事業領域であり、両事業の融合・強
化を目指して、2011年4月に「資源・リサイクル事業本部」
を新設しました。今後資源事業（天然資源）と環境リサイク
ル事業（都市鉱山）の一元化・一体運営により、長期的視点
に基づいた資源戦略を強化していきます。
また、新たな取り組みとして、家電リサイクル事業の分

野で、国内で培ってきた技術を活かし、レアアース磁石の
回収、新興国展開などを実施します。
廃棄物処理の分野では、当社独自の「製錬・セメント資源

化システム」を更に高度化し、最終処分場の再生や、高塩
素プラスチック等の処理の難しい廃棄物処理の受け入れ
拡大を図ります。こういった取り組みを推進し、資源循環
型社会の構築へ貢献していきます。

新たな事業領域を創出していく分野においては、成長戦
略の柱である海外事業に関し、事業部門が単独で行うので
はなく、部門横断的な取り組みによりシナジーを発揮し、グ
ローバル事業の新規展開をスムーズに実行していきます。
このマテリアル・プレミアムを実現するため、2011年4

月に部門横断的な海外戦略を立案する「海外事業戦略室」
を、またグローバルマーケティングを実行する「マーケティ
ング統括室」をコーポレート部門に新設しました。
今後新興国市場を中心にマーケットは拡大していきま

すが、参入するにはさまざまなリスクが存在します。そこ
で当社グループでは、海外の各拠点が保有する豊富な現
地情報や顧客情報を部門横断的に活用し、中国、ASEAN、
インド及びそれらを統括する本社の戦略立案機能や、マー
ケティング機能を強化して、効果的・効率的な増販を図り、
2013年にはアジア売上高3,700億円を目指します。

当社グループならではの価値創造
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保有する技術やビジネスインフラを全社横断的に活用

1. 海外市場、特に新興国市場への展開
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事業環境が変化する中、市場のニーズに応えながら当社
グループが持続的な発展をするため、新中期経営計画では
2つの大きな成長戦略を掲げて取り組みます。「海外市場、
特に新興国市場への展開」及び「マテリアル・プレミアムの
実現」。この2つの事業戦略を柱とし、新たな価値創造を目
指します。



成長を支える全社戦略
人財の育成・活用1

•グローバル人財の採用・育成・
　活用及び諸制度の充実

•部門・会社を超えた人財配置、
人的ネットワークの構築

低コスト体質への変革2

•グローバル調達体制構築に
　よる調達コスト削減

•SCM・品質工学横展開による
プロセスコスト削減

CSRの更なる推進3

•「企業価値に重大な影響を及ぼ
す要因（マテリアリティ）」に力
点を置いた事業活動により、社
会全体の持続的な発展に本業
で貢献

新中期経営計画では、従業員がグローバルかつ部門横断的
に活躍できる複合企業集団を目指します。そのため、グローバ
ル人財の採用・活用、事業部門やグループ会社の垣根を越えた
人財配置・活用を推進し、多様な人財を育成することにより、事
業環境変化に対応しながらこれに挑戦する企業風土を醸成して
いきます。
低コスト体質への変革にも引き続き取り組んでいきます。グ

ローバル調達体制の構築、SCMの高度化、品質工学の展開等
により、調達コストやプロセスコストを一層削減していきます。

また、CSR活動の更なる推進、企業価値に重大な影響を及
ぼす要因（マテリアリティ）に力点を置いた事業活動に継続的
に取り組み、社会全体の持続的な発展に本業で貢献していき
ます。

当社グループは早くから海外への事業展開を進めてき
た結果、現在、25ヵ国、100ヵ所に及ぶ海外拠点を有して
います。新中期経営計画では、これら海外での実績を活か
し、海外市場、特に成長著しいアジア新興国への事業展開
を図っていきます。
今後海外事業を展開するため右表に示すさまざまな施

策を実施していきます。市場・販売戦略では、部門横断的
な地域戦略・マーケティングを強化し、当社グループを挙
げて成長分野や非日系顧客への販路を広げていきます。
アジア新興国での例として、地域のニーズに応えるため、
カスタマイズを行った商品を展開することも検討してい
きます。
製造戦略・新規事業展開では、アジア新興国での現地生

産を拡大するとともに、国内で培ってきた環境リサイクル
事業を新たに新興国で展開していきます。
こういった諸施策の実行により、2013年度には5,100

億円の海外売上を計画しています。地域別ではアジア新
興国や米国を中心とした増販を図り、全てのセグメントで
増販を行っていきます。その中でも特に注力するのは、部
品・材料製品のアジアにおける拡販です。自動車産業やエ
レクトロニクス産業は極めて高い伸びが期待でき、この市
場をターゲットとして積極的に拡販していきます。

当社グループが保有する幅広い材料・製品・技術と、新
興国を中心としたグローバル展開の強みを活かし、複合事
業体として特徴のあるシナジーを創出することにより、当
社グループならではの価値創造を目指しています。
大きくは、既存事業と融合する領域を更に拡大強化し

ていく部分と、新たな事業領域を創出していく部分があり
ますが、これらに積極的、かつ集中的に取り組みながら、
当社独自のシナジー「マテリアル・プレミアム」を追求いた
します。

既存事業領域の分野では、特に資源事業、環境リサイク
ル事業の強化を図ります。
当社グループは資源事業では、「銅鉱山-銅製錬事業」、

「石炭鉱山-セメント事業」の価値連鎖を発揮しており、また
製錬事業とセメント事業のシナジーによる「製錬・セメント
資源化システム」や家電リサイクル事業等の環境リサイク
ル事業を幅広く展開しています。
資源事業、環境リサイクル事業は、今後の当社グループ

の成長を支える重要な事業領域であり、両事業の融合・強
化を目指して、2011年4月に「資源・リサイクル事業本部」
を新設しました。今後資源事業（天然資源）と環境リサイク
ル事業（都市鉱山）の一元化・一体運営により、長期的視点
に基づいた資源戦略を強化していきます。
また、新たな取り組みとして、家電リサイクル事業の分

野で、国内で培ってきた技術を活かし、レアアース磁石の
回収、新興国展開などを実施します。
廃棄物処理の分野では、当社独自の「製錬・セメント資源

化システム」を更に高度化し、最終処分場の再生や、高塩
素プラスチック等の処理の難しい廃棄物処理の受け入れ
拡大を図ります。こういった取り組みを推進し、資源循環
型社会の構築へ貢献していきます。

新たな事業領域を創出していく分野においては、成長戦
略の柱である海外事業に関し、事業部門が単独で行うので
はなく、部門横断的な取り組みによりシナジーを発揮し、グ
ローバル事業の新規展開をスムーズに実行していきます。
このマテリアル・プレミアムを実現するため、2011年4

月に部門横断的な海外戦略を立案する「海外事業戦略室」
を、またグローバルマーケティングを実行する「マーケティ
ング統括室」をコーポレート部門に新設しました。
今後新興国市場を中心にマーケットは拡大していきま

すが、参入するにはさまざまなリスクが存在します。そこ
で当社グループでは、海外の各拠点が保有する豊富な現
地情報や顧客情報を部門横断的に活用し、中国、ASEAN、
インド及びそれらを統括する本社の戦略立案機能や、マー
ケティング機能を強化して、効果的・効率的な増販を図り、
2013年にはアジア売上高3,700億円を目指します。

当社グループならではの価値創造
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新中期経営計画（2011～13）
Materials Premium 2013

～新たなる創造を目指して～

特  集
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当社グループの被災状況
東北や北関東地域にある当社グループの多くの事業所

が、製造設備に直接的な被害を受けたほか、建屋の天井、
壁の一部落下や配管損傷などの物的被害に加え、停電やガ
ソリン・重油等の燃料不足、断水などにより操業休止を余儀
なくされました。震災発生後の約1週間は、60の事業所が
操業休止となりましたが、幸い人的被害は軽傷者1名のみ
でした。

義援金の拠出と生活支援物資の提供
当社グループでは、被災地への復興支援として、東北地

方の自治体に対し、グループ全体として2億円の義援金を
お届けしたほか、貴金属事業部で行う「MJCジュエリーフェ
ア」の売上金の一部を義援金として拠出しています。

また、グループ全社員にも呼びかけ、被災された方々へ
の義援金とともに、グループ内で被災した社員への見舞金
を募集し、それぞれお届けしています。

更に、地震直後より、被災したグループ事業所や近隣の
住民の皆様に対して、水・食料や、粉ミルク、紙おむつなどの
生活物資の提供を行ったほか、被災地域の避難所や仮設住
宅の皆様に対してもNGOジャパン・プラットフォーム等を通
じ、現地ニーズに応じた協力を継続しています。　
詳細は 〉〉〉 P.73 をご覧ください。

復旧対応
被災した事業所に関しては、グループの総力を挙げて

対応した結果、震災発生1ヵ月後の4月上旬には、操業を休
止していた60事業所のうち、47事業所で操業を再開し、
一番被害が大きかった小名浜製錬（株）小名浜製錬所も
7月1日に復旧したことで、全事業所での操業再開が実現
しました。

操業を休止していた期間は、できるだけお客様にご迷
惑がかからないように、品質重視の姿勢を崩すことなく代
替品の手配等グループを挙げて取り組んだ結果、お客様
からは一定の評価を得ることができたものと判断してお
ります。

今後も節電対策に取り組みつつ、素材メーカーとしての
供給責任を全うしていきます。

被災地復興のための社員ボランティア活動を継続支援
当社グループでは、社員による復興のためのボランティ

ア活動支援に取り組んでいます。「震災ボランティア休暇」
を設け、必要な費用を会社が負担することで、できるだけ
多くの社員に復旧・復興に向けた取り組みにボランティ
アとして直接参加して貰うことを目的として、参加者をグ
ループ内で公募しています。被災地域のボランティアセン
ターと連携して、1回20名程度の派遣を5月末から開始し、
2011年10月までに約200名のグループ社員が参加して
います。

今後も、被災された方々の
お役にたてるよう、できる限り
の活動支援を継続したいと考
えています。
詳細は 〉〉〉 P.60 をご覧ください。

被災状況と復旧対応

被災地支援への取り組み

特に被害が大きかった事業所・グループ会社

秋田県 秋田製錬所、日本新金属（株）、三菱マテリアル電子化成（株）

岩手県 岩手工場

宮城県 細倉金属鉱業（株）

福島県 いわき製作所、小名浜製錬（株）、三菱マテリアルテクノ（株）

茨城県 中央研究所、筑波製作所

東日本大震災への対応と
復旧・復興支援に向けた取り組み
　三菱マテリアルグループは、地震発生後ただちに地震対策本部を設置し、被災状況調査・救援物資の提供、復旧支援、義援金、地域支援活動
などの諸施策を実施しました。当社グループの対応と本業を通じた復旧・復興支援をご報告します。

仙台市内で行った側溝の泥だし作業
福島県相馬郡の仮設住宅にお送りした
畳の搬入作業
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震災廃棄物の処理
被災地で大量に発生しているがれき処理が、復興に向けての大きな課題のひとつとなっています。当社グループがこれま

でに培ってきた廃棄物処理のノウハウや技術で、多面的に貢献できるよう、最大限の努力をしてまいります。

本業を通じた復興支援

4セメント工場等を利用した、木質系・
プラスチック系の廃棄物処理

青森工場 岩手工場

横瀬工場 九州工場

当社岩手工場（一関市）は、震
災当日の本震と4月の余震の2度
にわたって被災し、ひと月余り操
業休止を余儀なくされましたが、
震災翌日から近隣住民へ給水支
援を実施し、荷揚港がある大船渡
市等沿岸地域に食料や水等の支
援物資を送りました。また、10月
より地域に密着した企業として、
沿岸部等のがれき処理に協力す
べく、セメントの品質に影響しな
いよう前処理を徹底したうえで、
倒壊家屋等の木材を中心に受け
入れを継続しています。

岩手工場での取り組み事例

岩手工場

横瀬工場

九州工場

青森工場

小名浜製錬（株）

パナソニックエコ
テクノロジー関東（株）
パナソニックエコ
テクノロジー関東（株）

東日本リサイクル
システムズ（株）
東日本リサイクル
システムズ（株）

放射能汚染地域における環境修復
事業への参画・協力

資源・リサイクル事業本部

グループ各社

銅製錬所による自動車シュレッダーダ
スト・非鉄系廃棄物のリサイクル

小名浜製錬（株）

家電廃棄物の処理

東日本リサイクルシステムズ（株）

パナソニックエコテクノロジー関東（株）

家電リサイクル事業

当社グループの
新エネルギー関連事業 •太陽電池関連製品（バックシート、化合物系スパッタリング

ターゲット、シリコン単結晶引揚機）

•地熱エネルギー（２ヵ所の地熱発電所を運営、新規地点の発電事
業化検討実施中、その他複数地域で資源調査・評価中）

•リチウム二次電池関連製品（カーボンナノファイバー、Sn合
金系負極材、サーミスタセンサ）

•省エネ関連製品（熱線カット塗料、ＤＢＡ基板、半導体パワート
ランジスタ素材

•地中熱ヒートポンプ（場所特性に合わせた最適設計技術、多
くの施工実績）

♦素材・部材技術を活かした
　多彩な製品の販売・開発

♦地下資源開発技術を
　活かしたエネルギー供給

創 エネルギー

省 エネルギー

蓄 エネルギー

バックシート

カーボンナノファイバー

熱線カット塗料を使用したフィルム

〉〉〉P.58

〉〉〉P.51

〉〉〉P.52

新エネルギー分野への取り組み
東日本大震災を契機にエネルギー問題への社会的関心が高まる中、当社グループでは従来から取り組んできた新エネル

ギー関連事業で、社会からの要請に応えていきます。



三菱マテリアルグループの概要

会社概要
社 名

本社所在地

設 立

代 表 者

上 場

資 本 金

三菱マテリアル株式会社
Mitsubishi Materials Corporation

〒100ｰ8117東京都千代田区大手町1ｰ3ｰ2
1950年4月1日
取締役社長　矢尾 宏
東京証券取引所、大阪証券取引所
119,457百万円

当社グループをとりまく事業環境は、銅をはじめとする主要
金属価格が高値で推移したことに加えて、自動車や半導体関
連市場を中心とした需要の回復により、順調に推移しておりま
したが、震災により、生産活動等にも影響が生じるなど、不透明
感が強まりました。
このような状況のもと、当社グループは、2008年12月に策

定した「総合経営対策」並びにこれを徹底・深化させるため
2009年8月に策定した追加対策に基づき、事業構造改革及
び低コスト体質への転換を推進してまいりました。
一方、震災により、当社グループにおきましても、東北地方

及び関東地方に所在する事業所が被害を受けました。また、
地震による直接的な被害だけではなく、その発生直後から電
力や工業用水等が不足したこと並びに原材料及び燃料の調
達が困難となったことなどにより、事業所での生産活動等の
一部停止を余儀なくされました。なお、震災により計上した特
別損失は58億46百万円となりました。
この結果、2010年度の連結売上高は1兆3,339億円、連結

営業利益は572億円、連結経常利益は564億円、連結当期純
利益は142億円となりました。

□ 本社（東京都）
□ 横瀬工場（埼玉県）
□ セラミックス工場（埼玉県）
□ 地熱・電力事業センター（埼玉県）
□ エネルギー事業センター（埼玉県）
□ 大宮総合整備センター（埼玉県）
□ 筑波製作所（茨城県）
□ 中央研究所（茨城県）
◇ 菱光石灰工業（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアル建材（株）（東京都）
◇ 小名浜製錬（株）（東京都）
◇ 三菱伸銅（株）（東京都）
◇ 三菱電線工業（株）（東京都）
◇ MMCスーパーアロイ（株）（埼玉県）
◇ 三菱マテリアルツールズ（株）（東京都）
◇ 三菱アルミニウム（株）（東京都）
◇ ユニバーサル製缶（株）（東京都）
◇ 菱光産業（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアルテクノ（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアル不動産（株）（東京都）
◇ （株）マテリアルファイナンス（東京都）
◇ マテリアルエネルギー（株）（埼玉県）

［2011年3月末現在］ ［□ 三菱マテリアルの主な事業所　◇ 主なグループ会社］

1,229,417百万円
4,361名（連結 ： 21,762名）
95社
22社
日本経済団体連合会、経済同友会、セメント協会、
日本鉱業協会、ICMM（International Council on
Mining and Metals＝国際金属・鉱業評議会）ほか

総 資 産 額

従 業 員 数

連 結 子 会 社

持分法適用関連会社

加盟する主要団体等

加工

電子材料
エネルギー
エネルギー

セメント

財務パフォーマンス（連結）

国内ネットワーク

関　東
□ 札幌支店（北海道）

北海道

□ 青森工場（青森県）
□ 秋田製錬所（秋田県）
□ 岩手工場（岩手県）
□ 東北支店（宮城県）
□ いわき製作所（福島県）
◇ 三菱マテリアル電子化成（株）（秋田県）
◇ 細倉金属鉱業（株）（宮城県）

東　北

□ 大阪支社（大阪府）
□ 堺工場（大阪府）
□ 生野事業所（兵庫県）
□ 明石製作所（兵庫県）
□ 三田工場（兵庫県）
◇ 日本新金属（株）（大阪府）
◇ 立花金属工業（株）（大阪府）

加工
電子材料

銅
銅

近畿・中国

□ 直島製錬所（香川県） 銅

四　国

□ 九州支店（福岡県）
□ 東谷鉱山（福岡県）
□ 九州工場（福岡県）

セメント
セメント

九　州

銅
セメント

セメント

加工

□ 名古屋支店（愛知県）
□ 岐阜製作所（岐阜県）
□ 四日市工場（三重県）
◇ 三菱マテリアルシーエムアイ（株）（静岡県）
◇ （株）ダイヤメット（新潟県）

中　部

加工
電子材料

グローバルネットワーク ※ここに掲載したものは、三菱マテリアルグループの海外展開の一例です。

南米

北米東アジア

東南アジア

オセアニア

■ 加工事業
MMCハルトメタル社（ドイツ）
スペイン三菱マテリアル社（スペイン）
MMCハードメタルロシア社（ロシア）
MMCハードメタルポーランド社（ポーランド）

オランダ・イギリス・ドイツ・フランス
スペイン・イタリア・ロシア・ポーランド

■ 銅事業
インドネシア・カパー・スメルティング社（インドネシア）
■ 加工事業
MMCツールズ・タイランド社（タイ）
東富士インドネシア社（インドネシア）
MMCハードメタルインド社（インド）
■ 電子材料事業
MMCエレクトロニクスタイランド社（タイ）
MMCエレクトロニクスマレーシア社（マレーシア）

タイ・マレーシア・シンガポール
インドネシア・インド

■ セメント事業
烟台三菱水泥有限公司（中国）
■ 加工事業
天津天菱超硬工具有限公司（中国）
■ 電子材料事業
MMCエレクトロニクス香港社（中国）
菱慶材料（上海）貿易有限公司（中国）
MMCエレクトロニクス韓国社（韓国）
■ コーポレート
三菱綜合材料管理（上海）有限公司（中国）

中国・台湾・韓国

■ セメント事業
豪州三菱マテリアル社（オーストラリア）

オーストラリア

■ 加工事業
MMCメタル・ド・ブラジル社（ブラジル）

チリ・ブラジル

■ セメント事業
米国三菱セメント開発社（アメリカ）
米国三菱セメント社（アメリカ）
■ 加工事業
米国三菱マテリアル社（アメリカ）
■ 電子材料事業
米国三菱ポリシリコン社（アメリカ）

カナダ・アメリカ・メキシコ

海外進出先
国・地域数

25

ヨーロッパ

06 07 08 09 ［年度］

［10億円］

10

1,333.9

売上高

0
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1,000
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2,000

06 07 08 09 ［年度］

［10億円］

10

営業利益

0
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120

06 07 08 09 ［年度］

［10億円］

10

402.8

純資産セグメント別売上高比率※1

0

150
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06 07 08 09 ［年度］

［10億円］

10

1,837.4

総資産

0

500

1,000

1,500

2,000

06 07 08 09 ［年度］

［10億円］ ［10億円］

10 06 07 08 09 ［年度］10

14.2

経常利益 当期純利益

0
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－20
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140

0

40
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－40

80

総売上高 銅事業
43.7％

セメント事業
11.3％

その他の事業
21.9％

アルミ事業
10.0％

加工事業
8.8％

電子材料事業
4.3％

※1  売上高比率は、セグメント間の内部売上高を除いた売上高を基に算出しています。

地域別売上高
構成比

日本
64.2％

その他の地域
 1.0％

欧州
4.6％

アジア
25.5％

米国
4.7％

57.2 56.4
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三菱マテリアルグループの概要

会社概要
社 名

本社所在地

設 立

代 表 者

上 場

資 本 金

三菱マテリアル株式会社
Mitsubishi Materials Corporation

〒100ｰ8117東京都千代田区大手町1ｰ3ｰ2
1950年4月1日
取締役社長　矢尾 宏
東京証券取引所、大阪証券取引所
119,457百万円

当社グループをとりまく事業環境は、銅をはじめとする主要
金属価格が高値で推移したことに加えて、自動車や半導体関
連市場を中心とした需要の回復により、順調に推移しておりま
したが、震災により、生産活動等にも影響が生じるなど、不透明
感が強まりました。
このような状況のもと、当社グループは、2008年12月に策

定した「総合経営対策」並びにこれを徹底・深化させるため
2009年8月に策定した追加対策に基づき、事業構造改革及
び低コスト体質への転換を推進してまいりました。
一方、震災により、当社グループにおきましても、東北地方

及び関東地方に所在する事業所が被害を受けました。また、
地震による直接的な被害だけではなく、その発生直後から電
力や工業用水等が不足したこと並びに原材料及び燃料の調
達が困難となったことなどにより、事業所での生産活動等の
一部停止を余儀なくされました。なお、震災により計上した特
別損失は58億46百万円となりました。
この結果、2010年度の連結売上高は1兆3,339億円、連結

営業利益は572億円、連結経常利益は564億円、連結当期純
利益は142億円となりました。

□ 本社（東京都）
□ 横瀬工場（埼玉県）
□ セラミックス工場（埼玉県）
□ 地熱・電力事業センター（埼玉県）
□ エネルギー事業センター（埼玉県）
□ 大宮総合整備センター（埼玉県）
□ 筑波製作所（茨城県）
□ 中央研究所（茨城県）
◇ 菱光石灰工業（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアル建材（株）（東京都）
◇ 小名浜製錬（株）（東京都）
◇ 三菱伸銅（株）（東京都）
◇ 三菱電線工業（株）（東京都）
◇ MMCスーパーアロイ（株）（埼玉県）
◇ 三菱マテリアルツールズ（株）（東京都）
◇ 三菱アルミニウム（株）（東京都）
◇ ユニバーサル製缶（株）（東京都）
◇ 菱光産業（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアルテクノ（株）（東京都）
◇ 三菱マテリアル不動産（株）（東京都）
◇ （株）マテリアルファイナンス（東京都）
◇ マテリアルエネルギー（株）（埼玉県）

［2011年3月末現在］ ［□ 三菱マテリアルの主な事業所　◇ 主なグループ会社］

1,229,417百万円
4,361名（連結 ： 21,762名）
95社
22社
日本経済団体連合会、経済同友会、セメント協会、
日本鉱業協会、ICMM（International Council on
Mining and Metals＝国際金属・鉱業評議会）ほか

総 資 産 額

従 業 員 数

連 結 子 会 社

持分法適用関連会社

加盟する主要団体等

加工

電子材料
エネルギー
エネルギー

セメント

財務パフォーマンス（連結）

国内ネットワーク

関　東
□ 札幌支店（北海道）

北海道

□ 青森工場（青森県）
□ 秋田製錬所（秋田県）
□ 岩手工場（岩手県）
□ 東北支店（宮城県）
□ いわき製作所（福島県）
◇ 三菱マテリアル電子化成（株）（秋田県）
◇ 細倉金属鉱業（株）（宮城県）

東　北

□ 大阪支社（大阪府）
□ 堺工場（大阪府）
□ 生野事業所（兵庫県）
□ 明石製作所（兵庫県）
□ 三田工場（兵庫県）
◇ 日本新金属（株）（大阪府）
◇ 立花金属工業（株）（大阪府）

加工
電子材料

銅
銅

近畿・中国

□ 直島製錬所（香川県） 銅

四　国

□ 九州支店（福岡県）
□ 東谷鉱山（福岡県）
□ 九州工場（福岡県）

セメント
セメント

九　州

銅
セメント

セメント

加工

□ 名古屋支店（愛知県）
□ 岐阜製作所（岐阜県）
□ 四日市工場（三重県）
◇ 三菱マテリアルシーエムアイ（株）（静岡県）
◇ （株）ダイヤメット（新潟県）

中　部

加工
電子材料

グローバルネットワーク ※ここに掲載したものは、三菱マテリアルグループの海外展開の一例です。

南米

北米東アジア

東南アジア

オセアニア

■ 加工事業
MMCハルトメタル社（ドイツ）
スペイン三菱マテリアル社（スペイン）
MMCハードメタルロシア社（ロシア）
MMCハードメタルポーランド社（ポーランド）

オランダ・イギリス・ドイツ・フランス
スペイン・イタリア・ロシア・ポーランド

■ 銅事業
インドネシア・カパー・スメルティング社（インドネシア）
■ 加工事業
MMCツールズ・タイランド社（タイ）
東富士インドネシア社（インドネシア）
MMCハードメタルインド社（インド）
■ 電子材料事業
MMCエレクトロニクスタイランド社（タイ）
MMCエレクトロニクスマレーシア社（マレーシア）

タイ・マレーシア・シンガポール
インドネシア・インド

■ セメント事業
烟台三菱水泥有限公司（中国）
■ 加工事業
天津天菱超硬工具有限公司（中国）
■ 電子材料事業
MMCエレクトロニクス香港社（中国）
菱慶材料（上海）貿易有限公司（中国）
MMCエレクトロニクス韓国社（韓国）
■ コーポレート
三菱綜合材料管理（上海）有限公司（中国）

中国・台湾・韓国

■ セメント事業
豪州三菱マテリアル社（オーストラリア）

オーストラリア

■ 加工事業
MMCメタル・ド・ブラジル社（ブラジル）

チリ・ブラジル

■ セメント事業
米国三菱セメント開発社（アメリカ）
米国三菱セメント社（アメリカ）
■ 加工事業
米国三菱マテリアル社（アメリカ）
■ 電子材料事業
米国三菱ポリシリコン社（アメリカ）

カナダ・アメリカ・メキシコ

海外進出先
国・地域数

25

ヨーロッパ

06 07 08 09 ［年度］

［10億円］

10

1,333.9

売上高
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純資産セグメント別売上高比率※1
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総売上高 銅事業
43.7％

セメント事業
11.3％

その他の事業
21.9％

アルミ事業
10.0％

加工事業
8.8％

電子材料事業
4.3％

※1  売上高比率は、セグメント間の内部売上高を除いた売上高を基に算出しています。

地域別売上高
構成比

日本
64.2％

その他の地域
 1.0％

欧州
4.6％

アジア
25.5％

米国
4.7％

57.2 56.4
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九州工場九州工場 直島製錬所直島製錬所

セメント事業
4コア事業 1

銅 事 業
4コア事業 2

セメント事業カンパニー
プレジデント

藤井 敏道

銅事業カンパニー
プレジデント

加藤  敏則

三菱マテリアルグループの事業概要
当社グループは、セメント・非鉄金属等の基礎素材の提供から、金属加工・アルミ缶製造、半導体関連・電子製品、
エネルギー・環境ビジネス等を主な事業としています。
私たちは、これらのさまざまな事業活動を通して、人と社会と地球のために貢献します。

セメントは、高層ビルや道路、空港、橋梁等の
社会インフラの整備に欠かせない基礎素材で
あり、社会の発展に大きく寄与している重要な
素材です。当社グループのセメント事業では、
原料である石灰石の長期確保から、各種セメン
トの製造・販売、生コンクリート、セメント二次製
品、建材までを取り扱い、国内のみならず環太
平洋地域へグローバルに製品・サービスを提供
しています。

近年では、高い熱効率と生産性を発揮する生
産システムの導入や、従来にない高強度が得ら
れる「ハイパフォーマンスセメント」の開発等に
より、業界屈指の地位を築いています。
また、超高温の焼成プロセスを持つセメント

製造工場を活用して一般社会で処理に困る多
種・大量の廃棄物のリサイクルを進め、二次廃
棄物を一切発生させないという特性を活かし、
社会システムの静脈部分を担うことで循環型社
会の構築に貢献しています。

熱伝導性と加工性に優れた銅は、電線をはじ
めエアコン用銅管、建築部材、電気・電子部品、自
動車部品等、さまざまな用途に使われる、私たち
の生活に不可欠な金属です。
近年は、エレクトロニクス分野において特殊な

銅合金の用途が拡大しています。当社は、電気伝
導率を極限まで高める「無酸素銅及び銅合金」の
量産化技術を強みとし、世界一のシェアを持つ無
酸素銅製造メーカーとして知られています。
世界市場が拡大している現在、原料確保のた

めに海外銅鉱山を開発し、銅鉱石を長期安定調
達できる体制を築いています。また、「三菱連続
製銅法」を用いた高効率・無公害型の製造技術を
国内外の製錬所に導入し、原料確保から製錬、圧
延・加工まで統合したグローバル展開を図ってい
ます。
独自の製錬技術を活用して、直島エコタウン

事業等、循環型社会を支えるリサイクル事業に
も積極的に取り組んでいます。

九州工場黒崎地区において、2012年4月より都市ご
み焼却灰のセメント資源化事業を開始します。
新たに設置するセメント資源化施設では、都市ごみ焼

却灰から異物除去、金属類を回収した後、水洗浄によっ
て脱塩処理を施し、洗浄後の焼却灰は、通常のセメント
原料と同様にセメント資源化し、洗浄排水は必要な措置
を施して、北九州市皇后崎浄化センターで処理します。
都市ごみ焼却灰をセメント資源化することで、これ

までの埋立処分から資源リサイクルへ切り替わり、最
終処分場の延命と循環型社会の構築に貢献していき
ます。

都市ごみ焼却灰のセメント資源化事業復興資材としての
セメントの供給に全力を尽くす

このたびの東日本大震災によって当社の岩手工場
や太平洋側の物流施設も被害を被りましたが、被災し
た地域では中長期的に復興資材としてのセメントの需
要が高まると考えられることから、セメントの安定供給
に全力を尽くしたいと考えています。
また、震災廃棄物をセメント工場でリサイクルする

ためには、事前分別と塩分除去が必須となりますの
で、関係先と協議しながら受け入れのための仕組みづ
くりを進めてまいります。電力の供給不足に対しては、
岩手工場にある休止中の自家発電設備を稼働させる
とともに、新たな発電設備を設置することによって、工
場の操業に必要な電力を賄う一方、電力会社に余剰
電力を供給することとしています。

Topics Topics

当社が100%出資子会社を通じて25%の権益を保
有するカッパーマウンテン銅鉱山(カナダ国ブリティッ
シュコロンビア州)再開発プロジェクトの建設工事が
2011年6月に完了し、操業を開始しました。これにより
年間15万tの銅精鉱を17年間にわたって安定的に確
保することができます。

カッパーマウンテン(旧称・シミルコ)
銅鉱山の操業状況について

Close Up
● 銅ボール
プリント基板の銅めっき用原

料として使用される銅ボール
は、当社独自の量産プロセスで
製造され、国内外でその品質は
高く評価されており、トップシェ
アを維持しています。

Close Up
● シリカフュームセメントシリーズ
大都市のビルの高層化時代に対応したシリカフュームセメン

トと、シリカフュームセメントスーパーは、超高強度コンクリート
用セメントとして高い施工性と強
度発現性をを有するセメントで
す。ナイスショットセメントは、吹付
コンクリート用セメントとして、低
発塵、低リバウンド及び強度発現
性を有するセメントです。

今後の課題

鉱山・製錬・銅加工を柱に、
更なる成長を目指す

銅事業カンパニーは、鉱山開発投資、製錬、銅加工
の3事業を柱に、川上から川下に至る価値連鎖の強化
により更なる成長を目指しています。
世界経済が不安定になる中、銅精鉱の市況も依然

として不透明な状況にありますが、当社はカナダをは
じめとして銅鉱山の権益を確保し、安定的な調達を
図っており、探鉱案件及び新規開発案件の着実な推進
により自山鉱比率の向上を進めています。
また、製錬事業では、リサイクル事業を拡大すること

によりコスト競争力を高め、銅加工事業では、伸銅･電
線の連携強化により成長分野での収益拡大を図るこ
ととしています。更に海外では、インドネシア･カパー･

スメルティング社を拠点とし
て、東南アジアを中心とした新
興国市場の開拓を強化したい
と考えています。

今後の課題

43.7%
売上高比率

11.3%
売上高比率

〉〉〉P.34

電子顕微鏡写真

〉〉〉P.34
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九州工場九州工場 直島製錬所直島製錬所

セメント事業
4コア事業 1

銅 事 業
4コア事業 2

セメント事業カンパニー
プレジデント

藤井 敏道

銅事業カンパニー
プレジデント

加藤  敏則

三菱マテリアルグループの事業概要
当社グループは、セメント・非鉄金属等の基礎素材の提供から、金属加工・アルミ缶製造、半導体関連・電子製品、
エネルギー・環境ビジネス等を主な事業としています。
私たちは、これらのさまざまな事業活動を通して、人と社会と地球のために貢献します。

セメントは、高層ビルや道路、空港、橋梁等の
社会インフラの整備に欠かせない基礎素材で
あり、社会の発展に大きく寄与している重要な
素材です。当社グループのセメント事業では、
原料である石灰石の長期確保から、各種セメン
トの製造・販売、生コンクリート、セメント二次製
品、建材までを取り扱い、国内のみならず環太
平洋地域へグローバルに製品・サービスを提供
しています。

近年では、高い熱効率と生産性を発揮する生
産システムの導入や、従来にない高強度が得ら
れる「ハイパフォーマンスセメント」の開発等に
より、業界屈指の地位を築いています。
また、超高温の焼成プロセスを持つセメント

製造工場を活用して一般社会で処理に困る多
種・大量の廃棄物のリサイクルを進め、二次廃
棄物を一切発生させないという特性を活かし、
社会システムの静脈部分を担うことで循環型社
会の構築に貢献しています。

熱伝導性と加工性に優れた銅は、電線をはじ
めエアコン用銅管、建築部材、電気・電子部品、自
動車部品等、さまざまな用途に使われる、私たち
の生活に不可欠な金属です。
近年は、エレクトロニクス分野において特殊な

銅合金の用途が拡大しています。当社は、電気伝
導率を極限まで高める「無酸素銅及び銅合金」の
量産化技術を強みとし、世界一のシェアを持つ無
酸素銅製造メーカーとして知られています。
世界市場が拡大している現在、原料確保のた

めに海外銅鉱山を開発し、銅鉱石を長期安定調
達できる体制を築いています。また、「三菱連続
製銅法」を用いた高効率・無公害型の製造技術を
国内外の製錬所に導入し、原料確保から製錬、圧
延・加工まで統合したグローバル展開を図ってい
ます。
独自の製錬技術を活用して、直島エコタウン

事業等、循環型社会を支えるリサイクル事業に
も積極的に取り組んでいます。

九州工場黒崎地区において、2012年4月より都市ご
み焼却灰のセメント資源化事業を開始します。
新たに設置するセメント資源化施設では、都市ごみ焼

却灰から異物除去、金属類を回収した後、水洗浄によっ
て脱塩処理を施し、洗浄後の焼却灰は、通常のセメント
原料と同様にセメント資源化し、洗浄排水は必要な措置
を施して、北九州市皇后崎浄化センターで処理します。
都市ごみ焼却灰をセメント資源化することで、これ

までの埋立処分から資源リサイクルへ切り替わり、最
終処分場の延命と循環型社会の構築に貢献していき
ます。

都市ごみ焼却灰のセメント資源化事業復興資材としての
セメントの供給に全力を尽くす

このたびの東日本大震災によって当社の岩手工場
や太平洋側の物流施設も被害を被りましたが、被災し
た地域では中長期的に復興資材としてのセメントの需
要が高まると考えられることから、セメントの安定供給
に全力を尽くしたいと考えています。
また、震災廃棄物をセメント工場でリサイクルする

ためには、事前分別と塩分除去が必須となりますの
で、関係先と協議しながら受け入れのための仕組みづ
くりを進めてまいります。電力の供給不足に対しては、
岩手工場にある休止中の自家発電設備を稼働させる
とともに、新たな発電設備を設置することによって、工
場の操業に必要な電力を賄う一方、電力会社に余剰
電力を供給することとしています。

Topics Topics

当社が100%出資子会社を通じて25%の権益を保
有するカッパーマウンテン銅鉱山(カナダ国ブリティッ
シュコロンビア州)再開発プロジェクトの建設工事が
2011年6月に完了し、操業を開始しました。これにより
年間15万tの銅精鉱を17年間にわたって安定的に確
保することができます。

カッパーマウンテン(旧称・シミルコ)
銅鉱山の操業状況について

Close Up
● 銅ボール
プリント基板の銅めっき用原

料として使用される銅ボール
は、当社独自の量産プロセスで
製造され、国内外でその品質は
高く評価されており、トップシェ
アを維持しています。

Close Up
● シリカフュームセメントシリーズ
大都市のビルの高層化時代に対応したシリカフュームセメン

トと、シリカフュームセメントスーパーは、超高強度コンクリート
用セメントとして高い施工性と強
度発現性をを有するセメントで
す。ナイスショットセメントは、吹付
コンクリート用セメントとして、低
発塵、低リバウンド及び強度発現
性を有するセメントです。

今後の課題

鉱山・製錬・銅加工を柱に、
更なる成長を目指す

銅事業カンパニーは、鉱山開発投資、製錬、銅加工
の3事業を柱に、川上から川下に至る価値連鎖の強化
により更なる成長を目指しています。
世界経済が不安定になる中、銅精鉱の市況も依然

として不透明な状況にありますが、当社はカナダをは
じめとして銅鉱山の権益を確保し、安定的な調達を
図っており、探鉱案件及び新規開発案件の着実な推進
により自山鉱比率の向上を進めています。
また、製錬事業では、リサイクル事業を拡大すること

によりコスト競争力を高め、銅加工事業では、伸銅･電
線の連携強化により成長分野での収益拡大を図るこ
ととしています。更に海外では、インドネシア･カパー･

スメルティング社を拠点とし
て、東南アジアを中心とした新
興国市場の開拓を強化したい
と考えています。

今後の課題

43.7%
売上高比率

11.3%
売上高比率

〉〉〉P.34

電子顕微鏡写真

〉〉〉P.34
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加工事業
4コア事業 3

電子材料事業
4コア事業 4

加工事業カンパニー
プレジデント

村井  俊一
電子材料事業カンパニー
プレジデント

内山  直樹

三菱マテリアルグループの事業概要

加工事業では、さまざまな金属部品の加工に不可欠な
超硬工具をはじめ、超精密加工工具、過酷な環境で使用さ
れる耐熱・耐食材料部材を世界中のお客様に提供してお
り、「ものづくりを支えるバリューサプライヤー」として、常
に付加価値の高い製品の提供を目指しています。また、近
年注目されるレアメタルのひとつであるタングステンのリ
サイクルに取り組み、使用済み超硬工具等の回収にも注力
しています。

あらゆる産業における切削、穴あけ等、機械加工に使用され
る工具を供給しています。

航空機、ロケット、ガスタービンに使用される耐熱性に優れ
た部品、自動車等に使用される高精度焼結部品・モーターを供
給しています。

電子部品・半導体等の超精密切断・超平坦加工に使用される
精密加工工具を供給しています。

①超硬工具 

②高機能製品

③ダイヤモンド工具

半導体の基礎部材や周辺材料、電子部
品、また省エネ製品まで、当社の電子材
料事業は時代のニーズに応じた特徴のあ
る高信頼性製品の供給を通して、エレクト
ロニクス技術の高度化を支えています。
当社グループの多結晶シリコンは世界

屈指の精製技術により高純度“イレブン
ナイン（99.999999999%）”品質を実現
しています。
また、精密実装材料、スパッタリング

ターゲットなど、高度情報化社会の発展
に対して最先端の機能を有した製品を供
給しています。成長著しい新興国市場に
対しては、省エネ型家電製品のインバー
タ電源向け電子部品等の製造・販売を展
開しているほか、エコカー関連の回路付
絶縁基板や高機能化成品など、確かな技
術開発力に基づいた高機能・高品質な製
品を供給しています。

四日市工場新プラント四日市工場新プラント

2010年9月、超硬工具販売効率の向上と主要マー
ケットであるタイ及び東南アジア域内の有望市場拡販
体制構築を目的としてタイに超硬工具販売会社を設立
しました。

部品製造を含む自動車産業の集積が加速し、東南ア
ジア地域での自動車
生産の中核国となっ
ているタイにおいて
は、ますます超硬工
具の需要拡大が見込
まれます。

タイに超硬工具販売会社を設立世界中のものづくりを支える
バリューサプライヤーを目指して

自動車や航空機にとって、最先端の材料や技術は、安
全で快適な走行・飛行を支える生命線です。当社は長
年の技術蓄積と高い信頼性に裏打ちされた各種部材と
ともにこれらを加工する超硬工具を安定的に供給する
ことで、お客様のサプライチェーンの中でお役に立てる
ことに、喜びとプライドを感じています。
また、近年は超硬工具の原料であるタングステンの

りサイクルに力を入れておリ、これら循環型技術を含め
た当社の強みに磨きをかけ、現場力の向上を図ること
で“ものづくり”の原点から社会を支えたいと考えてい
ます。

Topics Topics

2010年8月に四日市工場の新プラントが稼働を開始しまし
た。これにより、半導体向け多結晶シリコンの年間生産能力が
1,800tから2,800tへと増強され、米国三菱ポリシリコン社の
1,500tと合わせて、グループ合計で4,300tの生産能力を有す
ることになりました。今後の半導体用シリコンウェーハを中心と
したシリコン製品の需要拡大に確実に対応していきます。

世界屈指の多結晶シリコンサプライヤーへ

Close Up
● 太陽電池関連材料など各種代替・省エネ製品
低コストで薄型タイプとして注目されている化合物系太陽電池向け

に薄膜形成用ターゲット材を供給しています。
また省エネ型エアコン、冷蔵庫向けのサージアブソーバやサーミスタ

センサが新興国を中心に急速に需要が伸びているほか、太陽光の熱線
をカットする熱線カット塗料については、車のフロントガラスやビルの窓
ガラスに用いることにより、エアコン使用抑制対策に効果が大きいとし
て注目を集めています。

Close Up
● MQSドリル
「MQS」は、鋼/鋳鉄用の新しいドリル
です。最新のコーティングとクーラント穴
形状を採用し、特に環境負荷低減に有効
なMQL加工では、工具寿命の飛躍的な
向上と、優れた加工穴精度を維持するこ
とが可能です。

今後の課題

エレクトロニクス技術の革新的発展
を支える高度な製品を供給

最先端の技術でエレクトロニクス社会の進歩を
支えること、これが当カンパニーの責務であると認
識しています。
例えば、多結晶シリコンの高純度イレブンナイン

品質はユーザーから高い信頼を得ています。また、
スマートフォンやタブレットPCといったデジタル家
電のコア技術には各種高機能材料が多く採用され
ています。一方で、省エネ化のニーズに対しても、
ハイブリッドカー、太陽電池、家電製品用電子部品
など各種製品を供給しています。
当カンパニーは、非鉄金属・セメント技術をルー

ツとし、電子材料の分野で付加価値を高めた製品
開発を行ってきました。技術革新の根幹には高い
技術力に裏打ちされた信頼性のある部品・材料が

不可欠です。これからも日々
技術開発に取り組み、時代
の要請に応える優れた製品
を供給してまいります。

今後の課題

8.8%
売上高比率

薄膜太陽電池用ターゲット

超硬インサート

熱線カット塗料を使用したフィルムサーミスタセンサ

4.3%
売上高比率
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加工事業
4コア事業 3

電子材料事業
4コア事業 4

加工事業カンパニー
プレジデント

村井  俊一
電子材料事業カンパニー
プレジデント

内山  直樹

三菱マテリアルグループの事業概要

加工事業では、さまざまな金属部品の加工に不可欠な
超硬工具をはじめ、超精密加工工具、過酷な環境で使用さ
れる耐熱・耐食材料部材を世界中のお客様に提供してお
り、「ものづくりを支えるバリューサプライヤー」として、常
に付加価値の高い製品の提供を目指しています。また、近
年注目されるレアメタルのひとつであるタングステンのリ
サイクルに取り組み、使用済み超硬工具等の回収にも注力
しています。

あらゆる産業における切削、穴あけ等、機械加工に使用され
る工具を供給しています。

航空機、ロケット、ガスタービンに使用される耐熱性に優れ
た部品、自動車等に使用される高精度焼結部品・モーターを供
給しています。

電子部品・半導体等の超精密切断・超平坦加工に使用される
精密加工工具を供給しています。

①超硬工具 

②高機能製品

③ダイヤモンド工具

半導体の基礎部材や周辺材料、電子部
品、また省エネ製品まで、当社の電子材
料事業は時代のニーズに応じた特徴のあ
る高信頼性製品の供給を通して、エレクト
ロニクス技術の高度化を支えています。
当社グループの多結晶シリコンは世界

屈指の精製技術により高純度“イレブン
ナイン（99.999999999%）”品質を実現
しています。
また、精密実装材料、スパッタリング

ターゲットなど、高度情報化社会の発展
に対して最先端の機能を有した製品を供
給しています。成長著しい新興国市場に
対しては、省エネ型家電製品のインバー
タ電源向け電子部品等の製造・販売を展
開しているほか、エコカー関連の回路付
絶縁基板や高機能化成品など、確かな技
術開発力に基づいた高機能・高品質な製
品を供給しています。

四日市工場新プラント四日市工場新プラント

2010年9月、超硬工具販売効率の向上と主要マー
ケットであるタイ及び東南アジア域内の有望市場拡販
体制構築を目的としてタイに超硬工具販売会社を設立
しました。

部品製造を含む自動車産業の集積が加速し、東南ア
ジア地域での自動車
生産の中核国となっ
ているタイにおいて
は、ますます超硬工
具の需要拡大が見込
まれます。

タイに超硬工具販売会社を設立世界中のものづくりを支える
バリューサプライヤーを目指して

自動車や航空機にとって、最先端の材料や技術は、安
全で快適な走行・飛行を支える生命線です。当社は長
年の技術蓄積と高い信頼性に裏打ちされた各種部材と
ともにこれらを加工する超硬工具を安定的に供給する
ことで、お客様のサプライチェーンの中でお役に立てる
ことに、喜びとプライドを感じています。
また、近年は超硬工具の原料であるタングステンの

りサイクルに力を入れておリ、これら循環型技術を含め
た当社の強みに磨きをかけ、現場力の向上を図ること
で“ものづくり”の原点から社会を支えたいと考えてい
ます。

Topics Topics

2010年8月に四日市工場の新プラントが稼働を開始しまし
た。これにより、半導体向け多結晶シリコンの年間生産能力が
1,800tから2,800tへと増強され、米国三菱ポリシリコン社の
1,500tと合わせて、グループ合計で4,300tの生産能力を有す
ることになりました。今後の半導体用シリコンウェーハを中心と
したシリコン製品の需要拡大に確実に対応していきます。

世界屈指の多結晶シリコンサプライヤーへ

Close Up
● 太陽電池関連材料など各種代替・省エネ製品
低コストで薄型タイプとして注目されている化合物系太陽電池向け

に薄膜形成用ターゲット材を供給しています。
また省エネ型エアコン、冷蔵庫向けのサージアブソーバやサーミスタ

センサが新興国を中心に急速に需要が伸びているほか、太陽光の熱線
をカットする熱線カット塗料については、車のフロントガラスやビルの窓
ガラスに用いることにより、エアコン使用抑制対策に効果が大きいとし
て注目を集めています。

Close Up
● MQSドリル
「MQS」は、鋼/鋳鉄用の新しいドリル
です。最新のコーティングとクーラント穴
形状を採用し、特に環境負荷低減に有効
なMQL加工では、工具寿命の飛躍的な
向上と、優れた加工穴精度を維持するこ
とが可能です。

今後の課題

エレクトロニクス技術の革新的発展
を支える高度な製品を供給

最先端の技術でエレクトロニクス社会の進歩を
支えること、これが当カンパニーの責務であると認
識しています。
例えば、多結晶シリコンの高純度イレブンナイン

品質はユーザーから高い信頼を得ています。また、
スマートフォンやタブレットPCといったデジタル家
電のコア技術には各種高機能材料が多く採用され
ています。一方で、省エネ化のニーズに対しても、
ハイブリッドカー、太陽電池、家電製品用電子部品
など各種製品を供給しています。
当カンパニーは、非鉄金属・セメント技術をルー

ツとし、電子材料の分野で付加価値を高めた製品
開発を行ってきました。技術革新の根幹には高い
技術力に裏打ちされた信頼性のある部品・材料が

不可欠です。これからも日々
技術開発に取り組み、時代
の要請に応える優れた製品
を供給してまいります。

今後の課題

8.8%
売上高比率

薄膜太陽電池用ターゲット

超硬インサート

熱線カット塗料を使用したフィルムサーミスタセンサ

4.3%
売上高比率
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資源・リサイクル
事業

アルミ事業

関連事業

貴金属事業

資源事業、エネルギー事業、環境リサイクル事
業を3つの柱として、資源・リサイクル事業の一元
的・一体的運営を行っています。エネルギーを含
む天然地下資源とリサイクル資源（都市鉱山）の
融合により、循環型社会構築に貢献するとともに、
銅・セメントなど当社事業全体への貢献も大きな
使命としています。

銅、石炭等当社コア事業の原燃料である「鉱物
資源」に関する探査、開発及び鉱業権や投資先鉱
山の管理等を行い、資源の安定確保とともに収益
の向上を目指し、長期的視点での事業運営を行っ
ています。

燃焼後の灰分が少ない「環境にやさしい石炭」の
販売、再生可能エネルギーとして注目されている
地熱・水力発電、使用済み燃料の再処理、放射性廃
棄物処理などの原子燃料サイクル分野での業務等
を行っています。

家電メーカーと共同で家電リサイクル5社6工場
を設立・運営しているほか、当社独自の製錬・セメン
ト資源化システム活用に向けた連携や、更なる都市
鉱山、都市油田からの資源リサイクルに取り組んで
います。

アルミ圧延及び製缶事業をグループ内で垂直
展開できる強みを持っています。使用済み飲料用
アルミ缶（UBC）の一貫リサイクルを日本で唯一行
い、環境負荷低減と資源循環型社会の構築に貢献
しています。また、圧延事業は海外3ヵ国にも生産
拠点を持ち、グローバル供給に対応しています。

三菱アルミニウム（株）グループが製造し、アルミ
缶、自動車、電子部品、エアコン、太陽電池部品、日用
品等、多様な用途に使用されています。
０
ユニバーサル製缶（株）が製造し、多くの飲料メー

カーに飲料用アルミ缶を提供しています。また、アル
ミボトル缶やエンボス缶等のユニークな製品を開発
し高い評価を得ています。

使用済み飲料用アルミ缶（UBC）を回収し再びア
ルミ缶に再生利用するCAN TO CANリサイクル
を上記2社を中心にグループ内で一貫して行ってい
ます。

関連事業には、当社事業を
サポートするエンジニアリン
グ会社や商社があり、これら
の会社は長年培ったノウハウ
によりグループ外へも幅広く
事業を展開しています。
また、地質コンサルタント、

製塩、石炭採掘、観光坑道、ゴ
ルフ場、自動車教習所等の事
業を行うグループ各社は、そ
れぞれ積極的な事業展開を図
るとともに、過去の鉱山跡地
等を活用することにより、地域
社会へ貢献を続けています。

貴金属事業では、個人向けにさまざまな貴金属
製品や宝飾品を販売したり、実需家と貴金属地金
の取引を行っています。当社グループにおいては
数少ない一般消費者と接点を持つ事業であるた
め、顧客満足（CS）の視点を重視し、良質な商品・
サービスを提供することを理念としています。貴
金属地金事業をはじめ、“MJC”ブランドによる宝
飾品事業、C&C（貴金属カード・粘土）事業といった
幅広い領域でビジネスを展開しています。

金は実物資産として保有されるとともに、工業分
野で欠かせない私たちに身近な金属です。当社は
100年以上の歴史をもつ「三菱の金」で、数多くの投
資家や実需家のお客様にご愛顧いただいています。

当社のジュエリーブランド“MJC”は、リーズナブルな価
格でかつ高品質であることを強みに、通信販売やジュエリー
フェアにおいて日本最大級の事業規模に成長しています。

純金名刺で有名になった「純金カード」、手軽に貴金属を造
形できる「貴金属粘土」で、世界に貴金属文化を広めます。

三菱マテリアルグループの事業概要

資源・リサイクル事業
事業本部長

半沢  正利

多様な資源事業と
リサイクル事業の融合

当社は明治初期に資源（鉱山）会社と
してスタートし、徐々に川下分野への転
換を図り、現在は総合材料メーカーと
なっています。一方、近年では資源ナ
ショナリズム、資源寡占化が極端に進
行し、原燃料の確保及び安定供給体制
を構築することが、持続的な成長のた
めに必須となっています。このような状
況下、各事業部門に分散していた資源
人財を集約し、更には、リサイクル資源
と天然資源の統合、エネルギー事業の
多様な地下技術（地熱、廃棄物地下処
分など）の融合も図り、資源事業を更に
強化するため、資源・リサイクル事業本
部が2011年4月1日に発足しました。
当事業本部は、持続可能な循環型社会
構築に貢献することにより、「人と社会
と地球のために」という当社理念を体
現する組織であることを誇りとして邁
進していきます。

今後の課題

①資源事業

②エネルギー事業

③環境リサイクル事業

地熱発電所

家電リサイクル

石炭供給

貴金属事業
事業部長

寺下  聡

一人ひとりの“CSマインド”で、
社会からの信頼に一層応えます

貴金属事業部は、長い歴史を有す
る当社の産金事業の販売部門として
事業を展開してまいりました。その使
命とは、産金会社として社会からの
信頼に応え、顧客満足（Customer 
Satisfaction）の視点を重視し、良質
な商品・サービスを提供していくこと
だと考えています。
CSの基本である“What can I do 

for you?”のマインドを私たちの強み
とし、日々の研鑽により蓄積された知
的経営資源を成長ドライバーとして、
永続的な事業発展を目指し、お客様
の信頼に一層お応えするよう努めて
まいります。

今後の課題

①貴金属地金事業 

②ジュエリー事業

③C&C事業

純金積立・プラチナ積立
「マイ・ゴールドプラン」

DIAMOND BAR

純金カード

アルミ事業
事業室長

安井  義一

アルミニウムの可能性を求めて
　アルミニウムは約200年前に発見された
比較的新しい金属です。その後アルミニウ
ムの持つ軽量性、強靭性、クリーン性、熱伝
導性、電気伝導性、リサイクル性といった優
れた特性により、さまざまな分野の需要が
拡大しました。
　当社グループのアルミ事業は、使用済み
アルミ缶の回収→溶解→鋳造→圧延→製
缶といった一貫リサイクルシステムを特長と
して社会に貢献する一方、圧延事業におい
て自動車熱交換器材や太陽電池パネル部
品、製缶事業においてボトル缶やエンボス缶
といった特長ある製品群を有しています。
　アルミニウムの優れた特性は、未来への
更なる可能性を秘めており、当社グループ
もこの可能性を追求
していきます。

今後の課題

①圧延品・加工品事業

②アルミ缶事業

③アルミ缶リサイクル事業

アルミニウム圧延

飲料用アルミ缶

関連事業
事業室長

小山  靖志

グループ会社の発展を
幅広くサポート

関連事業室は、他のカンパニーや事
業部・室に属さないグループ会社
（2011年7月現在29社）を所管してい
ます。
各社が社会に貢献しつつ発展的に企

業経営を行うためには、コンプライアン
ス、連結会計、環境問題等、さまざまな
課題への対応が不可欠です。このため
関連事業室では社内外の専門家との
連携を図りながら、グループ会社の多
様な課題に的確に取り
組んでいます。

今後の課題

三菱マテリアルテクノ（株）

ダイヤソルト（株）の製品
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資源・リサイクル
事業

アルミ事業

関連事業

貴金属事業

資源事業、エネルギー事業、環境リサイクル事
業を3つの柱として、資源・リサイクル事業の一元
的・一体的運営を行っています。エネルギーを含
む天然地下資源とリサイクル資源（都市鉱山）の
融合により、循環型社会構築に貢献するとともに、
銅・セメントなど当社事業全体への貢献も大きな
使命としています。

銅、石炭等当社コア事業の原燃料である「鉱物
資源」に関する探査、開発及び鉱業権や投資先鉱
山の管理等を行い、資源の安定確保とともに収益
の向上を目指し、長期的視点での事業運営を行っ
ています。

燃焼後の灰分が少ない「環境にやさしい石炭」の
販売、再生可能エネルギーとして注目されている
地熱・水力発電、使用済み燃料の再処理、放射性廃
棄物処理などの原子燃料サイクル分野での業務等
を行っています。

家電メーカーと共同で家電リサイクル5社6工場
を設立・運営しているほか、当社独自の製錬・セメン
ト資源化システム活用に向けた連携や、更なる都市
鉱山、都市油田からの資源リサイクルに取り組んで
います。

アルミ圧延及び製缶事業をグループ内で垂直
展開できる強みを持っています。使用済み飲料用
アルミ缶（UBC）の一貫リサイクルを日本で唯一行
い、環境負荷低減と資源循環型社会の構築に貢献
しています。また、圧延事業は海外3ヵ国にも生産
拠点を持ち、グローバル供給に対応しています。

三菱アルミニウム（株）グループが製造し、アルミ
缶、自動車、電子部品、エアコン、太陽電池部品、日用
品等、多様な用途に使用されています。
０
ユニバーサル製缶（株）が製造し、多くの飲料メー

カーに飲料用アルミ缶を提供しています。また、アル
ミボトル缶やエンボス缶等のユニークな製品を開発
し高い評価を得ています。

使用済み飲料用アルミ缶（UBC）を回収し再びア
ルミ缶に再生利用するCAN TO CANリサイクル
を上記2社を中心にグループ内で一貫して行ってい
ます。

関連事業には、当社事業を
サポートするエンジニアリン
グ会社や商社があり、これら
の会社は長年培ったノウハウ
によりグループ外へも幅広く
事業を展開しています。
また、地質コンサルタント、

製塩、石炭採掘、観光坑道、ゴ
ルフ場、自動車教習所等の事
業を行うグループ各社は、そ
れぞれ積極的な事業展開を図
るとともに、過去の鉱山跡地
等を活用することにより、地域
社会へ貢献を続けています。

貴金属事業では、個人向けにさまざまな貴金属
製品や宝飾品を販売したり、実需家と貴金属地金
の取引を行っています。当社グループにおいては
数少ない一般消費者と接点を持つ事業であるた
め、顧客満足（CS）の視点を重視し、良質な商品・
サービスを提供することを理念としています。貴
金属地金事業をはじめ、“MJC”ブランドによる宝
飾品事業、C&C（貴金属カード・粘土）事業といった
幅広い領域でビジネスを展開しています。

金は実物資産として保有されるとともに、工業分
野で欠かせない私たちに身近な金属です。当社は
100年以上の歴史をもつ「三菱の金」で、数多くの投
資家や実需家のお客様にご愛顧いただいています。

当社のジュエリーブランド“MJC”は、リーズナブルな価
格でかつ高品質であることを強みに、通信販売やジュエリー
フェアにおいて日本最大級の事業規模に成長しています。

純金名刺で有名になった「純金カード」、手軽に貴金属を造
形できる「貴金属粘土」で、世界に貴金属文化を広めます。

三菱マテリアルグループの事業概要

資源・リサイクル事業
事業本部長

半沢  正利

多様な資源事業と
リサイクル事業の融合

当社は明治初期に資源（鉱山）会社と
してスタートし、徐々に川下分野への転
換を図り、現在は総合材料メーカーと
なっています。一方、近年では資源ナ
ショナリズム、資源寡占化が極端に進
行し、原燃料の確保及び安定供給体制
を構築することが、持続的な成長のた
めに必須となっています。このような状
況下、各事業部門に分散していた資源
人財を集約し、更には、リサイクル資源
と天然資源の統合、エネルギー事業の
多様な地下技術（地熱、廃棄物地下処
分など）の融合も図り、資源事業を更に
強化するため、資源・リサイクル事業本
部が2011年4月1日に発足しました。
当事業本部は、持続可能な循環型社会
構築に貢献することにより、「人と社会
と地球のために」という当社理念を体
現する組織であることを誇りとして邁
進していきます。

今後の課題

①資源事業

②エネルギー事業

③環境リサイクル事業

地熱発電所

家電リサイクル

石炭供給

貴金属事業
事業部長

寺下  聡

一人ひとりの“CSマインド”で、
社会からの信頼に一層応えます

貴金属事業部は、長い歴史を有す
る当社の産金事業の販売部門として
事業を展開してまいりました。その使
命とは、産金会社として社会からの
信頼に応え、顧客満足（Customer 
Satisfaction）の視点を重視し、良質
な商品・サービスを提供していくこと
だと考えています。
CSの基本である“What can I do 

for you?”のマインドを私たちの強み
とし、日々の研鑽により蓄積された知
的経営資源を成長ドライバーとして、
永続的な事業発展を目指し、お客様
の信頼に一層お応えするよう努めて
まいります。

今後の課題

①貴金属地金事業 

②ジュエリー事業

③C&C事業

純金積立・プラチナ積立
「マイ・ゴールドプラン」

DIAMOND BAR

純金カード

アルミ事業
事業室長

安井  義一

アルミニウムの可能性を求めて
　アルミニウムは約200年前に発見された
比較的新しい金属です。その後アルミニウ
ムの持つ軽量性、強靭性、クリーン性、熱伝
導性、電気伝導性、リサイクル性といった優
れた特性により、さまざまな分野の需要が
拡大しました。
　当社グループのアルミ事業は、使用済み
アルミ缶の回収→溶解→鋳造→圧延→製
缶といった一貫リサイクルシステムを特長と
して社会に貢献する一方、圧延事業におい
て自動車熱交換器材や太陽電池パネル部
品、製缶事業においてボトル缶やエンボス缶
といった特長ある製品群を有しています。
　アルミニウムの優れた特性は、未来への
更なる可能性を秘めており、当社グループ
もこの可能性を追求
していきます。

今後の課題

①圧延品・加工品事業

②アルミ缶事業

③アルミ缶リサイクル事業

アルミニウム圧延

飲料用アルミ缶

関連事業
事業室長

小山  靖志

グループ会社の発展を
幅広くサポート

関連事業室は、他のカンパニーや事
業部・室に属さないグループ会社
（2011年7月現在29社）を所管してい
ます。
各社が社会に貢献しつつ発展的に企

業経営を行うためには、コンプライアン
ス、連結会計、環境問題等、さまざまな
課題への対応が不可欠です。このため
関連事業室では社内外の専門家との
連携を図りながら、グループ会社の多
様な課題に的確に取り
組んでいます。

今後の課題

三菱マテリアルテクノ（株）

ダイヤソルト（株）の製品

三菱マテリアル CSR報告書2011 20
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経営とCSR

当社グループでは、企業理念・行動指針に基づき「CSR定義」「CSR活動方針」を策定したうえで、経営と一体となった
CSR活動を行っています。2007年度下期に行ったマテリアリティの検証では、9つの重要課題が特定されました。当社は
その課題に積極的に取り組み、ステークホルダーとの対話を繰り返しながら経営の深耕を図っていきたいと考えています。

私たちが考えるCSR

当社グループは、経営の最高規範である企業理念及び
行動指針として、「私たちが目指すもの～人と社会と地球
のために～」と「私たちの行動指針10章」を掲げ、事業活動
を行っています。
2005年、この企業理念・行動指針に基づき、より社会か

ら信頼される企業となるため、コンプライアンスとリスク
マネジメントの徹底を活動の土台とするCSR活動の推進
体制を構築し、2006年には、グループ全体でCSR活動を
推進するうえでの方向性をより明確化するため「CSR定義」
を定めるとともに、重点的に取り組むべき大きなテーマを
「CSR中期活動方針」として策定しました。この中期活動方
針については、CSRの基本的かつ長期的な方針であるた
め、2010年4月からは「CSR活動方針」に改め、この方針に
沿った取り組みを展開しています。

 重要課題を特定し取り組みを強化
2007年度下期に、外部環境の変化や、地球規模の持続

可能性の視点も重視しながら、中長期的に当社グループ
の企業価値に重要な影響を及ぼす要因（マテリアリティ：重
要課題）について全社的な検証を行いました。その結果、
9つの重要課題が特定され、今後の活動の力点をより明
確にすることができました。当社グループとして、この9つ
の重要課題に積極的に取り組むことで、これまで以上にス
テークホルダーを意識した経営の深耕を図りながら、「社

会と企業」双方の持続的成長を目指したいと考えていま
す。そのため、新中期経営計画の「成長を支える全社戦略」
にも、「マテリアリティに力点を置いた事業活動により、社
会全体の持続的な発展に本業で貢献する」ことを掲げて
います。

 グローバルな視点で行動指針細則を改定
当社グループの行動指針である「私たちの行動指針10

章」は、1997年に制定、1998年と2003年に改定しました
が、その後の社会の認識の変化やCSR調達・SRI（社会的責
任投資）等の進展に伴い、社会の要請に合わせて見直す必
要が出てきました。また、当社が加盟しているICMM（国際
金属・鉱業評議会）が掲げる「持続可能な開発のための10
原則」の趣旨に賛同し、そのグローバルな視点、精神を取
り入れるべく、この原則を全て反映させ、2010年4月、行
動指針の細則を改定し以下のような項目を追加しました。

社会の要請を経営に取り入れる

「私たちの行動指針10章」細則への追加項目（2010年4月）

・社会の持続的な発展の考慮
・低炭素社会の実現に向けた取り組み
・生物多様性への配慮
・健全な企業統治の実践・維持
・児童労働、強制労働の禁止
・ワーク・ライフ・バランスへの取り組み
・労働安全衛生成績の継続的改善
・責任ある製品設計、使用、再利用、リサイクル、廃棄

信頼

対  話

社会の要請

企業理念の実現
人と社会と地球のために

経済的責任

倫理的責任

遵法責任

三菱マテリアルグループ

地球環境への配慮本業（製品・サービス）を
通じた社会的な貢献

情報開示・説明責任

社員 地域
社会

行政 地球
環境

株主・
投資家

お客様
顧客企業
一般消費者

NGO・
NPO

お取引先
調達先

期待

三菱マテリアルグループのCSR
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私たちは、総合素材メーカーとして、世の中にとって不可
欠な基礎素材を供給し、豊かな社会づくりのために貢献し
てきました。
現在では、私たちの仕事も、基礎素材から、高い機能性

を有する加工製品や新材料、さらにはシステムやエンジニ
アリングの分野まで、幅広く拡がっています。
このように、私たちは、社会のさまざまなニーズに応える

ため、常に新しい技術や製品の研究開発に取り組み、より
優れた製品、システムやサービスを世の中に提供できるよ
うに努めています。
私たちは、これからも、社会の高度技術化、情報化、国際

化、環境意識の高まりなど、新しい時代の要請にチャレンジ
しなければならないと考えています。

それと同時に、私たちは、自然の恵みである資源や素材
を大切に利用するとともに、それを再生し再利用するとい
う循環型の社会システムの構築を目指します。
つまり、私たちは、さまざまな事業活動を通して、人と社

会と地球のために貢献したいと考えているのです。

当社グループは、総合素材メーカーとして、社会に必要
不可欠な資源・素材・エネルギーを世界に送り出し、「人と社
会と地球のために貢献する」ことを企業理念とする企業
グループです。
この企業理念実現に向け、企業としての義務と期待さ

れる役割を誠実に果たしていく、そして、その活動を開示・
説明し、対話を通じて相互に理解を深めていくことが当社
グループのCSRです。
これらの行動を通じて、信頼される三菱マテリアル

グループでありたいと思います。

①�人との絆を大切にする�：
　「ステークホルダーとの対話強化」
株主、社員、お客様、取引先等、各事業所やグループ会社

　において、それぞれの重要なステークホルダーとの対話
　を通じ、相互に理解を深め、各ステークホルダーの満足度
　向上に努めます。

②�社会との約束を大切にする�：
　「コンプライアンス／リスクマネジメントの徹底」
企業活動を推進する上で必須条件となる法令遵守の徹

　底や不祥事の未然防止を図るため、リスクマネジメント
　やコンプライアンスの更なる強化徹底に取り組みます。

③�地球を大切にする�：
　「環境負荷の低減」
環境負荷低減を目的とした取り組みとして、省エネル�

　ギー、省資源、廃棄物削減、有害物質削減等に努めます。

企 業 理 念

C�S�R�定�義 C�S�R��活�動�方�針

企�業�行�動�指�針

私たちが目指すもの
−人と社会と地球のために− 私たちは、多様な個性と価値観を受容できる三菱

マテリアルグループを目指し、自己研鑽と自己改
革に努めます
私たちは、効率的な企業経営に取り組み、企業とし
ての持続的な発展に努めます
�私たちは、すべての人々の基本的人権を尊重し、明
るく安全快適な職場環境をつくります
�私たちは、安全で良質な製品・システム・サービスを
適正な価格で提供し、公正・公平な取引を行います
�私たちは、社会から理解と信頼を得られるように努
めるとともに、社会との共存共栄を図りたいと考え
ます
�私たちは、法令を遵守し、社会的良識に従って、公
正な企業活動を行います
私たちは、会社の定める規則や基準に従い、誠実に
職務を遂行します
私たちは、環境保全に努め、資源の有効活用とそ
の再資源化に取り組みます
�私たちは、積極的な広報活動を行うとともに、情報
の価値や権利を尊重します
私たちは、国際社会の一員として、それぞれの地域
の発展に貢献したいと思います

第1章

�
�
第2章

�
第3章�
�

第4章

�
第5章�

�
第6章�

第7章�

第8章

�
第9章

�
第10章
　�

私たちの行動指針10章
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経営とCSR

当社グループでは、ステークホルダーの皆様の視点を重視し、重要な取り組み課題として9つのマテリアリティを特定してい
ます。また、マテリアリティの定期的な見直しを行い、取り組みの方向性を確認しながら、対応を強化しています。

重要課題（マテリアリティ）への取り組み

当社は事業活動を通じて広く社会に貢献することを目指
しており、そのためには取り組むべき課題を社会全体の持
続可能性（サステナビリティ）やステークホルダーの皆様の
視点を重視し、検証することが必要だと考えます。そこで、
2007年度に右記を目的として、今後取り組むべき9つの
重要課題（＝マテリアリティ：企業価値に重要な影響を及ぼ
す要因）を特定し、取り組みを強化しています。

当社では、マテリアリティの特定プロセスを通じ、これまで以上に長期的な社会全体の持続
可能性（サステナビリティ）の視点を経営に取り入れ、これらの重要課題に積極的に取り組みな
がら、本業を通じて社会に貢献できる企業であり続けたいと考えています。

重要度

重要度

リスク
側面

機会
側面

経営への
影響

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
評
価

「リスクと機会」の洗い出しワークシート

横軸を「経営への影響」、縦軸を「ステークホ
ルダーにとっての重要性・緊急性」とするマト
リックスで「リスクと機会」を評価しました。

機
会
側
面

リ
ス
ク
側
面

事
業
戦
略
へ
の
統
合

事
業
プ
ロ
セ
ス
へ
の

社
会・環
境
配
慮
の

組
み
込
み

リサイクル事業による
循環型社会構築への貢献

サプライチェーンにおける
社会・環境配慮の拡充

安全で健康な
職場環境の構築 多様な人財の育成と活用

製品の安定供給に向けた
資源の確保

環境保全・地球温暖化防止への取り組み

環境配慮型の技術・
製品開発の推進事業に関連した特徴あるCSR

基本的CSR

内部統制の更なる推進 ガバナンス

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

期待
要請

信頼

マテリアリティ9テーマの位置付け

「リスクと機会」の洗い出しは、当社に
とって重要なステークホルダーは誰かと
いう視点にも立ち、当社のコーポレート、
カンパニー30部門を対象に実施した調
査をベースに、以下の調査結果等を加味
して行いました。

洗い出された「リスクと機会」（約230
項目）を、再度、ステークホルダーの皆様
の視点と、当社経営の視点の２軸で検証・
プロットし、優先順位付けを行い9テーマ
を特定しました。

▪特定方法

◦経営説明会における株主アンケート結果
◦従業員の現場力調査結果
◦CSR報告書に対するアンケート結果
◦メディア報道　等

事業をとりまく外部環境は常に変化し
ていることから、特定したマテリアリティ
についても検証が必要だと考えていま
す。2009年以降、毎年、以下の視点から
見直しを行っています。

また、2011年にスタートした新中期
経営計画における「成長を支える全社戦
略」の中にもマテリアリティに力点を置
いた取り組みの強化を掲げており、更な
るCSR活動の進化に繋げたいと考えて
います。

▪定期的見直しと、活動の強化

◦新たに加えるべき具体的な項目や視点
はないか

◦外部要因・内部要因の変化により、重要
度が大きく変動した項目・視点はないか

重要課題特定の目的

①事業戦略
　社会全体の持続可能性（サステナビリティ）の観点から
も、事業上の潜在的な「リスクと機会」を洗い出し、経営に
おいて重要度の高い課題を特定して事業戦略に活かす。

②説明責任
　ステークホルダーの皆様の関心が高く、その意思決定に
大きな影響を与えると思われる重要課題について継続
的にCSR報告書で開示し、説明責任を果たす。
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9つの重要課題（マテリアリティ）
主要掲載ページ

ガ
バ
ナ
ン
ス

❶ 内部統制の更なる推進 
企業には法に基づく公正で健全な経営とともに、客観的な監査・監督機能の充実や、事業経営の
透明性向上に向けた取り組みが求められています。当社では、効率的で実効ある内部統制システ
ムの構築に努めるとともに、グループ全体でのリスク管理体制の強化や、内部監査機能の充実を
図りながら、グループ経営のガバナンスを強化しています。

P.27〜P.32

資
源
と
リ
サ
イ
ク
ル

❷ 製品の安定供給に向けた資源の確保 
新興国の旺盛な資源需要、資源メジャーによる鉱山業界の更なる寡占化、及び資源国における資
源ナショナリズムの隆盛等により、資源調達リスクが増大しています。当社は積極的な探鉱や鉱山
投資、鉱山会社との関係強化等により、製品の安定供給に向けた資源の確保に努めています。

❸ リサイクル事業による循環型社会構築への貢献 
資源小国日本にあって、リサイクルを中心とした循環型社会構築の必要性が一層高まっています。
当社はセメント工場や非鉄金属製錬所等の事業インフラとリサイクル技術を活用し環境リサイク
ル事業を積極的に展開しており、都市鉱山からのレアメタル回収等、常に新たな技術分野に挑戦
しながら循環型社会の構築に貢献しています。

P.35〜P.36

P.37〜P.42

環
境
報
告

❹ 環境保全・地球温暖化防止への取り組み 
企業には事業活動における環境影響の一層の低減と、地球温暖化防止への貢献が強く求められ
ています。当社は生物多様性にも配慮した環境保全に努めながら、地球温暖化対策としては、明
確な温室効果ガス排出削減目標を掲げて自社の排出量を削減するとともに、代替・省エネルギー
分野等、さまざまな環境技術の開発に積極的に取り組んでいます。

❺ 環境配慮型の技術・製品開発の推進
地球環境の保全や省資源に貢献する環境配慮型製品の開発が強く求められており、市場の需要
も高まっています。当社は希少資源の代替材や環境負荷物質を含まない製品の開発、環境負荷
の少ない製造プロセスの導入等、エコプロダクツ・プロセスの開発を積極的に推進しています。

P.45〜P.55

P.56〜P.58

社
会
性
報
告

❻ 多様な人財の育成と活用 
有能な人財の確保、育成、活用は企業の持続的発展に欠かせません。当社は多様な人財の確保
と活用、社員教育の充実、働きやすい職場環境の整備等社員のワーク・ライフ・バランスに積極的
に取り組んでいます。また、今後は特に海外の事業拠点・グループ会社で活躍できる人財の確保・
育成が重要だと考えています。

❼ 安全で健康な職場環境の構築
社員の安全と健康の確保は、企業として取り組むべき最重要課題のひとつです。当社では全社ゼ
ロ災推進委員会、全社ゼロ災労使連絡会を設置し、継続的な全社安全衛生活動を推進するとと
もに、メンタルヘルスケア等の諸施策に積極的に取り組んでいます。

❽ サプライチェーンにおける社会・環境配慮の拡充 
原料調達から製品供給までの一連のプロセスにおいて、社会・環境に対し十分な配慮を行うこと
が企業に求められています。当社は、原料・製品調達先における社会・環境配慮を確認・促進するこ
とを目的としたCSR調達基準の導入や化学物質管理の強化に取り組んでいます。

❾ ステークホルダーコミュニケーションの推進 
CSR活動を推進するうえで、ステークホルダーの皆様の期待・要請を把握し経営に活かしながら、
関心の高い企業情報を開示することが求められています。当社はCSR報告書やWEB等を通じて
一層の情報の開示に努めるとともに、ステークホルダーダイアログ等、さまざまなコミュニケー
ション手段の拡充を図りながら、ステークホルダーの皆様との対話を推進していきます。

P.61〜P.63

P.64〜P.65

P.66〜P.68

P.69〜P.74
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ガバナンス
マテリアリティ1 内部統制の更なる推進

主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

ガバナンス

財務報告に係る内部統制の
評価体制整備

是正に時間を要する不備の速やかな把
握と是正するしくみを導入し、運用を開
始した。

内部統制上の弱点を自己評価できるし
くみを導入する。

海外を含めた内部監査の充実
監査充実のため、Ａｕｄｉｔ Ｒｅｐｏｒｔを
チェックする海外子会社を全世界ベー
スに拡大した。

監査員の品質向上、監査手法の効率化
を図る。

コンプライアンス

ＣＳＲ・コンプライアンス教育・
研修の充実

コンプライアンスを含むCSR教育・研修
を、パート・派遣社員も含む全社員に実
施。本社地区CSR研修9回、階層別研
修18回、9事業所・国内CSR対象会社
24社及び海外関連会社2社への研修
で計4,494名が受講。

国内グループ内全社員が最低年1回
のＣＳＲ研修を受講できる体制の構
築。海外グループ会社への研修拡大。

内部通報窓口の周知徹底と
適正運用

研修等の機会に通報窓口を紹介、
2010年度の内部通報件数は28件

（2009年度は22件）。

内部通報窓口の周知徹底の継続と通
報案件への適切かつ迅速な対応。

法令遵守体制の強化、
社員教育の充実

独占禁止法、下請法、輸出関連法規等
各種法令の遵守体制強化と、社員教
育・グループ会社向け教育支援等の実
施。防災保安室を設置し、工場保安法
令に関する内部監査、法令審査、研修
を実施。

グループ会社を含めた法令遵守体制の
更なる強化及び各種法令に関する教育
の実施。工場保安法令に関する直轄場
所の監査を完了し、グループ全体への
展開拡大を図る。

リスクマネジメント

リスクマネジメントの深耕 全社取り組みリスクを反映したリスクマ
ネジメント活動の推進。

リスクマネジメントシステムの改善継
続とリスクマネジメント研修内容の見
直し。

情報セキュリティ
情報セキュリティ推進体制を刷新し、
ＣＳＲ委員会の下に情報セキュリティ
部会を新設。

情報セキュリティの海外展開強化を
継続。

危機管理体制の強化

危機事態発生時に備えて連絡体制等の
整備を定期的に実施。東日本大震災発
生時には迅速に対応できた。昨年のバ
ンコク騒乱を踏まえ、対応の具体的手
順等を定めた「バンコク周辺危機対応
マニュアル」を制定した。

東日本大震災での経験を踏まえた全社
危機管理体制の強化とＢＣＰの再構築。
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Highlights 
1 海外グループ会社でのCSR教育

三菱マテリアルグループは、企業理念・行動指針、
CSR活動方針等の大方針のもと、CSR研修を行って
います。海外グループ会社での研修においては、CSR
室が主体となり、トップ層、日本人駐在員、海外の現地
社員を対象に各国・地域の実情に即した教育を行って
います。
2011年3月には、海外の現地社員へのCSRマインド

の一層の浸透を図るために、タイにある製造会社2社
でローカルマネージャークラスを対象にしたCSR研修
を実施しました。研修の受講者からは、「研修内容を職
場でどのように活かせばよいか」など積極的な質問も
出されました。海外におけるローカルマネージャー研
修は、開始したばかりですが、2011年度は、中国のグ

新興国における、知的財産権を巡る環境は、他の事
業環境と同様に急激に変化しています。中国を例に挙
げれば、特許権に加えて実用新案権と意匠権に関する
出願件数が急増しています。
当社では、国ごとに異なる環境や制度の実効性の違

いとこれらの変化に対応しつつ、当社グループの知的
財産権を保護していくため、知的財産室と現地を含む
事業部門・グループ各社とが連携して、的確な情報収
集を行う体制の構築に注力しています。また、現地へ
の出願から、権利確保、権利保護に至るサポート体制
の充実にも、取り組んでいます。
今後ますます発展する新興国市場において、知的財

ループ会社を対象とした研修も予定しています。
今後も、各国・地域の実情や規制等を踏まえ、工夫を

凝らしながら継続的に実施していきます。

産に関するリスクを最小限に留めてお客様の信頼に応
えるとともに、当社グループのブランド価値を高めて
ビジネスチャンスを的確に捉える活動を、一層強化し
たいと考えています。

2 新興国での事業展開を見据えた知的財産権対応の強化

現地行政当局との協力関係 開発部門知的財産室　傳 建順

新興国での知的財産権の行使にあたっては、各国の制度をよく理解し、当社
内や、グループ各社との情報交換に加え、行政当局をはじめとする現地での協
力を得ることが極めて重要です。
こうした多くの関係者の協力により、中国においては、模倣品対策をはじめと

する多面的な自社権利保護のための活動を行い、成果を上げています。 行政当局担当者との打合せ

タイにおけるローカルマネージャー向け研修

［出願件数］
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中国特許、実用新案及び意匠の出願件数（WIPO統計データ）
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（2009年）

中国での知財出願構成



内部統制の更なる推進重要課題

コーポレート・ガバナンスとＣＳＲ推進体制
1
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当社グループは健全な企業運営の確立のため、コーポレート・ガバナンスの強化やCSR推進に向けて、事業活動の基盤とな
る体制を構築しています。国内同様、海外の事業所においても、より強固な組織体制を築く取り組みを続けています。

 意思決定及び業務執行の体制 
当社における経営の意思決定及び監督につきましては、

現在、社内取締役8名及び当社との間に特別な利害関係の
ない社外取締役1名の合計9名で構成される取締役会にて
行っています。これは迅速な意思決定を行うのに適正な水
準であるとともに、経営の客観性と透明性の確保を図るの
に適当な構成であると考えています。加えて、取締役会に
付議される案件につきましては、社長及び社長補佐等から
なる経営会議において事前に十分な審議を行っており、こ
れにより意思決定の適正化も図っ
ています。また、当社は、セメント・
銅・加工・電子材料の4コア事業を
有する複合事業体であることか
ら、業務執行を機動的かつ適切な
ものとするため、執行役員制度及
び社内カンパニー制度を導入し
ています。

 監査体制
当社は、監査役・監査役会による業務監査・会計監査、公

認会計士による会計監査に加えて、経営監査室にて業務全
般にわたる内部監査を行っています。
監査役会は、常勤監査役3名（うち1名が社外監査役）、非

常勤監査役1名（社外監査役）で構成され、取締役の職務執
行状況を監査するとともに、主要グループ各社の監査役と
定期的に会合を持ち、連結経営に対応した監査体制の連
携強化に努めています。なお、監査業務の充実に資するた
め、監査役室を設置しています。
経営監査室は、当社及びグループ会社等における会社

業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有
効活用状況、リスク管理状況、法令等及び社内諸規則・基準
の遵守状況等について、内部監査を実施しています。
監査の方法としては、総合監査を基本としながらも、法

令改正等の重要事項をテーマ監査として取り上げたり、効
率性等の観点から監査法人等への委託監査や書面監査を
組み合わせ、実効性を高めています。監査結果に対しては
是正勧告後のフォローアップを行うだけでなく、関連部署
への情報発信を行い、グループ全体の企業価値向上に努
めています。

なお、監査役と経営監査室は、年間監査計画の協議及
び、定期的な監査結果の情報・意見交換を通じて、連携を図
り、効率的な監査に努めています。

 内部統制
内部統制については、会社法、金融商品取引法等への対

応のみならず、当社及び当社グループに最適な内部統制
システムの充実を図るため、次のとおり整備を進めてきま
した。

この体制のもと、2010年度の財務報告に係る内部統制
評価については、重要な欠陥がなく、「有効である」との結
果にて、2011年6月に「内部統制報告書」を提出しており、
監査法人からも「その内容が適正である」との報告を受け
ています。今後も、内部統制システムのグループ全体にお
ける一層の定着と評価業務の効率化に向け更なる改善を
進めていきます。

コーポレート・ガバナンス

主な整備状況

・2006年1月内部統制システム整備委員会を設置
・2006年4月当社グループの内部統制整備の基本方針
策定

・2007年2月財務報告に係る内部統制評価・開示制度に
関する事項への対応

・2007年12月経営監査室内に財務報告内部統制評価グ
ループを設置し、全社的な評価体制を構築

選任・解任

選定・
解職

監督

選任・解任 選任・解任

CSR委員会
CSR活動の審議

経営会議
重要案件の審議

経営監査室
内部監査

会計監査人
会計監査

代表取締役・執行役員
業務執行

コーポレート部門、
カンパニー

株主総会

取締役会
経営の意思決定・監督

監査役会
業務監査・会計監査

CSR室

監査
役室

コーポレート・ガバナンス体制の概要

コーポレート・ガバナンスに
関する報告書� 〉〉〉 WEB
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 規定類の整備と教育活動
2007年度より進めてきたグループ海外拠点における規

定類の整備は、グループ経営の基本となる企業理念・行動
指針並びに会社経営の基本となる決裁権限規定等の重要
規定については完了しており、引き続き、新設法人等に関
する整備及び既存拠点における運用のフォローに取り組
んでいきます。また、2011年度は中国における現地採用
幹部社員向けの教育を継続実施するほか、新たに、中国・東
南アジア地域で現地社員向けのCSR教育を実施するなど、
人財育成のための教育に力を入れていきます。

 内部監査の充実
経営監査室では、海外グループ会社等の拠点に対し、定

期的に実地監査を実施するとともに、実地監査の対象では
ない拠点には書面監査を実施しています。
一方、財務報告に係る内部統制評価においては、主に質

問書形式により内部統制の整備・運用状況の評価を実施し
ています。
今後もこれらの施策等を通じ海外グループ会社に対す

るガバナンスの強化を図っていきます。

生した場合は各組織からCSR室へ報告を行う体制になっ
ており、CSR室及び関係部署は連携して直ちに原因究明
を行い再発防止策等の適切な対応をとることとしていま
す。また、当社及びグループ会社のCSR活動状況について
は、当社経営監査室が内部監査によりモニタリングを行っ
ています。

 CSR委員会の年間付議事項
当社CSR委員会は、原則として毎年1月、3月、7月、11月

の計4回開催しており、主な付議事項は以下のとおりです。
また、当社グループで発生した重大なコンプライアンス事
案等については適宜付議することとしています。

CSR担当役員

取締役会

経営会議

CSR委員会

CSR室

評価委員会社員相談室

コーポレート部門 カンパニー・事業部・室

事業所・支社・支店 三菱マテリアルグループ会社

　コンプライアンス部会
リスクマネジメント部会

環境管理部会
　情報セキュリティ部会

人事担当役員

CSR推進体制

海外グループ会社へのガバナンス強化

当社では、CSR活動を積極的に推進するため、2005年
1月、社長を委員長とする「CSR委員会」と専任部署として
の「CSR室」を設置しました。更に、グループ全体のCSRに
関する意識を高めていく必要があることから、社内各部門
及び各グループ会社のトップをCSR責任者とし、その下に
CSR管理者とCSR担当者を置いて、グループを挙げてCSR
活動に取り組んでいます。
CSR委員会はCSR室を事務局として年4回開催され、

CSR活動全般についての年度方針・活動計画を審議するほ
か、当社グループのコンプライアンス状況や社員相談室通
報案件（件数、種類等）、リスクマネジメントの実施状況等の
報告を受けてレビューしています。また、2009年4月に環
境管理部会、2010年10月に情報セキュリティ部会をCSR
委員会の専門部会として設置し、環境関連や情報セキュリ
ティの諸問題をCSRに関わる課題として明確に位置付けて
活動しています。
当社グループ内でコンプライアンスに関わる問題が発

CSR推進体制

❶前年に当社グループで発生した事故・コンプライア
ンス事案等の総括報告

❷前年の社員相談室通報案件の集計結果報告（件
数、種類等）

❶次年度CSR活動の基本方針と活動計画（教育・研
修、リスクマネジメント含む）及び当年度実績

❷教育・研修受講者への企業倫理アンケート集計結
果報告

❶当年度リスクマネジメント重点リスク内容
❷前年度リスクマネジメントパフォーマンス評価・重点
リスク対策進捗報告

❸CSR報告書発行の概要
❶社内事業所・グループ会社によるCSR活動事例発表
❷環境管理部会報告

1月

3月

7月

11月

CSR委員会の年間付議事項
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当社グループでは、さまざまな事業活動を適正に展開するため、法令やルールを遵守し、高い倫理観を持った社員の育成に
注力しています。そのために、社員への教育啓発ツールの配布や、効果的な教育や研修を定期的に開催しています。

コンプライアンス

当社では、コンプライアンスをリスクマネジメントとと
もにCSR活動の土台となるものと考え、機会あるごとにグ
ループ全体に対してその重要性を呼びかけています。ま
た、コンプライアンスを単なる法令遵守と捉えるのではな
く、より広い概念として倫理的企業行動などステークホル
ダーの期待に応えることと考えています。

 コンプライアンス体制の更なる強化
当社では、CSR委員会のもとにコンプライアンス部会を設

置し、グループ全体のコンプライアンス体制強化に向けて
活動しています。2010年度以降、「不祥事を未然に防ぐ仕組
みづくり」と「不祥事を起こさないセンシティビティ（感受性）
の涵養」の両面から、以下のような取り組みを進めています。
　◦より効率的で実効の上がる監査等チェック体制・手法の確立
◦人事ローテーションの徹底
◦リスク管理台帳の活用強化
◦各法令の所管部署の明確化
◦コンプライアンス・法令教育の効率化・体系化
◦コンプライアンス違反事例の共有化推進

 CSR教育のグループ全社員への展開
当社グループでは、CSRに関するさまざまな教育・研修

を工夫を凝らしながら繰り返し実施することが重要だと考
えており、横（事業所、グループ会社）と縦（階層）の両方か
ら教育を展開しています。これらを継続実施することで、全
社員のコンプライアンスマインドの醸成に取り組んでいま
す。また、CSR教育・研修の際にはアンケートを実施し、回答
内容を分析することでその後の教育・研修に活かすととも
に、社員のCSR意識の変化についてモニタリングを行って
います。

 CSR教育啓発ツールの活用
当社では、グループ全社員の理念教育やCSR意識啓発

及び社員が判断に迷った場合の指針とするため、以下の
ツールを作成し配布しています。
❶企業理念・行動指針掲載の冊子、携帯用カード
❷コンプライアンスに関するケーススタディ集（第1集、
　第2集）
また、ケーススタディ集やCSR室作成の研修資料を各部

門独自の啓発活動に利用できるよう、イントラネット上で公
開しています。

コンプライアンスの徹底に向けて

2010年度教育・研修受講者数（グループ会社含む）★

各種教育・研修 受講者数
本社地区CSR研修 939名
国内事業所・支店、グループ会社CSR教育 3,028名
海外グループ会社CSR教育 36名
階層別研修 491名
合　計 4,494名

2010年の四日市工場の操業一時停止を受け、工場保安
に係る法令遵守と管理体制の強化を図るため、本社生産技
術部門生産技術企画室に「防災保安室」を設置して、監査、審
査、教育を三本柱として業務に取り組んでいます。
具体的には、監査については、直轄全場所を対象に現場現

物監査を行っており、2011年9月末までに一巡しました。審

査については、社内起業決裁手続きルールの運用を強化し、
一定規模以上の起業工事に関して法令審査を行っていま
す。教育については、工場保安法令に関する講習会を2010
年に続き開催することにしています。
引き続きこれらの取り組みを通じて再発の防止とコンプ

ライアンスのより一層の徹底に努めていきます。

工場保安に関するコンプライアンスの徹底について ～防災保安室の取り組み～

CSR教育・研修実施例

❶国内事業所・グループ会社CSR教育：国内の当社事業所及
びグループ会社のパート・派遣社員を含めた全社員対象。
CSR室員が現地に出向き、コンプライアンス及びリスクマ
ネジメントを中心にDVDや当社グループの事例等を交
えて実施。2010年度でほぼ一巡した。

❷本社地区CSR研修：本社地区（東京、大宮）に勤務してい
る社員対象。

❸階層別研修：人財部門主催の階層別研修にCSR研修を組
み込み。

❹海外グループ会社CSR教育：海外の現地法人を対象と
したCSR研修。2010年度はタイで2社を対象に実施、
2011年度は中国での研修を計画。
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 法務教育の充実
当社では、新入社員研修、中堅社員研修をはじめとする

階層別研修における法務教育に加え、営業担当者向け等
の職種別法務教育や独占禁止法、下請法等の法令別法務
教育を実施することにより、社員の経験、職種等に応じた法
律知識の習得及びコンプライアンス意識の向上を図って
います。
これらの法務教育では、ビジネスに関わる一般的な法律

や契約知識の習得のみならず、業務に関連した個別の法令
について、事例を交えた実践的な内容を広く取り上げ、社
員の日常業務に役立つ教材を提供することにより、コンプ
ライアンス体制の更なる強化を推進しています。また、一
部の教育については、受講対象をグループ会社に拡大し、
グループを挙げてのコンプライアンス体制強化に取り組
んでいます。
加えて、社内のイントラネット内に「法律相談室」コー

ナーを設置し、各種法律についてのマニュアルやQ＆A、契
約書ひな型等を掲載する等、コンプライアンスに役立つ情
報の提供に努めています。

 企業倫理月間での取り組み
当社グループでは、2006年から毎年10月を「三菱マテ

リアルグループ企業倫理月間」と定め、当社の各部門・グ
ループ会社が独自の活動を展開しています。

 内部通報窓口の運用
当社では、2002年12月に当社及びグループ会社の社

員等からの通報・相談窓口として「社員相談室」と、2006年
4月からは社外の弁護士事務所に相談できる「外部窓口」
のふたつの内部通報窓口を開設しています。これらの内部
通報窓口については、グループ報やCSR教育・研修を通じ
てその存在や意義、内部通報の手順、公益通報者保護等の
説明を繰り返し行い、社員への周知徹底を図っています。
2010年度の通報・相談件数は、28件と増加しましたが、こ

れは、そうした活動の成果だと考えています。今後も、研修
等を通じてより風通しの良い職場環境やコンプライアンス
に敏感な企業風土の醸成に努めていきます。

［年度］内部通報窓口への相談件数推移
2005 2006 2007 2008 2009 2010
7件 9件 21件 24件 22件 28件

 基本的な考え方
当社グループでは、[私たちの行動指針10章]の中で、公

正な企業活動を行うとともに第三者の情報の価値や権利
を尊重することを掲げており、知的財産権についても第三
者の権利を尊重し、侵害することのないよう努めながら、自
社の知的財産権を適切に保護し、充実を図ることで、お客
様のニーズに合致し、差別化した製品を供給することを目
指しています。
また、これを実行するために必要な、知的財産の情報を

監視・管理するシステムを整備し、研究開発の初期から事
業化・運営の各段階で、十分な確認・監視を行っているほ
か、これらの活動で得た成果を、さまざまな機会を通じ、グ
ループ会社間で共有することで、グループ全体の事業リス
ク低減を図っています。

 知的財産教育
他社の権利を尊重しつつ、自社の知的財産を積極的に

権利化・活用して、健全な事業活動への実効のある貢献を
行うためには、社員一人ひとりが知的財産権を理解し実行
することが必要です。
当社では、全社員を対象とする階層別教育の各段階で、

知的財産権に関するカリキュラムを設けており、業務内容
と職位に応じた、さまざまな教育を行っています。

知的財産の保護

2010年の企業倫理月間における活動事例

❶「私たちの行動指針10章」の唱和
❷ケーススタディ集によるディスカッション
❸情報セキュリティ教育や環境問題に関する勉強会
❹過去の企業不祥事の事例紹介
❺内部通報窓口の周知徹底　

知的財産教育風景
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当社グループは各部署において、リスクマネジメント活動に取り組んでいます。東日本大震災を教訓としてBCPの再構築も
含め、改めてリスクを明確化し、適切に管理することで、事故等の未然防止に努めています。

リスクマネジメント

 基本的な考え方
当社グループのリスクマネジメント活動は、「事業活動に

負となる事象の要因を管理し、健全な事業の継続を支援す
る」ことを目的としています。この目的を達成するため、三
つの基本方針を定め、活動を展開しています。

 リスクマネジメント推進体制
当社グループでは、本社部門、事業所、グループ会社と

いう単位の各リスクマネジメント実施部署が、CSR委員会
と連携を図りながらリスクマネジメント活動を進めていま
す。毎年度、実施部署はリスクの洗い出しを行って取り組む
リスクを特定し、その後、有効なリスク低減対策を講じてい
ます。重大なリスクについては、対策の進捗状況等を定期
的にCSR委員会に報告し、経営トップとのリスク情報の共
有を図っています。

 事業活動に伴うリスク
全社取り組みリスクは、全社的に影響が大きいリスクで、

次のような項目に関するリスクを特定しています。

 リスクマネジメント活動のPDCA
当社グループのリスクマネジメント活動は、組織責任者

によるリスク管理台帳のレビュー、リスクマネジメントの有
効性を見るパフォーマンス評価、評価結果を反映したシス
テム全体の改善等を含んだPDCAサイクルを基盤として
います。サイクル中のD（実施）は各実施部署が毎年度取
り組んでいるリスク洗い出し、対応リスクの選定、リスク対
策、対策後のリスク低減の確認等が該当します。CSR委員
会のもと、CSR室が各実施部署、関係部署と連携してこの
PDCAサイクルを回しています。

CSR委員会

支社・支店

直轄事業所

カンパニー・事業部・室

三菱マテリアル
グループ会社

［リスク情報共有］
•当社グループの
　重大なリスク

•グループ方針で
　取り組むべきリスク

コーポレート部門

CSR室
リスク情報整理

総括報告リスク情報
共有結果報告

リスク情報報告

リスク情報
提供

リスク情報の共有

リスクマネジメント活動
PDCAサイクル

•分類別リスク管理台帳
　「総務リスク」
　「人事リスク」
　「労働安全衛生リスク」
　「情報セキュリティリスク」
　「環境リスク」等
　全13分類

リスクマネジメント計画
（CSR委員会で審議）
リスクマネジメント計画
（CSR委員会で審議）

A

リスク洗い出し
● リスク管理台帳
 ［リスク情報整理・分類］

対応リスクの
選定

リスク対策

ISO、TPM等の
取り組み

•リスク評価
　リスクの「保有」「回避」
　「低減」「移転」を決定リスク低減の確認

リスクマネジメント
システムの改善
リスクマネジメント
システムの改善

C

各実施部署のリスクマネジメント活動

リスク洗い出し
［リスク管理台帳］
リスク対策

リスク洗い出し
［リスク管理台帳］
リスク対策パフォーマンス評価パフォーマンス評価

D

P

リスク傾向分析 ▶ リスク評価

リスクマネジメントシステム

リスクマネジメント活動の推進

リスクマネジメントの基本方針と実施事項

❶ハイリスク対応…リスクランクを反映した対策を実施
❷未認識リスクの発見…リスク管理台帳を使用し網羅的に
リスクを整理

❸リスク情報の共有化…全社取り組みリスクを関係者に開示

全社的に影響が大きいリスク

❶大規模地震� ❺労働安全衛生
❷新型インフルエンザ� ❻生産設備
❸独占禁止法� ❼品質管理
❹人権（ハラスメント）� ❽環境
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当社では、複雑・多様化するリスクの顕在化に備え、危機
管理委員会を中心に担当役員以下、各部署が連携し、迅速
に対応できる体制を整えてきました。東日本大震災では、
当社グループの複数事業所が被災しましたが、事態の重大
性に鑑み、既定の方針に従って、危機管理委員会から社長
を本部長とする地震対策本部へ移行させ、迅速な対応を
図ることができました。しかしながら、危機への備えや対応
等について更に改善するべき事項も見つかっています。本
年度は、これらの教訓を踏まえ、全社危機管理マニュアル
等の見直しに着手しています。

 BCPの再構築について
当社では2009年に新型インフルエンザの流行を想定

したBCP（事業継続計画）を策定していますが、地震や津波
といった自然災害を対象としたものは未策定でした。新型
インフルエンザとは異なり、突発的にリスクが顕在化する
自然災害に対しては、これまで危機管理委員会が中心とな
り、過去のノウハウ及び既存のBCPを参考に臨機応変に対
応してきました。
しかしながら、東日本大震災の対応を教訓として、被害の

極小化と早期復旧を図るうえで、自然災害を想定したBCP
の再構築が改めて重要であると認識しています。既に策定
に着手しており、2011年度中に完成させ、2012年度以降
はグループ会社へ展開する予定です。

当社は、情報セキュリティをCSR経営上の最重要課題の
ひとつに位置付け、特に、個人情報については、最重要情報
資産のひとつと認識して、漏えいや滅失、毀損のリスク低減
に取り組んでいます。
当社グループの情報セキュリティ活動は、情報システム

に関するさまざまな技術的対策の強化、並びにマネジメン
トシステムの導入と運用を柱にしています。また、CSR委員
会の下部組織として「情報セキュリティ部会」を設置し、当
社グループ各社への情報セキュリティ活動浸透・拡大を支

原子力安全対策委員会
（委員長 ： 社長）

日本原子力技術協会・NSネット
（ニュークリア・セイフティ・ネットワーク）

•放射性同位元素
　取り扱い事業所、
　子会社

•核燃料物質取り扱い事業所、
　子会社

•エネルギー事業センター
•大宮総合整備センター
　他

原子力安全主任監察役

事務局：環境管理室

当社グループの原子力安全管理体制

当社グループでは、原子燃料サイクルに関する事業及び
研究開発を行っています。このため、原子力安全対策を強
化する観点から、1999年12月に社長を委員長とする原子
力安全対策委員会を設置しています。2006年1月には、原
子力に関する研究、放射性廃棄物・核燃料物質の管理等並
びに放射性同位元素の利用における安全確保とトラブル
等が発生した場合の基本的な対応について規定する原子
力安全対策基本規定を制定し、原子力安全の確保に努め
ています。
また、日本原子力技術協会（JANTI）の会員として、

原子力安全ネットワーク（NSネット：Nuclear� Safety�
Network）に参加し、相互評価等に参画しています。

援する体制を構築しました。加えて、海外グループ会社で
のグローバル化に伴う情報システムの利用拡大に対応す
るため、技術的対策の強化を進めるとともに、これに歩調
を合わせて情報セキュリティ部会の支援のもとに、マネジ
メントシステムの更なる浸透を図る予定です。

危機管理体制の強化

情報セキュリティと個人情報保護

原子力安全対策委員会
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資源とリサイクル
マテリアリティ2 製品の安定供給に向けた資源の確保

主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

資源確保

原料の安定調達に
向けた取り組み

セメント
事業

東谷鉱山と隣接鉱山間の共同事業開
始に向け準備工事を実施（継続）。

早期事業開始へ向け取り組みを
推進。

銅事業
エスコンディーダ鉱山の権益追加取
得。共同探鉱案件の推進。カッパーマウ
ンテンの再開発。

カッパーマウンテンの操業開始。
探鉱事業の継続的推進及び開発案件
の抽出。

加工事業 タングステン原料ソース多様化の
推進。 タングステン原料ソース多様化を強化。

電子材料
事業

金属シリコンの安定確保のため、主要
調達先との関係を強化。

主要調達先との関係強化とともに、
調達ソースの多様化を推進する。

エネルギー源としての
石炭の安定確保

石炭の安定確保のため、主要調達先と
の関係強化を推進する。

主要調達先との関係強化を推進する
とともに、新規銘柄（仕入先）の開拓
も行う。

主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

リサイクル

廃棄物の安定的受入処理
（セメント事業）

廃棄物・副産物を約362万t、セメント1t
当たりでは約408kgを処理。

震災に伴う廃棄物の発生数量の減少
及び震災がれき処理への対応。九州工
場にて都市ごみ焼却主灰受入開始。

リサイクル事業の拡大
（銅事業）

家電エコポイント制度、地デジ化への
完全移行を背景に、特に廃基板類の集
荷を増強し、増処理に努めた。

リサイクル原料の国内外からの集荷
増を図るとともに、処理施設の拡充を
検討。

タングステンリサイクル事業の
推進（加工事業） タングステンリサイクル能力の増強。 スクラップからのタングステン回収技

術、能力の強化。

フッ素資源リサイクルの推進
（電子材料事業）

当初計画を上回るリサイクル原料使用
率での運転が可能であることを実証。

新規回収先を開拓し、リサイクル原料
の使用量の増加を図る。

アルミ缶事業での３Ｒ貢献
（アルミ事業）

アルミ缶リサイクル協会「3R推進の
ためのアルミ缶自主行動計画」に沿い
活動。

アルミ缶リサイクル協会「アルミ缶に
おける3R推進のための第二次自主行
動計画」の実現。

電気・電子機器のリサイクル
事業の推進

（資源・リサイクル事業）

関連5社合計で使用済み家電製品480
万台を処理。 ブラウン管テレビ入荷減等への対応。

マテリアリティ3 リサイクル事業による循環型社会構築への貢献
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Highlights 
1 カッパーマウンテン（旧称・シミルコ）銅鉱山が操業を開始

当社は、2009年より、1996年に操業を停止してい
たカッパーマウンテン銅鉱山の再開発プロジェクトに
参画し、2011年6月より操業を開始しました。2011年
9月には銅精鉱を積載した第1船目が積出港であるバ
ンクーバー港から小名浜製錬所に到着しました。同鉱
山の操業開始により年間約15万tの銅精鉱を山命期
間の17年間にわたって安定的に確保することができ、
当社の自山鉱比率（銅精鉱総量に占める投資先からの
調達率）は従来の約60％から約75％へ高まりました。
今後も更に投資先からの調達率を引き上げる取り組
みを続けていきます。

2011年8月には同鉱山にて開山式が行われまし
た。地元プリンストン市民も含めて約1,700名が参加
し、地元の大きな期待がひしひしと感じられる式典で
した。

都市ごみ焼却灰の現状は、埋立処分場で最終処分
されるほか、一部は高温で溶融スラグ化して資源化さ
れています。しかし現状では新たな埋立処分場建設の
難しさや受け入れ能力の逼迫、また溶融スラグ化時の
多量のエネルギー使用などの課題があります。
当社セメント事業カンパニー九州工場黒崎地区で

は、2012年4月から都市ごみ焼却灰のセメント資源化
事業を開始します。北九州市の協力を得て、黒崎地区
構内に、都市ごみ焼却灰のセメント資源化施設を建設
し、1日当たり約100t、年間約3万tの都市ごみ焼却灰

を受け入れ、処理する計画です。
この処理プロセスは、当社が独自に開発した技術

で、焼却灰に含まれる金属類を取り除き、水洗浄による
脱塩処理を施します。そして洗浄後の焼却灰を、セメン
ト原料の資源とし、当社の黒崎地区と苅田地区のセメ
ント工場で使用します。また、洗浄排水は、北九州市皇
后崎浄化センターで処理します。将来的には洗浄施設
の規模を拡大し、数十万t規模の資源化を目指し、最終
処分場の延命と循環型社会構築へ貢献したいと考え
ています。

2 都市ごみ焼却灰のセメント資源化事業を開始
～セメント事業カンパニー 九州工場（黒崎地区）～

都市ごみ焼却施設

受け入れ能力の逼迫

最終処分場

現状

黒崎地区

苅田地区

北九州市皇后崎
浄化センター

セメント工場

三菱マテリアル　セメント事業カンパニー九州工場

焼却灰
（一般廃棄物）

洗浄排水を処理

•異物除去
•金属類回収
•水洗脱塩処理

洗浄後の焼却灰を
セメント原料に

黒崎地区新規施設

セメント資源化施設

カッパーマウンテン銅鉱山全景 開山式での矢尾社長とカッパーマウン
テン社のジム・オルーク社長
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2

安定的な製品供給を実現する資源戦略
製品の安定供給に向けた資源の確保

総合素材メーカーの当社にとって、資源の安定的な確保は最優先事項のひとつです。資源小国日本で、当社がお客様への
供給責任を果たすため、海外優良鉱山への積極投資や、調達先との関係強化、リサイクル事業の更なる推進など、さまざま
な取り組みをしています。

近年、多くの鉱物資源は新興国の著しい産業発展に伴う
需要の増加や資源国の資源ナショナリズムの高まりによる
輸出制限、投機マネーの影響等を要因とし、国際価格が乱
高下しています。
資源小国日本にあって適正な価格、公正な取引を堅持し

ながら、資源を確保し、製品を安定供給することは大きな
課題ですが、総合素材メーカーとして、お客様である多様
な産業の競争力を維持・強化するためにも、重要な責務だ
と認識しています。また、これら貴重な天然の地下資源を
持続可能な形で利用するとともに、高度な技術を駆使して
再生・再利用するリサイクル事業は、当社独自のシナジー
を発揮する「マテリアル・プレミアム」として、成長戦略の一
翼を担っています。
2011年4月には、この成長戦略を強力に推進するため、

資源、エネルギー、リサイクルの3事業を統合して一元的な
運営を行う「資源・リサイクル事業本部」を新たに設置しま
した。鉱山業をルーツとする当社グループが持つ資源事業
のノウハウ・技術・人財等を結集し、新興国への展開も視野
に置いて事業を強化しています。

非鉄金属の代表格である銅は、通信・生活インフラに欠
かせないベースメタルですが、中国等新興国での需要急
増と、資源メジャーによる寡占化の進展で、鉱石・地金とも
に逼迫しており、価格は高レベルで推移しています。また、
ロンドンのLME※価格は、投機資金の流入もあり相場の変

動が激しくなっています。
当社では、1987年に自社鉱山である明延鉱山を閉山

後、主原料である銅精鉱を海外鉱山への投資買鉱等により
調達しており、直接的な鉱山経営には参加していないもの
の、買鉱製錬業者としての責任を担うため、環境や地域社
会に配慮した持続可能な鉱山開発が実施されるよう株主
の立場からサポートしています。
2011年6月に、1996年以降休止していたカッパーマウ

ンテン［旧称・シミルコ鉱山（カナダ）出資比率25％］が操業
を再開し、当社の銅精鉱総量に占める投資先鉱山からの調
達率は約75%となりました。産出される銅精鉱は不純物の
少ないクリーンな精鉱としても期待されています。
加えて、長期的視点から優良な鉱山権益の早期確保に

向け、共同探鉱を進めており、フィジーのナモシ鉱区につ
いては事業化調査（Feasibility�Study）が視野に入る段階
となっており、今後も優良な鉱山への開発参加や積極的な
投資による原料確保と配当収入の向上を図る予定です。
　

※　LME�：�ロンドン金属取引所（London�Metal�Exchange）。銅・鉛・亜
鉛・ニッケル・アルミ地金等の非鉄金属取引の世界的中心地で、非鉄
金属の国際的な価格指標を形成する機能を有する。

カナダ13.9%

インドネシア・
パプアニューギニア
24.7%

オーストラリア
2.4%

南米59.0%

世界屈指の低コストを誇る
ロス・ペランブレス鉱山

（チリ）
10%

世界最大の銅鉱山
エスコンディーダ鉱山

（チリ）
1.25%

バツ・ヒジャウ鉱山
（インドネシア）
1.75%

アダロ炭鉱
キデコ炭鉱
（インドネシア） ニューホープ炭鉱

（オーストラリア）
11.23%

ハックルベリー鉱山
（カナダ）
31.25%

炭鉱

探鉱中
ナモシ鉱区
（フィジー）
28.06%

ワークワース炭鉱
（オーストラリア）

6%

銅鉱山、鉱区

カッパーマウンテン
銅鉱山（カナダ）

25%

銅鉱石の
調達先

中国3%

その他10%

オーストラリア36%

インドネシア51%

石炭の
調達先

＊ 出資先鉱山、鉱区には出資比率を付記しています。

海外銅鉱山・炭鉱

資源・リサイクル事業本部の設置

銅製品の安定供給に向けて
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世界銅需要予測 2009-2020 平均成長率
中国銅需要予測

出所 ： （社）日本メタル経済研究所（2009年11月データ）

世界銅需要予測
中国銅需要予測
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セメントの主原料である石灰石は、自社鉱山での採掘を
中心に、全使用量（980万t）を国内で調達しています。
現在、主要鉱山である東谷鉱山では、隣接する住友大

阪セメント（株）小倉鉱山との間で、それぞれ個別に採掘し
た場合には、双方の鉱区側から残壁として残さざるを得
なかった境界部分の鉱量についても、それぞれが有効活
用できるように事業提携し、共同開発のための工事を進
めています。
東谷鉱山としては、この共同事業によって、今後の採掘

に当たって小倉鉱山側の残壁形成のために温存しなけれ
ばならなかった約3億tの石灰石を有効活用することが可
能になります。
また、この共同事業は、2005年12月の契約締結以来、

綿密な事業計画のもと、
官庁への開発申請、地元
説明、環境アセスメント
等を経たうえで進めてお
り、現在、2012年度から
の採掘開始を予定してい
ます。

多結晶シリコンの主原料はシリコン純度約98％の金属
シリコンであり、主要生産国としては中国・ブラジル・南アフ
リカ・ノルウェーが挙げられます。
当社四日市工場及び米国三菱ポリシリコン社の金属シ

リコン調達においては、品質優位性を持ち信頼性の高い
有力メーカーとの長期契約に基づく購入を基本としてお
り、金属資源をとりまく不安定な市場環境においても、安
定的な数量を確保するとともに、価格高騰の影響を低減す
るよう努めています。
多結晶シリコンメーカーとして更に安定的な製品供給を

実現するために、信頼性の
ある主要調達先との関係強
化を図るとともに、調達ソー
スの多様化に取り組んでい
く方針です。

当社は、ニューホープ、ワークワース炭鉱への出資等を
通じ、石炭の安定供給に努めていますが、近年は、中国・イ
ンドをはじめとする新興国の需要増と、火力発電へのニー
ズの高まりを背景に、石炭需給はタイト化する傾向にあり
ます。このような環境下、従来から当社が掲げていた資源
の安定確保という方向性がますます重要な課題となること
から、今後も炭鉱への新規投資等により、山元との関係維
持・強化を図っていきます。

超硬工具の主原料となるタングステンは世界需要の8
割以上を中国が供給していますが、同国がタングステン鉱
石の輸出を禁止し、また中間材料のAPT（パラタングステ
ン酸アンモニウム）の輸出についても年々出荷量の規制を
強化しているため、レアメタルとしてその希少性は高まり
つつあります。
こうした状況のもと、当社は調達先の多様化に加え、

原料ソースの多様化に向けた取り組みを強化していま
す。使用済み超硬工具はリサイクルすることで新しい超
硬工具の原料に再生することができる貴重なタングス
テンソースであることから、グループ会社の三菱マテリ
アルツールズ（株）を窓口に、お客様及び主要取引先様と
協働で国内の使用済み超硬工具の回収に向けた取り組
みを強化しているほ
か、超硬工具用原料
の製造を受け持つ
日本新金属（株）で
は、リサイクルプラ
ントの処理能力を増
強しました。�

セメントの安定供給に向けて

超硬工具の安定供給に向けて

シリコン製品の安定供給に向けて

エネルギー資源としての石炭調達

日本新金属（株） 新工場

金属シリコン

国内で数少ない石炭鉱山（露天掘り炭砿）を所有する
北菱産業埠頭（株）が2010年7月、生産拠点を旭台露天
坑に完全移行し、生産を開始しました。旭台露天坑は採掘
区域全域が北海道有林の
中にあり、鉱害の発生防止
を図るための先行防災工
事を完了。電力・製紙・窯業
向け一般炭の安定生産・安
定供給の確立を図ってい
ます。

北菱美唄炭鉱
新露天坑での石炭採掘開始
北菱産業埠頭（株）

Topics

旭台露天坑（北海道）

東谷鉱山
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鉱山と呼ばれ、その回収・リサイク
ルに注目が集まっています。

都市鉱山

廃棄されたプラスチックや廃油
などは都市油田と呼ばれ、熱エ
ネルギーとして利用されます。

都市油田

石炭灰
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発電所

鉄鋼メーカー

自動車メーカー

家電メーカー

飲料メーカー 建設会社

自動車バッテリー

シュレッダーダスト

使用済み
飲料用アルミ缶

使用済み家電製品

使用済みタイヤ 下水汚泥

自動車、情報・エレクトロニクス関連製品

アルミコイル

アルミ缶

セメント 建材

化成品工場 アルミ缶リサイクル工場

タングステンリサイクル工場

化学メーカー

加工・部品メーカー

熱エネルギー
として

原料
として

家電リサイクル工場

製錬・セメント資源化システム
セメント工場 非鉄金属製錬所

受入

独自の技術・プロセス・ネットワークを駆使し、社会的課題に挑戦します
　鉱物資源の多くを海外に依存する資源小国日本にあって、資源循環による再生資源の活用は、天然資源の採取抑
制や使用エネルギー削減の面でも大きな役割を担っており、近年は「都市鉱山」、「都市油田」からの再生も注目され
ています。
　加えて、国土が狭く、新しい最終処分場建設が難しい日本では、廃棄物の減量化や周辺環境への負荷を減らす側
面からも重要性が増しています。
　私たち三菱マテリアルグループは、これらの社会的課題に長年培った独自の技術・プロセス・ネットワークで挑戦
し、資源循環が真の「社会システム」として持続可能な社会を支えることができるよう、「人と社会と地球のために」貢
献したいと考えています。

生産者

重要課題
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循環型社会における当社グループの使命
3 リサイクル事業による循環型社会構築への貢献

当社グループは、多くの素材や材料等を供給すると同時に、廃棄物や使用済み製品を回収、リサイクルし、素材やエネル
ギーとして再利用しています。これらの取り組みで廃棄物量と天然資源使用量を削減し、循環型社会の構築に向けて挑戦し
ています。
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都市油田

石炭灰

使用済み
超硬工具

（タングステン）

廃プラ

電線

基板

廃油 都市ごみ
エ
ネ
ル
ギ
ー
系

原
料
系

発電所

鉄鋼メーカー

自動車メーカー

家電メーカー
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使用済み
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使用済み家電製品

使用済みタイヤ 下水汚泥

自動車、情報・エレクトロニクス関連製品

アルミコイル
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セメント 建材

化成品工場 アルミ缶リサイクル工場

タングステンリサイクル工場

化学メーカー

加工・部品メーカー

熱エネルギー
として

原料
として

家電リサイクル工場

製錬・セメント資源化システム
セメント工場 非鉄金属製錬所

受入

独自の技術・プロセス・ネットワークを駆使し、社会的課題に挑戦します
　鉱物資源の多くを海外に依存する資源小国日本にあって、資源循環による再生資源の活用は、天然資源の採取抑
制や使用エネルギー削減の面でも大きな役割を担っており、近年は「都市鉱山」、「都市油田」からの再生も注目され
ています。
　加えて、国土が狭く、新しい最終処分場建設が難しい日本では、廃棄物の減量化や周辺環境への負荷を減らす側
面からも重要性が増しています。
　私たち三菱マテリアルグループは、これらの社会的課題に長年培った独自の技術・プロセス・ネットワークで挑戦
し、資源循環が真の「社会システム」として持続可能な社会を支えることができるよう、「人と社会と地球のために」貢
献したいと考えています。

生産者
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　各種スクラップ原料をリサイクルする方法には、既存の製錬工
程に直接投入する方法と、前処理を施した後に既存の製錬工程へ
導入する方法があります。スクラップ原料の性状（可燃成分の有
無、形状など）及び、最も効率的な資源回収やエネルギー回収を
考慮し、スクラップ原料ごとに適切な方法を選びます。
　セメント工場で発生するクリンカダストは溶融飛灰再資源化設
備にて前処理した後、既存製錬工程へ導入し、カルシウムなどの
成分を製錬副原料として有効利用した後、銅スラグとなり、再びセ
メント原料として循環します。

比較的高純度のスクラップは、既存の製錬工程で直接処理し、可燃物が
多い基板類やシュレッダーダストは前処理炉での燃焼溶融が基本ですが、
リサイクル品の性状等で品種ごとに更に細かく処理方法を決定し多くの品
種に対応しています。また前処理炉ではバーナーを
使わず原料の燃焼熱のみで運転を行い、省エネル
ギーに貢献していますが、更に東北大震災や社会情
勢の影響で大きく変化している原料の状況に対応で
きる柔軟な運転を目指し、リサイクルに貢献したいと
思います。

銅事業における取り組み
受入

前処理

原料・熱エネルギーに

最終処分場を必要としない
資源リサイクルの実現に向けて

S炉
CL炉

C炉

製錬・セメント資源化システム
　「資源小国」「廃棄物大国」と言われる日本は、循環型社
会の構築に向けて、多くの課題を抱えており、当社ではグ
ループを挙げて環境リサイクル事業に取り組み、持続的
発展が可能な社会の形成に挑戦しています。特に、非鉄製
錬業とセメント製造業との協業による「製錬・セメント資源
化システム」は、お互いの施設で発生する副産物を互いに
原材料として有効活用することで、最終処分場を必要とし
ない環境リサイクル事業に取り組んでいます。
　この取り組みは、「三菱連続製銅法」を有する非鉄製錬業
と、超高温の焼成炉を持つセメント製造業をあわせ持つ日
本唯一の企業体である当社だからこそ実現したものです。
　「製錬・セメント資源化システム」は、逼迫する最終処分
場の延命に大きく寄与し、また日本の循環型社会を実現
するためにも重要な位置付けにあると考えています。

　当社が独自開発した三菱連続製銅法は、無公害・高能率を特徴
とする製銅プロセスです。投入した銅精鉱は、樋で連結した三炉
を経て連続的に粗銅（98.5％）が得られます。設備がコンパクトで
あり、省エネルギー、低コスト化にも役立っています。

三菱連続製銅法

■ ■ 廃棄物・副産物受け入れ量　　 原単位

銅製錬
非鉄製錬所

銅事業における取り組みVoice

石炭灰、汚染土壌、原料スラグ及び都市ごみ焼却灰など廃棄物
の多くは粘土等の天然原料に組成が近い特性があります。セメン
ト工場は、超高温焼成プロセスを活用し、通常は処理困難な廃棄
物を安定的に無害化でき、セメントの原料として有効利用してい
ます。銅製錬所の副産物である銅スラグについても鉄原料とし
て、また石こうはセメント添加用として有効利用しています。
最近は、廃プラスチックやシュレッダーダスト等を熱エネルギー

代替物として積極的に受け入れるため、従来では処理困難な高塩
素品にも対応可能な塩素バイパス設備を各工場に設置・増強し、
バイパス設備で発生するクリンカダストはセメント工場内でのリ
サイクルのほか、銅製錬所でもリサイクルされています。

セメント工場では、製造プロセスの特徴を活かし、さまざまな廃棄物を原
料、熱エネルギーとして有効活用しています。
自治体から発生する下水汚泥をはじめ、火力発電所で発生する石炭灰や

廃プラスチックなどの利用推進を図りながら、コンプ
ライアンスを重視した受入処理体制のもと、安定した
操業を維持し、お客様に安心してご使用いただけるセ
メント製品の製造を行っています。
今後も廃棄物使用の推進を図り、循環型社会の礎

となるべくプライドを持って取り組んでいきます。

セメント事業におけるリサイクル

横瀬工場 生産課 課長　市原 克彦（直島製錬所） マテリアル・エコ・リサイクル（株）　小隈 信博

セメント事業における取り組みVoice

MFC※

キルン

クリンカクーラー

プレ
ヒーター

焼成工程原料工程

　各種原料（廃棄物・副産物含
む）は、原料工程で調合され、焼
成工程で水硬性の化合物にな
るように高温で焼成されます。
　最高温度（1,450℃）に達して
所定の化学反応を終えたら、一
気に冷却してクリンカと呼ばれ
る黒い固まりをつくります。

セメント工場

受入

熱エネルギーに原料に

※ MFC：石灰石の脱炭酸反応を行うための 当社開発の流動式仮焼炉。

超高温焼成プロセス

製錬技術を活かし、廃棄物を
非鉄金属の原料として有効利用

超高温焼成プロセスで
二次廃棄物を発生させずに再資源化

直島製錬所 九州工場

銅スラグ・石こう

クリンカダスト

セメント事業銅事業
非鉄製錬 セメント工場

廃棄物

生活者

建設会社

発電所

鉄鋼
メーカー

廃棄物
・副産物

受入
3,621
千t

廃棄物
・副産物

基板・
スクラップ

シュレッダー
ダスト

スクラップ
バッテリー 受入

378
千t

生活者

自動車
メーカー

加工部品
メーカー

家電
メーカー

建設残土
管理土

スラグ
石炭灰

廃プラ
廃タイヤ

下水汚泥
排水汚泥

切削工具

前処理

家電リサイクル工場

家電リサイクル工場
回収したプリント基板や断熱材ウレタン
を、それぞれ非鉄製錬所やセメント工場
で有効利用しています。

スクラップ処理量の推移
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3 リサイクル事業による循環型社会構築への貢献

製錬・セメント資源化システム



　各種スクラップ原料をリサイクルする方法には、既存の製錬工
程に直接投入する方法と、前処理を施した後に既存の製錬工程へ
導入する方法があります。スクラップ原料の性状（可燃成分の有
無、形状など）及び、最も効率的な資源回収やエネルギー回収を
考慮し、スクラップ原料ごとに適切な方法を選びます。
　セメント工場で発生するクリンカダストは溶融飛灰再資源化設
備にて前処理した後、既存製錬工程へ導入し、カルシウムなどの
成分を製錬副原料として有効利用した後、銅スラグとなり、再びセ
メント原料として循環します。

比較的高純度のスクラップは、既存の製錬工程で直接処理し、可燃物が
多い基板類やシュレッダーダストは前処理炉での燃焼溶融が基本ですが、
リサイクル品の性状等で品種ごとに更に細かく処理方法を決定し多くの品
種に対応しています。また前処理炉ではバーナーを
使わず原料の燃焼熱のみで運転を行い、省エネル
ギーに貢献していますが、更に東北大震災や社会情
勢の影響で大きく変化している原料の状況に対応で
きる柔軟な運転を目指し、リサイクルに貢献したいと
思います。

銅事業における取り組み
受入

前処理

原料・熱エネルギーに

最終処分場を必要としない
資源リサイクルの実現に向けて

S炉
CL炉

C炉

製錬・セメント資源化システム
　「資源小国」「廃棄物大国」と言われる日本は、循環型社
会の構築に向けて、多くの課題を抱えており、当社ではグ
ループを挙げて環境リサイクル事業に取り組み、持続的
発展が可能な社会の形成に挑戦しています。特に、非鉄製
錬業とセメント製造業との協業による「製錬・セメント資源
化システム」は、お互いの施設で発生する副産物を互いに
原材料として有効活用することで、最終処分場を必要とし
ない環境リサイクル事業に取り組んでいます。
　この取り組みは、「三菱連続製銅法」を有する非鉄製錬業
と、超高温の焼成炉を持つセメント製造業をあわせ持つ日
本唯一の企業体である当社だからこそ実現したものです。
　「製錬・セメント資源化システム」は、逼迫する最終処分
場の延命に大きく寄与し、また日本の循環型社会を実現
するためにも重要な位置付けにあると考えています。

　当社が独自開発した三菱連続製銅法は、無公害・高能率を特徴
とする製銅プロセスです。投入した銅精鉱は、樋で連結した三炉
を経て連続的に粗銅（98.5％）が得られます。設備がコンパクトで
あり、省エネルギー、低コスト化にも役立っています。

三菱連続製銅法

■ ■ 廃棄物・副産物受け入れ量　　 原単位

銅製錬
非鉄製錬所

銅事業における取り組みVoice

石炭灰、汚染土壌、原料スラグ及び都市ごみ焼却灰など廃棄物
の多くは粘土等の天然原料に組成が近い特性があります。セメン
ト工場は、超高温焼成プロセスを活用し、通常は処理困難な廃棄
物を安定的に無害化でき、セメントの原料として有効利用してい
ます。銅製錬所の副産物である銅スラグについても鉄原料とし
て、また石こうはセメント添加用として有効利用しています。
最近は、廃プラスチックやシュレッダーダスト等を熱エネルギー

代替物として積極的に受け入れるため、従来では処理困難な高塩
素品にも対応可能な塩素バイパス設備を各工場に設置・増強し、
バイパス設備で発生するクリンカダストはセメント工場内でのリ
サイクルのほか、銅製錬所でもリサイクルされています。

セメント工場では、製造プロセスの特徴を活かし、さまざまな廃棄物を原
料、熱エネルギーとして有効活用しています。
自治体から発生する下水汚泥をはじめ、火力発電所で発生する石炭灰や

廃プラスチックなどの利用推進を図りながら、コンプ
ライアンスを重視した受入処理体制のもと、安定した
操業を維持し、お客様に安心してご使用いただけるセ
メント製品の製造を行っています。
今後も廃棄物使用の推進を図り、循環型社会の礎

となるべくプライドを持って取り組んでいきます。

セメント事業におけるリサイクル

横瀬工場 生産課 課長　市原 克彦（直島製錬所） マテリアル・エコ・リサイクル（株）　小隈 信博

セメント事業における取り組みVoice

MFC※

キルン

クリンカクーラー

プレ
ヒーター

焼成工程原料工程

　各種原料（廃棄物・副産物含
む）は、原料工程で調合され、焼
成工程で水硬性の化合物にな
るように高温で焼成されます。
　最高温度（1,450℃）に達して
所定の化学反応を終えたら、一
気に冷却してクリンカと呼ばれ
る黒い固まりをつくります。

セメント工場

受入

熱エネルギーに原料に

※ MFC：石灰石の脱炭酸反応を行うための 当社開発の流動式仮焼炉。

超高温焼成プロセス

製錬技術を活かし、廃棄物を
非鉄金属の原料として有効利用

超高温焼成プロセスで
二次廃棄物を発生させずに再資源化

直島製錬所 九州工場

銅スラグ・石こう
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廃プラ
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切削工具

前処理

家電リサイクル工場

家電リサイクル工場
回収したプリント基板や断熱材ウレタン
を、それぞれ非鉄製錬所やセメント工場
で有効利用しています。

スクラップ処理量の推移
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家電リサイクルを実施した場合

解体・素材回収 出荷（輸送） 再生製品

［家電リサイクル工場］

※集計方法を見直し、過年度のデータを修正しました。

110 kg
［=0.11t］

超硬スクラップ

12 t
［=12,000kg］

粗鉱

インサートなら14,000個程度 10t 大型ダンプカー1台以上

WC =100kg
WC =100kg

量は少ないがコバルト、タンタル
等も回収できる可能性がある。

※平均的な鉱石品位に基づく当社試算値。

マテリアルリサイクル図

家電メーカー 家電リサイクルプラント

5社6工場

家電新製品

再生部材 回収部材

使用済み家電製品

素材メーカー

溶解・
鋳造

回収

圧延製缶

アルミ缶を溶解し、スラブに鋳造し
ます。

アルミ缶リサイクルの流れ

鋳造

溶解

缶材を打ち抜き製缶します。印刷後、
完成した缶は飲料メーカーに運ばれ
ます。

製缶

使用済みアルミ缶を回収します。

スラブを圧延し、缶材にします。

缶材

当社グループ（ユニバーサル製缶（株）、三菱アルミニウム
（株））では、製缶→回収→溶解→鋳造→圧延を繰り返すCAN 
TO CANリサイクルをグループ内独自の一貫処理システム
で行っておリ、国内最大の年間約4万tの処理を実現すること
で、アルミ資源の節約に貢献しています。また、使用済み飲料
用アルミ缶から製造されるアルミ再生スラブは、新地金の約
3%のエネルギーで製造できるため、エネルギーを大幅に削
減することができ、地球温暖化防止にも貢献しています。

国内最大のアルミ缶リサイクル

希少な金属を含む廃棄物は都市鉱山と呼
ばれ、その回収・リサイクルに注目が集まって
います。都市鉱山は希少金属の含有率が高い
ため、天然資源より効率よく希少金属を得る
ことができます。
超硬工具の主原料であるタングステンは

希少金属のひとつであり、当社グループは原
料から製品まで一貫して生産ができるメー
カーの特性を活かして使用済み超硬工具の
リサイクルに取り組み、原料の安定確保にも
繋げています。

都市鉱山からのタングステンリサイクル

家電製品は、鉄・アルミニウム・銅等の金属や、ガラ
ス、プラスチック、ゴム等、多くの素材がさまざまに組み
合わされてつくられています。家電リサイクルプラント
では手解体を中心とした材料の分別を行い、処理困難
物であるプリント基板は銅製錬、鉛製錬のプロセスを
利用して貴重な金属を回収し、断熱材ウレタンは、セメ
ント製造プロセスに受け入れ、石炭等の代替として有効
活用する等、当社グループのシナジー効果を最大限活
用しています。
2010年度は前年度に引き続き、エコポイント制度の

影響を受けて4品目とも処理台数が増加しました。特に
テレビに関しては2011年7月のアナログ停波に向けた
薄型テレビへの買い替え需要の影響もあり、処理台数
は大幅にアップしました。

もし家電リサイクルを実施しなかったら、使用済み家電
製品は埋立処分され、新しい製品が天然資源から製造さ
れます。これに対し、家電リサイクルを実施すると、使用済
み家電製品からは金属スクラップや樹脂素材が回収さ
れ、再資源化処理を経て再び製品として生まれ変わりま
す。この２つの場合を比較することにより、家電リサイクル

を実施することで削減される環境負荷を定量的に評価す
ることができます。
例えば、2009年度に当社出資の５社６工場でリサイク

ルされた家電製品3,276千台に対して評価を実施する
と、リサイクルによって削減された埋立処分量は12万ｔ以
上になります。

家電リサイクル

家電リサイクルによる環境負荷削減効果

仮

処理台数の推移

東京スカイツリー 3 塔分

埋立処分量削減効果

年間１２万t以上（2009年度）
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※当社独自評価による　※スカイツリー4万ｔとして試算

家電リサイクルを実施しない場合

埋立処分 天然資源採掘・輸送 新規製品

使用済み家電製品

消費者

4,797

都市鉱山か
ら

の場合
天然資源か

ら
の場合
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3 リサイクル事業による循環型社会構築への貢献

事業特性・プロセスを活かしたリサイクル
当社グループは、多様な事業展開を通じて得られた技術・ノウハウを応用し、さまざまなリサイクル事業で、循環型社会の構
築に向けて取り組んでいます。



家電リサイクルを実施した場合

解体・素材回収 出荷（輸送） 再生製品

［家電リサイクル工場］

※集計方法を見直し、過年度のデータを修正しました。

110 kg
［=0.11t］

超硬スクラップ

12 t
［=12,000kg］

粗鉱

インサートなら14,000個程度 10t 大型ダンプカー1台以上

WC =100kg
WC =100kg

量は少ないがコバルト、タンタル
等も回収できる可能性がある。

※平均的な鉱石品位に基づく当社試算値。

マテリアルリサイクル図

家電メーカー 家電リサイクルプラント

5社6工場

家電新製品

再生部材 回収部材

使用済み家電製品

素材メーカー

溶解・
鋳造

回収

圧延製缶

アルミ缶を溶解し、スラブに鋳造し
ます。

アルミ缶リサイクルの流れ

鋳造

溶解

缶材を打ち抜き製缶します。印刷後、
完成した缶は飲料メーカーに運ばれ
ます。

製缶

使用済みアルミ缶を回収します。

スラブを圧延し、缶材にします。

缶材

当社グループ（ユニバーサル製缶（株）、三菱アルミニウム
（株））では、製缶→回収→溶解→鋳造→圧延を繰り返すCAN 
TO CANリサイクルをグループ内独自の一貫処理システム
で行っておリ、国内最大の年間約4万tの処理を実現すること
で、アルミ資源の節約に貢献しています。また、使用済み飲料
用アルミ缶から製造されるアルミ再生スラブは、新地金の約
3%のエネルギーで製造できるため、エネルギーを大幅に削
減することができ、地球温暖化防止にも貢献しています。

国内最大のアルミ缶リサイクル

希少な金属を含む廃棄物は都市鉱山と呼
ばれ、その回収・リサイクルに注目が集まって
います。都市鉱山は希少金属の含有率が高い
ため、天然資源より効率よく希少金属を得る
ことができます。
超硬工具の主原料であるタングステンは

希少金属のひとつであり、当社グループは原
料から製品まで一貫して生産ができるメー
カーの特性を活かして使用済み超硬工具の
リサイクルに取り組み、原料の安定確保にも
繋げています。

都市鉱山からのタングステンリサイクル

家電製品は、鉄・アルミニウム・銅等の金属や、ガラ
ス、プラスチック、ゴム等、多くの素材がさまざまに組み
合わされてつくられています。家電リサイクルプラント
では手解体を中心とした材料の分別を行い、処理困難
物であるプリント基板は銅製錬、鉛製錬のプロセスを
利用して貴重な金属を回収し、断熱材ウレタンは、セメ
ント製造プロセスに受け入れ、石炭等の代替として有効
活用する等、当社グループのシナジー効果を最大限活
用しています。
2010年度は前年度に引き続き、エコポイント制度の

影響を受けて4品目とも処理台数が増加しました。特に
テレビに関しては2011年7月のアナログ停波に向けた
薄型テレビへの買い替え需要の影響もあり、処理台数
は大幅にアップしました。

もし家電リサイクルを実施しなかったら、使用済み家電
製品は埋立処分され、新しい製品が天然資源から製造さ
れます。これに対し、家電リサイクルを実施すると、使用済
み家電製品からは金属スクラップや樹脂素材が回収さ
れ、再資源化処理を経て再び製品として生まれ変わりま
す。この２つの場合を比較することにより、家電リサイクル

を実施することで削減される環境負荷を定量的に評価す
ることができます。
例えば、2009年度に当社出資の５社６工場でリサイク

ルされた家電製品3,276千台に対して評価を実施する
と、リサイクルによって削減された埋立処分量は12万ｔ以
上になります。

家電リサイクル

家電リサイクルによる環境負荷削減効果

仮

処理台数の推移

東京スカイツリー 3 塔分

埋立処分量削減効果

年間１２万t以上（2009年度）

処理台数［千台／年］

0806 07 09 10［年度］0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2,084 2,174 2,337

3,276

■ ■ 国内消費量　　 グループ回収率

当社グループアルミ缶 回収率［％］

アルミ缶国内消費量と当社グループでの回収量比率の推移

アルミ缶国内消費量［千t／年］

0806 07 09 10［年度］0

100

200

300

400

0

5

10

15

20

299 302

13.8 13.2
16.1 16.2 15.6
299 293 296296296296

Topics

※当社独自評価による　※スカイツリー4万ｔとして試算

家電リサイクルを実施しない場合

埋立処分 天然資源採掘・輸送 新規製品

使用済み家電製品

消費者

4,797

都市鉱山か
ら

の場合
天然資源か

ら
の場合

三菱マテリアル CSR報告書2011 42

3
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
に
よ
る
循
環
型
社
会
構
築
へ
の
貢
献

資
源
と
リ
サ
イ
ク
ル



三菱マテリアル CSR報告書201143

環境報告
マテリアリティ4 環境保全・地球温暖化防止への取り組み

主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

環境保全

環境管理活動の推進
環境関連法令自主点検の実施。グルー
プ会社を含めた廃棄物管理体制の再
構築。

環境関連法令自主点検のグループ会
社への展開。廃棄物管理体制の定着。

生物多様性に配慮した
活動の推進

周辺住民の要望に配慮した
保全活動の実施。

海外鉱山及び国内休廃止鉱山におけ
る活動の継続とその他の活動の検討。

社有林の持続可能な管理運営
主力森林の資源循環による持続的管理
運営と、その手段としての森林認証取
得の推進。

主力森林の資源循環による持続的管理
運営と、その手段としての森林認証取
得の推進（継続）。

地球温暖化防止へ
の取り組み

省エネルギー活動の推進
代替エネルギー使用、高効率機器導
入、操業形態見直し、管理強化等の着
実な推進。

全社エネルギー管理体制の更なる強化
と省エネ活動の継続的な推進。

低炭素社会に向けた当社戦略
の策定・推進

国内外における関係情報の収集と共有
化、取り組みの基盤強化・促進のための
エコ活動表彰制度の創設。

情報収集の継続と経営戦略への反映
及び対策の推進。

地熱開発事業の推進
新規地域での3社共同出資による新会
社の設立、及び地熱開発に係る調査の
推進（継続）。

新規地域での地熱開発に係る調査の
推進（継続）及び既存地域での国立公
園地下の開発（傾斜掘削）。

マテリアリティ5 環境配慮型の技術・製品開発の推進
主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

環境配慮型の
技術・製品開発の

推進

省エネルギー技術の強化

◦太陽電池向けに多結晶シリコン、
ターゲットなどの各種原材料を販売。

◦ハイブリッドカー向けＤＢＡ基板につ
いて品質性能・信頼性を向上。

◦更なる品質向上や量産体制の確立に
より社会ニーズに対応する。

◦更なる性能向上のため研究開発を推
進する。

環境リサイクル・都市資源
リサイクル技術の強化

タングステン等の重要希少金属
リサイクル技術の確立。

白金族、希少金属等の都市資源回収・
リサイクル技術の強化。

省エネルギー・代替エネルギー
市場向け技術開発の推進

省エネルギー・新エネルギー向け研究
開発テーマを推進。

開発ネットワークの強化によるマテリア
ル・プレミアムの創出並びに新興国対
応テーマの推進。

産官学の連携強化 国内及び米国の大学との
連携を推進。

連携先の拡大、特に、中国の大学との
連携（共同研究開発）を開始。



三菱マテリアル CSR報告書2011 44

Highlights 
1 エコ・コンテスト制度の創設

持続可能な社会の実現に貢献する活動をより一層強く推進していくことを目的として、「低炭素社会」並びに「循
環型社会」の構築に貢献する当社グループの活動を対象に、優秀な取り組みを表彰するエコ・コンテスト制度を
2010年10月に創設しました。第1回コンテストの表彰式が2011年4月8日に行われ、最優秀場所賞1件、最優秀活
動賞1件、優秀賞・奨励賞・努力賞計8件の合計10件が表彰されました。

　　　　   　
直島製錬所の取り組み
直島製錬所では従来よりエネルギー使用量の削減

に組織的・計画的に取り組み、著しい成果を上げてき
ました。具体的には廃熱の有効利用や再生油の使用
促進による重油使用量の削減、高効率機器の導入に
よる電力使用量の削減、リサイクル原料処理方法の
改善による石炭使用量の削減などです。
またエコタウン事業「エコアイランドなおしまプラ

ン」への参画をきっかけとし、廃棄物処理事業を積極
的に推進し拡大してきました。ソフト面では社有地を
中心とした島内緑化活動を継続しており、地域連携
活動として直島町の「緑化推進協議会」に参加してい
るほか、「環の里プロジェクト」を運営し、ヒマワリの種
蒔き・収穫イベントの実施などを通じ、地域との融合
を図っています。

　　　　   　
九州工場（苅田）の取り組み
セメント工場は持続可能な循環型社会を担う再資

源化機能を有するものとして注目を集めています。
これまでも可燃性原料（石炭・石油コークスなど）の
代替品として廃タイヤ、RDF（ごみ固形化燃料）など
を使用してきました。これらの使用方法は確立してい
ますが、収集量を増やすことは難しいため、新たなエ
ネルギー源であ
る、アンモニアス
ラグ等の低発熱
量粉体、廃プラス
チックの使用量
増及び安定使用
に向け活動を行
いました。

Voice 継続的にエコ活動を推進
直島製錬所 技術課　阿部 信二

これまで取り組んできた省エネ、二酸化炭素排出
量削減、廃棄物処理、リサイクルなどのエコ活動及
び地域と融合した環境活動が総合的に評価され、
最優秀場所賞を授与するこ
とができました。今後も今
回の受賞を励みにして、更
なるエコ活動を推進してい
きます。

Voice 設備・運転・収集面での課題を克服
九州工場 技術部技術課・課長補佐　新保 禎信

工場のワーキンググループが一丸となり設備・運
転・収集それぞれの課題を克服した結果、低発熱量
粉体・廃プラスチックの使用量増とキルンの安定運
転が可能となりました。今回の
経験を活かし、更なる資源循
環型社会への貢献に努めてい
きたいと思います。

廃プラスチック破砕設備

最優秀場所賞 最優秀活動賞
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4 環境保全・地球温暖化防止への取り組み

当社グループは、持続可能な社会を構築するためには環境保全が重要な課題であるということを基本的な認識として、
事業活動に伴う環境負荷の低減に取り組んでいます。

環境マネジメント

当社は総合素材メーカーとして多様な事業活動を展開
しています。環境に与える負荷は事業活動の特性によって
さまざまであることから、事業所ごとに環境マネジメントシ
ステムの国際規格であるISO14001の第三者認証取得に
取り組んできました。現在、主要な製造事業所と研究所は
全てISO14001の第三者認証を取得しており、それぞれの
事業内容や地域特性を踏まえて継続的改善に取り組んで
います。
全社的な課題については、CSR委員会のもとに環境管

理に係る専門部会として設置した環境管理部会で対応を
検討し、事業所及びグループ会社に取り組みを展開して
います。

 廃棄物管理体制
当社は、セメント事業や銅事業において廃棄物処理業

の許可を取得して廃棄物の受け入れ処理を行っており、
また、年間約1.7万tの廃棄物を排出する事業者であるこ
とから、廃棄物を適切に処理する責任を確実に果たすこ
とが重要であると考えています。2006年11月に社内の
廃棄物管理体制を構築しましたが、2009年度以降は対
象をグループ会社に拡大し、廃棄物管理の責任者向けの
eラーニングや実務担当者を対象とした集合研修を開催
することで、廃棄物を適切に管理できる人財を育成して
います。

 海外における環境管理体制
当社グループは海外でもさまざまな事業活動を行って

います。烟台三菱水泥有限公司（中国・セメント事業）、スペ
イン三菱マテリアル社（加工事業）、米国三菱マテリアルポ
リシリコン社（電子材料事業）などの主要な海外グループ
会社はISO14001の第三者認証を取得しており、事業内容
や周辺環境に配慮した環境方針に基づいて環境マネジメ
ントを行っています。

事業所等
（国内の事業所、研究所等） グループ会社

事務局 ： 環境管理室

ワーキンググループ
カンパニー・事業部（室）
関係コーポレート部門

環境管理部会

CSR委員会

環境管理部会の位置付け

2010年度の主な活動実績

・事業所の特性に応じた取り組みの推進
・有害化学物質使用の低減
・直轄事業所における環境関連法令に係る自主点検の実施
・グループ会社を含めた廃棄物管理体制の再構築
・環境関連情報の共有化

2011年度の主な活動予定

・事業所の特性に応じた取り組みの推進
・有害化学物質使用の低減
・グループ会社への環境関連法令に係る自主点検の展開
・グループ会社を含めた廃棄物管理体制の定着
・環境関連教育の充実

［ 環境方針 ］

私たちは、「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、地球
規模の環境保全の重要性を認識し、「私たちの行動指針10章」に則
り、事業活動を通じて持続的発展が可能な社会の実現に貢献します。
私たちは、セメント、銅、金属加工、電子材料等の総合素材メー

カーとして、産業社会に多くの基礎素材や製品を供給しています。
これらの素材や製品は、私たちの生活の多くの場面で使われてい
ます。
素材産業は製造段階における環境負荷が高い側面がある一方、

廃棄物の処理や再資源化等を通じて資源の有効利用や資源循環へ
貢献できる機能を有しています。
私たちは、事業活動において「環境」という側面を常に考慮し、事

業の特性を生かしながら、事業と環境との調和を目指した「環境経
営」を実践していきます。こうした理念の下で、法令の遵守はもとよ
り、生活の基盤となる素材、製品の供給やリサイクル事業等を通じ
て、環境負荷の低い循環型社会の実現に貢献します。〉〉〉 WEB

環境管理体制

廃棄物実務者研修
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リスクマネジメント活動の中で水質汚濁や土壌汚染等の
環境リスクの洗い出しを行っています。洗い出された環境
リスクについては、それぞれの事業所の環境マネジメント
システムのPDCAサイクルを活用してリスク低減に取り組
んでいます。

 環境関連法令の遵守
環境関連法令が相次いで改正されていることから、法令

遵守の取り組みを強化しています。当社は、2010年4月に
施行された改正土壌汚染対策法によって新たに制度化さ
れた汚染土壌処理業の許可を取得したことから、社内会合
等の機会に土壌汚染対策法の遵守を徹底するために必要
な対応を周知しています。また、2011年4月に改正廃棄物
処理法が施行されたことから、事業所及びグループ会社の
廃棄物管理担当者向けの説明会を東京、大阪、福岡で開催
し、受講者は193名でした。

 廃棄物処理状況の確認
当社の廃棄物管理規定では処理を委託した廃棄物の処

理状況を定期的に確認することを社内ルールにしており、
現地確認を行う等により廃棄物が適切に処理されているこ
とを確認しています。

環境関連法令の遵守や環境事故の未然防止を図るた
め、経営監査室が業務監査の一環として環境監査を実施し
ています。また、大気汚染防止法と水質汚濁防止法が改正
され、2011年4月からばい煙や排出水の測定に係る規制
等が強化されることから、法に基づく届出や測定の状況に
ついて自主点検を実施しました。

2010年度の環境に係る法規制の遵守につきましては、
規制当局からの不利益処分（許可取消し、操業停止命令、
設備の使用停止命令、罰金等）はありませんでした。

環境負荷の低減や環境事故の未然防止のためには、社
員一人ひとりの理解と行動が不可欠であることから、事業
所でのOJTやグループ研修センターでの集合研修など、
さまざまな形で教育を実施しています。

 環境関連法令に関する教育
2010年度に開講した当社の技術スタッフ教育プログラ

ムにも環境法令に関する講座を設置しており、環境法令遵
守の必要性や環境関連法令の概要を理解するための講義
を実施しています。

 内部環境監査員教育
当社及びグループ会社を対象として、ISO14001内部

監査員養成講習会を実施しています。2010年度は、現場
における環境法令の遵守及び環境事故の未然防止の観点
から、事業所の現場で監査のポイントを解説するサイトツ
アーを実施しました。2010年度の受講者は130名でした。

環境リスク低減の取り組み

環境監査

環境に関する法規制の遵守・事故等

環境教育

海外における環境管理の取り組み

1995年にタイのアユタヤ県工業団地内に設立された当社は、従業員約1,500名で超硬切削工具の製造と販売を行っていま
す。タイは稲作を中心とした農業を基盤として発展してきた経緯があることから、農業用水の水質に影響を及ぼす水質汚濁問題に
敏感です。タイの環境行政では排水規制の優先度が高く、BOD、COD等の排水基準値は日本よりも厳しく
なっています。当社はタイの厳しい排水規制に対応するため、排水を工業団地の基準値に合わせて適切に処
理するとともに、洗浄等で生じる廃液を全量回収して政府指定の専門業者に処理を委託しています。

MMC Tools（Thailand） 

Maintenance Manager　徳重�直人

Voice



生産活動

総売上高（単体）

723十億円

製品

INPUT

※環境パフォーマンスデータの詳細はWEBに掲載する「ファクトシート」をご参照ください。

　　エネルギー投入量
2010年度はリーマンショックから回復

基調でしたが、公共事業等の大型投資の
低迷が続いており、一部の事業において
生産量が伸びず、2010年度のエネル
ギー投入量は2009年度と同程度となり
ました。しかし、省エネ活動における各場
所のさまざまな改善によってエネルギー
使用の効率化を図ることができ、原単位
は2009年度に対し改善しています。

　　原材料・資材投入量
循環型社会の構築に貢献するために、

廃棄物や副産物を原材料として利用する
ことを積極的に推進しています。2010
年度はセメント事業で廃棄物利用率が向
上した結果、廃棄物及び副産物の使用量
は313万ｔ（前年度比：20万ｔ増）であり、原
材料・資材投入量の約19%でした。

　　水使用量
2010年度の海水を含む水使用量は

4.21億m³でした。このうち、セメント工場
の火力発電施設及び銅製錬所において
冷却水として利用している海水の量が
4.1億m³であり、水使用量全体の約97%
を占めています。今後も水資源を大切に
利用するために、排水の循環利用やク
ローズドシステム化を推進していきます。

39.0 PJ （原油換算で1.01百万kL）エネルギー投入量 

16.4 百万t （リサイクル原料受け入れ量 ： 3.1百万t）原材料・資材投入量

421 百万m³ （海水 ： 407百万m³ ・ 淡水 ： 15百万m³）水使用量

OUTPUT

　　産業廃棄物排出量
工程から排出される汚泥の減容化や埋

立処分していた廃棄物のリサイクル推進
等の取り組みを進めています。2010年度
は生産量の回復に伴い、産業廃棄物の総
量は前年度比で約700ｔ増加しましたが、
埋立処分している廃棄物の比率は前年度
の約45%から約41%に減少しています。

7,489 千t 温室効果ガスの排出量

416 百万m³排水量

14.2 千t 産業廃棄物排出量

（海水 ： 409百万m³ ・ 淡水 ： 7百万m³）

（CO₂換算）

（うち再資源化 8.3千t）

大気・水域への排出量

有害化学物質の排出量・移動量

SOx ： 693 t　NOx ： 8,522 t大気への排出

BOD ： 62 t　COD ： 162 t 　窒素 ： 166 t水域への排出

排出量 ： 52 t 移動量 ： 564 t 

詳細は　　　　 で報告しています〉〉〉P.50

■ 廃棄物　■ 副産物　■ 天然資源　
■ 加工品・部品　　　リサイクル原料利用率

［百万ｔ／年］ ［%］

08 0907 ［年度］10

0807 09 ［年度］10

原材料・資材投入量／リサイクル原料利用率

水使用量（海水を除く）
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■ 上水　■ 工業用水  ■ 地下水　■ その他淡水
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0807 09 ［年度］10

産業廃棄物排出量
■ 再資源化へ　■ 最終処分へ
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　　有害化学物質の排出量・移動量
化学物質排出把握管理促進法の政令が改正され、PRTR制度の届

出対象となる物質が354物質から462物質になりました。従来から
届出の対象であった物質の排出量・移動量は前年同期比で若干の増
加となりましたが、新たに
届出の対象となった化学
物質の排出量・移動量が加
わったことから、前年度か
ら534ｔ増加しました。

　　排水量
2010年度の排水量（海域への排出を

除く）は、淡水投入量の減少に伴い、前年
同期比で約19%減少しました。海域への
排水量は4．09億ｔで、そのうちの99%以
上が冷却水として利用した海水です。

　　大気・水域への排出量
排気ガスを排出する工程からは、化石燃料の燃焼や原料に含まれ

る成分の酸化反応によって生じる硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物
（NOx）、ばいじん等の大気汚染に係わる物質を排出しています。ま
た、水を排出する工程からは、生物化学的酸素要求量（BOD)、化学的
酸素要求量（COD)に係る物質や硝酸性窒素等を排出しています。
2010年度の硫黄酸化物の排出量は前年度比で約2%減少、窒素

酸化物の排出量は前年度比で約18%減少しました。水域への排出量
では、BODは前年同期比で約13%減少しましたが、CODが約17%
増加しました。

0807 09 ［年度］10

大気への排出量
■ SOx　■ NOx　 ■ ばいじん

0807 09 ［年度］10

［ｔ／年］

有害化学物質の排出量・移動量
■ 排出量　■ 移動量
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重要課題
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4 環境保全・地球温暖化防止への取り組み

事業活動を行うにあたっては、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減及び再資源化の推進を基本姿勢としており、事業活動
で発生する環境負荷をモニタリングし、環境負荷の低減に継続的に取り組んでいます。

環境負荷の全体像
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※環境パフォーマンスデータの詳細はWEBに掲載する「ファクトシート」をご参照ください。

　　エネルギー投入量
2010年度はリーマンショックから回復

基調でしたが、公共事業等の大型投資の
低迷が続いており、一部の事業において
生産量が伸びず、2010年度のエネル
ギー投入量は2009年度と同程度となり
ました。しかし、省エネ活動における各場
所のさまざまな改善によってエネルギー
使用の効率化を図ることができ、原単位
は2009年度に対し改善しています。

　　原材料・資材投入量
循環型社会の構築に貢献するために、

廃棄物や副産物を原材料として利用する
ことを積極的に推進しています。2010
年度はセメント事業で廃棄物利用率が向
上した結果、廃棄物及び副産物の使用量
は313万ｔ（前年度比：20万ｔ増）であり、原
材料・資材投入量の約19%でした。

　　水使用量
2010年度の海水を含む水使用量は

4.21億m³でした。このうち、セメント工場
の火力発電施設及び銅製錬所において
冷却水として利用している海水の量が
4.1億m³であり、水使用量全体の約97%
を占めています。今後も水資源を大切に
利用するために、排水の循環利用やク
ローズドシステム化を推進していきます。

39.0 PJ （原油換算で1.01百万kL）エネルギー投入量 

16.4 百万t （リサイクル原料受け入れ量 ： 3.1百万t）原材料・資材投入量

421 百万m³ （海水 ： 407百万m³ ・ 淡水 ： 15百万m³）水使用量

OUTPUT

　　産業廃棄物排出量
工程から排出される汚泥の減容化や埋

立処分していた廃棄物のリサイクル推進
等の取り組みを進めています。2010年度
は生産量の回復に伴い、産業廃棄物の総
量は前年度比で約700ｔ増加しましたが、
埋立処分している廃棄物の比率は前年度
の約45%から約41%に減少しています。

7,489 千t 温室効果ガスの排出量

416 百万m³排水量

14.2 千t 産業廃棄物排出量

（海水 ： 409百万m³ ・ 淡水 ： 7百万m³）

（CO₂換算）

（うち再資源化 8.3千t）

大気・水域への排出量

有害化学物質の排出量・移動量

SOx ： 693 t　NOx ： 8,522 t大気への排出

BOD ： 62 t　COD ： 162 t 　窒素 ： 166 t水域への排出

排出量 ： 52 t 移動量 ： 564 t 

詳細は　　　　 で報告しています〉〉〉P.50

■ 廃棄物　■ 副産物　■ 天然資源　
■ 加工品・部品　　　リサイクル原料利用率

［百万ｔ／年］ ［%］

08 0907 ［年度］10

0807 09 ［年度］10

原材料・資材投入量／リサイクル原料利用率

水使用量（海水を除く）
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産業廃棄物排出量
■ 再資源化へ　■ 最終処分へ
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　　有害化学物質の排出量・移動量
化学物質排出把握管理促進法の政令が改正され、PRTR制度の届

出対象となる物質が354物質から462物質になりました。従来から
届出の対象であった物質の排出量・移動量は前年同期比で若干の増
加となりましたが、新たに
届出の対象となった化学
物質の排出量・移動量が加
わったことから、前年度か
ら534ｔ増加しました。

　　排水量
2010年度の排水量（海域への排出を

除く）は、淡水投入量の減少に伴い、前年
同期比で約19%減少しました。海域への
排水量は4．09億ｔで、そのうちの99%以
上が冷却水として利用した海水です。

　　大気・水域への排出量
排気ガスを排出する工程からは、化石燃料の燃焼や原料に含まれ

る成分の酸化反応によって生じる硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物
（NOx）、ばいじん等の大気汚染に係わる物質を排出しています。ま
た、水を排出する工程からは、生物化学的酸素要求量（BOD)、化学的
酸素要求量（COD)に係る物質や硝酸性窒素等を排出しています。
2010年度の硫黄酸化物の排出量は前年度比で約2%減少、窒素

酸化物の排出量は前年度比で約18%減少しました。水域への排出量
では、BODは前年同期比で約13%減少しましたが、CODが約17%
増加しました。

0807 09 ［年度］10

大気への排出量
■ SOx　■ NOx　 ■ ばいじん

0807 09 ［年度］10

［ｔ／年］

有害化学物質の排出量・移動量
■ 排出量　■ 移動量

0
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800

52

564

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
［t／年］

8,522

693 197

［百万m³／年］

0807 09 ［年度］10

排水量（海域への排出を除く）
■ 河川・湖沼　■ 下水　■ その他

0

2

4

6

8
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12

エネルギー投入量
■ 直接　■ 間接

※1PJ（ペタジュール）＝1015J＝1,000TJ（テラジュール）
※直接・間接エネルギーの単年度内訳表はファクトシートに
　記載しています。

08 0907 ［年度］10

水域への排出量　　
■ BOD　■ COD　■ 窒素
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重要課題
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地球温暖化防止への取り組み
4 環境保全・地球温暖化防止への取り組み

当社グループでは、温室効果ガスの削減はもとより、社会全体を視野に入れた低炭素化に向けて不可欠となる製品・素材を
開発提供していくことが責務だと考えています。また再生可能エネルギーの創出に向けて、さまざまな取り組みを進めてい
ます。

当社は、温室効果ガス排出による地球温暖化の問題が、
将来にわたって人類全体に大きな影響を与えるものであ
ると強く認識しています。事業活動に伴って排出される温
室効果ガスの削減に向けて、明確な目標を掲げ、省エネ活
動等をはじめとする着実な活動を展開していくことはもと
より、当社の培った基盤技術を更に発展させ、社会全体の
低炭素化に向けて不可欠となる製品・素材を開発・提供し
ていくことが責務だと考えています。
これらを踏まえ、将来的に関連法令や温室効果ガス排

出に対する数量規制、環境税等が仮に導入された場合、
財務面に与える影響が大きいことから、地球温暖化問題
が抱える広範で潜在的なリスクと事業機会を検証し、より
包括的・長期的な視点や戦略性を持った対応を図るため、
2008年11月に社長をトップとする地球環境プロジェクト
委員会を設置しました。
また、2010年10月には、温暖化防止をはじめとする環

境活動をより一層推進することを目的に、当社グループの
優秀な取り組みを表彰するエコ・コンテスト制度を創設しま
した。〉〉〉 P44

地球環境プロジェクト委員会

ステアリング・コミッティ（運営委員会）

「地球環境プロジェクト室」（事務局）
経営戦略部門

委員長 ：社長
副委員長 ：地球環境担当役員
委員 ：経営会議メンバー
    関連する部門長・室長、事業部長、事業室長

議長 ：地球環境担当役員
メンバー ：カンパニー バイスプレジデント
    副事業部長クラス

地球環境プロジェクト委員会組織図

地球温暖化防止に向けた方針

温室効果ガス排出量とその内訳
当社の2010年度温室効果ガス総排出量は749万t（CO₂

換算）、うちエネルギー起源CO₂排出量は314万tでした。
省エネルギー活動によるエネルギー使用の効率化に加え、
2008年度から続く景気後退局面による生産量低下が一
部事業に影響していることもあり、両排出量とも、前年度同
等レベルとなりました。また、当社が目標としているエネル
ギー起源CO₂排出量は1990年度比で25％減となり、減少
幅は2009年度に引き続き、当社目標である対1990年度
比6％減を大幅にクリアしています。
当社は、これまで単体の国内直轄事業所の温室効果ガ

ス排出量のみを報告してきましたが、今回報告より国内・
海外の主要連結子会社事業所の排出量も含め、総排出量
及びエネルギー起源排出量についても報告することとし
ました。

当社の温暖化防止取り組み目標

エネルギー起源CO₂全社排出量目標（2008～2012年度平均）
➡3.92百万t（対1990年度比：6％減）

・銅事業カンパニー、加工事業カンパニー、電子材料事業カンパニー
➡エネルギー原単位年1％減

・セメント事業カンパニー
➡2004年度のエネルギー原単位を維持

事業部門別目標

当社はエネルギー起源CO₂排出量目標に加えて、4つの
コア事業（セメント、銅、加工、電子材料）がそれぞれの目標
を定めて温室効果ガスの削減に努めており、その情報共有
のために省エネルギー委員会事務局全社連絡会議が設置
されています。また、業界単位での取り組みである経団連
自主行動計画や日本国政府の取り組みとして2008年末に
開始された試行排出量取引スキームにセメント、銅各事業
部門が参加して、国全体の温室効果ガス削減に向けて協力
しています。このような活動を実施しながら部品・素材メー
カーとして業界の省エネルギー・トップレベルを常に維持
することにより、低炭素社会の実現に向けて積極的に対応
していきます。

当社の温室効果ガス
排出削減に向けた考え方

開発他0.1%
電子材料事業1.8%

銅事業 4.8%

セメント事業
92.7%

加工事業0.6%

2010年度
排出量
314万t

当社エネルギー起源CO₂排出量の事業部門別内訳
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 全社的な省エネ活動の展開
当社では幅広い製造事業を行い、エネルギー使用量も

大きいことから、直轄事業所だけではなく、グループ会社
を含めて全社的に省エネ活動の普及・啓発を図ることを目
的に、毎年「省エネルギー委員会事務局全社連絡会議」を
開催し、省エネ活動の事例紹介、最新技術やエネルギー動
向の報告が行われるとともに、活発な意見・情報交換を行
い、省エネに向けた着実な展開を図っています。

 セメント・銅両事業カンパニーでの取り組み
当社で温室効果ガス排出量が大きい事業部門であるセ

 物流におけるCO₂排出削減効果（単体）
当社（単体）の2010年度の輸送におけるCO₂排出量は

35,620tで、前年より1.3%減となりました。また、当社は従
来から輸送の約9割を船舶で行う等、非常に効率の高い輸
送体制となっていますが、近年の大ロット輸送の減少によ
り船舶・大型トラック利用比率が頭打ちとなる等の理由で、
エネルギー消費原単位は16.05kL百万トンキロ※と、昨年
並となりました。今後もこれまで以上のCO₂排出量削減を
目指し、輸送効率化の活動を推進します。
　

※　使用エネルギー量を原油量換算（kL）し、輸送トンキロ（百万トンキ
ロ）で割った値。

メント・銅の両事業部門では、業界単位で温室効果ガス削
減に取り組む経団連自主行動計画に参画し、省エネルギー
活動を展開しています。
2010年度の取り組みとして、セメント事業ではエネル

ギー代替廃棄物使用量の拡大とクリンカクーラーをはじめ
とする製造設備の効率改善、銅事業では電解電流効率の
向上等の発電・電力使用の効率化などを実施しました。

06 07 08 09 10

［千 t-CO₂e］

［年度］
0

4,000

8,000

12,000

16,000
■ 単体　■ グループ会社　

4,262

7,489

温室効果ガス総排出量（単体+グループ会社）

産業別削減目標と当社実績

❖セメント協会
　日本経団連自主行動計画目標
　2008～2012年度平均エネルギー原単位を1990年度
比で3.8％減（目標エネルギー原単位：3,451MJ/t-セメ
ント）

　達成状況
　当社セメント事業は省エネルギーに早期に取り組んだ
結果、90年度及びそれ以降も継続して業界目標エネル
ギー原単位�3,451MJ/t-セメントをクリアしています。

❖日本鉱業協会
　日本経団連自主行動計画目標
　2008～2012年度平均エネルギー原単位を1990年度
比で12％減

　達成状況
　当社銅事業では無公害・高効率を目指して開発した連
続製銅法による操業により、1990年度比で約40％の削
減を既に達成し、更なる削減に向けた活動を継続してい
ます。

２０１０年度の削減活動

2010年度の輸送手段別CO₂排出量（単体）

輸送モード CO₂排出量（t） 比率（%）
トラック 7,535 21%
船舶 28,085 79%
合計 35,620 100%

2010年度総排出量内訳

分類 単体 グループ
会社※ 計

エネルギー
起源

直接 2,679 1,489 4,168
間接 457 1,118 1,575
合計 3,136 2,607 5,743

非エネルギー
起源

プロセス他 3,877 1,356 5,233
廃棄物由来 460 299 759
その他 16 0 16
合計 4,353 1,655 6,008

温室効果ガス合計 7,489 4,262 11,751
※「グループ会社」は主要連結子会社62社を含んでいます。
※「温室効果ガス排出量の算定報告マニュアル」Ver.3.2により算出しています。

［千t-CO₂e］

90 06 07 08 09 10 08～12（平均）

［千t-CO₂e］

［年度］

目標
基準 3,920

3,136

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

エネルギー起源CO₂排出量の推移（単体）

※非エネルギー起源のCO₂排出源は原料等で使用される石灰石が主要なも
のですが、代替や削減が困難であることから、省エネルギーを通じて削減努
力に実効が認められるエネルギー起源CO₂排出量を目標としています。な
お、旧桶川製作所分を単体データから除いたため、目標値も見直しています。
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1974年）、澄川地熱発電所（認可出力50,000kW：運転開
始1995年）の開発・操業で得た技術を背景に、秋田県山葵
沢・秋ノ宮地域等の新規地熱開発の事業化検討や調査を
進めています。
　

※　昨年度までのCSR報告書では（財）電力中央研究所（2000）のデー
タに基づきCO₂削減量を試算。今回は（財）電力中央研究所（2010）
のデータを用いて再計算しました。

 水力発電事業
当社の水力発電事業の

歴史は古く、秋田県では、当
時の尾去沢鉱山の動力用電
力を供給するために1898
年に永田発電所が建設され
運転を開始しました。その後、碇発電所、大湯発電所及び小
又川に4ヵ所の発電所と森吉ダムを建設し、自家用発電設
備の増強を図ってきました。そして、1966年より自社設備で
の需要が低下したため全量を電力会社に売電しています。

03020100 04 05 06 07 08 09 10
※最新の（財）電力中央研究所（2010）のデータを用いて再計算しています。

発電量［MWh］ CO₂削減量［千t］

［年度］
0

200,000

400,000

600,000

800,000

0
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375
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340
371 357

410 386 363
312 334

349
317

■ 地熱発電
　 大沼地熱発電所　

■ 地熱発電（蒸気供給）
 　澄川地熱発電所

■ 水力発電
　 鹿角・小又川水系

石油火力と比較した
場合のCO₂削減量

325

再生可能エネルギーによるCO₂削減量

 地熱発電事業 
わが国の地熱資源量は世界第3位ですが、実際に発電に

使われているのは、わずか2％と言われています。地熱発電
はCO₂排出量が少ないことから、今後、増加させていくこ
とが期待されています。
当社は、地下資源開発で培った調査技術を活かし、地熱

開発・利用を進めてきました。現在は、秋田県鹿角市八幡平
地区に2ヵ所の地熱発電所（1ヵ所は蒸気供給）を有し、安定
したクリーンな電力を生み出しています。

地熱発電によるCO₂排出量は1kWh当たり13gと大
変少なく、石油火力と比較すると（1kWh当たり）700g
以上少ないと試算されています〈（財）電力中央研究所
（2010）〉。当社の2010年度の地熱発電量は約36万
MWhで、上記の計算※によると、約26万tのCO₂の削減効
果に相当します。今後
も、安定操業を継続し、
温暖化防止に寄与した
いと考えています。
また、当社は、大沼

地熱発電所（認可出力
9,500kW：運転開始

大沼地熱発電所澄川地熱発電所

環境保全・地球温暖化防止への取り組み

再生可能エネルギーの創出

当社は、澄川地熱発電所において、隣接する国立公園内の地熱エネルギーを
利用する目的で、公園の外から公園の地下に向けて地熱井を斜めに掘る“傾斜掘
削”工事を2011年7月から着手しました。わが国の地熱資源の約8割は国立・国定
公園内にあると言われており、公園の景観を損なわずに地熱エネルギーを取り出
すための新たな試みです。公園内での新規の地熱開発は約40年前から規制され
ており、開発に成功すれば規制が始まって以降、初めてのケースとなります。この
掘削工事を成功させ、再生可能エネルギーである地熱発電量を増強して、今後の
東北地方における電力需給の改善に貢献したいと考えています。

地熱開発における新たな展開「傾斜掘削」について

Topics

傾斜掘削の概念図

公園外

開発目標

十和田八幡平
国立公園境界

垂直深度
2,400m

水平距離500m

公園内

掘削長2,500m

小又川第4発電所

世界の地熱資源量

国名 地熱資源量
（MWe）

インドネシア 27,791
アメリカ合衆国 23,000

日本 20,540
フィリピン 6,000

出典：資源エネルギー庁「地熱発電に関する
研究会資料」（2008）
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当社は、1954年に含ウラン鉱選鉱に関する研究を開始
して以来、鉱山、製錬、粉末冶金技術をベースに、原子燃料
サイクル（下図参照）の広い分野で、わが国トップクラスの
高い技術力をもって原子燃料サイクルの完結に向けたさ
まざまな活動に鋭意取り組んでいます。
青森県六ヶ所村の再処理工場では、ウラン及びプルトニ

ウムを取り扱う主要な施設の設計・建設・試運転を担当し、
放射性廃棄物の処理・処分分野では、溶融処理技術の開発
や地下埋設時の安全性評価等を行っています。
福島原子力発電所の事故による放射性物質の放出後の

環境修復事業については、関係機関と協力しながら、当社
の有する技術及び知識を活かして積極的に取り組むことを
計画しています。

地中熱利用ヒートポンプシステムは、建物の冷暖房シス
テムに再生可能エネルギーを活用するために、その省エネ
ルギー効果が大きく期待されており、更に地球温暖化を上
回る勢いで進行中とされる都市部でのヒートアイランド対
策技術としても高く評価されています。三菱マテリアルテ
クノ（株）では、このシステムの調査・設計・施工・メンテナン
スまで一貫して行っています。

 水平型熱交換器によるイニシャルコスト低減と効率化
地中熱ヒートポンプシステムは、従来垂直型が主流でし

たが、2010年度からは九州大学・九州電力（株）と共同で、
園芸ハウスを主対象とした、水平型熱交換器によるシステ
ムの技術開発を開始しました（平成22年度環境省地球温
暖化対策技術開発事業）。このシステムの導入で、重油ボ
イラーによる加温設備に対して、省エネ率54％、CO₂削減
率62％を目標としています。そして園芸用ハウス農業への
導入・普及を目指し、イニシャルコストの低減と効率化に関
する研究を実施しています。
今後も地球にやさしく、効率的なシステムを目指して、技

術開発に取り組んでいきます。

地中熱利用ヒートポンプシステム
［三菱マテリアルテクノ（株）］

•直管型 •コイル型

水平型熱交換器

垂直型熱交換器

一般的に採用されている
ボアホール方式

掘削費用の低減、作業効率の向上掘削費用の低減、作業効率の向上

地中熱ヒートポンプ

目的

垂直型熱交換器と水平型熱交換器の概念図（園芸ハウスにおける実施例）

原子燃料サイクル完結に向けて

ウラン鉱山
イエローケーキ

製錬工場

高レベル放射性廃棄物
貯蔵管理施設

高レベル放射性廃棄物
処分施設

使用済燃料
中間貯蔵施設

原子力発電所

使用済燃料

ウラン燃料

再利用（回収U、Pu）
回収ウラン

二酸化ウラン
（UO2）

六フッ化ウラン
（UF6）

六フッ化ウラン
（UF6）

MOX燃料

MOX燃料加工工場 ウラン濃縮工場

二酸化ウラン
（劣化ウラン）

ウラン燃料工場低レベル放射性廃棄物埋設施設

再転換工場

転換工場再処理工場

ウラン燃料工場

原子燃料サイクル図

※MOX（Mixed�Oxide�Fuel）燃料：プルトニウムとウランの混合燃料

『日本原子力文化振興財団「原子力・エネルギー」図面集2010』に加筆

当社は、生産活動によって生じた二酸化炭素を大気
に放出せずに、分離・回収して地中に貯留する新しい技術
（CCS）に着目し、2008年5月に当該技術開発、事業化調
査を目的に設立された日本CCS調査（株）に出資・参画し、
その活動の一翼を担うこととしました。当社が長年培って
きた掘削技術や
地中評価技術等
の優れた技術の
適用や応用が期
待されます。

二酸化炭素回収・地下貯留に向けて

Topics

CO2 CO2

陸域地中帯水層 海域地中帯水層

不透水層

不透水層

大規模排出源

分離・回収

パイプライン輸送

地上施設
より圧入

海上施設
より圧入

（出典）経済産業省「CCS2020」
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4 環境保全・地球温暖化防止への取り組み

事業活動による大気や水質等への影響を低減するため、発生源対策や事故発生時への備えを行うとともに、生産活動以外
の事業活動における環境負荷の低減を推進するなど、さまざまな取り組みを行っています。

環境保全に対する取り組み

 セメント工場での集じん設備改修（九州工場）
セメントの製造工程には中間原料であるクリンカを製造

する焼成工程があります。原料を焼成する際に生じる排気
ガスについては、従来から集じん設備で適切に処理してい
ます。近年、セメントの原材料として利用する廃棄物や副産
物が多様化していることから、設備更新の際には耐食性が
高い設備を導入することにより、集じん性能の維持と設備
の長寿命化を図っています。2010年度は前年度に引き続
いて、設備の耐食性を向上させる工事を行いました。

 油流出を想定した対策の強化（堺工場）
堺工場は大阪湾に面した堺市築港新町の臨海工業地帯

に位置しています。万が一、敷地内で油等が漏洩した場合
は大阪湾に流出する可能性があることから、これまでにも
流出防止対策を行っ
ていましたが、2010
年度は排水系統に
油水分離槽を設置し
て、対策を強化しま
した。

 休廃止鉱山の管理
日本国内に所有する鉱山のうち、現在採掘を行っている

のは石灰石鉱山と石炭鉱山であり、銅、鉛、亜鉛等の非鉄
金属鉱山は採掘を休止、または廃止しています。非鉄金属
鉱山では採掘を休廃止した後も重金属を含む酸性の水で
ある坑廃水が湧出することから、周辺環境を汚染しないよ
うに坑廃水の適切な処理を継続しています。また、鉱山の
操業によって発生する残渣や沈殿物を集積している堆積
場を維持管理し、使用が終わった堆積場については覆土植
栽を行っています。

環境保全の取り組み状況を把握する手段のひとつとし
て、環境省が策定した環境会計ガイドラインに基づいて環
境保全のための投資額と費用額を算出しています。
環境保全のための投資は、大気汚染防止設備や水系配

管の更新工事が増えたことにより前年度から約4億円増加
しました。環境保全のための費用は、熱供給施設に係る費
用の減少などによって前年度から約12億円減少しました。

※環境省環境会計ガイドライン2005年版により算定しています。

［百万円］2010年度�環境保全のための支出内訳
コスト分類 投資額 費用額

公害防止 832 1,862
地球環境保全 200 229
資源循環 110 2,505
上・下流 0 11
管理活動 2 252
研究開発 151 312
社会活動 0 21
環境損傷 10 3,254

合計 1,305 8,446

下川
手稲

千歳

尾去沢
細倉八谷

佐渡

高取

土肥

生野
明延

妙法
尾平
槇峰

南古遠部
小真木

当社の休廃止鉱山（非鉄金属鉱山）

0807 09 10

［百万円］

［年度］0

4,000

8,000

12,000

16,000
■ 投資額　■ 費用額　

1,305

8,446

環境保全コスト

事業所における環境保全活動

環境保全のための支出

堺工場

グラウンドとして利用している堆積場跡地
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当社の環境方針には、制定当初から事業活動を行う際
には環境を汚染することのないように万全の注意を払うこ
とを掲げていましたが、生物多様性保全の重要性が高まっ
ていることから、2010年9月に環境方針を改訂し、生物多
様性に配慮することを明確にしました。また2010年3月
には、日本経団連が公表した「日本経団連生物多様性宣言
（生物多様性に係わる７原則）」の趣旨に賛同し、生物多様
性に配慮した事業活動を実践する企業による「日本経団連�
生物多様性宣言推進パートナーズ」に参加しました。
生物多様性は複雑なメカニズムにより成り立っているこ

とから、一度失ってしまうと回復が困難であると言われて
います。鉱山開発や自然公園隣接地域での事業活動は生
物多様性に影響を及ぼすおそれがあることから、事業活動
による影響を評価するとともに負の影響の最小化に努め
ています。

 国内での取り組み 
当社には、生物多様性の保

全にとって重要な役割を担っ
ている自然公園等に隣接して
いる事業所がありますが、周
辺環境に配慮して操業してい
ます。
北九州国定公園と筑豊県立

自然公園に隣接する東谷鉱山
では、隣接する石灰石鉱山の

開発に先立って実施した環境アセスメントによって、オキナ
グサ（環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類）を含む27種の希少
植物が事業予定区域内に生育していることが判明したこと
から、希少植物の移植または種の採取・播種による環境保
全措置を実施しました。
また、過去の鉱山事業や製錬事業によって影響を与えた

生態系の回復を図るため、鉱山周辺の森林植生や河川に
生育している生物について調査を実施するとともに、休廃
止鉱山や製錬所周辺の植樹を行うなど、自然環境の回復に
努めています。

生物多様性への配慮

休廃止鉱山周辺の植生調査

休廃止鉱山周辺の河川調査

カッパーマウンテン（旧称・シミルコ）銅鉱山再開発プロ
ジェクトに参画するにあたり、環境アセスメントを実施しま
した。アセスメントにより、鉱山付近を流れる小川（Wolfe�
Creek）に生息する魚類への影響はほとんどないこと、また、
操業時に発生する残渣の堆積場を嵩上げすると堤体が小川
を遮ることが分かりました。今後、堆積場の嵩上げを行う場
合は、提体下部に排水溝または岩石等を敷設して浸透水を
通過させる等の適切な対応を行うこととしています。

鉱山出資段階の環境アセスメント

Topics

カッパーマウンテン銅鉱山の堆積場

オキナグサ

自然公園に立地、隣接している事業所
立地、隣接する事業所 敷地面積 自然公園
青森工場（青森県）� 124千m2� 下北半島国定公園隣接
大沼地熱発電所（秋田県） 57千m2�� 十和田・八幡平国立公園内
横瀬工場（埼玉県） 191千m2� 県立武甲自然公園域内
セラミックス工場（埼玉県） 90千m2� 県立武甲自然公園域内
直島製錬所（香川県） 1,811千m2� 瀬戸内海国立公園隣接

東谷鉱山（福岡県） 3,358千m2� 北九州国定公園、
筑豊県立自然公園隣接
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環境保全・地球温暖化防止への取り組み

 2010年度の社有林の管理運営進捗状況
当社は1.4万haの社有林を有し、そのうちの1.1万haは

北海道に存在しています。これらの山林では、森林法によ
る森林計画制度に基づき、5ヵ年間の長期森林施業計画を
策定していますが、自主的な管理を行っていくため、主要
山林においては当社単独で計画を策定しています。2010
年度は、美唄山林全体（道央・空知地区、約2，600ha）につ
いて、2010年4月から5ヵ年間の計画認定を受けました。

 森林認証取得に向けた取り組み
持続可能な森林経営を目指す当社は、美唄、早来、森・

濁川山林を、「森から学び、森の恵みを活かし、森を守る」と
いう、資源循環機能を期待する森林として位置付けていま
す。特に、早来山林については、当社のモデル山林として
SGEC（緑の循環認証会議）森林認証の取得を目指してい
ます。森林認証の審査には、対象森林の明確化や管理方針
の確定、生物多様性の保全等の基準が設けられており、現
在、社有林に関する各種規定類等の整備、認証対象森林の
生態系調査等の準備作業を、実行部隊である三菱マテリア
ル不動産（株）とともに進めています。

モデル山林として森林認証を目指す早来地区社有林（北海道）

北海道
11,541ha

美唄

西野
手稲

小樽

白老

佐渡

神子畑

生野
宝賀勝

明延

森
濁川

早来

尾去沢

※当社において山林所管とされているものを記載

TOKYO DOM
E TOKYO DOM
E 

東京ドーム×約11,000個
合計　14,513ha

槇峰

東日本
1,288ha

西日本
1,684ha

当社社有林の分布と面積

森林の
役割・期待

国土保全
水源涵養

針葉樹林
エゾマツ・カラマツ・
スギ・ヒノキ

針広混合
複層林

三菱マテリアルの森

天然林

キャンプ場
公園

木材遊具施設自然散策路

市民の
定期植樹

新規事業

CO₂固定 生物多様性
の保全

人々の
安らぎ空間

目標とする
森林の種類

木材生産

CSR活動

梱包材・建築材・家具材他

社員教育

長伐期化

植林

苗
供
給

択伐
伐採

択伐

社有林の管理・運営イメージ

社有林の持続可能な管理運営に向けて

当社は、エコプロダクツの普及と資源循環型社会の実現を目指して開催されるエコプロダクツ展に毎年継続して出展しており、
その中で植樹イベント「アンケートに答えて森を育てよう!」を過去3回実施しています。これは当社ブースに寄せられた、来場者か
らのアンケートが10枚集まるごとに1本の植樹をするという企画です。当社グループは広大な社有林を有し、管理運営をしている
ことから、このようなイベントを実施しています。

2010年も多くの来場者で盛況となり、想定を上回る5,150
枚のアンケートが集まり、515本の植樹ができる結果となりまし
た。さまざまなコミュニケーションの場であるエコプロダクツ展
で、ステークホルダーとともに地球環境保全に取り組む貴重な
機会として、今後も継続して行う予定です。

来場者の思いを繋ぐ植樹イベント  ～エコプロダクツ展での取り組み～

Topics

植樹を呼び掛けるブース内に貼られたパネル
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環境リサイクル

CO₂削減
金属リサイクル

代替エネルギー
風力・地熱発電
太陽光発電

リチウムイオン二次電池
モーター

インバーター
LED

都市資源リサイクル
自動車リサイクル
家電リサイクル

自動車

ハイブリッド車
電気自動車

情報エレクトロニクス

パワーエレクトロニクス
スマートグリッド

省エネルギー

事業環境の変化に伴い
フォーカスすべき市場がより
鮮明化・加速化＆グローバル化 新興国市場

重点3分野 成長3市場
＋

・資源・エネルギーの枯渇
・地球温暖化
・大震災

環境変化

マテリアルグループの開発ビジョン

環境配慮型の技術・製品開発の推進重要課題

開発におけるマテリアル・プレミアムの追求
三菱マテリアルグループの明日を拓く「研究開発」は、中央研究所を中核にして各事業カンパニー、グループ各社と連携して
「マテリアル・プレミアム」の実現に向け、アグレッシブに事業開拓・発展のエンジンとなることを目指しています。

5

世界同時不況以降、中国・インド等の海外新興国の台
頭、一方国内では大震災を経て、急速に変化しているお客
様の二ーズ、マーケットの変化に機敏に対応するため、将
来の大きな事業環境の変化を的確に捉え、「三菱マテリア
ルグループの技術と人財を結集し、更なる企業価値向上と
創造に貢献しよう」との「開発基本方針」を掲げています。こ
れは、当社グループが「人と社会と地球のために」貢献する
ことによって持続的発展を遂げていくために、開発部門が
主要なエンジンとなることを意味しています。

当社グループは、かねてより「開発ビジョン」として重点
分野に「自動車」「情報エレクトロニクス」「環境・リサイクル」
の3分野を掲げていますが、最近、急速に成長する「省エネ
ルギー」「代替エネルギー」「都市資源リサイクル」の3市場、
及び新興国市場をターゲットとした開発テーマにも重点的
に取り組むこととしています。
これらの成長3市場は、まさに「循環型社会」「低炭素社

開発基本方針

開発ビジョン

複合事業体として特徴のあるシナジーの創出=マテ
リアル・プレミアムの実現に向け、「開発力」を強化して
いきます。当社開発部門が蓄積している分析評価、CAE
（Computer-Aided�Materials�Engineering）などの
「基盤技術」と薄膜・界面、金属・加工、湿式・反応などの「コ
ア技術」を更に高度化するとともに、以下の取り組みも併行
して推進していく方針です。

会」実現という地球規模、人類全体の課題に応えるもので
す。そこに必要とされる材料・技術・システムの開発に、当
社グループを挙げて取り組みを加速していくこととして
います。

開発力の強化

開発力強化のための取り組み

❶マーケットインな開発
❷カンパニー・グループ会社が進める開発との連携
❸大学・外部団体との共同開発などのオープンイノベー
ション

❹海外展開の加速等に対応する知的財産の強化
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環境配慮型の技術・製品開発の推進

 セメントキルンにおける塩素バイパスの最適化技術
セメント工場では、塩素を含む廃プラスチック等の廃棄物を

原料や熱エネルギーの代替として使用しています。安定操業
のため、セメントキルンには塩素を取り除く塩素バイパスが設
置されています。九州工場では、中央研究所がコンピュータシ
ミュレーションを用いて行った塩素バイパスの最適化設計を基
に、改造を実施し、より多量の廃プラスチック処理が可能になり
ました。

 家電製品からのレアアース（ネオジム）磁石リサイクル技術
使用済み家電製品からの、レアアースを使用した高性能磁石の回収・再資源化を

目的とし、家電リサイクル工場で処理されている使用済みのエアコン及び洗濯機を
対象としてネオジム磁石を搭載した製品の調査等を行いました。現在は、パナソニッ
クエコテクノロジー関東（株）などの協力を得ながら、効率的な分解・ネオジム磁石回
収プロセスの開発を行っています。

 イオン交換膜による海水からの塩化カリウム抽出 ［ダイヤソルト（株）］
資源の大半を海外からの輸入に頼るわが国において、「海水からの資源抽出」は地球

環境にやさしい技術開発という側面からも期待されています。ダイヤソルト（株）では、
海水からイオン交換膜を利用して塩を精製するとともに、カリウムやマグネシウムな
どの有価資源を分離・回収しています。中でも、精製高純度塩化カリウムは世界でオン
リーワンの製品であり、医薬原料などに活用されています。

環境配慮型の技術開発

当社グループのエコプロダクツ

ネオジム磁石

精製高純度塩化カリウム

DBA基板

高性能磁石

 高硬度鋼加工の能率アップ
　「BC8020」
当社の超硬工具、コーテッドCBN

材種「BC8020」は、当社独自の超高
圧焼結体製造方法に改良を加え、よ
り硬く、強く、長寿命な性能を目指し、
刃先強度と耐磨耗性を従来より更に
高い次元で両立した切削工具です。
この特性により、生産性と加工精度

が向上し、省エネルギー・省資源にも
寄与してい
ます。

 鉛フリー高性能銅合金
　「エコブラス」
三菱伸銅（株）の「エコブラス」は鉛

を含まない黄銅合金で、主な用途は
水道用部品の材料です。加工性・耐食
性・強度に優れ、飲料水への鉛の溶出
問題だけでなく、部品加工中の空気
中への飛散や鉛を含んだ鋳型砂の廃
棄問題等を一掃する画期的な材料で
す。環境先進国である北米・欧州にお
いて高い評
価を得てお
り、販売量が
急激に伸び
ています。

 過酷な環境においても
　 劣化しない「DBA基板」
「DBA基板」はインバーターの中で
使用される回路基板です。半導体か
ら繰り返し断続的に熱が発生し、かつ
自動車内のような温度変化の大きい
非常に過酷な環境下においても使用
可能な点が、自動車メーカーから高
い信頼を得ています。

エコブラス

原料 排ガス

石炭

クリンカーダスト

ガスの流れ
塩素の流れ
原料の流れ

塩素含有
廃プラスチック

石炭、コークス

クーラー

クリンカー

仮焼炉

プレヒーター

塩素バイパス

キルン

バーナーバーナー
燃焼ガス燃焼ガス

BC8020
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用途◆角型大型電池ケース

アルミニウム合金板・
条素材～成形材

用途◆電池モジュールの放熱
アルミ押出多穴管

用途◆正極・負極用多孔質
　　　集電体

発泡金属

用途◆Li電池の温度検知用

BF05

BM22・BM38

THタイプ

NTCサーミスタ

用途◆正極・負極の導電添加剤用途◆正極集電体
アルミニウム合金箔 カーボンナノファイバー

用途◆電解液・電解質
イオン液体

用途◆負極用タブリード向け
　　　銅材料
　　◆バスバー用銅材料

銅条・メッキ条

電池・モジュール構成材料

©ktsdesign ©Fatman73 ©zentilia ©j1w1 ©Sean Gladwell - Fotolia.com

三菱マテリアルグループのリチウムイオン二次電池関連製品

「リチウムイオン二次電池」は、充電すれば繰り返し使用で
きる「二次電池」の中でも、特に高い電圧を起こせます。その
ため、携帯電話やノートパソコン、ハイブリッドカーなど、小
型・軽量化が求められる製品に搭載されています。

蓄エネルギーの環境配慮型製品として、ますます活躍する
リチウムイオン二次電池には、当社グループのさまざまな材
料が活躍しています。また製造プロセスにおける装置や二次
電池リサイクルまで、幅広いフィールドで取り組んでいます。

当社グループの多彩なエコプロダクツはWEBでもご紹介しています。 〉〉〉 WEB
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社会性報告
マテリアリティ6 多様な人財の育成と活用

主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

人財開発

人財育成の推進
技術系若手社員教育の実施と設備技
術者教育の見直し。事務系若手社員・グ
ローバル人財教育体系の確立。

階層別教育の再構築。人財開発セン
ターの活用、グループ会社への教育展
開。海外経営幹部教育の実施。

ものづくり文化の深耕と
グループ内の体質改善

グループ内の体質改善活動の広報・啓
蒙・推進を継続実施した。

ＴＰＭ・ＴＱＭ・ＪＩＴ等の広範な改善手法を取
り入れた現場の体質改善活動の推進。

障がい者雇用促進
2010年7月の法改正への対応（雇用率
の維持）を中心に、障がい者のスキルアッ
プ等、雇用環境の充実を図った。

雇用率2.5%の維持を目指すとともに、
現雇用者の更なるスキルアップ、モチ
ベーションアップを図る。

ワーク・ライフ・バランスの推進
2010年6月の法改正に合わせて社内規
定を改定。一部法定以上の取り扱いとする
等、育児・介護休業制度の充実を図った。

広報等を通じた制度内容の紹介、啓発
の継続。

マテリアリティ8 サプライチェーンにおける社会・環境配慮の拡充
主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

ＣＳＲ調達と
品質管理

ＣＳＲ調達に関する基準類の
策定と運用

取引先への周知継続。遵守状況の調
査、確認のあり方検討。

遵守状況の定期的なモニタリング、フォ
ローアップ方法検討。

製品含有化学物質管理の強化
ＲＥＡＣＨ規則に関して２物質の登録を完
了、ＣＬＰ規則について対応を実施、改正
化審法に関して届出の準備作業を実施。

ＲＥＡＣＨ規則、ＣＬＰ規則、改正化審法
に対する確実な対応。

マテリアリティ7 安全で健康な職場環境の構築
主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

安全衛生活動 安全衛生活動の推進

労使一体の安全衛生活動を実施、ＯＨＳＭＳを適
正に運用するとともに、化学物質に関する教育
を実施。設備安全要求仕様書を全社展開し、メ
ンタルヘルスケア実施体制を構築・整備した。

情報共有化による全社レベル向上とＯＨ
ＳＭＳの適正運用、化学物質の作業管理
水準の向上。設備安全の継続推進とメ
ンタルヘルスケアのスパイラルアップ。

マテリアリティ9 ステークホルダーコミュニケーションの推進
主要項目 活動テーマ 2010年度の活動実績 2011年度以降の課題

株主・投資家との
コミュニケーション

株主・投資家との
コミュニケーションの強化

株主総会後の経営説明会の開催、決算説
明会･各種投資家向け説明会の開催、株
主通信・アニュアルリポートの発行など。

海外・個人投資家への説明会開催の
強化など、コミュニケーションの一層
の向上。

顧客との
コミュニケーション

CS活動の推進
（貴金属事業部）

従来の「店舗を中心とした」ＣＳ活動か
ら、「事業部全員」が一丸となって取り
組む新たなＣＳ活動をスタートさせた。

お客様へのアンケート調査により現状
のＣＳレベルを把握し、事業部内研修を
進めながら、事業部のＣＳのあるべき姿

（理念）の明確化を図る。

さまざまな
コミュニケーション

情報開示の進展と
コミュニケーション拡充

CSR報告書・銅事業サプリメントデータ
ブックを発行し、ＧＲＩガイドラインに準拠

（アプリケーションレベル「Ａ＋」）。

CSR報告書のＧＲＩガイドラインに準拠（ア
プリケーションレベル「Ａ＋」）を継続。第３
回ステークホルダーミーティングの検討。

エコプロダクツ展への参加
パネル展示を中心に、リサイクル活動
を紹介（ブース訪問者は2009年度 
2倍強の5,100名強）。

より新規性のある展示の検討。
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Highlights 
1 「ものづくり・ひとづくり大学」での人財育成

企業の永続的な成長と発展を支えるのは、ほかなら
ぬ「人財」です。2010年4月に開校した「ものづくり・ひ
とづくり大学」は、当社ものづくりのための「技術教育」
をはじめ、ひとづくりのための「人間力教育」まで幅広
い分野をカバーすることで、知的資本を充実する機能
を担っています。現在は若手社員教育の完成度向上に
注力していますが、今後は社員教育全般の企画・開発
そして評価を積極的に行い、社員の人財育成の基地と
して地歩を固めることにしています。

Voice ものづくりに欠かせない基盤的技術 学長　木村  敏郎

多くの皆さんの努力により、「ものづくり・ひとづくり大学」が開設されました。当社は業容が
多岐にわたるので、基盤的技術の定義そのものが難しいと懸念されましたが、受講生の皆さ
んの学習の刺激となる講座となったのではないかと思います。
今後は、各事業所での導入教育充実等と連携しながら、技術基盤の向上に皆さんと努力し

ていきたいと思います。

ものづくり・ひとづくり大学を開講したグループ研修センター（さいたま市）

2 従業員による震災復興ボランティア活動
当社グループでは、東日本大震災の被災地に対する

復興支援として、従業員によるボランティア活動に取り
組んでいます。月に１回程度グループ全体で募集し、継
続して実施しています。
活動内容としては、海水浴場の漂着物撤去や、側溝

や用水路の泥出し等を行っています。グループ各社か
らも多くの応募があり、参加者からは「少しでもお役に
立つことができて良かった」「個人での参加は難しかっ

たが、このような機会があり有り難い」等の声が寄せら
れています。今後も継続して実施し、グループ全体で
復旧・復興支援に参加
していきます。

Voice 社員ボランティア活動に参加して 資源・リサイクル事業本部　古賀 沙織

社員ボランティア活動の実施が決定し、私もぜひ参加したいと思いました。第１回の活動
に参加させてもらい、海水浴場での漂着物等の撤去作業をしました。はじめは「子供たちが
再び遊べる状態に戻す」のは難しいと思いましたが、参加メンバー全員が力を合わせた結
果、最後にはとてもきれいになりました。仲間集めや事前準備などの試行錯誤の連続でした
が、普段仕事上で係わらない人との共同作業も貴重な経験となり、本当に参加して良かった
と感じています。継続して実施されていくので、多くの方に体験してもらいたいと思います。

石巻市長浜海水浴場での漂着物撤去作業
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6 多様な人財の育成と活用

当社の企業経営の核は「人財」であり、その育成と活用に注力することが企業競争力を高めるうえで不可欠であると考えて
います。多岐にわたる事業活動を通じて、自己実現、自己成長の機会を提供し、社員一人ひとりがやりがいや働きがいを感じ
られる企業を目指します。

多様な人財の育成と活用

当社は、「企業の成長を支えるのは人財である」という考
えのもと、社員の職務能力向上や働きがいの向上を重視
する人財戦略を進めています。
ものづくりを生業とする企業として、長い歴史の中で

培ってきた技術・技能を確実に伝承し、社会への新たな付
加価値の提供を実現する人財の育成を目指しています。

当社では「社員皆教育」を人財育成のスローガンとして
掲げ、新入社員から部長職までを対象とする階層別研修や
通信教育支援制度、留学制度等、社員の多様なニーズに対
応する充実した教育研修施策を講じています。加えて、若
年層の能力開発を目的に、2009年度からは若手技術系社
員を対象とする技術スタッフ教育、2010年度からは若手
事務系社員を対象とする事務スタッフ教育を開講していま
す。また、海外事業展開を支える人財を育成するため、今年
度よりグローバル人財教育を開講し、異文化対応力や海外
での職務遂行能力の醸成を図っています。
こうした研修については、適宜グループ会社への展開

を進め、グループ全体の人財育成・強化に取り組んでいき
ます。

 グループ研修センター
グループ研修センターは2010年4月に竣工しました。

当社社員の能力や教養などの向上を実現する物理的機能
を果たすとともに、当社グループ会社社員が勉強会や研修
会で活用できる施設として開放することにしています。グ
ループ会社の社員がこの研修センターに集い、相互研鑽と
交流の「場」になることが大いに期待されます。この研修セ

 公正な評価とフィードバック
当社は、社員の「働きがい」と活力向上を図るとともに、

当社を支える“人財”を育成するため、公正な評価と適正な
処遇の実現に注力しています。評価にあたっては、各々が
遂行した業務の成果・業績を公平に評価し、公正な処遇に
結びつけています。また、評価結果を各人へフィードバック
するとともに、上長から適切な指導・助言を行う等、社員の
成長と社内のコミュニケーションの充実を目指した取り組
みを行っています。

ンターには200名以上が収容できる大会議室をはじめ中
小会議室が複数あり、静かな環境でゆったりとした施設の
中で学習効果が上がるように設計されています。

 教育カリキュラムの拡充
2010年度春に若手技術系社員を対象とした「技術ス

タッフ教育」を開講しましたが、2011年度春からは若手事
務系社員にも拡大し「事務・技術スタッフ教育」をスタートし
ました。また、2011年度からは、海外事業を担う人財の育
成を目的に、グローバル人財教育を開講しており、当社を
支える人財育成体系の構築を進めています。

技術スタッフ教育講義風景

教育時間総数（年間） 社員1人当たりの平均時間数（年間）
48,005 11

社員教育の実施状況★ ［時間］

人財に対する基本的な考え方

人財育成の強化

コンピュータシミュレーションに
頼って自分の手で計算することが
なかったので、忘れていた原理を思
い出しました。

基礎的な学力は物事の本質を理解するうえで、
また不明確なものに判断を下すときに重要です。
講義では、基礎が応用とどう関係しているか最近
の事例を交えて説明しました。金属工学の基礎を
しっかり身につけてほしいと思っています。

岐阜製作所合金ドリルセンター
松田�信行

中央研究所 金属材料研究部
中田�嘉信

Voice
受講者の声 講師の声
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当社は、グループの成長を牽引する人財の充実を図る
ため、競争力のある採用活動の展開や適材適所への人財
配置、現場力を支える高度な技術・技能の伝承に取り組ん
でいます。

 新入社員の社会貢献活動への参加
当社では、工場や事業所が所在する地域社会との共生

を目指し、以前より社会貢献活動へ積極的に参加していま
すが、2011年度からは、新入社員教育の一環として、新入
社員全員で社会貢献活動に参加することとしました。これ
は、入社間もない時期に社会貢献活動に参加することで、
社員自身と社会、企業と社会の関係についての認識を深
め、当社社員としてのCSR意識を高めてもらうことを目的
に導入したもので、2012年度以降も継続していきます。

当社グループでは、世界各国の製造・販売拠点におい
て、経営理念や安全意識の涵養、技術・技能の伝承に努め
ているほか、相互文化交流にも取り組んでいます。

新卒採用状況★

項目
新卒採用

大卒（院卒含む） 高卒
男性 52名 32名
女性 5名 6名
合計 57名 38名

※男女を問わず適正な処遇を徹底しており、性別による処遇給与の差はありません。

人財の活用

海外における人財の育成と活用

 障がい者雇用の促進
当社では、障がい者雇用を、法令を遵守し企業としての

社会的責任を果たす観点からも重要な経営課題として位
置付け、全社を挙げて雇用促進に取り組んでいます。障
がい者雇用のモデル職場として位置付けている大宮地区
の事業所では、障がい者スタッフ各々が「仕事や生活の目
標」を立て、その目標達成に向けて課題に取り組む等、モチ
ベーションの向上にも努めています。

多様性への取り組み

法定雇用率1.80%

06 07 08 09 10 11［各年3月末］

［％］

1.50 1.59

2.06
2.46 2.47 2.45

0

1.0

2.0

3.0
障がい者雇用率

障がい者雇用率の推移★

烟台三菱水泥有限公司（中国）では、現地に根差した経営
が不可欠と考え、積極的に現地社員の採用及び登用を行っ
ています。「人財」の育成と活用に注力し企業力を高めるため
に、安全衛生、専門技能、リスクマネジメント等の定期的な社
内教育を行っています。また社員が安心かつ快適に働ける
職場づくりにも努めており、法定の労災保険だけでなく、法
定外の一般傷害保険への加入や社内医療貸付制度の導入
等、福利厚生の充実にも取り組んでいます。
これらの活動が実を結び、2010年に烟台市から労働条件

の保障などに関する優良企業として認定されました。この制
度は、企業労働保障信用評価法（試行）に基づき、同市人力

資源局及び社会保障局が、原則毎年1回市内の全企業を対象
に「労働保障信用」を審査し、評価等級（A～Cの3等級）をつけ
るものです。同社は労働条件の保障に関する諸制度が整備
されていること、社会
保険料を適正に納付し
ていること、過去3年間
労働争議が発生してい
ないことなどが評価さ
れたと考えています。

烟台三菱水泥有限公司が烟台市より「A級企業」認定

Topics

記念の楯を手にした
烟台三菱水泥有限公司の皆さん

大宮地区事業所では、14名の知的障がい者が就労し
ており、7名の指導員が「障がいは個性である」という共
通認識のもと、障がい特性に配慮した指導を行っていま
す。また、モチベーション維持向上策として、各人が設定
した目標の進捗度をチェックすることで成長を実感させ
る「チャレンジ目標制度」や、達成感を味わうことにより自
信が持てるようになる「オンリーワン制度」等を導入し、一
人ひとりの成長を支援しています。

知的障がい者の社会参加を支援

Topics
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多様な人財の育成と活用

当社は、社員が仕事と家庭を両立できる職場環境づく
りを推進しています。意欲ある社員が出産・育児・介護・地
域活動といった社会・家庭での務めを果たしながら、社員
としてのキャリアアップにも挑戦できる職場であることを
目指し、さまざまな支援制度を整えています。

 育児支援制度
2010年6月より育児休業制度を改定し、男性社員でも

育児休業を取得しやすい制度環境を整備する等、社員が
公私ともに充実した生活を送れるように取り組みを進め
ています。

 定年後の再雇用
当社では、定年退職後も技能や知識を引き続き活かす

場を提供するため、2004年に再雇用制度を導入、希望者
を各事業所及び関連会社にて再雇用しており、2010年
は、新たに89名がこの制度を利用しています。
また、60歳以降の雇用をとりまく環境の変化等を踏ま

え、労使で制度の見直しを検討しています。

し、適正な対応を図っています。（2010年度相談件数：12
件★）

ワーク・ライフ・バランス

再雇用の実績★

非組合員 25名
組合員 64名

※暦年で集計

主な休暇・休業制度の利用状況（2010年度実績）★

項目 男性 女性 合計
有給休暇取得率 - - 84.8%
産前産後休業取得者数 - 19名 19名
育児休業取得者数 1名 36名 37名
介護休業取得者数 2名 1名 3名

 ウェルネス休暇
当社では、未消化の有給休暇について年間5日、最大

30日を上限として積み立てておき、社員本人の病気療養
や家族の看護に利用できるウェルネス休暇制度を導入し
ています。2008年度からは、制度の適用範囲を拡大し、
社員がボランティア活動（地域貢献活動・社会奉仕活動
等）に従事した場合でも本制度を利用できるようになりま
した。

 福利厚生（カフェテリア）
当社では、多様化する社員のニーズに対応するため、選

択型福利厚生メニューを導入しています。また、2010年度
に社員のニーズに促した形で制度の一部を改定したとこ
ろ、社員とその家族の利用者の倍増に繋がりました。

 基本的な考え方
当社は、社員（嘱託、パート、契約社員、派遣労働者を含

む）一人ひとりが人権問題を自分自身のこととして捉え、あ
らゆる差別を「しない、させない、許さない」という強い信念
を持って、日常業務の中で人権意識に根差した事業活動が
できるように、人権啓発研修等を行っています。
2010年度も全社的に人権啓発研修を推進した結果、全

社で延べ時間数5,566時間★、延べ2,836名★が受講しまし
た。また、行動指針の中で、「私たちは、すべての人々の基
本的人権を尊重し、明るく安全快適な職場環境をつくりま
す」と謳っており、個人の尊厳を尊重し、名誉、プライバシー
等を侵害するようなことはせず、社員の採用や処遇の面
で、人種、性別、宗教、国籍等、能力や職務遂行と関係ない
理由による、不当な差別は行いません。

 ハラスメントの防止
社員の意欲を阻害し、就業環境を悪化させるセクシュア

ルハラスメントやパワーハラスメント等に対しては、啓発研
修、予防措置、発生後の対応等の徹底によって、人権意識
の高い企業風土が醸成されると考えます。当社では、社員
相談室のほか、各事業所には社員からのセクシュアルハラ
スメントに関する相談を受け付ける相談窓口担当者を配
置するとともに、外部機関へ委託した社外相談窓口も設置

人権の尊重

成長する子供を間近に見ながら、子育てに参加できたことに感謝

私は、二人目の子供が生まれた時、妻の入院中の対応と退院後の負担軽減のため、育児休業を取得しまし
た。ひと月間、わがまま盛りの3歳児を相手に奮闘する毎日で、「余裕がある時に会社の仕事でも」という余裕
もなく、改めて「主婦業は大変」との実感を持ちましたが、反面、1ヶ月で急速に成長する子供に間近に接して
子育てに参加できたことは、親として貴重な経験だったと感じています。育児休業取得にあたっては、早い段
階から上司や同僚に伝えて準備をしましたが、仕事と家庭の両立を求められる場面では、周囲の協力を得な
がら会社の制度を上手に活用することが大切だと思います。

経営戦略部門 経営企画室　井出�尚志

Voice 育児休業取得者の声
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安全で健康な職場環境の構築重要課題

安全・快適な職場づくりへの取り組み
当社は「すべての人々の基本的人権を尊重し、明るく安全快適な職場環境をつくる」ことを基本方針に、より安全で、より働
きやすい職場環境づくりに労使一体となって取り組んでいます。

7

当社は、「安全衛生への取り組みは経営上の最重要課
題」と捉え、「安全と健康を守ることは全てに優先する」の基
本方針のもと、「2011年全社安全衛生管理重点実施事項」
を策定し、各事業所で特徴ある安全衛生活動を展開してい
ます。

 新・ゼロ災推進体制による企業の安全文化の構築
「全社ゼロ災推進委員会」及び「全社ゼロ災労使連絡会」
が2010年4月に発足し、全社安全衛生管理重点実施事項
に則り、グループ会社も含めた安全衛生活動を展開してい
ます。
2011年の事故・災害の特徴は、年齢に関わらず経験年

数5年未満の人の罹災が多い一方で、年齢とともに経験を
積んでいる人の罹災も見られることや、安全柵やガードが
不十分なために作業者が危険源に接触して巻き込まれる
こと、及び化学物質の発火による火傷や、化学薬品による
薬傷が発生していることなどが挙げられます。
今後も、「人のレベルアップ」については、各階層に安全

衛生教育を繰り返し行い、安全な作業ができる作業者を育
成するとともに、「設備の安全化」については、設備をター
ゲットとしたリスクアセスメントを実施するなどして、更なる
設備の安全化を推進します。また「管理面の強化」として、
作業内容や設備・材料の危険性を安全作業指示などで社
員・協力会社社員に十分に周知し、更に、現場巡視などで安
全な作業が行われているか、引き続き確認します。
これらの安全衛生活動を労働安全衛生マネジメントシス

2011年全社安全衛生管理重点実施事項

❶労働安全衛生マネジメントシステムの適切な運用による
労働災害未然防止

　⑴�安全衛生教育の充実
　⑵�リスクアセスメントによる「危険の見える化」と、作業
�������方法改善及び機械安全化の推進
　⑶�内部監査による活動の評価と改善
　⑷�協力会社に対する安全衛生管理の徹底
❷労働衛生水準の向上による安全・安心な職場づくり
　⑴�メンタルヘルスケアへの取り組みの強化
　⑵�職場環境改善の推進

労働安全衛生

安全・安心な職場づくり

テムの適正な運用によりスパイラルアップさせ、引き続き
災害ゼロの企業文化の醸成を推進します。

 職業性疾病予防のための取り組み
当社の事業所においては、粉じんや化学物質等のさまざ

まな有害物質の取り扱い作業や、騒音等の有害環境があり
ます。これらによる健康障害の防止は、当社の衛生管理活
動の中で重要な課題です。
当社が取り扱っている化学物質の中には、ニッケル等、

最近になって有害性が判明し、新たに規制対象となる物質
もあります。これら法令に基づく措置を確実に実行するこ
とはもとより、厚生労働省主催のリスクコミュニケーション
や検討会に積極的に参加して規制動向等を情報収集する
とともに、各場所のリスクアセスメント活動への展開を図
り、有害化学物質による健康障害防止を推進しています。

03020100 04 05 06 07 08 09 10
※暦年で集計［年］

※この数値には、微傷災害は含めていません。

［羅災者数］ ［度数率］
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安全成績の推移★

安全衛生の課題と今後の取り組み
今後の取り組み

「人」の
レベルアップ

1.階層別安全衛生
教育の強化

中堅社員教育の強化及び教育内容の見直
し、ＯＪＴ教育の強化、設備・装置の構造・機
能の教育の強化

2.安全ルールの見
直しと確認

ルールの明確化、管理職による現場巡視・
指導

「設備」の安全化
安全要求仕様書の活用、作業者が接触す
る機会が多い設備・装置のリスクアセスメ
ント強化

「管理面」の
強化

1.リスクアセスメン
トの運用の改善

リスク抽出能力の向上、化学物質のリスク
評価の強化、危険度の高い設備の定義の
見直し

2.内部監査の質の
向上

内部監査員の養成、内部監査の進め方の
事前説明の実施

3.作業手順の
　見直し

作業手順書管理方法の改善、作業手順書
にて残留リスクの明確化

4.協力会社の安全
管理の強化 現場巡視の強化、作業指示の徹底

本社の取り組み 階層別教育の支援、全社安全表彰の実施



三菱マテリアル CSR報告書201165

安全で健康な職場環境の構築

 メンタルヘルスケアの推進
当社では、メンタルヘルス取り組み方針により、専門ス

タッフの具体的支援のもと、
教育・研修の推進、職場風
土改善の取り組み、当社「就
労・職場復帰支援プログラ
ム」の円滑な運用等を実施
しています。

メンタルヘルス取り組み方針

・メンタルヘルスケアの推進のため、相談窓口、職場復帰
支援等の実施体制を構築・整備し、その維持及び適切な
対応に努める

・一人ひとりがメンタルヘルスケアに対する認識と理解を
深め、セルフケアに努めるとともに、健康で快適な職場づ
くりを推進する

・ラインケアの定着により、不調者の早期発見、早期対応
並びに円滑な職場復帰支援の推進に努める

・メンタルヘルスケアの推進にあたっては、プライバシー
の保護に十分に配慮する

従業員数（常勤換算）
項目 社員 臨時従業員
単体 4,361名 1,146名
連結 21,762名 4,480名

離職の状況

項目 30歳
未満

30歳〜
49歳

50歳
以上 合計

離職者数
男性 11名 12名 138名 161名
女性 4名 3名 3名 10名
合計 15名 15名 141名 171名

離職率
男性 1.6% 0.5% 13.9% 4.1%
女性 6.0% 1.2% 5.9% 2.7%
合計 2.0% 0.6% 13.5% 4.0%

従業員数の内訳（常勤換算）

項目 管理職※ 一般社員 合計 平均（勤続年数）（平均年齢）

男性 1,222名� 2,716名 3,938名�� 18.2年 40.9歳
女性 9名� 414名� 423名�� 15.5年�� 37.8歳
合計

（全体） 1,231名 3,130名�� 4,361名�� 18.0年� 40.7歳�

※女性管理職比率�：�0.73%

雇用の状況（2011年3月末現在）★

快適な職場環境づくり

当社はユニオンショップ制のもと、日ごろより三菱マテリ
アル労働組合総連合会及び各事業所の単位組合と、日常
の経営情報や労働条件、操業状況、業務運営方法のほか、
事業再編等臨時的事項についても十分な時間を設け、説
明、協議を行っています。
また、年2回定期的に（4・10月）中央労使経営協議会を

開催し、会社経営幹部と労働組合の代表者が一堂に会し
て、経営方針をはじめとする重要課題について労使が相互
理解を深める場を設定する等、健全で良好な労使関係を
構築しています。最近では、人財部門が中心となって、当社
グループ各社の労働組合が集う「三菱マテリアルグループ
労働組合協議会」にも出席し、当社グループの経営状況に
ついて積極的に意見交換を実施しています。
なお、組合員数は、2011年3月末現在、5,663名（関係

会社等への出向者、一部関係会社等の社員を含む）で、う
ち当社単体事業所に所属する組合員数は3,352名です。

労使のパートナーシップ

当社では、震災のストレスによる不安や心配を抱える
社員の心のケアを図るため、本社に健康相談窓口を設置
するとともに、セルフケアのためのリーフレットを作成し
て配布いたしました。
また、カウンセラーが被災場所を巡回し、グループ会

社社員を含む100名以上の方と面談し相談に対応して
います。

東日本大震災で被災した当社グループ
社員へのメンタルヘルスケア

Topics

2010年、アスベスト含有製品の取り扱いを行ったこと
がある当社退職者3名がアスベストに係る労災認定を受
けました。当社としましては、引き続き退職者・社員への健
康相談対応や健康診断の実施など、健康管理に努めてい
きます。

アスベストによる健康障害の
発生について

メンタルヘルス研修
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サプライチェーンにおける社会・環境配慮の拡充重要課題

調達・取引先への取り組み
当社は総合素材メーカーとして、お取引先や原料調達先等のグローバルなサプライチェーンの中での社会・環境配慮の拡充
を図り、CSRに配慮した調達活動を行っています。

8

当社は総合素材メーカーとして、サプライチェーン全体
でのステークホルダーとの協働・共生を図り、多くのお取引
先のご協力を得ながら、原材料の調達を行っています。
調達においては、企業理念、行動指針はもとより、物流資

材関係の規則やCSR調達ガイドライン等に基づき、公平・
公正な取引、法令遵守、人権尊重等に配慮しながら、資源
循環・リサイクル体制構築等での協働も含め、お取引先と
のより良い協力関係づくりを目指しています。

当社は多くの天然資源を原料として世界各国から調達
することから、特に原産国、調達先地域への配慮、環境保全
や人権・雇用労働問題等、持続可能な開発への取り組みが
非常に重要であると認識しています。

 海外鉱山等からの調達時に求められるCSR
当社の銅事業関連製品の主原料である銅鉱石は、出

資先である海外鉱山からの買鉱中心の調達を行ってお
り、直接鉱山経営を行わないノンオペレーターであっ
ても、グローバルな調達活動をする企業としてICMM
（International�Council�on�Mining�and�Metals：国際
金属・鉱業評議会� 〉〉〉 P73 ）という国際的な枠組みにも参加
し、責任を果たしていきたいと考えています。

業態の多様性が特徴である当社では、事業所ごとに最
適なグリーン調達ガイドラインを策定し、有害物質の含有
規制等に取り組んでいますが、これらに加え、コンプライ
アンス等をはじめとするさまざまなCSR課題への取り組
みに対する、当社物流資材部門としての組織的対応を強
化するため、「物流資材部門CSR調達ガイドライン」を作成
し、運用を図っています。
このCSR調達ガイドラインでは、お取引先（仕入先）に遵

守をお願いする6項目（人権尊重、法令及び企業倫理の遵
守、安全衛生、環境保全、情報セキュリティ、製品の品質・安
全性の確保）のCSR調達基準を定めていますが、趣旨内容

物流資材部門・
CSR調達ガイドラインの運用

基本的な考え方

原料調達での取り組み

を理解いただき、遵守協力をいただくために、主要なお取
引先より順次ご説明させていただいており、段階的に活動
を進化させたいと考えています。
また、当社はグループ会社と一体となり、さまざまな調

達活動を展開していますが、CSR調達に関する活動につ
いても、グループ各社の調達責任者が一堂に会する年2
回のMGP（=Materials�Group�Procurement）会議に
おいて、方針の周知や取り組み事例の共有などを行ってお
り、活動のより一層の充実、活性化を図っています。

銅事業カンパニーでは、2009年7月、CSR調達の観点か
ら、銅鉱石の調達先鉱山での社会・環境配慮や人権、労働慣
行が適切に行われているかをモニタリングするため、投資先
鉱山の評価を行う「CSR投融資基準」と、投資先以外の単純
買鉱先鉱山の評価を行う「CSR調達基準」を策定しました。
2010年5月からは、各鉱山会社に対してこれら基準に基づ
くアンケート調査を実施し、評価結果に関するコミュニケー
ションを行っています。
また、2011年6月に「採取産業透明性イニシアチブ」※1の

趣旨に賛同し、支援を表明しているほか、同年10月には、近
年の社会的要請※2を踏まえ、これらCSR投融資基準、CSR調
達基準の見直しを行い、「紛争地において人権侵害が懸念さ
れる武装集団などに直接的、間接的に関与していないこと」
を求める項目を加えました。銅事業カンパニーでは、現在、
DRC及びその隣接国をはじめとする紛争国原産の鉱物を使
用していませんが、今後もこの２つの基準を活用し、グロー
バルに資源調達を行う企業としての責任を果たしたいと考
えています。〉〉〉 P73

銅事業カンパニー 「CSR投融資基準」「CSR調達基準」の見直しと活用

Topics

※1　Extractive�Industries�Transparency�Initiative、（EITI）：石油・ガス・鉱物資源等の開発に関わる採取産業から資源産出国政府への資金の流れの
透明性を高めることを通じ、腐敗や紛争を予防し、成長と貧困削減に繋がる責任ある資源開発を促すための多国間協力の枠組み。

※2　2010年7月、米国で「金融規制改革法」（ドッド・フランク法）が成立。これを受け米国証券取引委員会（SEC）は、紛争が絶えないコンゴ民主共和国
（DRC）及びその隣接国原産の希少鉱物が暴虐行為など重大な人権侵害を行っている武装集団の資金源となることのないよう、米国で上場する企
業に対し、これら紛争鉱物の原産国の開示義務を課す規則を制定している。

〉〉〉 データブック P.14・15
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当社ではお客様に安心して良質な製品をお使いいただくために、全社品質方針のもと、全社を挙げて品質の維持・向上に向
けて、さまざまな取り組みをしています。

製品の品質管理強化

 品質活動の基本的な考え方
当社は、設計・開発の段階から製造を経て出荷に至るま

で、品質保証体制を確立し、製品の安全性・信頼性に十分
配慮を行うことを「行動指針」に掲げています。そのうえで、
お客様に満足していただける一級品の品質の製品提供を
旨とする全社品質方針を定め、ISO9001品質マネジメント
システム（以下QMS）を品質管理・品質保証の基本として、
全社品質活動を推進しています。

 全社品質監査の実施
2010年度は、重大クレームの発生の可能性と製品有害

化学物質管理の実施状況の確認を重点に36件の全社品
質監査を行い、43件の指摘がありました。この指摘事項
は着実に改善に繋げるとともに、その実施状況をフォロー
アップしています。また年度ごとに指摘内容を分析し、改善
の提言に繋げています。

 品質改善活動の推進
品質の維持・改善を積極的に推進するため、当社では

2002年度より毎年、品質管理発表会を開催してきました。
これに加えて2004年度からは、品質工学事例発表会を開
催しています。これまで両発
表会で延べ71件の発表があ
りました。2010年度は、TV会
議等も活用して、遠方の事業
所も発表会に参加し、改善活
動の推進に役立てています。

リーズナブルでありながら、高品質を強みとする当社の
ジュエリーブランド『MJC』は、付加価値の高い製品をお届
けするために、品質管理を徹底しています。
当社独自の「宝飾品質ルールブック」を策定し、約120社

のお取引先への啓発活動や、厳格な品質ルールを守ってい
ただくための「品質ミーティング」を毎年開催しています。
金の製錬業という異業種から宝飾業界に参入した当社の

特徴は、ものづくりに欠かせない品質管理のノウハウにあ
り、サプライチェーン全体での品質管理を強化し、更なるお
客様満足度向上を目指しています。

「MJC・宝飾品質ルールブック」より一部抜粋

①製品有害化学物質に関する「不使用証明書」の提出
②金属アレルギー対策の徹底
③指定鑑別機関による鑑別
④生産、加工、流通に至る「トレーサビリティ」の確保
⑤ダイヤモンドの「キンバリープロセス＊1」への適合
確認やクオリティー基準の明確化

⑥ワシントン条約＊2への適合
⑦製品種類別の厳格な基準による全数検品実施

貴金属事業における
サプライチェーンでの品質管理

Topics

品質活動への展開

QMSの維持・改善
•品質基本規定
に基づく活動
•サプライチェー
ンを含めた製品
有害化学物質
管理の推進

製品品質の向上
•品質工学の
　適用推進
•品質改善活動
•品質技術者の
育成

全社品質方針

 「当社は、顧客の要求に合致し、
顧客に満足していただける一級
品の品質の製品を製造し、提供
する。一級品の品質には、製品有
害化学物質に関する要求事項に
対する適合性を含む。」

改善支援
QMS改善

ものづくり改善  等

顧客満足度の向上

教育支援
内部監査員養成
品質工学講習  等

経営者方針

全社品質監査

情報共有
品質連絡会
事例発表会　等

全社品質活動のフロー

全社品質活動の推進

＊1　ダイヤモンド原石の違法取引が反政府組織の資金源となっている状況で「紛争ダイヤ
モンド」問題として注視され、南アフリカのキンバリーで会議を開催。2002年に国連で
ダイヤモンド原石の国際取引に関する制度が採択され、日本も参加している。

＊2　国連の勧告を受け、米国が中心となり1975年に発効した「絶滅のおそれのある野生動
植物の種の国際取引に関する条約」で、日本も1980年に締約国となっている。

MJC・宝飾品質
ルールブック

03 04 05 06 07 08 09 10［年度］

［件］

51

25

43 40 39

0

40

80

120

32 32

104

65
58

36
43

■ 監査件数　　　指摘件数

73

108 112114

監査及び指摘件数の推移

品質管理発表会
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当社は、メーカーとして安全で良質な製品をお客様に
お届けするため、関連法令の遵守はもとより、予防的アプ
ローチの観点からも、製品の品質や安全に関するさまざま
な取り組みを行っています。

 製品に含まれる化学物質管理の強化
当社では、「製品有害化学物質管理規定」を定めて、製品

に含まれる化学物質の管理強化と法令遵守を進めていま
す。REACH規則※2については、登録猶予期間内での登録
完了に向けた作業を進め、2010年12月までに2物質の登
録を終えました。また、CLP規則※3についても対応を行って
います。更に、2011年4月に施行された「化学物質の審査
及び製造等の規制に関する法律」（化審法）に基づく対象物
質について、必要な届出を2011年6月に完了しました。

※2　REACH規則…EU域内で製造・輸入される化学物質の登録・評価・
認可・制限に関する法律。

※3　CLP規則…物質及び混合物の分類・表示・包装に関するEU規則。

 品質教育の実施
QMSの維持・改善を図ることを目的とした「ISO9001

内部監査員養成講習会」や、品質改善等に有効な品質工
学※1に関する講習会を開催し、品質技術者の育成を進め
ています。

※1　品質工学…田口玄一博士の提唱する技術の方法論で、タグチメ
ソッドとも呼ばれている。

 開発試作段階での影響評価
当社では、研究開発のテーマ探索から市場分析、試作、

事業化に至る4つの段階で詳細なRDR（研究開発レビュー）
を行っています。有害化学物質等の使用有無の確認、顧客
の要求事項への適合性と法令対応等についてはこの初期
段階から精査し、製品の安全性を第一とした開発に取り組
んでいます。

 製品安全データシート（MSDS）の活用
自社製品の安全に関する情報を提供することは、サプラ

イチェーンにおける製品安全を確保するうえで非常に重要
です。当社では自社製品に対してMSDSを添付し、化学物
質情報の開示・伝達を確実に実施しています。

 物流での安全配慮
物流上安全配慮を必要とする硫酸等の製品の輸送に際

しては、①他の物質との混載を避ける②充填・荷下し時の
保護具着用③容器からの漏洩・飛散防止④災害発生時の
処置等を明記したMSDSを運転手に託す、等により、輸送
上の安全確保に努めています。

これらの取り組みにより、2010年度は製品の安全や
製品・サービスの提供において法律違反はありませんで
した。

ユニバーサル製缶（株）は、既に全社システムとして認証取得
している品質マネジメントシステムISO9001に加え、今年1月
に食品安全マネジメントシステムISO22000の認証を全6工場
で取得完了しました。国内の飲料用アルミ缶の4缶に1缶を供
給する同社は、フードチェーンにおける食品包装材料の供給者
責任を果たすため、同業他社に先立ちこのシステムを取得し、
顧客ニーズに合った製品の提供を続けていきます。

ISO22000への取り組みは、モデル工場から認証取得
をスタートさせ、全工場へ展開しました。システムを構築し
ていく中で、製造ラインの衛生インフラ整備と従業員の食
品衛生意識向上を図ることができました。この認証取得を
ゴールとせず、経営理念である「食の
安全・安心に貢献」を着実に実践し食
品安全活動を推進していきます。

全工場でISO22000を取得
ユニバーサル製缶（株）

Topics

ユニバーサル製缶（株）
品質保証部 技術主幹

一瀬�文子

製品の安全
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9 ステークホルダーコミュニケーションの推進

地球環境

株主・投資家

お取引先
調達先

行政

地域社会

顧客企業
一般消費者

お客様

社員

NGO・NPO

当社では、CSR活動方針に「ステークホルダーとの対話強化」を掲げています。多様なコミュニケーションルートを通じ、
相互に理解を深めていきたいと考えています。

ステークホルダーとの関わり

当社では、ステークホルダーの皆様との対話を通じ、当
社に対する期待・要請を事業戦略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。重要課題（マテリアリティ）の特定プロセス等

も活用し、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したいと考えています。

ステークホルダーへの経済的価値配分（単体）★

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ていますが、その収益をステークホル
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。2010年度の当社単体における収
益構造や各ステークホルダーへの配分等の経済的な影響を
右表のとおり算定しました。
付加価値総額は、総収入からお取引先への支払い額を含

んだ事業コスト6,907億円を引いて716億円となります。従
業員への配分である法定福利費を含んだ人件費は、365億
円となり、退職一時金に係る債務は316億円、確定給付型年
金に係る債務は375億円となっています。このうち359億円
（カバー率51.9%）を年金資産として社外の基金に拠出して
います。更に273億円を退職給付引当金として費用化処理
し、残り59億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。
債権者に対しては、資金借入等の利息として、74億円が分

配されています。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を加え76億円を配分しています。
一方、税額控除は44億円でした。社会に対する配分では、

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2億円を支出しています。

収入

ステーク
ホルダー 金額（百万円） 算出方法

顧客・お取引先 762,348 売上高・営業外収益・特別利益

支出

ステーク
ホルダー 金額（百万円） 算出方法

事業コストに
係る取引先等 690,729 売上原価及び一般管理費のうち、

人件費・租税公課・寄付金以外の項目

従業員 36,517 人件費

株主 ─ 支払配当金

債権者 7,444 支払利息

政府 7,637 損益計算書の法人税・経費として
負担している租税公課

社会 227 寄付金等※

内部留保 19,793 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

私たちのステークホルダー
〉〉〉 P23
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私たちのステークホルダー

ステークホルダー 主なコミュニケーション方法

お客様

　当社製品・サービスをご利用いただいているお客様は多岐にわた
りますが、顧客満足度向上を第一とした事業活動を行っています。
お客様のご意見・ニーズを大切にしたものづくりを実践し、品質の高
い製品・サービスの開発、改良に努めています。

●��製品・サービスのご紹介、ご提供
●��お客様相談窓口、電話技術相談室
●��製品の安全、環境対応に関する情報提供
●��各種展示会等での意見交換

株主・投資家

　株主・投資家の皆様は当社とともに歩みを進めていく重要なパー
トナーです。企業価値を高め、適時適切な情報開示に努めながら、株
主・投資家の皆様からのご意見を積極的に経営に活かしていきたい
と考えています。（2011年3月末時点での当社株主数は、154,333
名です）

●��株主総会、経営説明会
●��決算説明会、投資家向け説明会
●��SRI調査機関との意見交換
●� �WEB、IRツール（株主通信、アニュアルレポート
等）

社員

　当社にとって社員は最も重要な経営資源であり、CSR活動の担い
手でもあります。社員一人ひとりの人財価値を高めることが、企業価
値の向上にも繋がることから、人財教育や、働きがいのある安全快
適な職場環境づくりに取り組んでいます。（2011年3月末時点での
当社社員数は4,361名、グループ全体では21,762名です）

●��意見集約の各種アンケート・調査
●��自己申告制度
●��社員相談室、ホットライン
●��労使協議会　
●��ステークホルダーミーティング
●��グループ報（�●��社長コラム他）

お取引先
（調達先）

　当社では、さまざまな資材の調達先をはじめ多くのお取引先各社
のご協力により事業活動を行っています。公正で公平な取引を推進
し、社会・環境面に配慮して製品を安定供給するため、お取引先と理
念・方針を共有し、相互の企業価値を高めるよう協働しています。

●��主要取引
●��調達先との意見交換会
●��CSR調達ガイドライン等、当社方針浸透に向けた
協働

●��物流効率化、モーダルシフト、リサイクルでの協働

地域社会

　当社は、世界各地の事業拠点において地域社会と深い関わりを
持っており、積極的にコミュニケーションを図りながら、地域社会との
信頼関係構築に努めています。現地雇用の創出や、環境面への配慮
等、地域全体の持続可能な発展に貢献したいと考えています。

●��地域住民との意見交換会
●��地域に根ざしたさまざまな社会貢献活動
●��新入社員のボランティア活動

行政

　当社は、法規制への対応・遵守をはじめ、公共資源・サービスの利
用、政策への協力、意見交換等、各事業拠点の管轄行政とさまざまな
場面において関わりを持っています。行政当局と良好で健全な関係
を保つことにより、安定した事業活動を実施し、また企業市民として
の役割を果たしたいと考えています。

●��技術提供等による国家プロジェクトへの参画
●��エコタウン事業等による環境施策への参画
●��官公省庁の研究会・検討会

NGO・NPO

　世界各地の拠点において事業活動を行うにあたり、各地域のさ
まざまなNGO・NPOとの積極的な対話は、当社に求められている
ニーズを把握するうえで重要であると認識しています。当社では国
内外の幅広い分野におけるNGO・NPOとの連携やコミュニケー
ションを図ることにより、より良い社会・環境活動を行っていきたい
と考えています。

●��NPO活動の支援、意見交換、協働
●��災害支援活動での協働
●� ICMM（国際金属・鉱業評議会）を通じたNGOと
の協働

地球環境

　総合素材メーカーである当社にとって、地球環境への影響を低減
し保全する活動は、当然の責務であると考えています。当社は、事業
活動に伴う環境負荷低減に努め、資源の循環利用を推進することに
より、将来世代に持続可能な社会を継承したいと考えています。

●��APP（クリーン開発と気候に関するアジア太平洋
パートナーシップ）等を通じた温暖化防止に向け
た協働

●�日本経団連、ICMM等による環境負荷低減活動へ
��の参画

※�「CSR報告書」は、全てのステークホルダーの皆様とのコミュニケーションツールとしての役割を担っています。
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9 ステークホルダーコミュニケーションの推進

当社は株主・投資家の皆様に、当社事業を深くご理解いただき、安心して経営を見守っていただけるように、株主総会や各種
説明会、IRツールを通じて、適時適切な情報開示を進めています。

株主・投資家とのコミュニケーション

 株主総会 
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できるよう、招
集ご通知の早期発送、当社WEBサイト等への掲載を行っ
ています。また、2010年より招集ご通知を全てカラー刷り
とするなど、より分かりやすい情報開示に努めています。
株主総会当日には、議事の内容を分かりやすく説明する

ため、映像やナレーションを用いています。また、ご出席い
ただけない株主の皆様が、事前に意思表示することを容
易にするため、従来の書面・パソコンによる方法に加えて、
2007年度より携帯電話からの議決権行使も可能としたほ
か、海外機関投資家向けの議決権電子行使プラットフォー
ムに参加するなどしています。2010年からは、株主の皆様
による各決議事項に対する議決権の行使結果を当社WEB
サイト等で公表しています。

 経営説明会 
2003年度より、株主総会終了後に株主の皆様を対象に

経営説明会を実施させていただく機会を設けています。
2011年6月開催の経営説明会においては、当社の事業

内容をより理解していただくために、経営幹部から、当社事
業についてのプレゼンテーションを実施しました。更に、製
品やパネルの展示をご覧に
なりながら、経営幹部や事業
責任者等と自由に懇談して
いただける場を設けました。
これからも株主の皆様との
双方向コミュニケーションの
充実に努めていきます。

当社は、WEBに株主・投資家の皆様向けのIRサイトを開
設し、決算短信に加え、各種説明会資料、ニュースリリース
等の情報を掲載することで、タイムリーに情報を提供して
います。また、英語版サイトへも、決算短信等の英訳資料
や、英語版アニュアルレポートを掲載する等、海外・外国人
投資家の皆様への情報開示にも努めています。
今後ともIRツールを通じ、当社グループの現状を正しく

理解していただくために、適時適切な情報開示への取り組
みを強化していきます。�〉〉〉 WEB

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
時工場見学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

資家向け会社説明会を開催
しています。今後も投資家
の皆様にさまざまなIR活動
を積極的に行い、情報開示
を進めていきます。

株主向け「まてりある通信」 英文アニュアルレポート

自己名義株式
0.22%

政府及び地方公共団体
0.01%

個人・その他
27.51%

外国法人等
17.92%

金融機関
34.87%

金融商品
取引業者
1.46%
その他法人
18.01%

所有者別株式分布図

2010年度IR活動実績
項　目 2010年度実績回数

機関投資家個別ミーティング 215
海外IR（欧州、米国、アジア） 56
機関投資家向け工場見学会 3
機関投資家向け決算説明会等 4
個人投資家向け会社説明会 19

株主総会・経営説明会を通じて 各種説明会を通じて

IRツールを通じて

決算説明会での説明（矢尾社長）

経営説明会での製品・パネル展示
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マーケティング統括室では、ナノからトン単位に及ぶ多
岐にわたる当社グループ製品群を分野別に整理し、WEB
や製品パンフレット等に分かりやすく掲載するとともに、ワ
ンストップの総合窓口として、お客様からのお問い合わせ
に対応しており、さまざまなご質問やご指摘、ご要望を速や
かに関係部門へ伝え、適切な情報の提供や迅速な対応を
図るための双方向コミュニケーションの要としての重責を
担っています。また、当社では、世界規模の販売促進に繋が
るマーケティング・コミュニケーション活動において、常に
当社「企業行動指針」に従い、製品や事業内容に関する正確
な情報提供を心がけ、ワールドワイドでのお客様や消費者
の皆様に誤解を与えることのないよう留意しています。

 加工技術センターでの技術サポート活動 
加工技術センターでは、切削工具の販売に携る皆様や

ユーザの皆様に超硬工具と切削加工の基礎から加工の応
用までを学習していただく講習会を開催しています。講義
はゆったりとしたプレゼンテーションルームで行い、切削加
工のライブ映像を見ながら「見て聴いて触れる」で理解を
深めていただくようにしています。

るため、新しい視点での事業改革を推進しています。特に
品質面では、サプライチェーン全体で品質管理の取り組み
を推進しています。�� 〉〉〉 P67

 CS研修会の実施　
接客サービスを向上するため、店頭や電話対応のスタッ

フに対し、専門の外部調査員による接遇マナーの調査と、改
善策の実施を継続的に行っています。また、店舗スタッフは
資格取得プログラムを通じて商品に関する専門知識を更に
高め、コンサルティング能力の向上に取り組んでいます。
更に2011年5月には、経営幹部を中心に百貨店のCS活

動・ES（従業員満足）活動についての事例研究などを盛り込
んだCS研修会を実施しました。研修では、貴金属事業部が
提供すべきCSの本質サービスとは何か等について議論し
ました。そして、お客様にご満足いただくためにはES（従業
員満足）も重要と捉え、スタッフのモチベーションを高める
工夫にも努めています。

一般のお客様と接点を持つ、当社でも数少ないBtoC
（企業と消費者間の取引）事業を展開する貴金属事業で
は、事業開始以来CS（顧客満足）の向上を重要視してきま
した。その姿勢はお客様にも評価され、当社の宝飾品事業
は、厳しい消費不況で国内の宝飾市場が急速に縮小する
中、その存在感を高めてきました。
「MJCジュエリーフェア」や通信販売は高品質、かつリー
ズナブルな価格と豊富な品揃えで好評をいただき、国内
最大規模となっています。当社はお客様の信頼に常に応え

 三菱アルミニウム（株）のCSアンケート
三菱アルミニウム（株）では、CS活動として、①お客様満足

度アンケートの実施と活用、②「HARMONY（調和）＆MACS
（Mitsubishi�Aluminum�Communication�System）」
による顧客情報管理、苦情発生把握、新規引合プロセスの
システム化を実現し、営業活動・顧客情報の視（み）える化
とコミュニケーション強化を図っています。
お客様満足度アンケートは、主要取引先18社に対して

行っており、回答率は100％です。質問項目は、品質、納期、
営業活動、技術対応、開発対応に分かれており、アンケート
の結果を踏まえ、顧客満足度向上計画を立案、その進捗状
況を3ヵ月ごとに確認しています。

顧客満足度アンケート結果を経営層へフィードバック

製品情報の適切な開示とコミュニケーション

CSと品質がベースの貴金属事業

アルミ事業のCS活動

ステークホルダーコミュニケーションの推進重要課題

お客様とのコミュニケーション
お客様との関係構築は重要な取り組みのひとつです。提供する商品の品質向上はもちろん、適切な情報開示や技術サポー
トなどのコミュニケーションを通して、顧客満足度の向上を目指しています。

9

工具や加工方法の基本から選定まで丁寧に教えていた
だいて、座学とライブ映像による実演のセットが、とても理
解しやすかったです。そして、実演後すぐに加工後の実物や
切りくずを直に見せていただいたので、工具の刃先や工具
材料による加工面の違いや、条件による切りくずの違いが
実感できてとても参考になりました。

❖お客様アンケートから❖
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9 ステークホルダーコミュニケーションの推進

当社は世界各地に拠点を持つグローバル・プレーヤーとして、国際的な協議会への参加や社会貢献活動を通して、「人と社
会と地球のために」必要な取り組みを継続して行っています。

社会とのさまざまなコミュニケーション

 循環型社会構築に関するシンポジウムの開催
　（東北大学寄附講座）
当社は2009年4月に東北大学大学院工学研究科土木

工学専攻に「環境機能利用工学寄附講座」を開設し、当社
の材料及び技術と東北大学の研究成果を相互に活用した、
地球環境問題の解決に貢献する基盤技術やシステムに関
する研究を行っています。2010年11月には寄附講座主
催のシンポジウム「循環型社会をめざして」が開催されまし
た。シンポジウムには、関係省庁、地方自治体、民間企業や
市民団体から約170名が参加し、講演とパネルディスカッ
ションを通じて循環型社会に関する理解を深めました。

 カッパーマウンテン銅鉱山（カナダ）における
　 地元住民とのコミュニケーション
2011年6月に操業を再開したカッパーマウンテン銅鉱山

では、同年8月に開山式を行いました。式典には、地元プリン
ストン市民も含めて約1,700名が参加し、地元の大きな期
待がひしひしと感じられるものとなりました。そのほか、地元
住民を鉱山の見学ツアーに招待するなど、鉱山をより身近
に感じてもらえるような活動
を行っています。また、現地
従業員の雇用にあたっては、
先住民を積極的に雇用する
など、地域経済の発展にも
貢献していきます。

 循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰を受賞
　 ［東日本リサイクルシステムズ（株）］
家電リサイクル法に基づく使用済み家電のリサイクル

事業を行う東日本リサイクルシステムズ（株）が「循環型社
会形成推進功労者等環境大臣表彰」を受けました。この賞
は、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、
再資源化（リサイクル）の適切な推進に顕著な功績があっ
た企業を表彰する制度であ
り、同社は、廃棄物の循環利
用や適正処分の向上のため
の技術やシステムを実用化
したとして受賞しました。

 NGO・NPOと連携した被災地支援活動
当社グループ内で被災した事業所社員や近隣の方々へ

の支援のため用意した生活支援物資（米、粉ミルク、オム
ツ、下着、トイレットペーパー等から畳まで）を、より広く活
用いただくため、グループ社員の募金拠出先でもあるジャ
パン・プラットフォームが連携するNGO・NPOの方々と協
力して、グループ外の被災された方々に支援物資をお送
りする活動を展開しました。
現地のニーズにお応えする
ことができ、多くの方々に
喜んでいただきました。

三菱マテリアルグループの
コミュニケーション・社会貢献活動

ICMMでの活動

当社が2002年より加盟するICMM（国際金属・鉱山
評議会）は2010年から2012年の戦略とアクションプラ
ンの中で、気候変動問題を重要課題として位置付け、ス
タッフを充実させプロジェクトを立ち上げて、組織的な
取り組みを開始しています。2010年12月にはICMM
プレジデントが来社し、当社矢尾社長・加藤常務（現副社
長）と気候変動問題への取り組みについて意見交換さ
れました。ICMMの他の重要課題として化学物質管理
への取り組みがあり、2010年12月には東京でのワーク
ショップを開催し、ICMMスタッフと日本加盟会社及び

日本鉱業協会が一体となり、政府関係省庁・業界とのコ
ミュニケーションの場を設定しました。
また当社は2005年にICMMが継続支援を表明して

いるEITIに賛同しており、
ICMMを通して支援企業
として参加し、採取企業と
して成長と貧困削減に繋
がる責任ある資源開発に
努めています。

環境省からの大臣表彰

ICMM会長アンソニー・ホッジ氏を迎えて
〉〉〉 データブック P.6〉〉〉 WEB

仮設住宅での生活支援物資の配布

地元住民を招待した鉱山見学ツアー
当社グループの社会貢献活動はWEBでもご紹介しています。 〉〉〉 WEB
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当社では、2010年2月に第2回ステークホルダーミーティングを実施し、4名の有識者の方々から貴重なご意見・ご提言をいただき
ました。ここでは、その中の主なご意見と、それらに対する当社グループの対応状況についてご報告いたします。

当社グループに対する外部評価

第２回ステークホルダーミーティング（2010年２月開催）でいただいた主なご意見に対する当社グループの対応状況

主な外部団体からの受賞実績（2010年度）

受賞会社 表彰実施団体・組織 受賞内容

三菱マテリアル（株）

東谷鉱山 石灰石鉱業協会 功績賞 発破時の低周波音が与える影響についての研究
直島製錬所 日本プラントメンテナンス協会 ＴＰＭ優秀賞

明石製作所 超硬工具協会 技術功績賞 難削材加工で高能率・長寿命を実現するマルチ
クーラントホール付エンドミルの開発

三菱電線工業（株） 宇宙開発担当大臣
文部科学大臣 感謝状 「はやぶさ」プロジェクト協力会社として宇宙開発

担当大臣・文部科学大臣の感謝状受賞
東日本リサイクルシステムズ（株） 環境省 環境大臣表彰 循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰
烟台三菱水泥有限公司 烟台市人力資源・社会保障局 労働保障信用A級企業（詳細は� 〉〉〉 P62 �）
インドネシア・カパー・
スメルティング社 国家環境省（インドネシア） PROPER

（Blue�Category） 環境規制に適合した管理実績の評価

米国三菱ポリシリコン社 Partners�for�Environmental�
Progress

2010�Award�for�Environmental�Stewardship
�（副産物リサイクル推進）

主なご意見 当社グループの対応

❖リサイクル事業や、環境技術のパフォーマンスについて❖

◦リサイクルの現状を一番良く知っている素材メー
カーとして、資源利用のあるべき姿を社会に示し、
三菱マテリアルがどう貢献していきたいかも含め
もっと発信して欲しい。

◦本報告書の「トップインタビュー」でも「資源リサイクルシステムの確立へ」（P5）の
中で、リサイクルが社会システムとして機能するよう粘り強く発信していくとの意思
をお伝えしていますが、2011年4月に「資源・リサイクル事業本部」を発足させてお
り、より包括的な対応を図りながら、今後も情報発信に努めたいと考えています。

◦環境影響について、LCAを使って評価してはど
うか。

◦本報告書では、家電リサイクル事業でのLCA（最終処分場の削減）効果試算値を掲
載しています。

❖よりグローバルな視点で事業運営を❖

◦環境管理や資源開発で、世界、特に中国・アジアで
の事業戦略の検討を。

◦新中期経営計画の中でも、資源リサイクル事業の新興国への展開を検討しており、
当社グループが培ってきた環境技術を活かしていきたいと考えています。

◦銅事業カンパニーのCSR調達基準・投融資基準
は、赤道原則や世界銀行グループの民間投資部門
である国際金融公社（IFC）の基準と比べ、どの程
度のレベルにあるのか、また、今後どのように運用
していくのか。

◦両基準は、ICMMの10原則の趣旨を踏まえて策定していますが、特に投融資基準は
IFCや赤道原則のような国際的な投融資スタンダードを参考に作成しています。例え
ば、当社基準の「鉱業と保護区」の項目では、文化・自然遺産及び生物多様性の保全
に言及しており、IFCの「生物多様性の保全及び持続可能な自然資源管理」「文化遺
産」を参考にしています。今後も、このようなグローバルな基準の動向を注視し、社会
の要請に対応した見直しや運用を図りながら、サプライチェーンの上流にある鉱山会
社の実情を把握し、コミュニケーションを図りながら、改善に資する取り組みを継続し
たいと考えています。

❖鉱山管理や事業所周辺での環境配慮について❖

◦鉱山開発で改変・復元した面積の定量化や環境影
響を、森林保全によるプラスの影響と比較するな
どデータで示すことができれば、世界的にも貢献
できる活動になるのでは。

◦休廃止鉱山等周辺地域の緑化・植栽等の環境事業は、年度計画を策定し今後とも継
続して実施していきますが、森林保全を含め緑化・植栽事業には生物多様性をはじめ
とする種々の環境影響要因があることから、今後は独自手法により定量評価できる
仕組みづくりについても取り組んでいきます。

◦休廃止鉱山での環境管理は、蓄積した環境技術の
伝承が重要。特に、坑排水処理技術については、
その重要性に関わらず20年前から大きな進展が
ないので、漠としたノウハウを整理されたノウハウ
に変えて伝えて欲しい。

◦国際資源大学校やJOGMEC（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）での研修に当社社
員を講師として派遣し、業界内の若手技術者向けに資源開発や環境管理に関する技
術教育や伝承を行うとともに、当社各事業所の社員向けには、階層別教育の中で管
理技術等の伝承教育を行っています。一方、近年の異常気象等により、これまでにな
い環境影響も発生していることから、経済産業省の指導のもと、より適切な管理技術
の開発研究を進めています。このような、新・旧技術を融合させ、最適な技術を次世
代に伝えて行きたいと考えています。

❖ＣＳＲ報告書について❖

◦定量データの開示対象範囲拡大が必要。
◦本報告書から「温室効果ガス排出量」の開示対象範囲を主要連結子会社62社に拡

大しました。今後、子会社を含めたデータの一元化に努め、グループとしての定量
データ開示を段階的に進めていきます。
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独立保証報告書

KPMGあずさ
サステナビリティ
株式会社

赤坂 真一朗

報告
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8、3.10-3.12
4.1-4.4、4.14-4.15

要求項目なし

パフォーマンス指標について少なく
とも10の報告があること。そのうち、
社会、経済、環境分野について少なく
とも一つ報告があること

外
部
保
証
を
受
け
た
報
告
書

レベルCの要求項目に以下を加える
1.2
3.9、3.13
4.5-4.13、4.16-4.17

各カテゴリーの指標に対する
マネジメント・アプローチの開示

パフォーマンス指標について少なくと
も20の報告があること。そのうち、経
済、環境、人権、労働、社会、製品責任
分野について少なくとも一つ報告が
あること

外
部
保
証
を
受
け
た
報
告
書

レベルBと同様

各カテゴリーの指標に対する
マネジメント・アプローチの開示

G3の中核指標および業種別補足文
書※のパフォーマンス指標に対応して
いること。重要性の原則を考慮して、
a)指標について報告、またはb)指標
の報告の省略の説明があること

外
部
保
証
を
受
け
た
報
告
書

報告書適用レベル

O
U
TP
U
T

G3マネジメント・
アプローチの開示

O
U
TP
U
T

G3プロフィールの
情報開示

O
U
TP
U
T

G3と業種別補足文書
のパフォーマンス指標

C C+ B B+ A A+

※最終版の業種別補足文書

標
準
開
示

GRI（Global�Reporting� Initiative）は国際的な持続可能性報告のガイドライン策定を使命とするNGOで、このGRIの「サステ
ナビリティ・レポーティング・ガイドライン」では、報告書がこのガイドラインにどの程度の水準で準拠しているかを読者に分かり
やすく自己宣言するよう推奨しています。当社の「CSR報告書2011」は、WEBに掲載する「銅事業カンパニーサプリメントデータ
ブック」と併せ、同ガイドラインが定義する適用レベル「A+」を満たしています。

GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3版への準拠の水準

目的及び範囲
　当社は、三菱マテリアル株式会社（以下、「会社」という。）からの委嘱に基づき、会社が作成したCSR報告書2011（以下、「CSR報告
書」という。）及びCSR報告書を補完する「CSR報告書2011銅事業カンパニーサプリメントデータブック」（以下、「データブック」という。）に
対して限定的保証業務を実施した。本保証業務の目的は、以下に対して保証手続を実施し、その結論を表明することである。

CSR報告書に記載されている2010年4月1日から2011年3月31日までを対象とした★マークの付されている社会・経済パフォーマンス
指標、及びデータブックに記載されている2010年4月1日から2011年3月31日までを対象とした★マークの付されている環境・社会パ
フォーマンス指標（以下、あわせて「指標」という。）が以下に示す会社の定める基準に従って作成されているか
Global Reporting Initiative（以下、「GRI」という。）アプリケーションレベルに関する自己宣言（A+）がGRIの定める基準に準拠しているか
会社の方針が、データブックの6～7頁に記載されているようにInternational Council on Mining & Metals（ICMM）の基本原則
及び適用されるポジションステートメントのコミットメントと整合しているか
会社の重点課題の特定及び優先順位付けがCSR報告書の23頁に記載されているとおりに行われているか
会社がCSR報告書の24頁に記載されているとおりに重点課題に対するアプローチ及びマネジメントを行っているか

　CSR報告書及びデータブックの記載内容に対する責任は会社にあり、当社の責任は、限定的保証業務を実施し、実施した手続に基
づいて結論を表明することにある。

判断規準
　会社はGRIの「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン2006」等を参考にして定めた指標の算定・報告基準（以下、「会社の定め
る基準」という。）に基づいてCSR報告書及びデータブックを作成しており、当社はこの会社の定める基準を指標についての判断規準とし
て用いている。また、GRIアプリケーションレベルの自己宣言についての判断規準としてはGRIの定める基準を用いている。

保証手続
　当社は、国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準（ISAE）3000「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」
（2003年12月改訂）及びサステナビリティ情報審査協会のサステナビリティ情報審査実務指針（2009年12月改訂）に準拠して本保証業
務を実施した。本保証業務は限定的保証業務であり、主としてCSR報告書及びデータブック上の開示情報の作成に責任を有するもの
等に対する質問、分析的手続等の保証手続を通じて実施され、合理的保証業務ほどには高い水準の保証を与えるものではない。
　当社の実施した保証手続には以下の手続が含まれる。

CSR報告書及びデータブックの作成・開示方針についての質問
指標に関して、
会社の定める基準の検討
算定方法並びに内部統制の整備状況に関する質問
集計データに対する分析的手続の実施
会社の定める基準に従って指標が把握、集計、開示されているかについて、試査により入手した証拠との照合並びに再計算の実施
リスク分析に基づき選定した堺工場における現地往査
指標の表示の妥当性に関する検討
GRIアプリケーションレベルについてGRIの示す基準に照らした検討
会社の方針に関する文書の閲覧及び質問を通じたICMM基本原則及び適用されるポジションステートメントのコミットメントと会社の
方針との整合性の検討
重点課題の抽出及び優先順位付けのプロセスについての質問及び関連文書の閲覧
重点課題に対する取組及びマネジメントについての質問及び関連文書の閲覧

結論
　上述の保証手続の結果、以下のように認められる重要な事項は発見されなかった。

CSR報告書及びデータブックに記載されている指標が会社の定める基準に従って作成されていない
GRIアプリケーションレベルに関する自己宣言（A+）がGRIの示す基準を満たしていない
会社の方針が、データブックの6～7頁に記載されているようにICMMの基本原則及び適用されるポジションステートメントのコミットメ
ントと整合していない
会社の重点課題の特定及び優先順位付けがCSR報告書の23頁に記載されているとおりに行われていない
会社がCSR報告書の24頁に記載されているとおりに重点課題に対するアプローチ及びマネジメントを行っていない

　当社及び本保証業務に従事したものと会社との間には、サステナビリティ情報審査協会の倫理規程に規定される利害関係はない。
また、本保証業務は、環境及び社会的側面並びに保証業務に関する専門性を有するチームによって実施された。

以　上
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独立保証報告書
三菱マテリアル株式会社
　　取締役社長　　矢尾　宏　殿

KPMGあずさサステナビリティ株式会社
東京都新宿区津久戸町 1番 2号

2011 年 9月27日

代表取締役社長

取　　締　　役

GRIガイドライン対照表はWEB・CSRサイトに掲載いたします。� 〉〉〉 WEB

三菱マテリアル株式会社は、継続
してGRIガイドラインに準拠してレ
ポートを作成し（アプリケーションレ
ベル：A+）、事業によって特徴が異な
るCSR側面について分かりやすい説
明に努められています。また、これま
で、定量データの開示範囲は基本的
に同社単体とされていましたが、今
期から、ステークホルダーの関心が
高いと考えられる温室効果ガス排出
量について、主要連結子会社62社が
開示範囲に含められています。ただ
し、これ以外の環境データや人事関
連データの開示範囲は基本的に三菱
マテリアル株式会社単体とされてい
ますので、開示範囲の拡大は引き続
き課題であると考えます。
また、環境パフォーマンス指標の

保証業務の過程で、いくつかの事業所
（グループ会社含む）で、原材料など
の一部のデータについて本社が定め
ている算定ルールどおりにデータが
集計されていない例が見当たりまし
た。算定ルールの各事業所への周知
を徹底するとともに、調査票の記入
項目についても、本社でのチェックや
分析が容易になるような報告がなさ
れるように見直しを行うことが望まれ
ます。
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第三者評価

（株）創コンサルティング�代表取締役

海野 みずえ
Profile 
経営コンサルティング会社勤務の後、1996年（株）創コン
サルティングを設立。
独自の分析眼で環境・CSR分野での経営のあり方を提言
し、日本企業のCSR活動の実務をサポートしている。

常務取締役 経営倫理担当

山ノ辺 敬介
Profile 
2008.6　　執行役員 経理・財務部門長
2010.6　　常務取締役（現）
2011.6　　経営倫理担当 ＣＳＲ委員会副委員長（現）

第三者評価・第三者保証をいただいて 

三菱マテリアルでは、本年度より新中期経営計画が策定さ
れましたので、今後はその戦略に沿ってCSRを実践していくこ
とになります。本計画の柱である「マテリアル・プレミアム」に
は、グローバルな資源需要の高まりとサステナビリティへの意
識を反映し、原材料を供給するという受け身の立場から、三菱
マテリアルならではの付加価値を創造するビジネスを目指す
姿勢がみられます。
素材メーカーにとってサステナビリティの観点はますます深

刻になってきます。今後ともCSRを事業活動に組み込み展開し
ていってください。

資源とリサイクル
今回打ち出された「マテリアル・プレミアム」は、資源・リサイ

クル事業を重視した経営戦略であり、これまでCSRの機会創出
面でのマテリアリティとして挙げてきた課題そのものです。事
業本部も本年4月に発足されましたので、今後さらにこの事業
を強化することで持続可能な社会の実現につなげてください。
なかでも将来に向けて資源事情が深刻化している世界情勢

に伴い、リサイクルへの注目が広がっています。銅事業での都
市鉱山リサイクルやセメント事業での廃棄物資源化といったこ
れまで同社が培ってきたコア技術は、今後のグローバル展開
において大きな強みとなります。社会価値の創造と同時に、企
業価値の創造をもたらすモデルとして期待されます。

サプライチェーン
資源メーカーへのCSRの要請が、世界のステークホルダー

の間で一層高まっています。途上国での政治的な情勢がビジ
ネス全体に影響する事態でもあり、製品メーカーからサプライ
チェーンに遡った責任が追及されています。
三菱マテリアルでは、CSR調達についてICMMの基本原則

に沿った基準とガイドラインを策定し、海外サプライヤーへ
のCSRの確認を進めています。本年操業を開始したカッパー
マウンテン銅鉱山は同社にとって資本参加もしている主要な
鉱山であり、CSRへの配慮も重要になってきます。環境マネ
ジメントや地元コミュニティへの対応など、サプライチェーン
の活動としてまとめて報告していく方が、読者の関心に応え
られます。

さらにISO26000でも含められている人権問題への対処
は、サプライチェーンでの配慮が注視されるところです。昨今
世界で認識されている「人権」は、社員の権利保護といった視
点だけでなく、むしろ「操業するコミュニティ全体のステークホ
ルダーの権利を守る」といった広い意味で捉えられています。
日本企業が最も苦手とされるところですが、資源メーカーには
該当する状況が多いため、世界の動きから取り残されないよう
に意識していくことが必要になっています。

ガバナンス
新興国での事業拡大に伴い、国の統治が不十分な地域にお

いての社内のガバナンスまで取り組まねばならなくなってい
ます。同社でも、日本国内にとどまらずグループ会社でのCSR
教育の実施などの展開を始めていますので、今後さらに強化
してください。

再生可能エネルギー
東日本大震災をきっかけに、再生可能エネルギーへの需要

がさらに高まっています。これまでも独自のエネルギー開発を
展開していますが、今後ますますこの分野に力を入れ実用面
で多くのオプションを提供し、その達成度を公表していってく
ださい。

ステークホルダーコミュニケーション
昨年のステークホルダーミーティングでよせられた有識者

からの意見について、継続的に取り組む努力がみられます。今
後とも取り組んだ成果のフィードバックとともに、ミーティング
自体も継続していくことが大事です。

当社では、2007年版から継続している当社グループの
CSR活動に対する「第三者評価」に加え、2010年版からは報
告内容に対する「第三者保証」を受けています。客観的な検
証や評価をいただくことにより、報告内容の充実や信頼性向
上とともに、CSR活動そのもののステップアップを図ってい
きたいと考えています。
本2011年版では、まず、海野氏より、以前からご指摘の

あった「資源とリサイクル」の重要性について、新中期経営計
画が掲げる「マテリアル・プレミアム」として明確に位置付け
ていることをご評価いただきました。また、サプライチェーン
全体でグローバルに「人権」を考えることが重要だとの貴重
なご指摘をいただきましたので、今後の途上国でのビジネ
ス展開にも活かしていきたいと考えております。

次に、「第三者保証」では、「定量データの開示範囲の拡
大」についてご指摘いただきましたが、現在、グループ会社
の非財務情報の収集に向け、インフラとなるシステムの構
築を進めておりますので、これらも活用しながら、継続的に
開示範囲の拡大に努めていきたいと思います。



本書に関するお問い合わせ先

三菱マテリアル株式会社　経営倫理部門CSR室
〒100-8117　東京都千代田区大手町一丁目3番2号

経団連会館11階
TEL：03-5252-5260　 FAX：03-5252-5261

E-Mail：ml-csr2011@mmc.co.jp

CSR報告書制作での環境配慮

この印刷物は環境に配慮し、FSCTM認証林及び管理された森林からの製品である「FSC認証紙」、
原材料に揮発性有機化合物（VOC）を一切使用しない「Non-VOCタイプのインキ」、印刷工場で
有害な廃液を排出しない「水なし印刷方式」を採用しています。
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