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伊藤忠メタルズの中谷です。
コロナの影響がここまで長引くとは想像していませんでしたが、漸くそんなに遠くない先に光が見
えて来たように感じています。
もう暫くはウィズコロナの社会生活を続けつつも、光を希望にして夢を追いかけることが出来る世
の中の到来が待ち遠しい限りです。
2021年度も通常とは異なる勤務形態が長く続き、各種行動制限の中で創意工夫を凝らしながら、
且つ規律を保ちながら頑張ってくれた社員の頑張りは勿論のこと、色々とご不便やご迷惑をお掛け
したお取引先各社様のご理解とご協力を得て、何とか無事に1年を乗り切ることが出来ました。改め
代表取締役社長

中谷 次克

て、全ステークホルダーの皆様に感謝申し上げます。
2022年度は、地政学的紛争、
それに伴うサプライチェーンの変化がこれまで以上に大きく、一時的
には相当の混乱が起きると考えられます。
特に、
エネルギー、原材料等の日常生活に欠かせない物資の需給バランスが崩れることによる価格
高騰が一定期間続き、我々の事業運営や経営にも大きな影響を与えることが予想されますが、足元
の変化のみに一喜一憂せず、会社としての大きな目標である
「マーケットイン」
と
「環境対策」
を重点
分野として引続き取組を強化、具現化して参ります。
最後に、色々な考えの違いを乗り越えて一刻も早く人と人が傷つけあう紛争が収まり、世界平和が
訪れることを切に願います。

伊藤忠メタルズ株式会社
代表取締役社長 中谷 次克

INNOVATION & DREAM
〜一歩先へ〜
■ 企業理念

真に信頼され、
より豊かな未来へ貢献する
■ グループ企業理念
「三方よし」
■ グループ企業行動指針
「ひとりの商人、無数の使命」

2

伊藤忠メタルズは非鉄・金属系商社として川上から川下まで多彩な商品・ネットワーク
で国内外を結び、総合的なソリューションの提供を行っております。
単に国内販売や輸出・輸入・三国貿易からなるトレード、市場開拓を行うだけでなく、
国内外を問わずお客様のあらゆるニーズに合わせたマーケティングの提案、サプライ
チェーンマネジメントをはじめとするロジスティクス機能の提供、非鉄・金属及びその
周辺マテリアルの新規商品の開発・リサイクル事業、海外事業への資本参加を含む
事業投資も積極的に実行しています。

■ 取り扱い商品一覧

● 原料分野

● 製品分野

● 金属けい素

● 金属リサイクル分野

● アルミ製品・加工品

● 鉄スクラップ・

● リサイクルビジネス推進分野
●

Recycleサービス

非鉄ミックスメタル

●銅

● 銅・合金製品・加工品

●

Waste Managementサービス

● アルミ

● 電気・電子部材

● 海外リサイクル分野

●

Reuseサービス

● 亜鉛

● 冷熱・空調機器

● 鉄粉

●

Reduceサービス

● チタン
● 母合金
● 金属クロム
● アルミ結晶微細化材・

アルミ用母合金

■ ビジネスモデル

海外

素材・原料
輸入

国内

一次加工品

一次製造業者

素材メーカー

一次加工品

輸出

原料メーカー

二次加工品

二次製造業者

伊藤忠メタルズ

マーケット

マーケット
三国

ロジスティクス機能の提供

マーケティングの提案

事業投資

新規商品の開発
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原料分野
アルミ・銅・亜鉛等のベースメタル、ニッケル・チタン・
クロム等のレアメタル、金属けい素・マンガン・母合金等
の非鉄金属原料を幅広く取扱っております。
取引先は国内に留まらず世界各国に広がっており、海外の
非鉄金属原料・材料製造メーカーの販売代理店を務めて
おります。

金属けい素
金属けい素はアルミ合金の添加用途や、
シリコン樹脂、
ソー
ラー用や半導体用等のシリコンウエハーの出発原料に使用
され、国内外問わず様々な産業向けに安定供給を行っており
ます。
■ 取扱商品：金属けい素

銅
銅は熱伝導率、電気伝導率が高いという性質から日常の様々
な製品に使用されている金属です。
パソコン・携帯電話などの
電子機器、
自動車の部品や電線など、色々なところで使用さ
れています。
■ 取扱商品：銅地金、
銅スクラップ、
銅鉱石、
銅スラグ

アルミ
アルミスクラップを主原料とするアルミ二次合金地金は新地
金に比べわずか３%のエネルギー消費で再生される省エネ
商品です。用途はアルミ缶から自動車部品まで身近で幅広く
使用されています。
■ 取扱商品：アルミスクラップ、
アルミベースメタル、
アルミ二次合金地金

亜鉛
亜鉛には鉄の腐食を遅らせる(犠牲防触)作用があり、様々
な鉄鋼製品が亜鉛めっきされております。
主要用途：自動車鋼板、建築資材、インフラ関連等
他にも伸銅品、
ダイカスト、亜鉛華等の用途もございます。
■ 取扱商品：電気亜鉛、
亜鉛合金、
蒸留亜鉛、
再生亜鉛、
亜鉛ドロス
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原料分野
チタン
軽量、
高比強度、
高耐食性、
そして高級感と言った金属素材に求
められるほぼ全ての要素を兼ね備えた金属、
それがチタンです。
これらの特色を活かし、チタンは宇宙航空分野の特殊用途
から、医療用等幅広く使われています。
当社は展伸材から、
スーパーアロイ・鉄鋼・その他添加用途
に至る全ての分野の原料を取扱っております。
加工の際に発生するスクラップの委託溶解・圧延を含めて、
原料から中間材料をリサイクル観点から、一貫して取扱い
しております。
■ 取扱商品：チタン展伸材、
チタンスラブ、
チタンスクラップ、
合金チタン用母合金、鉄鋼添加用フェロチタン

母合金
主に合金チタンを作るために使用される母合金塊・粉末を取
扱っております。
■ 取扱商品：米国Reading Alloys Inc 製合金製造用
母合金
（チタン・スーパーアロイ・電子工業等）

金属クロム
主用途は航空機エンジン、発電用タービンブレード、
自動車用
ターボチャージャー等に使われる耐熱合金（スーパーアロイ）
です。その他非鉄合金や溶接材料の原料としても使用されて
います。
■ 取 扱 商 品：英 国AMG Superalloys UK Limited及 びそ
の関連会社製金属クロム

アルミ結晶微細化材・
アルミ用母合金
金属強度の改善及び金属組織の微細化の為の材料で、
アルミ
缶・アルミサッシ・アルミ箔といったアルミ製品を製造する
際に使用されます。
■ 取扱商品：英国AMG Aluminum UK Limited製チタン・
ボロンアルミロッド、チタンアルミ母合金、
ジルコンアルミ母合金、アルミタブレット各種
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製品分野
当社では、非鉄金属加工品を中心とした多彩な商品・ネッ
トワークで国内外を結び、総合的なソリューションの提供を
行っております。
国内外、多種多様なお客様のニーズに合わせたマーケティ
ングの提案、商品に合わせた最適かつ効率的なロジスティ
クス機能の提供、
また非鉄金属及びその周辺マテリアルの
新規商品開発、海外事業への資本参加を含む事業投資も
積極的に実行しています。

アルミ製品・加工品
飲料用アルミ缶、
自動車本体や内部に搭載される熱交換器、
船舶、航空機、建築、太陽光設備といった様々な産業分野でア
ルミは使用されています。
リサイクル性の高い、持続可能な環境資源としても注目を集
めるアルミ製品・加工品を、国内外のお客様へ販売させて頂
いております。
■ 取扱商品：アルミ軽圧品・軽圧加工品（板・条・押出・管棒・
サークル板）／自動車用熱交材・部材／輸送機器／
アルミ箔・箔地／鋳造品
その他：金型（樹脂射出成型用、金属プレス用等）

銅・銅合金製品・加工品
伝導性・熱伝導と加工性に優れた銅は、電機部品や電動機・
配線・基盤等に多く使用されています。
当社では特に、室内空調機用の銅管を国内外のお客様に販売
させて頂いております。
■ 取扱商品：銅及び銅合金圧延・押出品
（板・条・箔・管・
棒・線材）
／銅及び銅合金加工品
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製品分野
電気・電子部材
アルミ加工品

太陽光モジュール部材

高 強 度、軽 量 で あ り、加 工

太陽光発電用モジュールに使用するバックシート（外装

性の高いアルミニウムへ

材）等の各種部材を世界各国の顧客に販売しております。

押し出し、プレス等の加工

プリント基板材料、
プリント基板製品

を施し、主にIT機器筐体や
自動車の骨格材向けで、お

日 本 で はSui c a な ど に 用 い ら れ て い るRFID（Radio

客様のニーズに合った材

Frequency Identiﬁcation）
タグ向けのアンテナ回路を国内

料を販売しております。

に限らず、北米・中国・欧州などに供給しております。
■ 取扱商品：アルミ加工品／銅箔／アルミ箔／

銅箔／アルミ箔

放熱基板用アルミ板／太陽光モジュール部材／

銅箔やアルミ箔は、スマートフォンから電気自動車まで幅広

プリント基板材料、
プリント基板製品

く搭載されているリチウムイオン電池の集電体等で使用さ
れており、現代の産業に欠かすことのできない金属製品と
なっております。国内、海外問わず、多様なソースより提案が
可能です。

放熱基板用アルミ板
LED照明や車載機器に使用される高放熱金属基板のベース
材料となるアルミ板を海外メーカーより輸入し、国内の金
属基板メーカーへ販売しております。

冷熱・空調機器
主 にダイキン 工 業 株 式 会 社 製 の 海 上コンテナ 用 冷 凍 機
(Container Refrigeration Units)の世界販売展開を行っ
ております。
現在の客先数は、世界各国220社（船会社、
リース会社、その
他食品メーカー等含む）以上にのぼり、販売台数は累計20万
台を超え、世界マーケットシェアの約20％を占める実績を誇
ります。
販売拠点は、東京、ロッテルダム、デンマーク、ニューヨーク、
サンフランシスコ、ロシア、
ウルグアイ、台北、上海、
ソウル、
シ
ンガポール、インドネシアと幅広く取り扱っております。
■ 取扱商品：海上コンテナ用冷凍機

7

金属リサイクル分野
当社の金属リサイクル事業の歴史は、古くは伊藤忠商事の創成期のころから
５０年以上前に遡り、商社系鉄スクラップリサイクル業の祖として業務を行っ
て参りました。
当社では全国のリサイクル業者で組織する伊藤忠鉄原会を25年以上にわ
たって運営しており、伊藤忠グループのリサイクルネットワークの中核を形
作っております。
また、拡大する中国・東南アジアマーケットへ進出し、世界で流通する金属ス
クラップの取り扱いの中枢を担う役割を果たしております。

鉄スクラップ・非鉄ミックスメタル
鉄スクラップは生産工場から出る
「工場発生品」
と建物の解体などから
出る
「老廃品」の2種類があります。
また、鉄スクラップといっても様々な
規格があり、
エンドユーザーである国内外の鉄鋼メーカーの需要に合
わせ、
原料である鉄スクラップ供給の一端を担っております。
また、非鉄ミックスメタルは鉄スクラップとの選別工程で発生するもの
を指し、多様な需要を開拓することにより、不要物から必要物へと変化
させる役割を担っております。
■ 取扱商品：鉄スクラップ・非鉄ミックスメタル

海外リサイクル事業

鉄粉
（主に粉末治金、
自動車部品）

近年リサイクル流通は地球規模で拡大しており、適材適所の

転炉の溶銑を水で高圧噴霧（Atomized)して生成される鉄粉

分別処理が必要となっています。

の国内外へのトレードを通じ、新規需要開拓を行っています。

当社は香港企業との間で中国におけるリサイクルリサーチ

■ 取扱商品：工業用材料としての鉄粉

を行い、北米・アジア・日本の三拠点を核に世界のリサイク
ルフローの中核会社を目指しております。
■ 取扱商品：鉄・非鉄関連スクラップ
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リサイクルビジネス推進分野
日本では2000年に制定された循環型社会形成推進基本法において3Rの考え
方が導入され(1)リデュース (2)リユース (3)リサイクルの優先順位を定めて環境
への負荷低減を図る社会形成を推進するとしています。また、その上で各企業
（排出事業者）に対しては廃棄物の適正処分に対し責任を持たなければならな
いと規定しています。
（ Waste Management）
当社では上記法の理念を具現化すべく多様なサービスの展開を行っています。

Recycleサービス
全国リサイクル事業者をネットワーク化し、多様な産業から排出される廃棄物より再生可能資源を選別・抽出・加工して「再生原料（資
源）」
として産業界へ還元しています。

Waste Managementサービス
当社にて開発した独自電子マニフェストシステム（産業廃棄物管理システム）により再生不能な廃棄物のトレーサビリティ、
トランスペア
レンシーを提供しつつ全国で総合一元管理するサービスを提供しています。

Reuseサービス
各種設備、
機械、
什器の清掃、
整備体制を構築し、
B to Bを前提とした再利用サービスを提供しています。

Reduceサービス
「そもそも廃棄物の発生を抑制する目的」にて、広域フランチャイズ等の各店舗に対し、什器・内外装・外構の定期保守サービスを提供し、故
障・修繕の発生抑制、故障時の緊急対応体制を整えるとともに、今後は各メーカーと共に
「より環境負荷の低い製品」開発にもつなげて行き
たいと考えています。
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■ 役員一覧

■ 会社概要

2022年10月1日付

会社名

伊藤忠メタルズ株式会社

代表取締役
社長(兼)CEO

中谷 次克

英文名

ITOCHU Metals Corporation

取締役

土肥 敏裕

代表者

代表取締役社長

取締役

猪股

淳

(非常勤、
伊藤忠商事
（株）
兼務)

本社

〒107-8573

取締役

小倉 克彦

(非常勤、
伊藤忠商事
（株）
兼務)

東京都港区北青山2丁目5番1号 伊藤忠ビル

監査役

大澤 一雄

TEL：03-3497-7137

監査役

石野 雄嗣

(非常勤、
伊藤忠商事
（株）
兼務)

FAX：03-3497-8180

監査役

猪井 昌彦

(非常勤、
伊藤忠商事
（株）
兼務)

資本金

7億円

執行役員

永嶋 英雄

(特命担当)

設立

1996年7月1日

執行役員

大橋 芳和

経営企画部長

売上高

2,427億円 (2022年3月期)

執行役員

白鳥 正義

(北米担当)

従業員

222人

執行役員

長岡 利典

リサイクルビジネス推進事業部長

株主

伊藤忠商事株式会社（100%）

執行役員

平石 幸雄

(開発担当)

取引銀行

みずほ銀行 ／ 三菱UFJ銀行

執行役員

佂野井 晴也

CFO、
財務・経理部長

執行役員

野中 英二

製品事業部長

執行役員

秦 康司

金属原料事業部長
（兼）大阪支社長

中谷 次克

三井住友銀行 ／ 三井住友信託銀行
（順不同）

■ 国内・海外拠点
伊藤忠メタルズは非鉄金属の原料・製品及び金属リサイクル全般を国内外の供給ネットワークで多彩に結びます。
● 大阪支社
〒530-0001
大阪市北区梅田3丁目1番3号（ノースゲートビルディング）
TEL ： 06-7638-4105 ／ FAX ： 06-7638-4083

Itochu Group Global Network
- related to our businesses -

● 新潟支店
〒950-0087
新潟市中央区東大通1丁目7-7（IMAⅢ）
TEL：025-247-2155 ／ FAX ： 025-247-9517
● 九州支店
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目2-1（日本生命博多駅前ビル）
TEL：092-471-3767 ／ FAX ： 092-471-3740
● ニューヨーク支店
c/o ITOCHU International Inc.
1251 Avenue of the Americas, 51st ﬂoor,
New York, NY 10020
TEL ： 212-818-8159 ／ FAX ： 212-818-8506
● 名古屋事務所 〒460-0003
名古屋市中区錦1丁目5番11号（名古屋伊藤忠ビル）
TEL：052-203-2375 ／ FAX ： 052-203-2306

10

■ 組織図

2020年4月1日付

株主総会

取締役会

監査役

社長

監査・内部統制室

事業与信委員会

執行役員会
第１グループ

東京本社

製品事業部

第２グループ
冷熱・空調グループ
東京金属リサイクルグループ

金属原料事業部
金属原料グループ
ファシリティマネジメントグループ

リサイクルビジネス
推進事業部

産廃管理グループ
自販機グループ
管理グループ

財務・経理部

財務・経理グループ

法務・審査部

法務・審査グループ
人事・総務グループ

経営企画部

経営企画グループ
ＣＳＲ・コンプライアンス統括チーム
大阪非鉄グループ

大阪支社

大阪金属リサイクルグループ

新潟支店

大阪ファシリティマネジメントグループ

九州支店
ニューヨーク支店
名古屋事務所
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行動基準
■ CSRとコンプライアンス

■ ISO14001認証

近年、経済のグローバル化、情報化、消費者意識の変化等に伴い、
企業の社会的責任(CSR)をより広い視野から捉えなおすことが重
要であるとの認識が高まり、国際的にCSRのあり方が議論されて
います。
伊藤忠メタルズのCSRについての基本的考え方は、企業は社会の
一員であるとの考え方に立ち、良き企業市民としての責任を果た
すために、企業を取巻く様々なステークホルダーからの要請に配
慮し、企業自らが積極的にステークホルダーとのコミュニケーショ
ンを図ることによって、社会にとって有益な経営のビジョンや具体
的施策等を生み出しかつ実現し、
ステークホルダ-からの支持.信頼
を獲得し、
もって恒久的存続と発展を図る、
というものです。

伊藤忠メタルズ株式会社は、ISO14001認証を取得し、伊藤忠グ
ループの一員として、
環境マネジメントに積極的に取り組んでいま
す。
伊藤忠グループ

気候変動をはじめとした地球環境問題は、
人類の生存に関わる問題で
ある。
グローバルに事業を行う伊藤忠グループは、
地球環境問題を経営
の最重要課題のひとつとして捉え、
環境マネジメントシステムの継続的
改善を図り、
事業のライフサイクルを通じた環境負荷の低減と、
事業活
動を通じて持続可能な社会の実現に貢献する。
1. 法規制等の遵守
環境保全に関する国際的な宣言、規約、条約、ならびに事業展
開している国と地域の法規制及びその他当社の合意した事項
を遵守する。
2. 気候変動への対応
温室効果ガスの排出を抑制し、
エネルギーの効率的で持続可
能な使用を促進し、気候変動の緩和及び適応に貢献する商品
及びサービス等の開発、提供に努める。
3. 環境汚染の防止
化学物質・油等による環境汚染の未然防止・影響の軽減、大気
汚染物質の排出削減、有害廃棄物及び排水の排出削減・適正
処理に努める。
4. 資源循環の推進
事業投資先や取扱い商品のサプライチェーン上の資源（化石
燃料、鉱物、食料、動植物等）の持続可能な利用及び省資源対
策、廃棄物の削減・リサイクルを推進し、循環型社会の形成に
貢献する。
5. 水資源の保全・有効活用
水の効率的な使用やリサイクルを通じた水の使用量削減、
水の
適切な処理に努める。
6. 生物多様性の保全
生態系サービスがもたらす恩恵を認識し、生物多様性への影
響を最小化し、
その保全に貢献する。
7. 情報開示とコミュニケーション
環境に関する積極的な情報開示に努め、
社会とのコミュニケー
ションを推進する。

当社はこの考え方に基づき、従来から皆様にお願いしてきたコン
プライアンスはもとより、地球環境への配慮、お客様との共存共
栄、公共部門やコミュニティーとの調和など各々のステークホル
ダーとの関係に配慮し、真に信頼されより豊かな未来に貢献する
企業への発展を図っていきたいと考えています。
具体的には、
1.

法令、
会社規則、
社会規範を含めたコンプライアンスの遵守

2.

会社の財産であると同時に
社会の資産でもある社員の能力向上や人材育成

3.

地球環境に配慮し、お客様の｢グリーン調達｣に
積極的に取組み、
お客様に貢献できる仕組み等の提案、提供

4.

弊社独自の金属リサイクルネットワークを活用し
積極的に金属資源の再利用を図る。

を当社のCSRの原点とし、将来にわたって社会全体の持続可能な
発展に寄与できるよう活動を進めていきます。
伊藤忠メタルズ
（株） 中谷 次克

CSRとコンプライアンスの関係

理想的
行動
倫理的行動
（企業理念）

社内規則･規定
法令･規則の遵守

環境方針

社会貢献活動等
⇒ グリーン調達への貢献
嘘をつくな・
悪いことをするな
⇒ 人材育成
法遵守はMUST

狭義のコンプライアンス＝
（基礎的CSR）
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■ 個人情報保護方針
伊藤忠メタルズ株式会社は、個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令及び社
内規程を遵守し、
当社で扱う個人情報の取得・利用・管理を適正に行います。
● 個人情報の取得
個人情報を取得する場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行います。
● 個人情報の利用目的
当社は、
法令の定めにより認められる場合を除き、
以下の利用目的及び別途通知又は公表する利用目的の範囲内でのみ個人情報を利用します。
①当社のお取引先様に関する個人情報について
・お取引先様に関する情報管理のため
・お取引先様との間における各種契約の履行のため
・お取引先様に対して各種業務に関して必要なご連絡を差し上げるため
・お取引先様からの各種業務に関するご連絡その他の各種お問合せへの対応のため
・その他上記に付随する業務の実施のため
②当社の採用活動への応募者様に関する個人情報について
・採用選考の実施、
並びに採用選考に関するご連絡及びご案内のため
・採用選考に関するご連絡その他の各種お問合せへの対応のため
・採用選考後の人事管理のため
・その他応募者様に関する諸手続の実施のため
③当社役員及び従業員に関する個人情報について
・人事制度の運用、
人材育成及び人事労務上の管理のため
・給与等の支払い及び福利厚生等の提供のため
・その他業務上必要な連絡及び諸手続の実施のため
④退職者に関する個人情報について
・退職後の諸手続の実施のため
● 個人データの第三者への提供
当社は、
法令の定めにより認められる場合を除き、
ご本人の同意がない限り、
個人データを第三者に提供しません。
● 個人情報の適正な管理
当社は、
取り扱う個人データの漏えい、
滅失又は毀損等を防止するため、
個人情報の取扱いに関する規程の策定、
管理責任者の設置、
その他必要かつ
適切な措置を講じます。
また、
当社は、
個人データの取扱いに関し、
従業員に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、
個人データの取扱いを委託す
る場合には、
当社所定の水準を満たす委託先に限り当該取扱いを委託すると共に、
当該委託先が個人データを適切に管理するよう監督します。
● 保有個人データ等の利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等のご請求
当社は、当社の保有個人データに関して、
ご本人自身の情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去若しくは第三者提供
の停止に係るご本人からのご請求があった場合、又は当社の個人データに関して、
ご本人の情報の第三者提供記録の開示に係るご本人から
のご請求があった場合には、
ご請求頂いた方がご本人であることを確認の上、個人情報保護法に従い、適切に対応いたします
● お問い合わせ窓口
保有個人データに関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去若しくは第三者提供の停止又は第三者提供記録の開示の
ご請求、当社の情報の取扱いに関するご意見、
ご質問、安全管理措置の内容その他のお問い合わせは、本人確認書類（運転免許証、パスポー
ト、
健康保険証のコピー等）
を同封の上、下記住所宛に郵送する方法によりご連絡ください。
〒107-8573
東京都港区北青山2丁目5番1号 伊藤忠ビル
伊藤忠メタルズ株式会社 経営企画部企画部 人事・総務グループ 個人情報担当窓口
● その他
当社は法令の改正その他必用に応じ、本個人情報保護方針の内容を改定することがあります。
以上
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