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代表取締役社長執行役員 兼 CEO

今村 功

　メタルワンは2003年の設立以来、鉄鋼流通のリーディングカンパニーとして、世界中

のお客様・お取引先様の満足度の向上と時代の変化に応じた機能・サービスの革新を追求

してきました。

　今、世界の鉄鋼業界はこれまで以上に早いスピードで変化を遂げています。脱炭素時

代を迎えて、ゼロカーボン・スチールの実現も喫緊の課題です。

　こうした中、メタルワンは鉄鋼製品の流通を通じて、新たな価値を創造し、社会や産業

の発展に寄与する「変革」と「成長」を推し進めていきます。そのためにグループの総力を

結集し、株主の三菱商事、双日とも幅広い連携・協業を行うことで、どのような環境変化

にも左右されない強靭な体質への転換と企業価値の持続的な向上を実現していきます。

　そして、「地球市民」「正々堂々」「高志創造」からなる企業理念をすべての活動の拠りど

ころとして、社会に貢献し、社会から信頼される、永続する優良企業を目指して、日々業

務に邁進していきます。今後ともご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長執行役員 兼 CEO

新たな価値の創造を目指して
Message from the CEO
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お客様の競争力向上を
支援する独自の 
機能・サービスを
提供しています。

トレーディング
（流通・加工・販売等）

鉱山開発 商　社 加工・流通 最終需要家

三菱商事
双日ほか

製　鉄

高炉メーカー
電炉メーカー

自動車

造船

家電

機械

建設会社

製缶

石油・ガス会社

電力会社など

薄板、厚板、鋼管、線材、特殊鋼、 条鋼、ステンレス など

メタルワンのあり方

メタルワンの事業領域

良き地球市民、
お客様の最高のパートナーとして、
金属産業の持続的な発展に貢献。

「Metal Value Optimizer」全体最適化による市場の整備と改革

地球市民 私たちは世界の人々と共に生き、働き、広く社会のために活動します。

正々堂々 私たちは常に誇りを持って、何事に対しても公明正大に立ち向かいます。

高志創造 私たちは市場と流通のより良い姿を求め、豊かな未来を切り拓きます。

「Metal Market Maker」金属産業の成長を促す市場の創造

・ 歴史と文化の異なる二つの組織が一つになり、全社員が一丸となって邁進していく意志。
・ 鉄鋼の流通業界で、数字のみならず機能・サービス・お客様満足度においてNo.1を目指すという高い志。
・ 三菱商事、日商岩井 (現双日 )のDNAを互いに尊重しながらもそれを刺激として新たな会社文化を生み出そうというチャ

レンジ精神を表してのものです。
 「メタルワン」という社名は、広く社員に公募して選ばれた名前です。

ビジョン ミッション

企業理念

　メタルワンがお客様に提供しなければならない最大の価値とは、グ
ローバル競争力だと考えています。鉄鋼産業の世界的な競争が激化す
る中で、お客様が持続的に成長していくには、高付加価値製品の投入、
新たなビジネスモデルの構築、コスト削減、営業力の強化などによる競
争力の向上が不可欠ではないでしょうか。メタルワンは、鉄鋼流通の全
体最適化による創造的なバリューチェーンの構築などを通じて、お客
様のビジネス競争力の強化、企業価値の向上に貢献してまいります。

全く新しい「メタルワン」
という社名にしたのは、

The way of Metal One
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新新新たたた
なななななな価価価価

値値値値値値をををを
創創創創
造造造

高い営業力・
提案力と経営

ノウハウを発揮する

力
力

力

力

多様な事業形態の多様な事業形態の
グループ企業グループ企業
で構成される

世界に
150の拠点を
展開する

三菱商事・双日の
機能と情報を活用した

総合商社の

ネットワークの

グループの
人材の

メタルワンはあらゆる鉄鋼製品を
グローバルベースで取り扱っています。

建機・建設・造船向け 厚板・建材・鋼管事業部

・厚板
・鋼管
・建設用鋼材
・鉄スクラップなど

厚板 BU

建設鋼材 BU

鋼管 BU

 薄板・自動車・電機産業向け 薄板事業部

・自動車用鋼板
・電磁鋼板
・ブリキなど

国内自動車・電機・薄板 BU

グローバル事業部

海外自動車・電機 BU

鋼板国際 BU

 資源エネルギー・海外市場向け 鉄鋼貿易・エネルギー事業部

・ラインパイプ
・油井管
・鋼板
・条鋼
・半製品など

鉄鋼貿易BU

エネルギープロジェクトBU

 線材・特殊鋼・ステンレス 線材・特殊鋼・ステンレス事業部

•線材
•特殊鋼
•ステンレス

線材・特殊鋼BU

ステンレスBU

メタルワンの営業組織
　メタルワンは鉄鋼総合商社ならではの付加価値の高い機能やサービスを駆使し、多様な「力」
で市場に新たな価値を創造しています。
　株主会社である三菱商事と双日の豊富な情報や機能を活用した総合商社の「力」。世界に
150以上の拠点を持ち、グローバルにビジネスを展開するネットワークの「力」。単なるトレー
ディングにとどまらない、加工や物流など幅広い事業を手がけるグループの「力」。そして、長
年培ったノウハウや業界知識を持ち、国内外で多数の事業投資会社の経営も担う人材の「力」。
　メタルワンはこうした多岐にわたる独自の強みをベースに、世界中のあらゆる地域でお客
様のビジネスの発展に貢献しています。

メタルワンの強み
Metal One,s strengths
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建機 ･ 建設 ･ 造船向け

　厚板は建産機や重機、造船などの各需要家や特約店向けにそれ
ぞれ強力な国内販売体制を構築し、顧客の信頼に応えるサービス
を提供しています。こうした国内で培った様々な機能を海外でも
展開し、厚板の加工拠点を中心とした各市場に根差した付加価値
の高い事業を行っています。
　鋼管は鋼管事業の関連会社である住商メタルワン鋼管を主体と
して、在庫や加工などの高い機能・サービスを活用し、鋼管および
配管機材一式を総合的に取り扱う事業を展開しています。
　建設市場向けには関連会社のエムエム建材でH形鋼や棒鋼、コ
ラムなど多種多様な建設鋼材とその主原料である鉄スクラップを
取り扱い、業界随一のスケールを誇ります。川上から川下までのバ
リューチェーンを構築し、地域に密着したきめ細かな営業を展開
するとともに、電炉製品の原料となる鉄スクラップを扱うことで、
循環型社会の実現にも貢献しています。

取扱商品

厚板、鋼管、建設用鋼材、鉄スクラップなど

　建産機やプラント、建設、造船などの重工業・インフラ向けの厚板や鋼管、建材、鉄スクラップなどを取り扱っ
ています。

建機、建設、造船など“重厚長大”に挑む

建機向けの厚板加工ビジネスを世界で展開
　メタルワンは世界の大手建機メーカー向けに厚板の溶断からプレス、
溶接、製罐、塗装まで主要部品を製造する事業モデルを中国、インド、ブ
ラジルで展開しています。とりわけ世界最大の建機市場である中国では、
蘇州美達王鋼鉄製品有限公司（SMOP）と杭州美達王鋼鉄製品（HMOP）
の2社が需要家のきめ細かいニーズに対応し、付加価値の高い厚板加工
ビジネスを手がけています。

厚板・建材・鋼管事業部
 厚板 BU
 建設鋼材 BU
 鋼管 BU
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薄板 ･ 自動車 ･ 電機産業向け

　自動車や電機、建材、鋼製家具、容器など幅広い用途に使用され
る薄板はそのビジネスモデルも単なるトレードにとどまらず、グ
ループの鋼材サービスセンターを介した様々な付加価値の提供に
及んでいます。中でも自動車用鋼材は自動車メーカー向けに高品
質な鋼板を安定供給することはもちろん、多様な加工も手がけ、ジャ
ストインタイムのデリバリーでサプライチェーンの構築に貢献し
ています。そのノウハウや機能は日本のみならず、北米、中国、東
南アジア、インドなどグローバルに展開されています。自動車業界
では、EV（電気自動車）の普及が加速しています。メタルワンは強
みである自動車用鋼板に加え、電機・モーター向けの電磁鋼板など
の取り扱いで培ったノウハウ・知見を融合し、成長が期待されるEV
市場でも鉄鋼総合商社として先駆的な役割を果たしています。

　国内外の自動車や電機産業向けの薄板をはじめとして、建材、容器、鋼製家具向けなどの様々な鋼板を取り扱っ
ています。

自動車のEV化に“総合力”で対応

世界中で展開するサービスセンター事業
　メタルワンは日本のみならず、中国、東南アジア、インド、米国、メキ
シコ、ブラジルなど世界の主要な自動車マーケットにおいて、サービス
センターのネットワークを持ち、ユーザーの必要に応じて鋼板を供給す
るジャストインタイムのデリバリー体制を構築しています。近年、急増
するEV（電気自動車）でも長年培ったノウハウが活かされています。

取扱商品

熱延鋼板、冷延鋼板、表面処理鋼板、電磁鋼板、
ティンフリースチール、ブリキなど

薄板事業部
 国内自動車 ･ 電機 ･ 薄板 BU

グローバル事業部
 海外自動車 ･ 電機 BU
 鋼板国際 BU
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資源エネルギー ･ 海外市場向け

　メタルワンは商社ビジネスの中核であるトレーディングを通じ、
様々な鉄鋼製品を海外に輸出、あるいは3国間の貿易業務を手がけ
ています。幅広い用途に使われる熱延鋼板や冷延鋼板のほか、ビ
ルや橋などのインフラ整備に不可欠な条鋼、さらには鉄道のレー
ルやブリキなど人々の生活に欠かせない鉄鋼製品を世界中のネッ
トワークを通じ、トレーディングから加工、物流、在庫管理まで総
合的なサービスを提供しています。
　石油や天然ガスなど資源エネルギー分野では油井管やラインパ
イプなど海外の資源開発プロジェクト向けに鋼管・資機材一式を
供給、総合商社として培った豊富な経験やノウハウを活かし、数多
くのプロジェクトを手がけています。
　また、世界でもっとも高い品質レベルを誇る日本の鉄鋼製品を
各地の顧客ニーズに対応し、海外のビジネス・パートナーとも連携
した供給体制を整えています。

　世界中に張り巡らしたメタルワングループのネットワークを通じた鉄鋼
製品・半製品などのトレーディングや現地のニーズに対応した多様なビジ
ネスを展開しています。

世界のインフラストラクチャーに貢献

世界の資源メジャーに鋼管製品を供給
　メタルワンは米国やカナダに油井管やラインパイプ、特殊管などの在
庫販売を手がける鋼管問屋を傘下に持ち、資源メジャーの高い要求に応
えるため、世界中のパイプメーカーからもっとも競争力のある製品を調
達、自ら在庫を保有し、プロジェクトのニーズに応じた加工やデリバリー
までを行っています。

取扱商品

ラインパイプ、油井管、特殊管、ステンレス鋼管、
配管機材、薄板、厚板、条鋼、レール、ブリキ、半製
品など

鉄鋼貿易・エネルギー事業部
 鉄鋼貿易 BU
 エネルギープロジェクト BU

12  13



線材・特殊鋼・ステンレス

　自動車や家電、土木・建築など様々な用途に使われる線材は、グ
ループ内外の線材加工メーカーへの母材供給のほか、主要グルー
プ会社のメタルワン鉄鋼製品販売とともに線材二次・三次製品ま
でを取り扱い、川上から川下までのバリューチェーンをグローバ
ルに展開しています。
　特殊鋼は主要グループ会社であるメタルワン特殊鋼の持つ在庫・
加工などの多岐にわたる機能を活用し、自動車や建機など特殊鋼
ユーザーのきめ細かいニーズに対応しています。
　ステンレスは国内で高い存在感を誇るグループのステンレスコ
イルセンターなどを通じ、厨房機器や家電、自動車など幅広い用途
に対応するとともに、ステンレススクラップでも高いシェアを誇り、
製品からスクラップまでのバリューチェーンを展開しています。

　業界でも群を抜く営業力と歴史のあるグループ会社とともに総合力でお客様の多岐にわたる高度なニーズに
応えながら、国内外で幅広くビジネスを展開しています。

高い営業力とグループ力でニーズに応える

ファスナー製品のワンストップサービス
　線材三次製品であるボルトやナットなどのファスナー製品では、自動
車メーカーの生産計画に合わせて自ら調達し、在庫、品質検査、物流まで
をワンストップで行うサービスをグループ会社のNifastが提供。そのネッ
トワークは北中米（アメリカ、カナダ、メキシコ）、欧州（ハンガリー）、南
米（ブラジル）、インドなどへ広がっています。

取扱商品

線材、線材二次製品、線材三次製品など

特殊鋼薄板、構造用鋼、合金鋼、ばね鋼、軸受鋼、
快削鋼、 耐熱鋼、工具鋼など 

ステンレス鋼板・鋼帯・鋼管・条鋼・形鋼・丸棒、ス
テンレス加工品、ステンレススクラップなど

線材・特殊鋼・ステンレス事業部
 線材・特殊鋼 BU
 ステンレス BU
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(2022 年 4 月 1 日現在 )

国内拠点

㈱メタルワン西日本 長崎支店

㈱メタルワン西日本 大分事務所

㈱メタルワン西日本 那覇支店

㈱メタルワン西日本 福山支店

㈱メタルワン西日本 四国支社

㈱メタルワン西日本 姫路支店

大阪支社

名古屋支社

水島支店
㈱メタルワン西日本 水島支店

東京本社
君津事務所

浜松支店

㈱メタルワン西日本 徳山支店

㈱メタルワン西日本 宇部支店
㈱メタルワン西日本 北九州事務所

㈱メタルワン西日本 九州支社
東北支社

西日本支社
㈱メタルワン西日本 本社・中国支社

メタルワンは国内、海外に幅広く網羅したネットワークで
世界の鉄鋼情報を瞬時にキャッチ、お客様にフィードバックしています。

(■はメタルワンの国内地域法人 )

国内の事業投資会社
コイルセンター

鋼材加工

流通・販売

製造・その他

(株)メタルワン・サービスセンター・ホールディングス (傘下のサービスセンター事業の統括・運営 )
(株)葵商店 (鋼板の切断加工・販売)
五十鈴(株) (鋼板の切断加工・販売)
(株)オビコ (カラー鋼板の成型加工・販売)
(株)サステック (ステンレス鋼板の切断加工・販売)
三和鐵鋼(株) (鋼板の切断加工・販売)
(株)スズヤス (鋼板の切断加工・販売)
浜松鋼板加工(株) (鋼板の切断加工・販売)
(株)メタルワン・スチールサービス (鋼板の切断加工・販売)
(株)メタルワン菱和 (鋼板の切断加工・販売)
(株) MOBY (鋼板の切断加工・販売)

有明スチールセンター(株) (造船鋼材の流通加工センター)
(株)九州スチールセンター (造船鋼材の塗装及び切断組立加工)
(株)西鋼 (ステンレス厚鋼板等の切断加工・販売)
(株)玉造 (厚中板の溶断加工・販売)
(株)トープラテクノ (線材製品の加工・販売)
(株)マクシスコーポレーション (重機、特殊鋼の加工・販売)
水島メタルプロダクツ(株) (鋼材の加工・販売)
(株)メタルワン特殊鋼 (特殊鋼の加工・販売)

朝日機材(株) (建設機材のリース・販売及び工事)
エムエム建材(株) (鋼材、建材製品の販売)
(株)エムオーテック (建設、土木用資材のリース)
(株)カノークス (鋼材、建材製品の流通・販売)
住商メタルワン鋼管(株) (鋼管及び配管資機材の販売・加工)
(株)メタルワンチューブラー (鋼管の輸出・販売)
(株)メタルワンステンレス原料 (ステンレス スクラップの販売)
(株)メタルワン鉄鋼製品販売 (鉄鋼製品の販売・輸出入)

(株)協和製作所 (鋼板加工機械等の製造・販売)
(株)サンロックオーヨド (線材加工メーカー)
(株)ジャパンペール (ペール缶の製造)
(株)NejiLaw MO IP Innovation (鉄鋼製品他に関連する新技術の開発、ライセンシング、製造・販売)
松菱金属工業(株) (磨棒鋼、冷間圧造用鋼線及び素形製品の製造・販売)
(株)メタルワンオフィス (貿易関連、営業の支援業務)

グローバルネットワーク
Global Network
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中国
Metal One (China) Corporation
Metal One (Guangzhou) Commerce Co., Ltd.
Metal One (Guangzhou) Commerce Co., Ltd. Wuhan Office
Metal One (Tianjin) Commerce Co., Ltd.
Hangzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.
Metal One Service Asia (Foshan, China) Co., Ltd.
Metal One Service Asia (Guangzhou, China) Co., Ltd.
Metal One Service Asia (Shanghai, China) Co., Ltd.
Metal One Service Asia (Tianjin, China) Co., Ltd.
Metal One Service Asia (Wuhan, China) Co., Ltd.
Nanchang An Yu Da Co., Ltd.

Nanjing Baori Wire Products Mfg. Co., Ltd.
Shanghai Neturen Co., Ltd.
Shanghai Wubo Steel Structure Material Co., Ltd.
Suzhou Metal One Steel Plates Processing Co., Ltd.

香港
Metal One Hong Kong Ltd.

台湾
Metal One Corporation (Taiwan) Ltd.
Metal One Corporation (Taiwan) Ltd. Kaohsiung Branch

インド
Metal One Corporation India Pvt. Ltd.
Metal One Corporation India Pvt. Ltd. Chennai Branch
Metal One Corporation India Pvt. Ltd. Mumbai Branch
India Metal One Steel Plate Processing Private Ltd.
Mahindra Steel Service Centre Ltd.
Manesar Steel Processing (India) Private Ltd.
Nifast India Private Ltd.

タイ
Metal One (Thailand) Co., Ltd.
DIA Modern Engineering (Thailand) Co., Ltd. 
MC Metal Service Asia (Thailand) Co., Ltd. 
Pacific Sheet and Coil (Thailand) Co., Ltd. 
Siam Hi-Tech Steel Center Co., Ltd.

マレーシア
Kuala Lumpur Office
Nicom Steel Centre (M) Sdn. Bhd.

シンガポール
Metal One Singapore Pte. Ltd.

フィリピン
Manila Branch
MM Steel Service Center Corporation

インドネシア
PT. Metal One Indonesia
PT. Indonesia Steel Tube Works
PT. Iron Wire Works Indonesia
PT. Metal One Steel Service Indonesia
PT. Steel Center Indonesia

ベトナム
Metal One (Vietnam) Co., Ltd.
Metal One (Vietnam) Co., Ltd. Ha Noi Branch

オーストラリア
Perth Representative Office

ブラジル
Metal One do Brasil Indústria, Comércio e 
Representação Comercial Ltda.
Metal One do Brasil Indústria, Comércio e 
Representação Comercial Ltda.
Rio de Janeiro Branch
Metal One Steel Plate Processing do Brasil Ltda.
Nifast do Brasil Distribuição, Comércio e 
Importação Ltda.
Soluções em Aço Usiminas S.A.

米国
Metal One Holdings America, Inc.
Coilplus, Inc.
・Coilplus-Alabama
・Coilplus-Connecticut
・Coilplus-Illinois
・Coilplus-North Carolina
・Coilplus-Ohio
・Coilplus-Pennsylvania
・Coilplus-Texas
Metal One America, Inc.
Neturen America Corporation
Nifast Corporation
Plateplus, Inc.

カナダ
Cantak Corporation
Coilplus Canada, Inc.
Nifast Canada Corporation

メキシコ
Metal One de México, S.A. de C.V. 
Metal One de México, S.A. de C.V. 
Aguascalientes Branch
Metal One de México, S.A. de C.V. Monterrey Office
Coilplus Mexicana, S.A. de C.V. 
Metal One Steel Service de México, S.A. de C.V. 
Nifast Mexicana, S.A. de C.V.

パナマ
Steel Holdings of America, S.A.

英国
Metal One UK Ltd.

ハンガリー
Nifast Hungary Kft.

ドイツ
Metal One Deutschland GmbH

アラブ首長国連邦
Dubai Office

海外拠点と主な事業投資先

★は三菱商事または双日に業務委託

(2022 年 4 月 1 日現在 )

メルボルン
オークランド

ポートモレスビー

ソウル

台北

高雄

天津

武漢
上海

香港
広州

ウランバートル

ホーチミン

ビエンチャン

ハノイ

ブルネイ

マニラ

ジャカルタ

パース

クアラルンプール
シンガポール

ダッカ

ヤンゴン
バンコク
プノンペン

カラチ

ムンバイ

チェンナイ

コロンボ

ヨハネスブルグ

マプト

ダルエスサラーム

ナイロビ

ダカール

ラゴス
アビジャン

オスロ ストックホルム

モスクワ

キエフ

デュッセル
ドルフロンドン

ワルシャワ

プラハ
パリ

ミラノ
ベオグラード

イスタンブール

カサブランカ

チュニス

アルジェ

アスタナ

アルマトゥイ

バクー アシガバッド
タシケント

バスラ
テヘラン

クウェート

ドーハ

ドバイ
アブダビ
マスカット

カイロ

アンマン

デトロイト
シカゴ

ナッシュビル

ヒューストン

マイアミ
モンテレイ

アグアスカリエンテス
メキシコシティ

グアテマラシティ

ボゴタ

キト

リマ

リオデジャネイロ

サンパウロアスンシオン

サンティアゴ

ラパス

（業務委託先を含む）

北中米

南米南西アジア

アセアン・大洋州

東アジア

欧阿中東

ニューデリー

イスラマバード

アル・コバル
リヤド

グローバルネットワーク

海外拠点

テルアビブ
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社会的
信用

環境
マネジメント

安全衛生
ステーク
ホルダー
への対応

人
人材教育・
人権

社会貢献

企業理念
・地球市民
・正々堂々
・高志創造 

　グローバルに事業を展開するメタルワンは持続可能な社
会を実現していくために、環境マネジメントを積極的に推進
し、環境負荷低減に努めています。

1. 自然環境への配慮
わが社は、環境負荷低減や、環境保護、並びに生物多様
性の維持・保全に配慮します。

2. 循環型社会実現への貢献
わが社は、資源・エネルギーの持続可能な有効利用に
努めるとともに、循環型社会の実現に積極的に貢献し
ます。

3. 環境価値の創出・向上
わが社は、環境保護・環境負荷低減に寄与することに
より環境価値の創出・向上に努めます。

4. 法令等の遵守
わが社は、環境に関する諸法令を遵守するとともに、
国際行動規範に則した行動を実践します。

メタルワンの環境マネジメント活動

メタルワンが考えるCSR

CSR 憲章
　わが社は、豊かな社会の創造に貢献するために、次の3つをCSR(企業の社会的責任 )の行動基準として、事業活動を
通じた価値の創造に取組みます。

(1)  法令を遵守し、社会規範に沿った責任ある行動をとります。
(2)  地球環境に配慮します。
(3)  人と社会への貢献に努めます。

　メタルワングループは企業理念である「地球市民」「正々堂々」「高志創造」をCSR(Corporate Social Responsibility)の
基本的な考え方とし、お客様・お取引先・従業員・株主・地域社会などすべてのステークホルダーの皆様とともに持続可能
な社会の実現に貢献していきます。

環境憲章
　わが社は、企業理念における「地球市民」の自覚のもと、環境との共生に根ざした企業活動を通じて、持続可能な社会
の発展を目指し、以下の通り、環境憲章を定めます。

メタルワンのCSR

　メタルワンには、お客様､株主、従業員、行政、NPO、コミュ
ニティーなど多くのステークホルダーが存在します。メタル
ワンは、企業理念を遵守し、コンプライアンスや地球環境へ
の配慮はもとより、お客様ニーズの充足、株主への利益還元、
安心して働くことができる職場環境の整備、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を大
切にしながら、将来にわたっ て持続可能な社会の発展に寄与
できるように努めてまいります。

コンプライアンス 　メタルワンでは、役員・従業員が守るべき「行動基準」「役職員行動規範」を制定
し、社長を委員長とするコンプライアンス委員会が中心となって、単体だけでな
くグループ全体でコンプライアンスの実践に取り組んでいます。各種施策は再発
を防ぐ観点と予防の観点から策定されています。コンプライアンスは会社を守る
だけではなく、社員一人ひとりを守ることにも繋がると考え、社員・グループ全体
のコンプライアンス意識の啓発・徹底を図っています。

内部統制 　メタルワンでは「業務の適正確保のための体制（内部統制システム）に関する基
本方針」に基づき、財務報告の信頼性を確保するとともに、環境変化に応じた法令
等の遵守、業務の適正性の確保などに取り組んでいます。とくに金融商品取引法
に基づく財務報告の信頼性確保については全社的な内部統制評価を行っています。

安全衛生・品質管理 　メタルワンでは社員の安全確保と製品の安定供給という社会的責任を果たす
ため、安全衛生・品質管理を重要な経営課題と位置づけ、「労災ゼロ・事故ゼロ」を
目指して、グループ一丸となって様々な活動に取り組んでいます。「メタルワング
ループ安全憲章」を策定し、国内外のグループ全体に浸透させるとともに、工場安
全診断や安全衛生教育の実施などの活動を行っています。「安全はすべてに優先
する」という方針のもと、グループ各社の安全衛生改善活動をサポートする施策
の実施や専用WEBサイトを利用した情報共有・注意喚起などを通して、推進活動
を行っています。

事業継続計画（BCP） 　メタルワングループでは、災害や事故などが発生した際に事業を中断させない
ために、また万が一中断した場合にも迅速な再開を可能にするために、事業継続
計画（BCP）を策定し、緊急事態に備えた体制を構築しています。緊急事態発生直
後の対応計画（東京本社・大阪支社・名古屋支社）を「緊急時対応計画書」として定
め、緊急事態への対応を図るとともに、事業を継続させていくための「事業復旧計
画書」を策定しています。また、社員による各種の想定訓練を行うなど不測の事態
に備えた事業継続マネジメントの改善と全社浸透を図っています。

グループ企業の
現場を訪問

「災害対策本部
設営訓練」の様子
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経営企画部

監査部

営業戦略ユニット
経営戦略ユニット

人事部 人事組織ユニット
人事企画ユニット
人材開発ユニット
大阪人事ユニット
名古屋人事ユニット
健康推進室

法務部

事業開発部

法務第一ユニット
法務第二ユニット

コンプライアンスユニット

デジタル変革推進部 QOLABO推進ユニット
業務改革ユニット
デジタル戦略ユニット

主計部 主計・税務ユニット
コーポレート管理ユニット
内部統制ユニット

財務部 資金ユニット
外為ユニット

営業管理部 第一ユニット
第二ユニット
第三ユニット

アカウンティングユニット
大阪管理ユニット

ITソリューション部 システムユニット
インフラユニット
大阪ユニット
名古屋ユニット

投融資審査部 事業リスク管理委員会事務局ユニット
投融資ユニット
審査ユニット
企画ユニット

業務総括部 拠点ユニット
地域戦略ユニット

プロジェクト開発委員会室
運輸･保険企画ユニット
貿易管理ユニット
広報・CSRユニット

総務・安全衛生部 安全衛生ユニット
総務ユニット

規程・情報総合管理室

厚板BU

建設鋼材BU

鋼管BU

戦略企画室

厚板・建材・鋼管
事業部

厚板第一課
厚板第二課
大阪厚板課
名古屋鋼板課
長崎厚板課

国内自動車・電機・薄板BU

戦略企画室

薄板事業部

東京薄板課
製品販売促進室
東京自動車鋼材課
浜松自動車鋼材課
名古屋自動車鋼材課
名古屋鋼板課
大阪薄板課
浜松支店
水島支店

海外自動車・電機BU

鋼板国際BU

戦略企画室

グローバル事業部

海外自動車・電機鋼板第一課
海外自動車・電機鋼板第二課
海外自動車・電機鋼板第三課

海外電磁鋼板課

鉄鋼貿易BU

エネルギープロジェクトBU

戦略企画室

鉄鋼貿易・エネルギー
事業部

熱延鋼板課
冷延・表面処理鋼板課
厚板・半成品課

インフラプロジェクト課

線材・特殊鋼BU

線材・特殊鋼・
ステンレス事業部

線材課
特殊鋼課

大阪線材・磨棒鋼課
名古屋線材・特殊鋼・ステンレス課

ステンレスBU

戦略企画室

大阪支社

名古屋支社

東北支社

君津事務所

西日本支社

海外拠点

ステンレス課
大阪ステンレス課

名古屋線材・特殊鋼・ステンレス課

株主総会

監査役会

取締役会

社長

組織図
（2022 年 4月 1日現在）

本社所在地 〒 100-7032　東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー
TEL:03-6777-2000

設立年月日 2003 年 1 月 6 日

資本金 1,000 億円

株主 三菱商事株式会社、双日株式会社

規模 連結総資産　約 9,084 億円 (2021 年 3 月期 ) 
連結売上高　約 1 兆 6,665 億円 (2021 年 3 月期 )

従業員数 連結　約 10,000 名 (2022 年 4 月現在 ) 
単体　978 名 (2022 年 4 月現在 )

連結売上高 営業利益 経常利益 当期利益
2021 年 3 月期※ : 16,665 107 -- 66
2020 年 3 月期※ : 20,458 229 -- 195
2019 年 3 月期※ : 23,087 360 -- 254
2018 年 3 月期※ : 21,180 308 -- 234
2017 年 3 月期 : 18,556 226 285 226
※国際会計基準で表示

( 単位 : 億円 )

取締役・監査役・執行役員
代表取締役社長執行役員 兼 CEO 今村 功
代表取締役副社長執行役員 西原 茂 社長特命担当、CCO、 コーポレート管掌（法務、総務）

取締役（非常勤） 塚本 光太郎 三菱商事株式会社 常務執行役員 総合素材グループ CEO

取締役（非常勤） 大野 浩司 三菱商事株式会社 執行役員 鉄鋼製品本部長

取締役（非常勤） 平井 龍太郎 双日株式会社 代表取締役副社長執行役員 社長補佐、自動車、航空産
業・ 交通プロジェクト、インフラ・ヘルスケア管掌 兼 東アジア担当

監査役 石山 隆生
監査役（非常勤） 三尾 伸夫 三菱商事株式会社 総合素材・石油・化学ソリューション管理部長

監査役（非常勤） 小泉 敏弘 双日株式会社 内部統制統括部長

監査役（非常勤） 松浦 修 双日株式会社 執行役員 金属・資源・リサイクル本部長

副社長執行役員 藤原 義久 社長補佐（営業全般）、薄板事業部長

副社長執行役員 塩﨑 英輔 社長補佐（業態変革、全社開発）、CDO

常務執行役員 岩井 哲 コーポレート担当（経営管理）、CFO

常務執行役員 宮本 義久 営業担当、厚板・建材・鋼管事業部長

執行役員 温井 健夫 営業担当、鉄鋼貿易・エネルギー事業部長

執行役員 柴田 圭亮 営業担当、グローバル事業部長

執行役員 境 達夫 業務総括部長

執行役員 水野 正士 営業担当、線材・特殊鋼・ステンレス事業部長

執行役員 北村 京介 経営企画部長

(2022 年4月1日現在 )

会社概要

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員
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会社案内
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