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財務・会社データ



エンビプログループ沿革
2000年 4月 （株)富士通ゼネラルとの合弁により

（株)富士エコサイクルを設立
7月 （株)佐野マルカ商店から（株)佐野マルカに商号変更

2001年 7月 プラスチックリサイクル事業を開始

8月 RPF工場(固形燃料製造工場)設置

2003年 12月 （株)ユー・エス・エスとの合弁により（株)アビヅを設立

2004年 3月 企業理念制定

11月 自動車リサイクル法
ASR(自動車シュレッダーダスト）の再資源化施設として
自動車リサイクル法大臣認定を取得

2006年  7月 中古自動車および中古自動車部品輸出事業を目的に（株)3WMを設立

2007年  7月 （株)佐野マルカから（株)エコネコルに商号変更

2008年 2月 （株)3WMにて	JAPAN	COAST	USED	CARS	AND	SPARE	
PARTS	TRADING(UAE）設立

6月 資源リサイクル事業を行う（株)クロダリサイクルの株式を
100%取得し子会社とする

（株)3WMにて
3WM	CHILE	IMPORT	EXPORT	LIMITADA(チリ）設立

2010年 5月 純粋持株会社移行のため（株)エコネコル・ホールディングス
(現：（株)エンビプロ・ホールディングス)を設立

7月 （株)エコネコル・ホールディングスから
（株)エンビプロ・ホールディングスに商号を変更

2011年 4月 資源リサイクル事業を行う有限会社リサイクルサポートサービス
(現：（株)しんえこ)の株式を100%取得し子会社とする

2012年 5月 （株)3WMにて3WM	UGANDA	LIMITED(ウガンダ)設立
(2021年9月事業再編により撤退)

2013年 9月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

12月 障がい福祉サービスを目的として、
（株)エコミット(現：（株)アストコ)を設立

2015年 2月 （株)エコネコルにてホーチミン駐在事務所(ベトナム)開設

12月 廃ゴムリサイクルおよびゴム製品製造販売事業を行う
（株)東洋ゴムチップの株式を100%取得し子会社とする

2016年 4月 環境経営コンサルティング事業を展開する事を目的として、
（株)ブライトイノベーションを設立

10月 （株)エコミットから（株)アストコに商号変更

2017年 4月 木質系バイオマス燃料の安定した調達を目的として、
MINE	BIOMASS	SYNERGIES	PRIVATED	LIMITED
(シンガポール)に出資実行

9月 監査等委員会設置会社に移行

2018年 1月 リチウムイオン電池リサイクル事業を目的として、
（株)VOLTAを設立

6月 東京証券取引所市場第一部に株式を上場

7月 RE100に加盟

2019年 5月 TCFD提言に賛同

10月 （株)エコネコルにて欧州駐在事務所(イギリス)開設

2020年 4月 （株)エコネコルの貿易事業を承継し、
（株)NEWSCONを設立

2021年10月 木材リサイクルを行う富士見BMS（株)
（現：（株）エコネコル	ウッドリサイクルセンター）の株式を
（株）エコネコルが100%取得し当社孫会社とする

2022年 3月 （株）エコネコルが富士見BMS（株)
（現：（株）エコネコル	ウッドリサイクルセンター）を吸収合併

4月 東京証券取引所プライム市場へ移行

業界初の東京証券取引所上場

1950年 3月 佐野勝喜(当社代表取締役社長
佐野富和の実父)が佐野マルカ
商店を静岡県富士宮市にて創業

1978年 7月 資本金2,000万円で
（株)佐野マルカ商店に改組

1989年 7月 経営計画書による経営開始	

1992年 8月 貿易事業を開始

1997年 6月 本社工場に
大型シュレッダー設備を導入

1950 - 1999
大いなる飛躍

事業拡大への基盤

2000 - 2009
全国、そして世界へ 

次 と々拡がるグループ展開

2010 - 2015
エンビプロ・ホールディングス

設立
閉鎖した鋳造所の競売物件を一山買した初代

大型シュレッダー設備を導入

2016 - 2022
電池事業への挑戦

2023 - 2050
30年先の未来図
完全なる脱炭素社会の確立へ
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会社概要 会 社 名

代 　 表

設 　 立

資 本 金

事 業 内 容

グ ル ー プ 会 社

上 場 市 場

株式会社	エンビプロ・ホールディングス
（英文名：ENVIPRO	HOLDINGS	Inc.）
代表取締役社長　佐野	富和
2010年5月21日
15億2,483万656円
傘下事業会社の経営管理、ならびにそれに付帯する業務
連結子会社13社（孫会社含む）、持分法適用関連会社2社
東証プライム（証券コード5698）

所 在 地 本社
〒418-0075　静岡県富士宮市田中町87番地の１
TEL：0544-21-3160　FAX：0544-21-3163

東京事務所
〒104-0031　東京都中央区京橋二丁目5番15号
京橋RKビル９階
TEL：03-6280-3938　FAX：03-6264-4361

グループ会社紹介

株式会社 エコネコル

金属やプラスチック、廃棄物のリサ
イクルを中心とした資源循環事業
を展開。

〒418-0111
静岡県富士宮市山宮3507番地の19
TEL	:	0544-58-5800
FAX	:	0544-58-5807

株式会社 クロダリサイクル

創業者の「目の前のたったひとつ
のものをおろそかにしない」理念を
追求する、地域に密着したリサイク
ル事業を展開。

〒041-0824　
北海道函館市西桔梗町246番地27
TEL	:	0138-49-8880
FAX	:	0138-49-8960

株式会社 東洋ゴムチップ

80年にわたりゴム工業資源の有
効活用を行う再生ゴムのパイオ
ニア企業。幅広い用途開発を行い、
各種施設の安心・安全に貢献。

〒371-0215　
群馬県前橋市粕川町深津1573番地
TEL	:	027-285-3131
FAX	:	027-230-6008

株式会社 富士エコサイクル

株式会社富士通ゼネラルを含む家
電メーカー5社との合弁事業。環境
と経済が両立した循環型社会をつ
くるための家電リサイクル事業を
展開。

〒431-1304	静岡県浜松市北区細江町
中川1930番地4
TEL	:	053-523-1152
FAX	:	053-523-1153

株式会社 アビヅ

株式会社ユー・エス・エスとの合弁
事業。廃自動車などの廃棄物の破
砕・選別処理を行い資源に還元す
る、独自システムのリサイクル事業
を展開。

〒455-0026　
愛知県名古屋市港区昭和町14番地24
TEL	:	052-619-6600
FAX	:	052-619-6601

株式会社 NEWSCON

「世界を身近にする会社」を目指し、
鉄スクラップや非鉄、バイオマス燃
料などの資源をグローバルに流通・
販売し、国際的な資源循環に貢献。

〒104-0031
東京都中央区京橋二丁目5番15号
京橋RKビル８階
TEL	:	03-3528-6223
FAX	:	03-3528-6224

株式会社 3WM

日本の高品質な中古自動車や部
品を世界に供給。中古部品の国際
間流通も行い、中古自動車・部品
の世界規模でのリユースを促進。

〒455-0036　
愛知県名古屋市港区浜二丁目3番5号
築港ビル2F
TEL	:	052-659-5200
FAX	:	052-659-5208

株式会社 VOLTA

リチウムイオン電池、ニッケル水素
電池からニッケル・コバルトなどの
希少金属を回収・再資源化。使用
筐体のリサイクル事業も展開。

〒417-0848
静岡県富士市大野55-1
TEL	:		0545-67-2522
FAX	:		0545-67-2523

株式会社 アストコ

障がいのある方がご自分に合った
職に就き自立できるよう、知識・技
能の修得、生活の安定や社会との
関わり方を身につけるサポート事
業を展開。

〒390-1241
長野県松本市新村2932-15
TEL	/	FAX：0263-31-6098

株式会社 ブライトイノベーション

環境戦略やGHG排出量削減戦略
の立案などをサポートするコンサ
ルティングサービスと、再エネ導
入などのソリューション提案を行
う事業を展開。

〒104-0033　
東京都中央区新川一丁目23番5号
SHINKAWA	EAST	2F
TEL	:	03-6280-3936
FAX	:	03-6280-3937

株式会社 しんえこ

「もったいないBOX」「かたづけ
隊」など地域に密着したリサイク
ル事業を展開。障がい者雇用優
良事業所としての受賞歴もあり。	

〒390-0852
長野県松本市島立2346
TEL	:	0263-47-3211
FAX	:	0263-47-3213

環境経営コンサルティング事業障がい福祉サービス事業

持分法適用関連会社

資源循環事業

持分法適用関連会社

グローバルトレーディング事業 リチウムイオン電池リサイクル事業 その他事業

東洋ゴムチップ
株式会社
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財務・非財務ハイライト

● 売上高

● エンビプログループ

● 経常利益・率

● 品種別取扱量

● セグメント別売上構成

●貴金属回収量

13億円 4億円

429億円

203億円
資源循環事業

リチウムイオン電池
リサイクル事業

その他事業

グローバル
トレーディング事業

鉄 588千t 非鉄金属 17千t

金銀滓※ 3千t ゴム製品 12千t

RPF燃料、
製紙原料など 56千t

ブラックマス※

など 0.8千t

その他 26千t 合計 706千t

※金銀滓：金、銀、銅、プラチナ、パラジウムの混合物
※ブラックマス：カーボンが含有されているコバルト、ニッケル、リチウムの濃縮滓

財
務

非
財
務

94.4%再資源化率

● 貴金属回収量

15社 498人
グループ会社 連結従業員数

（正社員）

10拠点 14カ所
国内工場拠点 ヤード数

4拠点 53カ国
海外拠点 取引国
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活動拠点（国内）

国内拠点 船積拠点

本社＝■ ■	：鉄スクラップヤード

■	：非鉄スクラップヤード

■	：中古自動車ヤード

■	：古紙ヤード群馬県前橋市
■（株）東洋ゴムチップ

長野県松本市
■（株）しんえこ
■（株）アストコ

長野県安曇野市
　（株）しんえこ
　（株）アストコ

愛知県名古屋市
■（株）3WM
■（株）アビヅ

大阪府大阪市
　（株）3WM

■■：千葉県	船橋港

■ ：千葉県	千葉ヤード

■■：神奈川県	川崎港

北海道函館市
■（株）クロダリサイクル

埼玉県さいたま市
（株）アストコ

東京都
　（株）エンビプロ・ホールディングス
■（株）NEWSCON
■（株）ブライトイノベーション
　（株）エコネコル

神奈川県横浜市
　（株）3WM

静岡県富士宮市

■（株）エンビプロ・ホールディングス
■（株）エコネコル
　（株）VOLTA
　（株）NEWSCON
　（株）アストコ
静岡県富士市

■（株）VOLTA
　（株）エコネコル

静岡県静岡市
　（株）エコネコル

■：北海道	函館港

■：新潟県	新潟東港

■：新潟県	直江津港

■：佐賀県	伊万里港

■ ：静岡県	田子の浦港	

■■：静岡県	清水港　

■ ：愛知県	豊橋港

■ ：愛知県	名古屋ヤード

■ ：愛知県	衣浦港	

■■：愛知県	名古屋港

■■：兵庫県	尼崎港

熊本県熊本市
　（株）東洋ゴムチップ

グループ会社15社　  　　　国内工場拠点	10拠点　　　   　ヤード数	14カ所

静岡県浜松市　
■（株）富士エコサイクル
　（株）エコネコル
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活動拠点（海外）

●	リサイクル資源営業拠点
●	中古自動車拠点

UAE
Japan	Coast	Used	Cars	and
Spare	Parts	Trading

チリ
3WM	Chile	Import	Export
Limitada

イギリス
NEWSCON欧州駐在所

海外拠点4拠点 取引国	53カ国

ベトナム
NEWSCONベトナム駐在所
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株式会社 エンビプロ・ホールディングス
経営企画部
〒418-0075 静岡県富士宮市田中町87番地の１
TEL  0544-21-3161
URL　https://www.envipro.jp/

ユニバーサルデザイン（UD）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

お問い合わせ先


