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資源とエネルギーを持続的に利用・循環させる技術と循環システムの構築で、

社会インフラの根幹を支え、 社会の持続可能性を高めていくことに貢献していく

「持続可能社会実現の一翼を担う」
　エンビプロ グループはこのミッションを実現するために、
脱炭素社会に向けた取組みと効率的な資源循環システムの
構築という具体的な行動を強化していきます。
　そしてそのためにも「創業企業－つねに社会にとって必要
な事業を創造しつづける」「循環企業－助け合い、活かしあ
い、分かち合う喜びの環を回しつづける」「求道企業－永遠
に続く企業の道、人の道を追求しつづける」という企業理念
のもと、社員一人ひとりが自信と誇りを持って生き生きと働
き、ご縁をいただいた多くの人に喜んでもらい、そのプロセ
スを通じてそれぞれが成長できる「場」を作っていく所存です。

　私達は 社会から強く必要とされる存在を目指して挑戦し続
けます。

株式会社エンビプロ・ホールディングス
代表取締役社長
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資源循環の社会システムを根幹で支える
エンビプロ・ホールディングス概要

7.1％

Mine Biomass Synergies
PKS集荷ヤード (マレーシア)

3WM Chile Import Export
Limitada (チリ)

●ROE
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Mine Biomass Synergies
オフィス(シンガポール)

エコネコルホーチミン
駐在事務所(ベトナム)

●リサイクル資源営業拠点

●中古自動車拠点

●バイオマス燃料拠点

リサイクル資源の61％を
アジアで販売

Japan Coast Used Cars and Spare Parts 
Trading (アラブ首長国連邦)

●売上高

●経常利益・率

363億円（2019/6） （2019/6）

11.4億円（2019/6）

12社
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 エンビプロ・ホールディングスの現在
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 成長戦略

ミッションステートメント

持続可能社会実現の一翼を担う

サステナビリティ戦略

既存事業の深耕
事業領域拡大

技術革新
生産性向上

新たな柱の構築
成長投資

他社との連携

基盤の強化
人材開発

ブランド構築
ガバナンス強化

～2012年度 ～2014年度 ～2019年度～
基盤の構築
・結果を出す

・新たな成長の底力をつける

成長への種まき
・事業モデルを創りかえる
・多様性を推進する

成長への投資
・創りかえる

・新規事業の推進
・経営資源の集中と選択

利益配分
成長投資　30%
研究開発　10％
株主還元　30%
内部留保　30%

経営・成長基盤

人材開発

安全

組織

知財

研究

情報

ブランド

ガバナンス

グ
ル
ー
プ
シ
ナ
ジ
ー

企業理念

創業企業

つねに社会にとって必要な事業を
創造しつづける

日々創業…初心を大切に日々創業精神で仕事をする
歴代創業…代々初代の志を持って新事業を創造する
全員創業…全社員が自分に合う第一人者の道を拓く

循環企業

助け合い、活かし合い、分かち合う
喜びの環を回しつづける

快労…助け合い、補い合って気持ちよく働く
活財…あらゆるもののいのちを活かして使い回す
還元…利益や喜びを共に生きる人たちと分かち合う

求道企業

永遠につづく企業の道、
人の道を追求しつづける

選難の道…安易な道を選ばず求められる道を歩む
独自の道…特質を生かし人のやらないことをやる
感謝の道…生かされていることに感謝し慢心をしない

資源循環
工場や解体物件等から排出される金属
スクラップおよび廃棄物から、リサイ
クル資源等を生産しています。

グローバル資源循環
リサイクル資源等の国内外への販売
や、リサイクル資源の三国間貿易、バ
イオマス燃料事業等を行っています。

中古自動車関連
日本製の中古自動車・重機やエンジン
を始めとした中古自動車部品を仕入
れ、海外への輸出や三国間貿易を行っ
ています。

その他
環境経営コンサルティング事業、なら
びに障がい福祉サービス事業を展開
しています。
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　エンビプロ･ホールディングスでは、当グループの事業特性と「持続可能
社会実現の一翼を担う」というミッションステートメントに整合する項目を中
心に、SDGsの目標達成に向けて様々な活動に取り組んでいます。

目標12
●  産業廃棄物や鉄･非鉄スクラップのリサイクルおよび再生原料製

造、製品リユースを促進し、製品ライフサイクル全体での資源
効率の向上と、天然資源の過剰消費抑制、資源循環に貢献

●  自動選別技術で金属およびプラスチックのリサイクルおよび再
生原料製造を徹底、廃棄物の埋め立て・単純焼却を減らし社会
全体の天然資源消費を抑制

株主優待制度のご案内
　当社は、毎年６月30日を基準日として、当社株主名簿に
記載または記録された200株（２単元）以上かつ、１年以上
保有されている株主様に当社オリジナルのQUOカード 
2,000円分を進呈しております。

 Corporate Data　　2019年9月26日現在

 事業特性とSDGsの目標達成に向けた様々な取り組み

商号 株式会社エンビプロ・ホールディングス
英文名 ENVIPRO HOLDINGS Inc.
設立 2010年（平成22年）5月
資本金 15億2,483万656円
従業員数 連結418名（単体30名）
本社所在地 〒418-0111

静岡県富士宮市山宮3507番地の19
電話 0544（58）0521（代表）

会社概要
発行可能株式総数 33,600,000株
発行済株式の総数 15,051,227株

（自己株式413,159株含む）
株主総数 10,554名

株式の状況

代表取締役社長 佐野　　富和
常務取締役 佐野　　文勝
取締役 春山　　孝造
取締役 竹川　　直希
取締役 村上　　美晴
取締役 黄　　　圭燦
取締役 宮木　　啓治
取締役（監査等委員） 井手　　祥司
取締役（監査等委員） 小室　　直義
取締役（監査等委員） 和田　　卓

役員

監査法人
会計監査人 東陽監査法人

所有者別株式分布状況
金融機関 7.6％

1,149,500株

外国人 0.5％
81,663株

証券会社等 1.8％
274,280株

その他国内法人 38.8％
5,838,900株

自己名義 2.7％
413,159株

個人・その他 48.5％
7,293,725株

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社ウィンデライト 5,102,000 34.85
佐野　文勝 1,461,802 9.99
佐野　富和 390,432 2.67
株式会社ユー・エス・エス 360,000 2.46
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口２） 265,700 1.82
石井　明子 187,911 1.28
石井　裕高 187,771 1.28
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口５） 146,700 1.00
野村信託銀行株式会社（投信口） 115,700 0.79
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 113,600 0.78

大株主

（注） 当社は自己株式413,159株を保有しておりますが、上記大株主から除
いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

当社WEBサイトのご案内
最新のIR情報や詳しい情報は当社のWEBサイトにて紹介してお
ります。ぜひご覧ください。

https://www.envipro.jp/ir/

エンビプロ 検索

持続可能な生産と消費

取り組みの具体例

目標1：貧困

目標13：気候変動

目標5：ジェンダー

目標3：保健

目標14：海洋資源

目標7：エネルギー

目標4：教育

目標17：実行手段

目標12：
持続可能な生産と消費
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