


社長メッセージ

「つなぐ。つくる。こたえる。」をモットーとして
これからも人が息づく場に新たな豊かさと、
新たな価値を提供し続けて参ります。

当社は、1961年に伊藤忠商事の木材部門より独立して生まれ、 
昨年2021年７月１日に設立60周年を迎えました。 
日本初の建材専門商社として、木材を中心に据え、
人々の「住まい」を軸に多様な価値を提供し続け、
建材専門商社のパイオニアとして歩んで参りました。

「つなぐ。つくる。こたえる。」を行動指針とし、
「創造・情熱・真摯」を大切にする価値観をもって、
当社の使命である、生活空間にかかわる人・企業・モノ・サービスすべての可能性を追求し、
これからも人が息づく場に新たな豊かさと、新たな価値を提供し続けて参ります。

「木材の時代」を迎えた今、脱炭素化社会を目指す中、
当社の取り組んできた「地球樹(CHIKYUGI)」を代表とした「エコ商品」の普及推進を通じて 
「環境配慮型商社」としてサステナビリティを推進し、2030年に向けてはSDGsの各種目標達成に向け全社一丸となっ
て邁進します。

代表取締役社長　関野 博司



企業理念

わたしたちの使命

「存在意義」社会に対する約束、
普遍的な使命を示すものです。

生活空間にかかわる

人・企業・モノ・サービスの

すべての可能性を追求し、

人が息づく場にあらたな豊かさと、

新たな価値を提供します。

わたしたちが実現する未来

わたしたちの行動指針

「行動指針」Visionを実現するために基本とする
行動指針を明確に示すものです。

つなぐ。
ビジネスパートナーを、アイデアと市場を、
人と人を、今と未来を。

つくる。
次のビジネスを、建材の可能性を、
新たな価値を、人を。

こたえる。
ニーズに、期待に、信頼に、社会の願いに。

わたしたちが大切にする価値

「価値観・判断基準」Visionを実現するために
社員が共有すべきコアとなる風土、価値観を
示すものです。

創造

「目指す姿」Missionを果たすために近い将来
あるべき姿を示すものです。
当社では10年後をイメージしました。

ビジネスパートナーに
伊藤忠建材ならではの生きた情報力、
大胆な行動力、グループネットワークを活用し、
次のビジネスを創り出します。

社会に
さまざまな地域や人のニーズをグローバルに、
つなぎ、応えることで、地球環境と生活空間の
向上に貢献します。

社員に
新たな発想や提案を大切にし、誰もが
チャレンジしたくなる企業風土を実現します。

情熱

真摯

「新しい」をつなぐ発想力
可能性と未来を描く感性
様々な視点を持った柔軟な思考力

現状に満足しない強い向上心
困難に立ち向かう強い精神力
変化を恐れず挑戦し続ける行動力

感謝の気持ちを忘れない誠実さ
伊藤忠グループの一員としての高い倫理観



会社概要

2022年5月17日現在

商　号 伊藤忠建材株式会社

本　社
〒103-8419 
東京都中央区日本橋大伝馬町1-4野村不動産日本橋大伝馬町ビル7F 
TEL︓03-3661-3281／FAX︓03-5695-7582

設　立 1961（昭和36）年7月

資本金 5億円

株主

決算期 年1回　3月31日

年　商
単体︓1,935億円/連結︓2,241億円（2022年3月期 実績）
単体︓3,370億円/連結︓3,583億円（2022年3月期 実績）
※下段は「収益認識に関する会計基準」を適用しなかった場合。

従業員 単体︓403名 
連結︓733名（2022年3月31日現在）

営業拠点 国内16ヵ所　海外1ヵ所

関係会社

取引銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行 
三井住友銀行

許可・登録

建設業許可︓国土交通大臣許可（特-2）第5641号 
建設業許可︓国土交通大臣許可（般-2）第5641号 
一級建築士事務所登録︓東京都知事登録 第48735号 
宅地建物取引業免許︓東京都知事（4）第83656号

伊藤忠商事株式会社

ISエンジニアリング株式会社
株式会社マルティックス山陽
ユニマテック株式会社

http://www.itochu.co.jp/ja/
http://www.is-eng.com/
http://maltics-sanyo.net/
http://www.unimatec.biz/


役員一覧

取締役会長 柴田 敏晶

代表取締役社長 関野 博司

専務取締役 森 康（素材事業統括）

取締役 西山 実（リスク管理部長）

取締役 大谷 敦（機能流通本部長）

取締役（非常勤） 高坂 勇介

取締役（非常勤） 小澤 尚

上野 美徳（住建本部長）

荻原 大作（職能第一本部長CAO・CDO）

執行役員 荒木 修一（建設資材本部長）

木寺 久仁

監査役（非常勤） 瀬部 哲也

監査役（非常勤） 野原 佳記

執行役員 野村 博伸（ユニマテック株式会社　代表取締役社長）

執行役員 豊田 康雄（木材製品本部長）

執行役員 玉生 肇（職能企画本部長CSO・CMO 兼 サステナビリティ推進室長）

執行役員 新名 俊之（住建本部長代行）

常勤監査役

執行役員 渡戸 秀和（職能第二本部長CFO・CCO）

取締役

取締役



組織図

2023年4月1日現在



事業所一覧

本社

〒103-8419 
東京都中央区日本橋大伝馬町1-4 野村不動産日本橋大伝馬町ビル7F 
TEL︓03-3661-3281／FAX︓03-5695-7582

関西支社

〒541-0047 
大阪市中央区淡路町3-6-3 御堂筋MTRビル10F 
TEL︓06-6201-7311／FAX︓06-6201-7320



国内

その他支社

北海道支店
〒060-0003 
札幌市中央区北三条⻄4-1-1 ⽇本⽣命札幌ビル10F 
TEL︓011-281-2641／FAX︓011-210-2641

北東北支店
〒030-0802 
⻘森市本町1-2-15 ⻘森本町第⼀⽣命ビル7F 
TEL︓017-723-3121／FAX︓017-731-1361

東北支店
〒980-0014 
仙台市⻘葉区本町2丁⽬3-10 KDX仙台本町ビル3F 
TEL︓022-222-1331／FAX︓022-212-1351

関東支店
〒330-0846 
さいたま市⼤宮区⼤⾨町3-42-5 太陽⽣命⼤宮ビル7F 
TEL︓048-648-0601／FAX︓048-648-0602

長野事務所
〒380-0823 
⻑野市南千歳2-12-1 ⻑野セントラルビル2F 
TEL︓026-405-8537／FAX︓048-648-0602

新潟支店
〒950-0087 
新潟市中央区東⼤通1-7-7 IMAⅢビル6F 
TEL︓025-243-7671／FAX︓025-242-1317

静岡事務所
〒420-0853 
静岡市葵区追⼿町2-20 ヤマムラビル追⼿町11F 
TEL︓054-254-4588／FAX︓054-255-0756

中部支店
〒460-0003 
名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル5F 
TEL︓052-231-9110／FAX︓052-202-0538

北陸支店
〒920-0031 
⾦沢市広岡1-1-18 ⾦沢KSビル9F 
TEL︓076-262-6481／FAX︓076-260-3653

四国支店
〒760-0017 
⾼松市番町1-6-8 ⾼松興銀ビル8F 
TEL︓087-822-5255／FAX︓087-821-2851



岡山事務所

〒700-0904 
岡⼭市北区柳町1-1-27 
太陽⽣命岡⼭柳町ビル4F 
TEL︓082-247-1291／FAX︓082-545-6230

中国支店
〒730-0037 
広島市中区中町7-32 ニッセイ広島ビル5F 
TEL︓082-247-1291／FAX︓082-545-6230

九州支店
〒812-0011 
福岡市博多区博多駅前3-2-1 ⽇本⽣命博多駅前ビル13F 
TEL︓092-473-0011／FAX︓092-441-3957

沖縄事務所
〒900-0015 
那覇市久茂地1-3-1 久茂地セントラルビル5F 
TEL︓098-866-3701／FAX︓098-866-3711

海外

マレーシア⽀店
Room2108, Level21, Imperial suites, Jalan Pos, 98000Miri, Sara wak, Malaysia 
TEL︓+60-85-437250／FAX︓+60-85-437202



関係会社一覧

ISエンジニアリング株式会社

地球環境に最⼤限配慮し、社会に貢献するため、
ISエンジニアリングは⽇々留まることなく進歩し続けます。

設 ⽴ 1986（昭和61）年1⽉

資本⾦ 5,000万円

住 所 〒103-0013 東京都中央区⽇本橋⼈形町
1-4-10 ⼈形町センタービル3F

連絡先 TEL︓03-5614-5881／FAX︓03-5614-5886

URL

事業案内 外壁⼯事業・杭⼯事業・耐⽕被覆⼯事業
その他各種⼯事・建設資材の販売

杭地業⼯事

建築および⼟⽊構造物の基礎⼯事の請負を⾏っています。
既製コンクリート杭、鋼管杭、場所打杭等のあらゆる杭を扱っておりますの
で、顧客のニーズに応じた最も適切な提案が可能です。

内外装⼯事

テナントビル、商業施設、マンション等の内外壁および耐⽕被覆⼯事の請負を
⾏っています。
お客様より信頼を得るべく設計・施⼯部⾨を強化し、⼯事の品質および安全管
理に努めています。

http://www.is-eng.com/



株式会社マルティックス⼭陽

⼈々の豊かな暮らしを叶えるお⼿伝いをします。

設 ⽴ 1960（昭和35）年12⽉

資本⾦ 6,000万円

住 所 〒703-8261 岡⼭県岡⼭市中区海吉1840-5

連絡先 TEL︓086-277-7165／FAX︓086-277-7790

URL

事業案内 住宅資材・住宅設備機器の販売と施⼯

お客様の⼯期やコストの短縮につながるよう、受注から納品まで⼀貫したシス
テムと物流体制を確⽴しています。

http://www.maltics-sanyo.net/



ユニマテック株式会社

安⼼と信頼、⻑年にわたる納材実績で、プロの明⽇をサポート。

設 ⽴ 1987（昭和62）年7⽉

資本⾦ 10,000万円

住 所 〒340-0022 埼⽟県草加市瀬崎四丁⽬3－10

連絡先 TEL︓048-921-1711／FAX︓048-921-1720

URL

事業案内 住宅資材・住宅設備機器の販売と施⼯

住宅資材部⾨

⾸都圏を主とするビルダー納材及び外壁⼯事業者の業界トップクラスの専⾨問
屋として、物流・施⼯・積算⾒積の3分野で機能向上を進めてまいります。

http://www.unimatec.biz/




