
会社案内

わが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の終息への流れと共に、徐々に回復の兆しが見られるものの、長期化するウクライナ情勢、原料価格の上昇の影響、
物価高による家計への圧迫など、先行き不透明な状況が続いております。この様な状況の中、弊社グループは「お客様にとって徹底的になくてはならない存
在になる」を会社方針に、お客様の要望に応えるだけではなく新たな提案や工夫と改善により、期待以上の価値の提供に取り組んでまいりました。2021 年に
発足した 10 年 VISION「MARUSUGI WAY」において、10 年後の会社の目指すべき姿を明確にしました。そして、この 10 年を「基礎期」「躍進期」「完成期」
に分け、中期経営計画を策定。2023 年度は基礎期（3年）の最終年となり、次の躍進期に向かうための重要な年度として位置付けています。2023 年の新しい
スローガンは「Change」です。今期最初の取り組みとして、私たちは人事領域の強化を掲げ、4月 1日付で人事室を新設いたしました。労働人口減少により
働き手が不足している事、また不確実で変化の激しい時代の中、「人財への投資」が今後さらに重要になってきます。「社員に寄り添い、社員の幸せを実現する」
という方針を掲げ、新しい社内風土への変革、採用・育成の強化、現代の社会環境に沿った人事制度への見直しなど、様々な施策を行っていきます。10 年
VISION 達成に向けて、すべての社員と弊社を支えて頂いているステークホルダー、そして地域の皆様の幸せの実現に向けて、知恵と改善で圧倒的な存在感の
ある会社を目指していきます。
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611 億円（2020 年 3月期）

中央鋼管 ( 株 )、( 株 ) グループホーム

建設業許可　:　国土交通大臣許可（般 -30）第 023024 号

岐阜信用金庫、大垣共立銀行、三菱UFJ 銀行、みずほ銀行、商工組合中央金庫

売上高

登録

主要取引銀行

業務内容

グループ会社

株式会社 丸杉 / MARUSUGI corporation

岐阜県岐阜市金町 8-1 フロンティア丸杉ビル

1921（大正 10）年 3 月

1959（昭和 34）年 6 月

代表取締役　杉山忠国
取締役　　　砂川直登        増井直樹　　田中伸佳　　杉山幸輔
執行役員　　伊藤裕治　　大塚洋和　　尾形哲也　　梶浦健司　　吉田雅俊
顧問　　　　清水 哲太 ( 元トヨタ自動車 ( 株 ) 副社長 )

石井 喜三郎 ( 元ルーマニア特命全権大使 )

1. 一般鋼材、一次二次製品、特殊鋼材、非鉄金属材料の販売及び加工、組立請負
2. 鉄骨請負
3. 土木工事の請負
4. 建築、土木、設備用機械、器具、工具備品の販売
5. 不動産の賃貸借及び管理
6. 介護施設の企画・運営
7. スポーツクラブ、スポーツ施設の運営・管理
8. 前各項に附帯する一切の業務

315 名（2021 年 1月現在）

一億円
（資本剰余金　四億五千万円）

商号

創業

設立

役員

従業員

資本金

本社所在地





丸杉の主業務は鋼材販売業務です。鉄鋼

メーカー・商材から鋼材を購入し、お客

様に販売する営業部門は、設計図面から

必要な鋼材を見極め、ご要望を把握。丸

杉グループの経験と知識と熱意を駆使

し、最適な鋼材をお客様に提供していま

す。 

総合建設会社（ゼネコン）様からの様々

なご要望に的確に対応するのが鉄骨工事

部門の役割です。必要となる鋼材の手配

から、加工・物流・施工に至るまでを視

野に、躯体の性能保持をコスト課題を両

立。独創的な知識とアイデアに基づき、

建設プロジェクトの効率化を支えます。

品質管理の徹底された自社工場にて加工

され、用途に最適化した自社開発し合理

的な自動加工ラインにより、工程の効率

化を推進。製品の保管・加工・配送に至

るまで多様なニーズにスピーディかつ的

確にお応えできる体制を整えました。

世界ランキング 1 位である「福島・廣田」

率いる丸杉バドミントン部チームを全面

的にバックアップ。多くの方々にバドミ

ントンの楽しさ、面白さ、スポーツを通

じての感動をお届け出来る様に、会社全

体で丸杉バドミントン部をバックアップ

しています。

丸杉は中部地区を中心に、不動産賃貸業

務を通じて、土地や空間活用に力を注い

でいます。自社で保有するビル、マンショ

ン、倉庫を有効活用し、お客様に最適か

つ快適なビジネス環境や住環境を提供す

ることも丸杉の役割です。

美濃加茂工場の製造ラインでは、お客様

から求められる高品質と高付加価値を併

せ持つ製品を生み出しています。生産現

場では技術力を磨くとともに、品質管理

を徹底し、最適な生産工程を実現。その

確かな品質を柔軟な対応力は、多くのお

客様から高く評価されています。 

これまで土木部門では、地域交通の基盤

となる様々な土木建設事業に携わってき

ました。長年の実績と経験に基づき。建

設対象に適した鋼材の設計から加工・物

流・施工まで、高度な技術とノウハウを

発揮し、お客様のご要望に対応。これか

らもお客様の信頼に応え、地域の発展に

貢献していきます。 

よりタイムリー、かつ低コストな鋼材供

給。それも品質のひとつです。そのため

効率的な物流システムの整備に取り組ん

できました。岐阜を中心 に、中部、北陸、

関東、それぞれに大型物流基地を設置。

通常なら 1 ヶ月以上かかるオーダーも、

早ければ翌日に納品することが可能です。





〒461-0005
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OFFICES
事業所一覧

〒500-8748
岐阜県岐阜市金町 8丁目 1番地 フロンティア丸杉ビル
TEL(058)267-0111（代）
FAX(058)267-0126 

〒492-8401 愛知県稲沢市梅須賀町姫苅 281 番地 1

〒492-8401 愛知県稲沢市梅須賀町姫苅 281 番地 1

TEL(0587)36-7111
FAX(0587)36-7110

第一調達室

TEL(052)955-0123
FAX(052)955-8085

TPM事業部

TEL(0587)36-7911
FAX(0587)36-7912 

TEL(0587)36-7111（代）
FAX(0587)36-7110

鋼材営業室

TEL(0587)36-7112
FAX(0587)36-7110

第二調達室・フォーミング室

営業本部

稲沢鐵鋼センター

TEL(0587)36-7118
FAX(0587)36-7128

MPS事業部
運輸部

TEL(0587)36-7120
FAX(0587)36-7125

加工部

名古屋支社

〒461-0005
愛知県名古屋市東区東桜 1丁目 3番 8号
ヴェッセル丸杉ビル 5階
TEL(052)955-0111（代）
FAX(052)955-0125

東京支社

〒103-0001
東京都中央区日本橋小伝馬町 16 番 12 号
T-PLUS 日本橋小伝馬町２階
TEL(03)3669-0111（代）
FAX(03)3669-0528

関東支店
〒274-0053
千葉県船橋市豊富町 631-14
TEL(047)490-0111（代）
FAX(047)490-0112

本社

丸杉稲沢ビル

支社・支店



営業所

〒444-1223

FAX(0566)92-3415

安城営業所

愛知県安城市和泉町北大木 1番地 18
TEL(0566)92-7000（代）

豊橋営業所
〒441-3155
愛知県豊橋市二川町道賢田 15 番地 3
TEL(0532)41-6262（代）
FAX(0532)41-2157

津営業所
〒514-0302
三重県津市雲出伊倉津町 1306 番地 1
TEL(059)234-8366（代）
FAX(059)234-4945

〒526-0803

FAX(0749)64-0251

長浜営業所

滋賀県長浜市西上坂町 385 番地 1
TEL(0749)63-8211（代）

湖南営業所
〒520-3223
滋賀県湖南市夏見 1182 番地 1
TEL(0748)72-8871（代）
FAX(0748)72-8874

福井営業所
〒913-0038
福井県坂井市三国町新保 97 号 18 番地
TEL(0776)81-2111（代）
FAX(0776)82-6104

〒933-0207

FAX(0766)59-2811

富山営業所

富山県射水市白石 617 番地 4
TEL(0766)59-2111（代）

長野営業所
〒390-1701
長野県松本市梓川倭 4130 番地 32
TEL(0263)78-2777（代）
FAX(0263)78-4567

MPS事業部 各務原
〒504-0933
岐阜県各務原市神置町 2丁目 222 番地
TEL(058)382-7135（代）
FAX(058)382-6149

〒501-6023

FAX(0586)85-7776

岐阜県各務原市川島小網町本田浦 1900 番地 3
TEL(0586)85-7777（代）

株式会社丸杉美濃加茂工場
〒505-0006
岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋伊瀬入会 16-5
TEL(0574)25-9111（代）
FAX(0574)25-6940

〒500-8479

FAX(058)275-0255

〒501-6023
岐阜県各務原市川島小網町本田浦1912番地 1
TEL(0586)89-7101（代）
FAX(0586)89-7106

〒506-0041
岐阜県高山市下切町 1440 番地
TEL(0577)35-5567（代）
FAX(0577)34-7234

岐阜本店 産業機器開発部 高山営業所

岐阜県岐阜市加納菱野町 25 番地
丸杉岐阜駅南ビル 1F
TEL(058)275-0111（代）

土木建材部



土木建材部

総務室
経営企画室
不動産室総務部

経理部
経理室

システム会計室

管理本部

営業本部

MPS事業部
MPS各務原

条鋼部
加工部MPS稲沢
運輸部

製鋼原料部

東京支社
関東支店
長野営業所
富山営業所

工務部
営業部

福井営業所
津営業所
高山営業所
岐阜本店
名古屋支社

TPM事業部

(株)丸杉美濃加茂工場

中央鋼管(株)

(株)グループホーム

長浜営業所
豊橋営業所

安城営業所
産業機器開発部

鋼材営業室
フォーミング室

調達室

湖南営業所

役員会 中部第1ブロック

中部第2ブロック

関東ブロック

スポーツ広報室 丸杉バドミントン部女子





丸杉バドミントン部

バドミントンダブルス世界ランキング 1 位の福島・廣田選手を筆頭にチーム一丸となり世界へ挑戦。日本リーグで活躍する丸杉

バドミントン部員が各地域のバドミントン部をはじめとする小学生、中学生、高校生等を対象に、実技 や対話などを行って社会

貢献をしています。

ＦＣ岐阜は「共に育つ」というクラブポリシーを持ち、地域

貢献活動や社会貢献活動を積極的に推進しています。当社は

この活動に共感し応援するためスポンサーとして支援してい

ます。

ＦＣ岐阜（協賛）

すくすく岐阜は障がい者及び障がい児の自立を助ける為のス

イミングスクールです。平成 23年 4月 1日に『公益社団法人』

に認定されました。将来にわたって健康で健やかな生活を送

る事を目標としています。株式会社丸杉はその取り組みに賛

同し支援しています。

公益社団法人 すくすく岐阜（支援）
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