アミタグループ会社案内

Company Profile

アミタグループは 、
『持 続可能社会の実現 』をミッションとする未 来デザイン企 業です。
発展すればするほど「 自然資本 」と「人間関係資本」が増加するような
社会 創りを目指します 。

At the AMITA Group, we forge the future.
Our mission is to make sustainable society a reality.
We are working hard to create a world
where natural capital and relational capital increase in a virtuous spiral.

持続可能社会 の 実現 に 向 けた

アミタグループの 現在 のサービス

The AMITA Group's current sustainability services

◆ FSC ®森林認証

Forest Stewardship Council® (FSC)
Forest Management certiﬁcation

◆

地域未利用資源 の 利活用

Harnessing neglected regional resources

◆ 環境共生型農業支援

Supporting symbiotic farming

◆
◆

バイオガス 施設 の 運営

自立型 の 地域 づくり

Creating self-sufﬁcient regions

◆ 資源循環技術の開発

Development of resource recycling technology

Operation of Biogas facility

◆ MSC 認証

Marine Stewardship Council (MSC) certiﬁcation

◆ ASC 認証

Aquaculture Stewardship Council (ASC) certiﬁcation
AMITA is the Japanese partner of FSC ® -approved certifying bodies the Soil Association (and its
Woodmark scheme) and SCS Global Services. In addition to our FSC ® accreditation (FSC ® N001887),
as a certifying body fully approved by both the MSC and ASC we are also able to offer both MSC
Chain of Custody and ASC Chain of Custody certiﬁcation evaluations (ASI-ACC-036).

（ 2020年 5月現在 as of May, 2020 ）

企業向けサービス ◆

環境戦略デザイン事業

企業 の 持続性 を 高 める 統合支援 サービス「The Sustainable Stage
（サステナブルステージ）
」を提供しています。感動 あるビジョンづ
くりと、経営戦略 に合致した 戦略立案・多様 な 実行支援 プログラ
ムの 提供等 を通じて、企業 の 価値向上を支援します。

The AMITA Group is offering an integrated supporting service
The Sustainable Stage (TSS) to enhance sustainability of companies.
We are supporting to improve the enterprise value by design a moving
vision, providing an strategic planning matched with the management
strategy and various support programs.

環境戦略デザイン事業
Services for Businesses
Environmental Strategy Design Business

Services for Local Regions
Regional System Design Business

地域デザイン事業
地域向けサービス ◆

地域デザイン事業

地域の持続性を高める統合支援 サービス「BIO システム」を 提供 し
ています。地 域 の 未利用資源 を 活用 したコンパクトな 自立 型 の
地 域 づくりを、ビジョン 策 定 か らインフラの 設 計・運営、産 業・
雇用創出支援 まで、トータルで 支援します。

The AMITA Group is offering an integrated supporting service
BIO System to enhance the sustainability of regional communities.
We are total suppor ting to create an compact and self-suf ﬁcient
communities by harnessing the neglected resources to good use from the
design and operation of infrastructure, also from the support of industries
and job creation.

◆ 環境戦略立案支援

Environmental strategy planning support

◆ 環境 リスク 低減 コンサルティング
Environmental risk management consulting

◆

100% リサイクル・地上資源製造
100% recycling / Terrestrial resource manufacturing

CSR・CSV・環境 マーケティング 支援
CSR / CSV / Environmental marketing support

◆ CSR 活動 コンサルティング
CSR consulting

◆ 環境業務 のアウトソーシング

Outsourcing of environmental operations

環境認証審査
Environmental certification services

環境業務 の IT 化支援
Implementation of IT for
environmental operations

◆ 環境業務 の IT 化支援

Implementation of IT for environmental operations

◆ 100% リサイクル・地上資源製造

100% recycling / Terrestrial resource manufacturing

環境業務 の
アウトソーシング
環境 リスクコンサルティング
Environmental risk management consulting

Outsourcing of
environmental operations

◆ 国内外 ネットワークによるリサイクル 支援
Recycling support with the help of our extensive network

自立型 の 地域 づくり

環境共生農業支援

The creation of self-sufficient regions

Supporting symbiotic farming

Corporate Information
会社情報

■ 代表者

代表取締役会長兼社長

■ 資本金

熊野英介

Representative

Eisuke Kumano, Founder and CEO

474,920,000 円（2020年6月現在）

Capital

474.920 million yen (as of June, 2020)

■ 従業員数

（2020年5月現在）
159 名（連結）

Number of employees

159 (consolidated; as of May, 2020)

■ 創業

1977年4月1日

Founded

April 1, 1977

■ 設立

2010年1月4日

Established

January 4, 2010

■ 上場市場

東京証券取引所ジャスダック（証券コード：2195）

Stock market listing

JASDAQ : 2195

■ Website

http://www.amita-hd.co.jp/

[ Kyoto Head Ofﬁce ]

[ 京都本社 ]
Ofﬁces & Facilities
拠点情報

〒604-0847 京都府京都市中京区烏丸通押小路上ル秋野々町535番地
日土地京都ビル 2階

2F, Nittochi Kyoto Bldg., 535 Akinono-cho, Oshikoji-agaru-karasuma-dori,
Nakagyo-ku, Kyoto, 604-0847, Japan

TEL：075-277-0378（代表） FAX：075-255-4527

TEL: +81 75-277-0378 FAX: +81 75-255-4527

[ Tokyo Ofﬁce ]

[ 東京支社 ]
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番地 7
ウンピン神田ビル 5 階

TEL：03-5296-9371

FAX：03-5296-9379

5F, Wenping Kanda Bldg., 3-6-7, Kanda kajicho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0045, Japan
TEL: +81 3-5296-9371 FAX: +81 3-5296-9379

AMITA CORPORATION
AMITA Group's Areas of Business
ア ミ タ グ ル ー プ企業

▼ 企業の持続性向上支援サービス「The Sustainable Stage」の提供
▼ 地域の持続性向上支援サービス「BIO システム」の提供

▼ Supply of integrated supporting service The Sustainable Stage

to enhance sustainability of companies
▼ Supply of integrated supporting service BIO System to enhance

the sustainability of regional communities
●

企業・自治体 のビジョン 策定支援

●

企業 の 環境戦略立案支援

●

廃棄物 の 安全・安定・安価 なリサイクル

●

ICTの導入・環境業務 のアウトソーシングによる業務効率化支援

●

攻めの CSR・CSV コンサルティング

●

環境分野における 研修・セミナー

●

FSC® 森林認証・MSC 認証・ASC 認証 の 審査

●

バイオガス 施設の設計・運営

●

地域 におけるエネルギーの 地産地消・資源循環 の 仕組 みづくり支援

●

地域 における 環境共生型農業・薬草栽培・その 他産業創出支援

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Support for vision establishment of companies and governments
Support for environmental strategy planning of companies
Security, stable and inexpensive recycling in Japan
Business efﬁciency support by ICT introducing and
environmental operation outsourcing
Proactive CSR and CSV consulting
Environmental training and seminars
Audits for FSC® , MSC and ASC certiﬁcation
Design and operation of biogas facility
Support for energy local production and consumption, and for
the mechanism establishment of resource recycling in reginal communities
Support for symbiotic farming, medicinal herb cultivation,
and creation of industries

AMITA Institute for Sustainable Economies Co., Ltd.
▼自然資本 の 利活用に関 する調査・開発

▼ Survey and development related to utilizing natural capital

▼地域における自立型 エネルギーシステム 及び 循環技術 の調査・開発

▼ Survey and development about self-sufﬁcient energy system

AMITA ENVIRONMENTAL STRATEGIC SUPPORT
(MALAYSIA) SDN. BHD.
AMITA BERJAYA SDN. BHD.

AMITA ENVIRONMENTAL STRATEGIC SUPPORT
(MALAYSIA) SDN. BHD.
AMITA BERJAYA SDN. BHD.

▼マレーシアにおける廃棄物 の100% リサイクル・環境 サービス

and recycling technology of reginal communities

▼ 100% recycling of industrial waste in Malaysia

AMITA Group Overview
グ ル ー プ 会 社 拠 点一覧

アミタホールディングス株式会社 本社 ／ 支社 オフィス

アミタ株式会社 循環資源製造所（BIO含む）

AMITA CORPORATION Resource Recycling Plant / BIO

AMITA HOLDINGS Co., Ltd. Ofﬁce

アミタ地上資源製造パートナーズ リサイクル施設
AMITA Resource Recycling Pertner’s Plant

アミタ株式会社 本社 ／オフィス 出張所

新潟出張所

AMITA Institute for Sustainable Economies Co., Ltd. Ofﬁce

Niigata Ofﬁce

富士運輸（株）再生資源工場

FUJI UNYU Co., LTD.

新潟県 新潟市

Niigata City, Niigata

京都本社

株式会社アミタ持続可能経済研究所 本社

AMITA CORPORATION Ofﬁce

Kyoto Head Ofﬁce

京都オフィス

Kyoto Ofﬁce

京都府 京都市

Kyoto City, Kyoto

南三陸BIO（ビオ） Minamisanriku BIO
姫路オフィス

Himeji Ofﬁce

姫路循環資源製造所

Himeji Resource Recycling Plant

兵庫県 姫路市

Himeji City, Hyogo

北九州出張所

Kitakyushu Ofﬁce

北九州
循環資源製造所

Kitakyushu Resource
Recycling Plant

福岡県 北九州市

Kitakyushu City, Fukuoka

宮城県 本吉郡

大阪オフィス

Osaka Ofﬁce

大阪府 大阪市

Osaka City, Osaka

Motoyoshi-gun, Miyagi

日進オフィス

Nisshin Ofﬁce

埼玉県 さいたま市

Saitama City, Saitama

茨城循環資源製造所

Ibaraki Resource Recycling Plant

茨城県 筑西市

Chikusei City, Ibaraki

東京支社

Tokyo Ofﬁce

東京本社

Tokyo Head Ofﬁce

東京都 千代田区

Chiyoda-ku, Tokyo

川崎循環資源製造所

Kawasaki Resource Recycling Plant

神奈川県 川崎市

Kawasaki City, Kanagawa

愛知海運（株）蒲郡リサイクル S.C.

AICHI KAIUN CO., LTD.

木村土木（株）口野埠頭

KIMURA DOBOKU CO., LTD.

愛知県 蒲郡市

Gamagori City, Aichi

静岡県 沼津市

Numazu City, Shizuoka

AMITA ENVIRONMENTAL STRATEGIC SUPPORT (MALAYSIA) SDN. BHD. AMITA BERJAYA SDN. BHD.

アミタベルジャヤ循環資源製造所

AMITA BERJAYA Sustainable Resource Management Centre
セランゴール州ブキ・タガール

Bukit Tagar, Bestari Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

（ 2020年9月現在 as of September, 2020 ）

Corporate History

沿革

1977 年

4月

兵庫県姫路市にスミエイト興産株式会社を設立

1987 年

4月

東京営業所を開設

1989 年

4月

スミエイト株式会社に社名変更

1992 年

7月

兵庫県姫路市に産業廃棄物の再資源化工場（現 姫路循環資源製造所）完成

1994 年

4月

中部営業所を開設

6月

日立化成グループとの合弁（50%）で日化スミエイト株式会社を設立

1995 年

5月

茨城県筑西市に日化スミエイト株式会社本社工場（現 茨城循環資源製造所）完成

1996 年

12 月

1999 年

9月

FSC® 森林認証サービス開始

2000 年

4月

スミエイト株式会社をアミタ株式会社に社名変更

2001 年

産業廃棄物等を代替燃料としてリサイクルする「スラミックス®」の特許取得（第 2594418 号）

10 月 「AMITA 事業活動」がグッドデザイン賞受賞
11 月

アミタ株式会社、本社を東京に移転

2002 年

6月

国連グローバル・コンパクトに加入

2003 年

7月

アミタ株式会社、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の実証研究を受託

2004 年

1月

西日本営業所を開設

2005 年

7月

持続可能経済研究所を開設

2006 年

8月

京丹後循環資源製造所を開設（2018 年 5 月末閉鎖）

6月

アミタ株式会社、大証ヘラクレス市場（2013 年 7 月東証ジャスダック市場に統合）に上場

9月
11 月

MSC 認証サービス開始
アミタ株式会社、日化スミエイト株式会社を完全子会社化
アミタ株式会社、子会社日化スミエイト株式会社を吸収合併

2007 年

4月

2009 年

2月

株式会社アミタ持続可能経済研究所／アミタエコブレーン株式会社／株式会社トビムシを設立

2010 年

1月

アミタホールディングス株式会社を設立

2011 年

2012 年

4月

株式会社アミタ環境認証研究所を設立／アミタ株式会社、川崎循環資源製造所を開設

6月

アミタ株式会社、九州営業所／北九州循環資源製造所を開設

9月

株式会社アミタ環境認証研究所、MSC CoC 認証機関に認定

4月

アミタ株式会社、アミタエコブレーン株式会社を吸収合併

6月

アミタ株式会社、台灣阿米達股份有限公司を完全子会社化

7月

アミタグループ東北オフィス（宮城県仙台市）を開設（2018 年 12 月閉鎖）

9月

株式会社トビムシの株式を譲渡

1月

アミタホールディングス株式会社、本社を京都に移転

3月

アミタホールディングス株式会社、南三陸オフィスを開設

10 月
2014 年

京都に風伝館（アミタミュージアム併設）を開館

9月

アミタ株式会社、蒲郡営業所を開設（2018 年 11 月閉鎖）

12 月
2015 年

株式会社アミタ環境認証研究所、ASC CoC 認証機関に認定

7月

4月
7月

株式会社アミタ持続可能経済研究所、本社を京都に移転／アミタ株式会社、新潟出張所を開設
アミタ株式会社、株式会社アミタ環境認証研究所を吸収合併
アミタ株式会社、AMITA ENVIRONMENTAL STRATEGIC SUPPORT (MALAYSIA) SDN. BHD（以下
AESS）を設立
.

10 月

アミタ株式会社、南三陸 BIO を開設

12 月

AESS、KUB BERJAYA ENERGY SDN. BHD. と AMITA KUB-BERJAYA KITAR SDN. BHD. を設立（社名は設立当時）

2016 年

4月

台灣阿米達股份有限公司、台湾循環資源製造所を開設（2019 年 4 月事業撤退）

2017 年

5月

マレーシアにおけるリサイクル事業を開始
AKBK 循環資源製造所（現、アミタベルジャヤ循環資源製造所）を開設

1977
1992
1999
2000
2002
2006
2010
2015
2017

SUMIEITO KOSAN founded in Himeji.
Industrial waste recycling facility (currently Himeji Resource Recycling Plant) completed in Himeji.
FSC® certiﬁcation service begins.
SUMIEITO Co., Ltd. becomes AMITA CORPORATION.
AMITA joins the UN Global Compact.
AMITA CORPORATION listed on the Nippon New Market Hercules (which became part of JASDAQ in July 2013).
MSC certiﬁcation service begins. Nikka Sumieito becomes wholly owned subsidiary of AMITA CORPORATION.
AMITA HOLDINGS Co., Ltd. established. AMITA Institute of Environmental Certiﬁcation Co., Ltd. established.
AMITA CORPORATION absorbs the AMITA Institute of Environmental Certiﬁcation Co., Ltd.
AMITA CORPORATION established “Minamisanriku BIO”
AMITA starts recycle business in Malaysia.

