
正社員 既卒可 上場企業

⾼砂鐵⼯(株)【東証⼆部上場】

エントリー 

セミナー／説明会 

【東証⼆部上場】東京都内に本社・⼯場を有する
みがき帯鋼のリーディングカンパニー

最近1ヶ⽉以内に活動開始・再開

★会社説明会は随時受付中★ ※新型コロナウイルスへの対応について （2020/06/26
更新） 

会社紹介記事

当社は創⽴96周年を迎えま
した。東京都内に本社と⼯
場があります。

蓄積された技術で⾼品質の
鉄鋼素材製品（みがき帯
鋼・ステンレス）を製造し
ています。

鉄鋼 非鉄⾦属 ⾦属製品 商社（鉄鋼・⾦属）業種

本社 東京都 資本⾦ 15億400万円 

売上⾼ 単独52億1,100万円、連結96億7,900万円（2020年3⽉期実績）

従業員 122名(男性109名、⼥性13名、2020年3⽉31⽇時点) 募集⼈数 1〜5名

基本情
報

エントリーボックス

【機械・電気・材料・化学・物理系対象】会社説明
会のご予約はこちらから☆

会社概要 採⽤データ 
説明会・セ
ミナー 

東証⼆部上場、創⽴96年の⾼砂鐵⼯です︕

【東京都内に本社・⼯場】
 当社は、鉄鋼素材製品（みがき帯鋼、ステンレス）の製造・販売をしています。 もっと⾒る



これまでの総⼒を これからの創造へ NEXT2020

【豊かな価値の創造・提供を通じて、お客さまと社会に貢献す
る】
当社グループは鉄鋼事業を中核として、豊かな価値の創造・提
供を通じてお客様と社会に貢献することを基本理念としていま
す。

「これまでの総⼒を これからの創造へ NEXT2020 〜技術
と信頼をつむぐ⾼砂鐵⼯グループ〜」をスローガンに、より強
くより魅⼒ある会社として、社会に信頼され、将来にわたりお
客様に当社製品をご愛顧いただくため、社員⼀⼈ひとりの業務
品質を向上させ、激変する市場環境を⼀丸となって勝ち抜き、
事業の拡⼤発展と強靭な企業体質を確⽴することを目指してい
ます。

【蓄積された技術で、⾼品質のみがき製品、ステンレス製品を
製造】
鉄鋼製品事業では、みがき帯鋼およびステンレスの両分野にお
いて売上⾼を拡⼤し、収益⼒を⾼め、財務体質の強化を図って
います。
主⼒のみがき帯鋼では、⾃動⾞部品向け受注数量が安定的に推
移し、ステンレスにおいてもエンボス製品・加⼯品ともに堅調
に推移いたしました。

これからも「⾼砂ならでは」「⾼砂でなくては」の商品で売上
拡⼤を図るとともに収益を向上させ、お客様のニーズに応え、
お客様とともに新たな商品を育てるべく、品質向上、商品開発
に全⼒で取り組んでいきます。

【社員⼀⼈ひとりのモラルとモチベーション、改善意識が原動
⼒です】
当社では、社員⼀⼈ひとりが業務品質の向上を目指し、常に継
続的改善をはかり、独⾃性のある⾼品質の商品・技術・サービ
スを提供しています。
課題の抽出と対策を実⾏し、全社⼀丸となってより⼀層⾼いレ
ベルを目指していきます。

また、良識ある企業⼈として、関連法令ならびに事業活動に関
わる諸規範を遵守し、⾼い倫理観と責任感を持って業務を遂⾏
しています。

会社データ

プロフィール



東証⼆部上場、創⽴96年の歴史ある会社です!!

【東京都内に本社・製造⼯場】
当社は、鉄鋼素材製品（みがき帯鋼、ステンレス）の製造・販
売をしています。
主に⾃動⾞部品、家電、厨房関係などに使われる鉄鋼素材で
す。

⽇本で最初にみがき帯鋼の製造を開始。
現在は⻑年培ってきた技術と経験を活かし幅広い分野でニーズ
に対応。
独⾃性のある商品・技術・サービスを安定品質で国内外に提供
することを通じて
社会に貢献します。 

事業内容

みがき帯鋼、みがき特殊帯鋼、エンボス製品を含む冷間圧延ス
テンレス鋼、
ステンレス加⼯製品等の製造・販売

本社郵便番号

175-0081

本社所在地

東京都板橋区新河岸1-1-1 

本社電話番号

03-5399-8111 

設⽴

1923年11⽉ 

資本⾦

15億400万円 

従業員

122名(男性109名、⼥性13名、2020年3⽉31⽇時点) 

売上⾼

単独52億1,100万円、連結96億7,900万円（2020年3⽉期実
績）



事業所

【本社】 
東京都板橋区新河岸1-1-1 

【名古屋⽀店】 
愛知県名古屋市中村区名駅南2-13-18 NSビル4F 

【東北オフィス】 
宮城県仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ビル508 

関連会社

タカサゴスチール(株)
(株)タカテツライフ

平均年齢

45.0歳 

平均勤続年数

17.9年

沿⾰

1923年 ⾼砂鐵⼯(株)設⽴

1925年 東京都江東区で⽇本で最初にみがき帯鋼の製造を
開始

1937年 東京都板橋区に⼯場を新設し、みがき帯鋼・みが
き特殊帯鋼の製造を開始

1952年 東京都板橋区で冷延ステンレス鋼の製造を開始

1961年 東京・⼤阪両証券取引所第2部に上場（⼤阪証券
取引所は2003年3⽉に上場廃⽌）

1982年 本社を東京都品川区から板橋区に移転

1999年 ISO9001取得

2000年 本社事務所を新築

2005年 ISO14001取得

2009年 みがき帯鋼事業拠点（江東区）の本社地区（板橋
区）への移転統合完了

2011年



みがき帯鋼・エンボスステンレス・ステンレス加
⼯品に特化する新事業体制スタート

2018年 創⽴95周年

平均勤続勤務年数

2019年 17.9年

⽉平均所定外労働時間（前年度実績）

2019年 5.3時間

平均有給休暇取得⽇数（前年度実績）

2019年 9.5⽇

前年度の育児休業取得対象者数（男⼥別）

⼥性 男性 合計

2019年 0名 0名 0名

前年度の育児休業取得者数（男⼥別）

⼥性 男性 合計

2019年 0名 0名 0名

役員及び管理的地位にある者に占める⼥性の割合

2019年 5.9%（34名中2名）

役員 0％ 管理職 5.9％（2019年度実績）

採⽤データ

問い合わせ先

⾼砂鐵⼯(株)
〒175-0081 
東京都板橋区新河岸1-1-1 
採⽤担当／総務部総務グループ ⼤熊・酒⽥
TEL︓03-5399-8111

採⽤データはこちら



URL

http://www.takasago-t.co.jp/

E-mail

okuma-k@takasago-t.co.jp

交通機関

■都営地下鉄三⽥線「⻄台」駅より 徒歩10分 
■JR埼京線「浮間⾈渡」駅より
 国際興業バス〔東武練⾺駅⾏〕10分（浮間⾈渡駅⇒⾈渡⽔辺
公園） 
 「⾈渡⽔辺公園」停留所より 徒歩1分 
■東武東上線「東武練⾺」駅より
 国際興業バス〔浮間⾈渡駅⾏〕20分（東武練⾺駅⇒⾈渡⽔辺
公園） 
 「⾈渡⽔辺公園」停留所より 徒歩1分 

QRコード

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp224
516/outline.html
外出先やちょっとした

https://job.mynavi.jp/21/pc/search/corp224516/outline.html


正社員 既卒可 上場企業

⾼砂鐵⼯(株)【東証⼆部上場】

エントリー 

セミナー／説明会 

仕事データ

募集職種・分野

◆総合職 
◆⼀般職

仕事内容

◆総合職 
〔事務系〕営業、⼯程管理、原料購買、経理、総務
〔技術系〕設備管理（電気・機械）、設備企画、操業技術、品
質管理、技術営業、商品開発

◆⼀般職 
⼀般事務、営業事務、⼀般経理、⼯程管理事務

募集要項・採⽤フロー

募集対象

理系⼤学院⽣ 理系学部⽣ 短⼤⽣ ⾼専⽣ 専門学校⽣ 既卒者

鉄鋼 非鉄⾦属 ⾦属製品 商社（鉄鋼・⾦属）業種

本社 東京都基本情
報

エントリーボックス

【機械・電気・材料・化学・物理系対象】会社説明
会のご予約はこちらから☆

会社概要 採⽤データ
説明会・セ
ミナー 

募集職種・分野 募集対象 採⽤フロー 採⽤後の待遇



募集⼈数

1〜5名

募集学部・学科

機械系、電気系、材料系、化学系、物理系の学部・学科

エントリー⽅法

まずはマイナビよりエントリーしてください。

採⽤フロー

マイナビよりエントリー
↓
会社説明会・⼯場⾒学（Web会社説明会）
↓
書類選考
↓
⾯接
↓
内定

選考⽅法

筆記試験、⾯接

採⽤の特徴

個別⾯接でじっくり話せる 選考でグループワークなし 総合職採⽤あり

⼀般職採⽤あり

提出書類

履歴書、成績証明書、卒業（⾒込）証明書、健康診断書

採⽤後の待遇

基本給

＜総合職＞ 
⼤学院了 ⽉給231,640円
⼤学・⾼専専攻科卒 ⽉給217,340円
短⼤・専門・⾼専卒 ⽉給189,720円 

＜⼀般職＞
⼤学卒 ⽉給209,000円
短⼤・専門・⾼専卒 ⽉給183,280円



試⽤期間︓⼊社後2ヶ⽉間
※試⽤期間中の労働条件と本採⽤後の労働条件の相違なし

試⽤期間あり 固定残業制度なし

諸⼿当

通勤交通費（全額）、住宅⼿当、時間外⼿当等

昇給

年1回（4⽉） 

賞与

年3回

休⽇休暇

完全週休2⽇制（⼟・⽇）、祝⽇、年末年始 
有給休暇（最⻑20⽇） 
福祉休暇、育児・介護休業

待遇・福利厚⽣・社内制度

雇⽤、労災、健康、厚⽣年⾦

年間休⽇120⽇以上 教育・研修制度が充実 資格取得⽀援制度あり

平均残業時間が⽉20時間以内 完全週休2⽇制 社宅・家賃補助制度あり

勤務地

本社、名古屋⽀店 

勤務時間

9︓00〜17︓40（休憩45分） 
※フレックスタイム制度あり 

教育制度

新⼊社員研修、管理職研修
業務に資するとして会社が認めた資格について取得費⽤の全額
補填

研修制度

制度あり

新⼊社員研修、管理職研修



⾃⼰啓発⽀援制度

制度あり

業務に必要な資格取得等についての費⽤負担

メンター制度

制度なし

キャリアコンサルティング制度

制度なし

社内検定制度

制度なし

採⽤実績

採⽤実績（学校）

＜⼤学＞ 
成城⼤学、東海⼤学、千葉⼯業⼤学
＜短⼤・⾼専・専門学校＞ 
⼤原簿記医療秘書公務員専門学校町⽥校、⼤原情報ビジネ
ス専門学校

採⽤実績（⼈数）

2017年 0名
2018年 4名
2019年 3名

過去3年間の新卒採⽤者数

2019年 3名

2018年 4名

2017年 0名

過去3年間の新卒離職者数

2019年 0名



2018年 1名

2017年 0名

過去3年間の新卒採⽤者数（男⼥別）

⼥性 男性 合計

2019年 2名 1名 3名

2018年 0名 4名 4名

2017年 0名 0名 0名

問い合わせ先

⾼砂鐵⼯(株)
〒175-0081 
東京都板橋区新河岸1-1-1 
採⽤担当／総務部総務グループ ⼤熊・酒⽥
TEL︓03-5399-8111

URL

http://www.takasago-t.co.jp/

E-MAIL

okuma-k@takasago-t.co.jp

交通機関

■都営地下鉄三⽥線「⻄台」駅より 徒歩10分 
■JR埼京線「浮間⾈渡」駅より
 国際興業バス〔東武練⾺駅⾏〕10分（浮間⾈渡駅⇒⾈渡⽔辺
公園） 
 「⾈渡⽔辺公園」停留所より 徒歩1分 
■東武東上線「東武練⾺」駅より
 国際興業バス〔浮間⾈渡駅⾏〕20分（東武練⾺駅⇒⾈渡⽔辺
公園） 
 「⾈渡⽔辺公園」停留所より 徒歩1分 


