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 住江織物グループ
C SRレポート2014  を
お読みいただく皆さまへ。

■ 対象期間
2013年度（2013年6月～2014年5月）
（一部対象期間外の活動も含みます）

■ 報告対象範囲
住江織物（株）並びに国内外の連結対象子会社。
但し、項目により対象範囲が異なります。

■ 参考ガイドライン
「ISO26000（社会的責任に関する手引き）」

■ 発行年月 
2014年12月 

　住江織物グループでは、２００１年より１４回発行してきた「環境レポート」の内容を
より充実させ、今年度より新たに「CSRレポート」としてステークホルダーの皆様に
お届けすることになりました。 
　私達は、この「CSRレポート」を、当グループのCSR活動をお伝えすると共に、皆様
からご意見をいただき、今後の活動の改善に繋げていくツールと捉えております。 
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２０１３年度の実績と
今後の取り組み
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特集②
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技術開発への挑戦

”人材”とこれからの100年

お客様とともに（納入実績）

従業員とともに（多様性の尊重・
人材育成・労働安全衛生）

お取引先様とともに
リスクマネジメント

KKR+Aのテーマのもとに

第3次中期行動目標

環境負荷の低減

生物多様性の保全活動・
環境会計

グループ概要
（国内・海外事業所）

グループ概要
（事業の拡がり）
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住江織物グループ CSRレポート 2014 住江織物グループ CSRレポート 201401 02



03 04

トップメッセージ

　2013年12月、当社は会社創立100周年
を迎え、次の100年に向けた新しいスタート
をきりました。企業とはなにか、事業を継続す
ることの意味を改めて考えますと、自己の利
潤を追求するだけでなく、すべてのステーク
ホルダーと良いつながりを築き、共に困難に
立ち向かい、乗り越えていくことである、と
いう思いに至ります。これからも、皆様との絆
に感謝しながら、共に歩んでまいりたいと
思っております。

Ｋ（健康）・Ｋ（環境）・Ｒ（リサイクル）
+Ａ（アメニティ：快適さ）
　当社の事業は、基本理念である、「Ｋ（健康）・
Ｋ（環境）・Ｒ（リサイクル）+Ａ（アメニティ：快適

さ）」に基づいており、今日に至るまでその基
本理念のもと、活動を行ってまいりました。
　例えば、シックハウスの原因となるホルム
アルデヒド等を消臭（吸着・分解）する「トリプ
ルフレッシュ®」は「健康」に寄与し、水平循環
型リサイクルタイルカーペット「ECOS®」や、
ペットボトル再生繊維「スミトロン®」は「リサ
イクル」をテーマに開発されました。また昨年、
新たに開始した太陽電池向けシリコンウエハ
の製造は、次代を担う再生可能エネルギー分
野で「環境」への貢献を目的とした事業です。
そして当社のすべての事業に通じ、会社創立
以来100年にわたって追求してきたのが、
人々の暮らしや気持ちを豊かにする、商品の
「快適さ」です。今後もこの「K（健康）・K（環
境）・R（リサイクル）+A（アメニティ：快適さ）」
の基本理念に基づいた事業活動を通して、よ
り良い製品の開発と、来るべき循環型社会へ
の貢献を目指してまいります。

グローバル展開について
　当社グループのもうひとつの事業テーマに
グローバル戦略があります。現在では、自動
車内装事業を中心に6か国で9社10拠点を展
開しており、売上高でグループ全体の約1/4
以上、従業員数で約40％を占めるに至り、そ
の重要性は年々増しております。当社が掲げ
る理念の浸透を各拠点で図るとともに、現地
社員の雇用を通じて新たに生まれた地域社
会とのつながりを大切にしてまいります。

人材について
　事業を推進していくうえで不可欠なものは
やはり人材です。
　当社は年次研修に加え、女性活躍プロジェクト、
経営塾等のプログラムを数多く実施しており、ス
キルの研鑚と立場にとらわれない意見の交換を行
うことで、風通しの良い、社員に開かれた職場づく
りを目指しております。社員一人ひとりが自らの考

新たな100年に向かって

会社の目的

よい製品を生産し、販売し、
社業の隆盛をはかり
社会の向上に貢献する。

社訓

業界の先駆者としての
誇りをもち、和協、誠実、不屈の
精神をつらぬく。

経営理念
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えから率先して「やりたいこと」を発信し、会社や仲
間がサポートし成し遂げていく、失敗を恐れないこ
の試みが社員を成長させ、ひいては社内に強い
現場力と和協の精神が培われると信じております。

　これからは、豊かさや安全・安心だけでなく、
地球環境への貢献が企業の事業継続の基本
となります。
　人が住む、憩うための生活空間に、当社商品を通
じて「豊かさ」を提供することを第一義としながら、
事業プロセスにおける環境への配慮を心掛け、社
会の持続的発展に資する商品の開発を目指します。
　これからの100年も、時代の変化に臆すること
なくチャレンジし続けてまいりますので、今までと
変わらぬご指導、ご支援をいただければ幸いです。

2014年12月

住江織物株式会社
代表取締役社長
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グループ概要（事業の拡がり）

　1891年（明治24年）の帝国議会議事堂開設の時に緞通を納入して以来、日本のインテリアの
パイオニアメーカーとして、ライフスタイルの近代化に貢献してきた住江織物グループ。
　環境にやさしく、デザイン性と機能性を兼ね備えたものづくりで、公共建築物やオフィスビル、
交通機関から一般のご家庭まで、多彩なインテリア商品を幅広く提供しております。

快適な暮らし、豊かな社会に活きる
住江織物グループの製品・技術

■ グループ人員の推移

■ 連結売上高と連結営業利益の推移 （単位：百万円）

■ 事業セグメント別連結売上高（2014年5月期）

その他
131百万円

合計88,266百万円

70,033 70,891 
75,324 

81,898 
88,266 

2012年
5月期

2010年
5月期

鉄道内装材

バス内装材 航空機内装材

船舶内装材

2011年
5月期

2013年
5月期

2014年
5月期

1,549 1,533 1,505 1,463 1,520

2,092

2,349 2,292
2,401

2,554

543 816 787 938 1,034

0
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売上高 営業利益

2012年
5月期
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5月期
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1,031
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売上高 営業利益

海外 国内

鉄道・バス・船舶・航空機内装材

機能性資材

Interior Materials for Trains / Buses / Ships / Aircraft

インテリア
（美術工芸織物を含む）

自動車・車両内装
（約54.1%）

47,703百万円

（約40.5%）

35,708百万円

機能資材
（約5.4%）

4,723百万円

電気カーペット

「香りでごまかさない 本当の消臭」
TispaⓇシリーズ

空気清浄機用消臭フィルター

太陽電池向け
シリコンウエハリサイクル繊維「スミトロンⓇ」

美術工芸織物

緞通 緞帳

カーペット カーテン ラグマット

壁紙
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インテリア

シート地 カーマット

フロアカーペット

自動車内装材

Interior Decor

Arts and Crafts Textiles

Automotive Textiles

Functional materials



■ 蘇州住江小出汽車用品
　 有限公司
　 蘇州（中国）

住江織物株式会社

■ Suminoe Textile of America 
　 Corporation C.A. Design
　 カリフォルニア（米国）

■ Suminoe Textile of 
　 America Corporation
　 サウスカロライナ（米国）

■ Suminoe Textile de Mexico, 
　 S.A. de C.V.
　 イラプアト（メキシコ）

■ 蘇州住江織物有限公司
　 蘇州（中国） 
　 ※ホットカーペット・
　 　フィルター製造

■ 住江織物商貿（上海）
　 有限公司
　 上海（中国）

■ Suminoe Teijin Techno 
　 Krishna India Pvt. Ltd.
　 グルガオン（インド）

■ 住江互太(広州)
　 汽車繊維製品有限公司
　 広州（中国）

海外の主な子会社

　当社は自動車内装材の総合メーカーとして、海外現地生産および現地部品調達といった
グローバル展開を拡大している日系自動車メーカーの各拠点に対して、迅速かつ安定的に弊社
商材を納入するために、各国へ製造・販売拠点を展開し、お客様のニーズに応えてまいりました。
今後も各国拠点における経済活動を通じて、地域への経済発展と雇用促進に貢献してまいります。

ファブリック・カーペット・マットなど自動車内装品を
中心としグローバルに展開しております。

■ 地域別売上高

■ PT. Sinar Suminoe Indonesia
　 バンドン（インドネシア）

■ PT. Suminoe Surya Techno
　 バンドン（インドネシア）

■ T.C.H.Suminoe Co., Ltd.
　 アユタヤ（タイ）

単位：百万円　※2010年5月期のアジアは「その他」地域を含む

2010年5月期
2,937

合計70,033
（海外比率 12.7%）

5,925
2011年5月期

2793,086

5,604 5,126

合計70,891
（海外比率 12.7%）

2012年5月期
3324,732

合計75,324
（海外比率 13.5%）

2013年5月期
5688,453

合計81,898
（海外比率 25.3%）

11,677

2014年5月期

64,69461,19865,13261,92061,170

4468,820

合計 88,266
（海外比率 26.7%）

14,305

Suminoe Textile of America
Corporation(米国：STA)
　２００3年、米国サウスカロライナ州ガフニー
市に住江織物（株）１００％子会社として設立いた
しました。STAは、ファブリック事業から操業を
開始し、カーペット事業、マット事業に続き、２０１
０年からはニードルパンチ事業投入へと順調に
事業拡大を続けております。
　過去には、リーマンショックなどによる景気低迷
の時期もありましたが、２００７年にISO/TS１６９４９
の認証を取得するなど、着実にお客様のニーズに
応えてまいりました。２０１３年には、日系自動車メー
カーの進出と増産に対応すべく、メキシコに子会
社を設立し、更なる事業展開を行なっています。
　今では、従業員数４００名の当社グローバル拠
点での最大規模の会社にまで成長いたしました。
今後も、自動車内装材のトータルサプライヤー
としての強みを活かし、積極的な受注活動で事
業展開を図っていくとと
もに、サウスカロライナ
州ガフニー市の雇用の
創出などの地域貢献に
も努めてまいります。 

T.C.H.Suminoe Co., Ltd
(タイ：TCHS)
　１９９４年、タイ中部のアユタヤに、住江織物
（株）の合弁会社として設立しました。ＴＣＨＳは、
当社グローバル拠点で最も歴史のある企業で
あり、設立来ファブリックとカーペットを中心と
した事業活動を行なっております。品質を重視
したものづくりに徹するため、２００２年に、
ISO/TS１６９４９の認証を取得いたしました。２０
０６年のＩＳＯ１４００１の認証取得を機に、地域の
環境負荷低減活動へも工場一丸となって取り
組んでまいりました。
　２０１１年には、タイの大洪水で工場が水没す
るという苦境も経験しましたが、日本および当
社海外拠点からのバックアップ生産供給体制
で、復旧まで供給に支障をきたさず対応し、お
客様の強い信頼を得ることができました。２０１
４年には、２０周年記念式典を開催し、今後当社
のグローバル拠点
の先駆者として、安
定した事業運営と
地域社会に貢献し
てまいります。

住江互太(広州)
汽車繊維製品有限公司(中国：SPM)
　２００５年、主要日系自動車メーカーが集結し
ている中国広州市の南沙区に、住江織物（株）
の合弁会社として設立いたしました。ＳＰＭは、
自動車生産の世界最大の市場にまで成長した
中国経済を背景に、ファブリック事業を中心とし
た順調な売上拡大を続け、中国における重要な
製造拠点の一つにまで成長いたしました。
　現在中国では、環境問題がクローズアップさ
れておりますが、ＳＰＭは設立当初から環境を
重視した事業運営を行なっており、パートナー
との協力のもと、使用している水の約３０％をリ
サイクルするなど、環境対策へも力を入れてま
いりました。
　２００９年には、ＩＳＯ/ＴＳ１６９４９の認証を取得
し、今後もより良い品質を確保したものづくり
に徹し、お客様からの信頼を強固にするととも
に、 環境負荷低減
活動やリスクマネジ
メント活動に注力し
てまいります。 

アジア北米 その他日本

■ 持分法適用会社
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■ 本社（大阪市）
■ 東京支店（東京都）
■ 奈良事業所（奈良県生駒郡）
■ 滋賀事業所（滋賀県甲賀市）
■ 京都美術工芸所（京都市）
■ 札幌営業所（札幌市）
■ 仙台営業所（仙台市）
■ 東関東営業所（埼玉県和光市）
■ 西関東営業所（神奈川県伊勢原市）
■ 名古屋営業所（名古屋市）
■ 広島営業所（広島市）
■ 福岡営業所（福岡市）

　住江テクノ（株）奈良工場は、住江織物グループの国内製造基幹会
社として２０１３年６月１日に新たに発足いたしました。
　奈良工場は、西名阪自動車道法隆寺IC近くにある安堵工業団地内、
世界文化遺産でもある法隆寺や斑鳩の里からも程近い位置にあり、
主にカーペットの製造工場として、長
年培われた技術を活かしたものづく
りと将来を見据えた新規商材への取
り組みを進めています。２０００年にISO
１４００１認証を取得し環境負荷の低減
活動を長きにわたり進めております。

〈主な製造事業所紹介〉
住江テクノ（株） 奈良工場

　琵琶湖と鈴鹿山系に囲まれた自然環境と、新名神高速や名阪道などの
主要幹線道路に近く立地する滋賀事業所は、操業開始後27年が経過し、
環境配慮型の2商材の生産拠点として昨年６月より、住江テクノ（株）滋賀
工場として新たなステージを歩み始めております。２００２年にISO14001認証
を取得し、以下の事業を展開しております。
①自動車用内装材、住宅建築資材
　などのオレフィンラミネート事業
②主にカーペットに使用される、
　使用済みペットボトルを原料とする
　スミトロン®紡糸事業

住江テクノ（株） 滋賀工場

　帝人テクロス（株）は、自動車用シート表皮材、衣料用、インテリア用
ファブリックの染色・織布生産を行っております。一貫生産の強みと時
代のニーズに合った最先端の商品の創造をモットーとしています。ま
た、工場内の省エネ活動と共に、環境に配慮した製品づくりに取り組ん
でおります。２００１年にISO14001の
認証を取得し、環境保全に対する意識
は従業員に浸透しており、グリーン調
達、エコ商品の拡販など全部署が環
境保全活動に取り組んでおります。

帝人テクロス（株）

グループ概要（国内・海外事業所）

国内事業所・国内の主な子会社

　尾張整染（株）は、本社工場と石川工場があります。本社工場は愛知県一宮
市にあり、車両内装材、インテリア布帛の染色加工および織物・丸編ニットな
どを主体にカーシート向け染色整理加工を行っております。石川工場は石川
県能美市にあり、経編ニットを主体にカーシート向け染色整理加工を行って
おります。他にも筆・ブラシ用材
料や花粉対策用網戸材料を取り
扱っております。また、２００３年に
ISO14001の認証を取得し、省
エネ・省資源・社会貢献活動に工
場全体で取り組んでおります。

尾張整染（株）

石川工場本社工場
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　　　　■…住江織物の事業所
■ ■ ■ ■…子会社と各営業所拠点

■ （株）スミノエ（大阪市）
　 カーペット、カーテンを中心としたインテリア製品の企画・販売
■ ルノン（株）（東京都）
　 壁紙を中心としたインテリア製品の企画・販売
■ 住江物流（株）（奈良県生駒郡）
　 製品の保管・加工・配送手配
■ （株）スミノエワークス（東京都）
　 インテリア製品の施工
■ （株）ソーイング兵庫（兵庫県丹波市）
　 ファブリック製品の縫製加工
■ スミノエ テイジン テクノ（株）（大阪市）
　 シート表皮材を中心とした自動車内装材の製造・販売
■ 丸中装栄（株）（大阪市）
　 車両内装材の卸業
■ 住江テクノ（株）
　 カーペットの製造・加工、長繊維紡糸（リサイクル含む）
　 及び不織布の製造・販売
　 奈良工場（奈良県生駒郡）・滋賀工場（滋賀県甲賀市）
■ 丹後テクスタイル（株）（京都府京丹後市）
　 緞帳、緞通、ラグマットの製造・販売
■ 帝人テクロス（株）（愛知県稲沢市）
　 自動車用シート表皮材、椅子張地、衣料用生地の製造・販売
■ 尾張整染（株）
　 自動車用シート表皮材、インテリア用生地の染色整理加工
　 本社（愛知県一宮市）・石川工場（石川県能美市）
■ 関西ラボラトリー（株）
　 試験・検査業務
　 奈良ラボ（奈良県生駒郡）・大阪ラボ（大阪府松原市）
■ 中超住江 デバイス・テクノロジー（株）（大阪市）
　 太陽光電池向けシリコンインゴットのスライス事業



1990年

樹脂加工技術高機能化による商品開発

1995年 2000年
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　志が見える技術開発を実現するた
めに、我が社の開発者は入社以来「環
境商品を創り出すことが開発者の使
命だ」ということを耳にタコができる
ぐらい教え込まれます。そんな「環境
意識」に根差した志を実現するため
の技術開発に日々挑戦しています。
　そのためには日常の業務の行動パ
ターンひとつをとっても、照明の細や
かなON-OFFや冷暖房時の温度設
定（冷房28℃、暖房20℃）に気を配
ることから始まります。そして、「住江
織物グループ環境対策宣言」と「行
動指針」を熟読するのはもちろんで
すが、単なる金科玉条に終わらせる
ことでは意味がありません。開発者
全員が輪番制で「環境マネジメント
システム」の推進者となり、職場の環
境推進を自分で引っ張っていくとい
う役割を経験します。この体験によっ
て、使用禁止物質の理解がより深ま
り、また随時改正される法令やユー
ザーからの環境要求事項にもアンテ
ナを立てながら開発をするように
なってくるのです。

「社会に貢献する商品を」
開発者の挑戦は絶えることなく続く。

抗アレルゲン試験

スミトロン®
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スミキューブ®

（鉄道車両用シートクッション材）
火災発生時、シアンガスのような有毒
ガスが発生しない安全な素材を使用。
使用後回収して、再利用する技術を確
立しており、産廃物ゼロを目指しており
ます。ＪＲ、私鉄や公営地下鉄の通勤車
両に幅広く利用されており、より高度
な快適性が要求される特急や新幹線
にも使用されております。

※上記年表の年代は技術開発した時期を記載しております。

消臭カーテン・モケット　
近畿日本鉄道（株）伊勢志摩ライナースミトロン®を使ったラグマット

トリプルフレッシュ®プラス

大阪府大阪市 
介護・福祉施設

石川県七尾市 
グループホーム

TFP ホスピタルカーテン IV

介護臭（加齢臭・便臭・汗臭）の消臭機能「ト
リプルフレッシュ®プラス」加工を施した
カーテン、カーペット、壁紙商
品を販売。病院や介護・福祉施
設などに採用されています。

新しい価値を発信したいと
商品開発会議スタート。

スウィングネット®ファブリックス
（三次元ニット）
表裏の編地を連結させる糸に太いモ
ノフィラメントを使用することにより、
優れたクッション性・振動吸収性・通気
性のある製品（ニット生地）を開発しま
した。体圧分散、姿勢保持、疲労軽減に
効果があり、カーシートなどに採用さ
れております。基
布と連結糸にポ
リエステル使用
の場合、リサイク
ルが可能です。

ホルムアルデヒド・たばこ臭・生活悪臭
を消臭する「トリプルフレッシュ®」加工
を施したカーテン、カーペット商品を発
売、シックハウス対策商品として、注目を
集めました。現在も、ホテル
などの公共施設や車輌に
続々採用されております。

トリプルフレッシュ®

各種土木シート

人工酵素を用いたユニークな発想の
消臭加工技術を確立。即効性に優れた
吸着作用により悪臭ガスを素早く引き
付け、人工酵素の作用で継続的に分解
します。冷蔵庫用消臭フィルターにお
いて10年以上の実績があり、近年に
おいては空気清浄機や暖房器にも採
用され、年々広がりを見せております。
さらに、「靴箱用」「洋服ダンス用」など
７種類の用途に応じた家庭用消臭剤
「TispaⓇ」としても
展開しております。

トリプルフレッシュ®バイオ

燃焼時の有毒ガスの発生が少ない、オ
レフィン系の簡易施工型防滑マットを
開発。鉄道車両用材料燃焼試験で難燃
性の認定を取得し、滑りにくい特長か
ら鉄道車両の出入り口に、また、バス車
内の事故防止や注意喚起のための表
示フィルムとして採用されております。

OHフィルム
遮水シート「バリアス」は、廃棄物最終
処分場の法面や底面に使用し、廃棄物
に染み込んだ雨水等を土壌に漏らさ
ない役割を担っております。また、ペッ
トボトルが原料であるポリエステル不
織布を使用した土木用シートなどを生
産しております。
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創立１００年来続いてきた開発者の挑戦の歴史と想いをご紹介します。

日常の環境推進が地球環境に
配慮した開発に繋がる

　こうして培われた「環境意識」によっ
て生み出された環境商品ですが、それ
は独善的なものであってはなりません。
泥臭い言い方ですが、市場のニーズと
合致していなければ生み出す価値はあ
りません。具体的には市場との窓口とな
る営業部門とミーティングや合同会議
を定期的に開催し、効率的に連携してい
ます。新入社員も参加し、意見を求めら
れることは言うまでもありません。

お客様に喜ばれてこそ
生み出す価値がある

　もうひとつ、開発者たる者は、時と
して現場主義者になる必要があると
いうことです。製造現場では単純な
足し算引き算だけでは解答が出ない
ケースがままあります。特に繊維加
工業といった幅広く、そして連続的な
長さのある商材を製造する工程にお
いては、デジタルだけでは通用しな
い局面が存在します。このアナログ
的な製造テクニックは、『匠技術』に
もつながり、何年も現場で従事する
ことによって培われるので、開発者が
短期間で身に付けることは不可能と
思われますが、現場主義者の声を理
解する努力が必要と考えています。

　そして営業・開発・製造が三位一体
となって、はじめて魅力的な環境商品
が生み出されることになります。

『匠技術』を理解する
努力を惜しまない

志が見える技術開発への挑戦

住江織物（株）　
テクニカルセンター
開発部　
機能加工開発グループ 
グループリーダー
西野 善春

1990年

1996年

1995年

2000年 2001年 2002年

2002年2000年1998年

表面層

裏面層

パイル

福岡市交通局

使用済みペットボトルから再生したポリエス
テル糸「スミトロン®」の開発に成功しました。
地球環境への配慮と企業の発展
の両立を目指し、新たな時代へ
の歩みのスタートとなりました。

繊維加工技術高機能化による商品開発

東海道・山陽新幹線
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新たな技術分野への拡がり

2010年2005年 2015年

室内空気をきれいにする網戸用ポリエス
テルハイメッシュネットの販売を開始い
たしました。網目の大きさが従来網戸
ネットの約160分の１であ
るため、スギ、ヒノキなどの
花粉の侵入を80％以上阻
止することができます。

次世代型機能網戸用ネット 
「クロスキャビン®」

特殊ポリエステルにより腰が強く屈曲回
復の良い糸を独自技術により先を細くし
たテーパー状とし、自然でし
なやかな毛先を開発。画筆、
化粧筆、刷毛など幅広い分
野で採用頂いております。

ブリッスル「KEAT」（ブラシ用毛材）自動車シート地用高機能合成皮革　
「セルクロス®」

繊維の消臭試験方法※の
国際標準化に参画

　先輩から引き継がれてきたより
良い社会を創るという想いを常
に念頭に置いて、研究開発を行っ
ています。
　中でもK（健康）、K（環境）、R（リ
サイクル）＋A（アメニティ）を基本
理念として開発業務に従事する
姿勢は、1998年より振れること
なく続いています。とりわけコア
技術のひとつとなる「消臭」技
術ーその消臭評価・分析技術
は、業界でもトップクラスである
と自負しております。 
　当社が持つ『匠技術』である
織・編・機能加工技術を軸とし、産
学官連携プロジェクトにて裾野を
拡げ、他業種との融合を図り、革
新的な開発に取り組んでいます。
環境をキーワードに保有技術の
進化と新分野への挑戦により、次
世代に向けた成長の芽をはぐく
んでまいります。

取締役
技術・生産本部
本部長
三村　善英

技術担当役員の想い

健康と美容に貢献する天然由来の機
能性素材を当社で事業化いたしまし
た。石川県・加賀伝統の健康野菜金時
草を使った粉末、ビタミンやポリフェ
ノールなど美容に関わる栄要素が豊
富なイチゴから独自技術で抽出したエ
キスと粉末などを展開。素材の特性・
特徴を活かした健康食品、サプリメン
ト、化粧品へ採用頂いております。

スミノエバイオテック®

※ISO17299-5 金属酸化物半導体センサ法

抗アレルゲン機能繊維加工技術
「アレルブロック®」従来の「トリプルフレッシュ®」加工と比

較してホルム
アルデヒドに
対する消臭性
能が2倍にアッ
プしました。

トリプルフレッシュ®Ⅱ

RF-8279
（ルノンフレッシュプレミアム見本帳掲載）

壁紙で初めて抗アレルゲン機能を付
加した「抗アレルゲン壁紙・アレルブ
ロック®」を発売しました。使用してい
る抗アレルゲン材は、天然鉱物由来
の無機性の多層構造を特徴とし、ス
ギ花粉やダニ由来のアレルゲンを吸
着し、働きを抑えます。この「アレルブ
ロック®」商品はラグや
カーテンなどにも展開さ
れております。

ポリウレタン合成皮革である「フレー
ザークロス®」がシート表皮材として採
用されました。この商品は、柔らかい風
合いを特徴とし、高耐久性を保持しつ
つ、従来の商品に比較して30%の軽量
化を図ることができました。シート総重
量を軽くすることから、環境にやさしい
商材となっております。

自動車シート地用
高耐久軽量ポリウレタン合成皮革
「フレーザークロス®」

16.776 mm

一般家屋の屋根防水用シートとして、軽
量で透湿性もあり、
かつ遮熱タイプの
ルーフィング材の生産
を開始いたしました。

遮熱ルーフィング

遮熱性

におい識別装置FF-2A（島津製作所）

メイクブラシ

2007年

2008年

2010年

2010年 2010年 2012年

2008年 2008年
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水の侵入を防ぐ防水性とムレの発生を
抑える透湿性の２つの機能を合わせ持つ
合成皮革「セルクロス®」の販売開始。ま
た、孔にある空気が断熱材の働きをする
ため、一般的な合成皮革
に比べて着座時に感じ
る温度変化に対する不
快感を低減いたします。

瓦面

野地板面 金時草乾燥粉末 イチゴポリフェノールエキス・粉末

（株）中村超硬と「中超住江 デバイス・テクノロジー（株）」を合弁で設立。太陽
電池製造における最重要工程のひとつである、ダイヤモンドソーワイヤーに
よるシリコンウエハのスライス加工事業を開始いたしました。

太陽電池向けシリコンウエハのスライス加工事業

2013年

シリコンインゴット 太陽光パネルシリコンウエハ

2012年

熱可塑性樹脂のハニカム構造体に当
社のナノサイズの特殊難燃フィラー
を練りこむことで、軽量で強度のある
難燃性ハニカム構造体を開発いたし
ました。今後幅広い用途に展開して
まいります。

難燃性樹脂ハニカム構造体
「スミハニカム®」

2013年

主軸
ローラー

主軸
ローラー

ワイヤ回収
ボビン

ワイヤ供給
ボビン

シリコンインゴット

ダイヤモンド
ソーワイヤ

抗ウィルス機能繊維加工技術
「CLEANSE®」

2008年

体から蒸発する水分を吸収することで
熱を発する特殊加工技術を開発いた
しました。ポリエステルなどの吸湿性
が少ない繊維素材にも加工が可能で、
触っているところからじんわり温かく
なる、秋冬向けのカーペッ
トの機能加工です。

温感加工「ウォームエコ®」

春夏向けのカーペットの機能加工とし
て、触ってひんやり感じる涼感加工技
術を開発いたしました。マイクロカプセ
ルに封入された物質が体温で融解す
る際に体の熱を吸収いたします。更に
特殊吸湿材を加えること
でも熱を素早く吸収し、心
地よい爽快感を与えます。

涼感加工「クールエコ®」

2009年

2009年

広島大学大学院 二川浩樹教授が口腔
内の洗浄などに使われている成分を
ベースに開発された固定化抗菌成分
「Etak®」を繊維表面に強力に固定化す
る加工技術です。この技術を、クラボウ
とスミノエとの取り組みに
よりカーテン・カーペットに
応用いたしました。

水平循環型リサイクルタイルカーペット
「ECOS®(エコス）」
廃棄物の削減をかつてないレベルで実
現。表面材には「スミトロン®」を使用※し、
裏材には市場から回収した使用済タイ
ルカーペットのみの再生材を使用するこ
とで、最大77%の再生材比率を実現。
カーペット業界で初めて新基準のエコ
マークを取得いたしました。またLCA評
価においては当社従来品比で最大43%
のCO2削減率を達成しております。
※表面材に「スミトロン®」を使用しているのは
SG-300・400・500シリーズで、最大77%の再
生材比率はECOS SG-300・400シリーズ、最大
43%のCO2削減率はECOS SG-500の場合です。

ECOS 
SG-400シリーズ

「クールエコ®」をバージョンUPして開
発。カーペットの上に座って体圧をかけ
ることで、基布に加工した特
殊ポリマー内の物質が吸熱
反応して冷却いたします。

「クールエコ®2」
2012年2011年

車両用ドア芯材に採用

スミハニカムを
適用



エコス開発チーム
左から
山崎 成悟、石井 宏明、清水 和文、米村 尭紘
井上 拓弥、櫻井 武、信田 政春
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　平成25年度「第10回ＬＣＡ日本フォーラム表彰」におい
て、2014年1月に「ＬＣＡ日本フォーラム奨励賞」（主催：ＬＣ
Ａ日本フォーラム）を受賞いたしました。「●タイルカーペッ
トへ環境効率を適用し、リサイクル効果をＬＣＡ手法を活
用し数値として明確に社会に示し、水平リサイクルをプラ
ス効果として社会にアピールしたこと。 ●製品の水平リサ
イクルは大変障壁が高い
が、果敢に挑戦し着実に
市場への普及効果を上
げたこと。」が評価の対象
となりました。

　近年、環境問題が大きくクローズアップされるようになり
ました。「循環型社会」に向けて、私達はカーペットメーカーと
して、これまでもペットボトルをリサイクルした繊維「スミトロ
ン®」をパイル素材として開発するなど、リサイクル製品の開
発に取り組んでまいりました。
　タイルカーペットのバッキングには、塩ビ樹脂が使われて
いますが、「ECOS®（エコス）」のバッキングでは、全て廃タイ
ルカーペットのリサイクル材の利用を目指しましたが、これ
は再生材比率の極限に挑戦することでした。
　しかしながら開発は困難を極めました。通常のタイルカーペット
を生産するノウハウはまったく役に立たず、材料構成や加工条件

　本物件の商談にあたり、設計事務所の株式会社
ニュージェック様に「ECOS®（エコス）」シリーズを提
案させて頂いたところ、①リサイクルシステムの確立 
②高いリサイクル率 ③従来品と変わらないコストに
ついて、他社との競合の中で高い評価を頂きました。
また、納入先である関西電力株式会社様への提案の
機会を得ることができ、上記３点のポイントが評価さ
れて採用にいたりました。関西電力株式会社様には、
本物件以外でも引き続きお世話になる機会を得るこ
とができ、日頃の営業の自信にもつながりました。

　”環境にやさしい営業所”を計画コンセプトに
掲げ、CASBEE（建築物環境総合性能評価システ
ム）のSランクの達成を目標としました。
　エコ材料・製品等の積極的な採用をその一手法と位
置づけ、「ECOS®」シリーズを施主様に提案したところ、
世界トップクラスの再生材比率でありながらコストが
従来品と変わらないことやカーペットそのものの質感と
デザイン性を気に入っていただけました。CASBEEの
Sランクを達成し、大阪府サステナブルデザイン賞を
受賞するなど、低炭素社会に相応しい建築となりました。

　「ECOS®（エコス）」は2011年7月15日から発売をスタートし、現在に至るまで29マーク、297アイテムを
発表。今後も順次、製造・販売するタイルカーペットを「ECOS®（エコス）」へ切り替えてまいります。企業に
おける環境への対応が求められる状況下、この事業を通じてサステナブル社会の構築に貢献してまいります。

特集① ＫＫＲ＋Ａ　社会に貢献する商品と技術開発への挑戦

「資源を未来へ。」をキーワードに、
”廃棄物の削減”と”資源の循環”をかつてない
レベルで実現するシステムを構築しました。

市場に流通しているリサイクルタイルカーペットは、再生
材比率が25％～40％強のものが、ほとんどです。「ECOS®
（エコス）」は、従来品を大きく上回る再生材比率、最大77％※
を達成いたしました。
※ECOS® SG-300、SG-400の場合

世界トップクラスの再生材比率を達成。

再生材の中には、由来を特定できないものも多くありま
す。「ECOS®（エコス）」はバッキング材の再生材を使用済
みタイルカーペットのみに限定。材料の由来を明確に管理
し、安全性を確保いたしました。

再生材の原料を限定し、安全性を管理。

ペットボトル由来のポリエステル材「スミトロン®」を表面の
パイル材に用いた「ECOS® SG」シリーズは、LCA評価にお
いて当社従来品比で最大43％※のCO2削減率を達成。製
品重量も約5％軽量化。運搬・輸送時の負荷を抑えました。
※ECOS® SG-500の場合

従来品と比較して、CO2排出量を大幅削減。

ECOS® LX-1700

使 用

使 用

再 生

再 生

表面材と裏材の両方に
リサイクル材を使用。

表面材（糸）
［スミトロン®（ポリエステル再生糸）］

裏材（バッキング）

■ 表面材と裏材のダブルリサイクル

ペットボトル

ペットボトル飲料
購入・消費 ペットボトル

廃棄

使用済みペットボトル
収集、運搬

リサイクル工場

住江テクノ（株）奈良工場
タイルカーペット工場

住江テクノ（株）
滋賀工場
スミトロン紡糸工場

グリーン購入
施工

リサイクル
タイルカーペット
納品

リサイクル
カーペット使用

タイル
カーペット廃棄

リサイクル
タイルカーペットの出荷

住江テクノ（株）
奈良工場
タイルカーペット
工場

指定リサイクル工場

廃タイルカーペット
収集、運搬

LCA日本フォーラム奨励賞受賞

　日経アーキテクチュアと日経ホームビルダーが創設した
「ECHO CITY製品大賞 2013」において、2014年2月に、住
江織物グループの水平循環型リサイクルタイルカーペット
「ECOS®（エコス）」シリーズが『大賞』を受賞いたしました。
　市場からの回収システムを構築し、高いリサイクル率の
製品を従来品と変わらぬ価格で提供していること等が高
く評価され、隈 研吾 審査
委員長より「建築業界の
将来にインパクトを与え
る取り組みである。」との
コメントを頂きました。

「ECHO CITY製品大賞2013」『大賞』受賞

〈営業担当者の想い〉
株式会社スミノエ
西日本開発部 
課長 平田 淳

〈納入企業様からのコメント〉
株式会社 ニュージェック　
建築グループ建築設計第二チーム　
チームマネジャー 宮原 嘉成様

表面材（糸）にスミトロン®を
使用しているECOS® SG-300・
400・500シリーズの場合の
循環図です。

（エコス）水平循環型リサイクルタイルカーペットの３つの特長

受賞歴

開発への技術者の想い

納入して頂いた企業様と営業担当者の想い

（エコス）リサイクルシステム（ダブルリサイクル）循環図

平成25年度
「第10回LCA日本フォーラム表彰」
「LCA日本フォーラム奨励賞」受賞
2014年1月発表

大賞
建材・設置メーカー
から応募された
製品を対象に
審査委員会により選出
2014年2月発表

を一から見直す必要がありました。一つ一つの課題をクリアし、基
礎研究では１年を要し、さらに生産化まで２年の歳月を要しました。
　開発者同士、互いに励まし、アイデアをひねり出し、トライ
アンドエラーの連続でしたが、自分たちこそ“7人のプロジェ
クトメンバー侍”であるという技術者魂を胸に、商品化までこ
ぎつけることができました。
「ECOS®（エコス）」は画期的な水平循環型リサイクルタイル
カーペットです。
　環境改善に大きく寄与できた事を誇りに思い、お客様のご理
解を今後ますます得られるよう、改良に取り組んでまいります。
　　　　　　　　　　  住江テクノ（株） 技術開発部 担当部長　清水 和文

「関西電力株式会社 北摂営業所」に
「ECOS®（エコス）シリーズ」が
採用されました。
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福田（司会進行）　住江織物グループの女性
社員がいきいきと働くためには、どのような
方策が必要か･･･2013年10月より各部門か
ら選出された8名の社員と、3回にわたって検
討してきました。
　本日は、その女性活躍検討会の一環とし
て、わたしたち女性社員と吉川社長、飯田常
務の座談会を企画しました。
　女性はもちろんですが、従業員みんながい
きいきと働ける会社であるよう、従業員アン
ケートの結果も踏まえ意見を交わしたいと思
います。さっそくお聞きしたいのですが、住江
織物グループの採用時に、男女格差のような
ものを感じたことはありますか？
矢田　わたしは、全く感じません。ここ数年の
入社者を見ても、人を能力でしっかり判断し
てくれていると思います。
飯田常務　採用の大前提は、ハキハキと元気
な人であること。男女を問わず、どれぐらい前

向きに生きていけるかを見ています。それと、
人の意見を吸収しながら、スキルアップできる
かどうか。男女差は関係ないと思っています。
福田　｢アンケート1｣を見ると、入社後も性
別に関わりなく能力や成果で評価が行われて
いるかという問いに対し、肯定的に思っている
方が半数を超えています。
大島　わたしの部署では、インテリア製品の新
規Web事業を担当しています。正社員の男女
比率がだいたい同じですし、純粋に売り上げで
評価されるので、ほとんど評価に対する性差は
感じません。昇進についても、今後は男女差が

採用時、男女の格差は
全く感じなかった。

なくなっていけばいいと思います。
大澤　わたしが所属するテクニカルセンター
でも、男女関係なくマーケットインを加味した
技術開発テーマが与えられています。商品化
に貢献できれば評価されるので、ほとんど男
女差は感じません。
吉川社長　活躍する場という意味では、男女差
なく完全にイーブンにするのが理想だけれど
も、まだまだ課題は多い。ただ、女性がターゲッ
トの市場であったり、技術開発、商品企画など、
男女の差がない、または女性の方が有利な分
野がある。その分野から、まず、実績を積んで
いってもらいたいと思っている。

堀野　わたしは2度の出産で、合計3年近く育
児休業を取得させていただきました。部署の方
にご迷惑をおかけすることを心配しましたが、
家族と自分自身にとって必要な期間であると
いう思いからです。復職してからも、子どもの急
な病気やお迎えなどで会社を休むこともあるだ
ろうということで、1年ぐらい他の部署との関わ
りの少ない業務にしてもらったりと、いろいろ配
慮していただけました。当社の就業規則は国の
法律を上回りますが、最終的には上司の判断な
どの影響が大きいのではないでしょうか。

子育てしながらの就業は
周囲の理解と協力が必要

吉川社長　確かに上司の理解力にもかかっ
ています。わたしは古い考え方かもしれない
けれど、子どもが産まれたらしばらくは、女性
は育児に重点を置くべきだと思っています。
子どもにとって、母性はとても大切なものだ
と思うから。でも、そういう期間が過ぎて復職
して、子どもも心配ないという時は、もっと
ハードな仕事もこなしてもらいたい。しかしそ
の期間はブランクになっているわけだから、
後がすごく苦労することになる。上司も含め、
周囲の人の理解が必要だろう。
渡邊　育児と並行になれば、それ以前と同じ業
務を続けることができなくなります。一時的に
パワーダウンしてしまうんだけど、｢やりたい｣と
いう人は、子どもが成長して育児が軽減される
に従い、またパワーを盛り返します。だから周囲
が｢今はパワーダウンの時期なんだ｣と理解す
ることが必要ですし、パワーダウンしている時
だけを見て判断しないで欲しいと思います。
吉川社長　子育てを経たことで、秘めていた
力が出ることもあります。本当に周囲は、その
あたりのことを配慮しなくては。
飯田常務　社内でのコミュニケーションが、本
当に大事ですね。そういうことを通して、当社
は育児が一段落した時に、復帰しやすい会社
でありたいですね。
福田　これからは育児だけでなく、介護の問
題なども起こってきます。｢アンケート2｣の

社員のヤル気に応える
そんな会社であり続けたい。
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■ 参加者（敬称略）

代表取締役社長
吉川 一三
常務取締役
飯田 均
住江織物㈱ 購買部
矢田 晴子
住江織物㈱ 西日本車両営業部
大阪バス営業G
濱本 裕子
住江織物㈱
新規事業推進統括室
深城 裕子
住江織物㈱ テクニカルセンター
開発部 機能加工開発G
大澤 まゆみ
スミノエ テイジン テクノ㈱
デザイン部第１G
渡邊 直子
㈱スミノエ 業務統括部
堀野 晶子
㈱スミノエ 新規事業部WEBショップ
大島 恵
ルノン㈱ 近畿圏営業開発部
山本 早紀
住江織物㈱ CSR推進室
福田 直子（進行役）

特集② ”人材”とこれからの100年

女性活躍検討会メンバー座談会より

■ 一般・契約社員 働きやすさアンケートより※（単位：％）
■ そう思う ■ どちらかと言えばそう思う ■ どちらかと言えばそう思わない

※2013年3月実施・住江織物グループ国内事業所
　従業員を対象とし、1004名が回答

■ そう思わない

〈アンケート１〉わたしの職場では、性別
に関わりなく能力や成果で評価してい
ると思う

〈アンケート2〉わたしの職場では、男女
ともに育児・介護休業や短時間勤務をと
りやすい雰囲気だと思う

男性
女性
合計

男性
女性
合計

15.8 41.0 27.8 15.3

9.5 21.9 29.1 39.6

10.0 21.5 26.6 41.8
9.0 23.1 32.8 35.1

18.0 40.3 28.818.0 40.3 28.8 12.9
11.9 40.9 27.5 19.7
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｢男女ともに育児・介護休業や短時間勤務を
取りやすいか｣については、男女ともに70%弱
の方が｢そう思わない｣と答えているのが現状
です。育児や介護に関する制度をもっと利用
しやすい環境にしていく必要があります。

山本　入社した時は、確かに男女の差は感じ
ないのですが、気になるのは、わたしの職場に
女性マネージャーがいないことなんです。だ
から社内の制度を変えないと、女性は上に行
けないのかなと思います。
福田　｢アンケート3｣の｢性別に関係なく昇進・昇
格できていると思うか｣という問いには、特に女性
が｢そう思わない｣と答えていますし、現状、女性
のマネジメント職層の人数は、まだまだ少ないで
すね。一方｢アンケート4｣では、｢わたしは将来は
マネジメント職になりたいと思う｣という女性が
極端に少ないですが、どうお考えになりますか。

深城　自分の周囲に、目標となるようなマネ
ジメント職の女性が少ないということもあり、
どうキャリアアップしていけばいいのか、相談
できる相手がいないというのが問題だと思い
ます。将来家庭を持って、プライベートと仕事
を両立させる中で、どうステップアップしてい
けばいいのかがわからない、それがアンケート
の結果になっているのだと思います。
濱本　わたしは、マネジメント職になりたい人
は、もっと多いのではないかと思っていました。
マネジメント職という存在を、憧れやうらやまし
いと思う人が少ないのかもしれません。
渡邊　そこまでまだ意識が追いついていな
いんだと思います。先に行っている人がいな
いので、イメージできていないんです。現在、
わたしはグループリーダーをやっているので
すが、任命された時は、全く予想していなかっ
たので、ちょっとびっくりしました。それで今、
必死に意識を変えようとしています。部下を
使って組織を変革することがマネジメント職
の仕事だと思いますが、女性であっても｢自
分はマネジメント職になるんだ｣という意識を
当たり前に持つような雰囲気に、わたしたち
が変えていく必要があると思います。
吉川社長　目標になる人がいないなら、自分
がなっていくしかない。自分がこうなりたいと
思ったら、ちゃんとなっていけると思う。それ
がこの会社のいい点だと思う。現場で営業を
やっていた時代、わたしの感覚と上司の感覚
がズレることがあった。｢上はわかってない
なぁ｣とストレスに感じていた。だから自分が
上司になって｢よかったなぁ｣と思ったのは、そ
ういうストレスから解放されたことだ。そのぶ
ん責任も大きくなるんだけれどもね（笑）　
まぁそういうのも含めて、上司の力だね。
濱本　そういう意味でいうと、わたしは上司
に恵まれました。
飯田常務　現場が好きだから、まだマネジメン
ト職になりたくないというのもあるのでしょう。
渡邊　マネジメント職になってしまうと、今の
仕事を手放さなければならない。それがもっ

たいなく思えるということはあります。
吉川社長　マネジメント職というのは、現場を
きっちりと把握できる人でないと務まらない。
逆に言うと、現場も知らない人にマネジメント
職はやらせられない。現場が好きな人こそ、ど
しどしマネジメント職になって欲しい。

福田　では最後に、"女性"ということに限らず、
これから住江織物グループの従業員がいきい
きと働くには、どのようにすればいいのか語っ
ていただきたいのですが。
深城　部署、部門を問わず、いろんな方々と
関わっていけたらいいなと思います。
吉川社長　いろんな意見があると思うが、従業
員の皆さん、特に若い人に求めたいのは、会社
はどうあるべきかを考えて、どしどし具申して欲
しいということ。それが私の望みだし、社員一人
ひとりがそうしてくれたら、絶対に会社は伸びる
と思う。｢会社は何もしてくれない｣という言葉

を聞くけれど、会社っていうのは、自分の夢とか
生活とか、やりたいことをするための｢ツール｣
なんだと思う。だから、一生懸命やろうという人
には、会社は全面的にサポートしたいと思う。
飯田常務　わたしは会社の辞令は、今まで素
直に受けてきました。そうやって与えられた職
務の中で、責任感や義務、達成感を小さいと
ころから積み上げてきました。そういう経験は
今生きているし、皆さん方のキャリアアップに
活かして欲しいし、たずねて欲しい。答えられ
るものは、何でも答えたいと思います。
福田　もう時間も迫ってきましたが、何か｢これ
だけは｣というメッセージがあれば･･･。
吉川社長　問題があったら先送りするな、と
いうこと。そういう時に正々堂々とヘルプの信
号を出して欲しいな。それと、問題が起こった
時は一人で抱え込まないこと。要するに一人
ではなく会社組織全体を引っ張り出して、問題
を解決すること。
　それと｢失敗しても、必ず朝は来る｣。一生懸命
やったら、何か通じるものも出てくる。でもね、
単に｢助けて！｣だけでは、ダメだね。やはり｢自分
は、こうしたいと思う｣というアイデアを出して
欲しい。そこから答えが見えてくるはずだから。
　そして、この会社は従業員の皆さんの｢こう
いうことをしたい｣という想いを受け止められ
る柔軟な会社であることを、理解して欲しい。
まだまだ現実的には課題が多いかもしれない
が、皆さん方の想いを貫くことによって、必ず
未来が開けると思います。
福田　社長、飯田常務、そして検討会の皆さ
ん、ありがとうございました。
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■ 一般・契約社員 働きやすさアンケートより（単位：％）
■ そう思う ■ どちらかと言えばそう思う ■ どちらかと言えばそう思わない ■ そう思わない

〈アンケート3〉わたしの職場では、性別
に関わりなく昇進（役職への登用）・昇格
（資格等級が上がること）が行われてい
ると思う

女性のための
「仕事力アップセミナー」

男性
女性
合計

5.9 32.3 36.8 24.9
10.7 34.8 35.0 19.5

　2014年10・11月に『女性のための
「仕事力アップセミナー」』を開催、49名
の女性社員が受講いたしました。先輩
女性社員からのメッセージの後、手際よ
く業務を進めるために必要なポイントを
学びました。　
　希望者による奈良事業所の見学も
行っております。

後列左より：福田、濱本、矢田、吉川社長、飯田常務、大島、渡邊　前列左より：深城、堀野、山本、大澤

目標とする人がいなければ
自分がなる、の気概で

｢こうしたい｣という想いを
受け止めていく会社

13.7 35.1 34.2 17.0

〈アンケート4〉わたしは、将来はマネジ
メント職になりたいと思う 9.5 24.2 40.4 25.9

13.2 28.8 38.9 19.1
3.0 16.3 44.5 36.1

男性
女性
合計

特集② ”人材”とこれからの100年



■ コーポレートガバナンス体制図

■ ＣＳＲ推進体制
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　住江織物（株）並びにグループ各社が、経営理念を着実
に実践し、存在価値を永続的に高めるには、その事業活動
すべてにおいて、高い倫理観をもって行動することが重
要です。役員、従業員が遵守すべき規範を企業行動規範
として定めております。

法令その他の社会的規範を遵守し、
公正で健全な企業活動を行います。

　当社は、２００６年６月の「コンプライアンス宣言」（吉川
社長）を基本として、創業１００年の社是・社訓を「住江織物
グループの経営理念」として体系化し、「コンプライアンス
推進体制」、「住江織物グループ企業行動基準」、「企業倫
理ホットライン（内部通報制度）」の４部構成のガイダンス
としてまとめました。
　その年から、グループ全社員に配付、入社時・各階層別
研修などを実施して、コンプライアンス意識の浸透を図っ

　2012年4月より、ＣＳＲ推進準備委員会を開催し、「住江
織物グループ企業行動規範」から、当社グループとして、
何に重点をおいたＣＳＲ活動を推進すべきか検討を重ねて
まいりました。　　
　ISO26000を参考ガイドラインとした７つの取り組み
分野ごとに主要指標（KPI）を設定し、社会から、より信頼
される企業となるよう、まず法令遵守の徹底をベースにし
た活動に取り組んでおります。
　2014年12月には、ＣＳＲ推進委員会を正式に発足しま
した。年4回の定期開催を予定し、全体的な活動方針の決
定、各部会の活動計画の審議、進捗確認、そして期末には
結果報告を受け、次年度の取り組みを検討するなど、中心
的役割を担ってまいります。
　今後、分野ごとに分けた各部会をフレキシブルに開催
し、ますますＣＳＲ活動を充実させ、社会に貢献できる企業
を目指してまいります。

　7名の取締役（うち、社外取締役1名）で構成し、業務執行の監督及
び重要事項の決定を行っています。2013年度（第125期）は9回開
催いたしました。

取締役会

　監査役3名（うち、社外監査役2名）で構成し、監査方針・計画の決
定、監査報告についての協議を行っています。2013年度（第125期)
は8回開催いたしました。

監査役会

　経営会議は、原則毎週開催し、経営上重要事項の報告・審議を行い、特
に重要事項については、取締役会に上申します。CSRに関する重要事項
及び財務報告に係る内部統制の評価については、CSR・内部統制審議会と
して審議します。常勤監査役1名がオブザーバーとして参加しております。

　社長および執行役員で構成され、毎月1回開催されます。取締役
会もしくは経営会議での決定事項の通達及び、各執行範囲における
現状の報告が行われます。

執行役員会

経営会議

代表取締役

CSR・内部統制審議会

ＣＳＲ推進体制

株主総会
選任/解任

連携
連携

会
計
監
査
人

連携

監査

監査

選任/解任

監査

取締役会監査役会

海外子会社
相談窓口

CSR推進委員会
（各部会）

財務統制委員会

内部監査室

コーポレートガバナンス・CSR推進体制

　創立より受け継いできたインテリアのパイオニアメーカーとしての伝統を維持しつつ、
新たな成長分野への進出により企業価値の拡大を目指し、変化する経営環境への迅速な対応、
経営の見える化などを達成するため、次のようなガバナンス体制をとっております。

選任/解任

選任/解任・監督

指示・監督

企業倫理
ホットライン

各事業部門・本部・グループ会社

執行役員会

ＣＳＲ推進体制

コンプライアンス

住江織物グループ企業行動規範コーポレートガバナンス

てまいりました。監査を含むコンプライアンス関連活動の
内容を定期的に委員会に報告し、グループ内で改善活動
に取組む事により、法務リスク管理を推進致します。また、
ＣＳＲ推進室と各部門の推進委員が協力し、法務リスク回
避の為の業務支援に当たると共に、イントラネットでの情
報提供や下請法など業法ごとの社内セミナーの実施等に
より、グループ内の教育・啓蒙に努めております。 

CSR・内部統制審議会

企業倫理
ホットライン

海外子会社
相談窓口

財務統制委員会

CSR推進委員会

コンプライアンス部会

中央安全衛生部会

人事（育成・健康）部会

環境推進部会

ＰＬ部会

リスクマネジメント部会
（個人情報管理含む）

1

従業員の人格と健康・安全に配慮し、
従業員を公正に処遇します。

よい製品を生産し、販売し、社会の向上に貢献します。2

ステークホルダー（利害関係人）との関係を尊重します。

3

5

4

良き「企業市民」として積極的に地域社会に貢献します。

地球環境への影響を重視し、環境保全に取り組みます。6
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後列 ： 世一 秀直 社外監査役　　巽 誠 監査役　　小瀧 邦彦 取締役　　國澤 勝 社外取締役　　山辺 一三男 社外監査役
前列 ： 三村 善英 取締役　　川端 省三 代表取締役常務　　吉川 一三 代表取締役社長　　谷原 義明 代表取締役常務　　飯田 均 常務取締役

経営会議／CSR・内部統制審議会
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２０１３年度の実績と今後の取り組み

　ＩＳＯ26000 を参考ガイドラインとし、７つの取り組み分野に分け、主要指標（ＫＰＩ）を
設定し、2013 年度は、法令遵守の徹底をベースにしたＣＳＲ活動に取り組みました。

取り組み
分野

関連
ページ 重点項目 主なテーマ 2013年度の実績 2014年度以降の取り組み目標自己

評価

コーポレート ・
ガバナンス

コンプラ
イアンス

公正な企業活動の推進のために、
取締役会・監査役会及び
各種委員会での検討

・ 取締役会を9回、
  監査役会を8回開催
・ コンプライアンス委員会等、
  各委員会を開催し、活動計画を推進

A：達成　B：ほぼ達成　C：未達成

・ 取締役会・監査役会の開催と、
  CSR推進委員会での
  活動計画の審議、推進

・ 財務統制委員会を中心とした
  活動実施【目標：開示すべき
  重要な不備件数 0件】

評価範囲内対象会社について、
財務報告に係る内部統制の
有効性を評価

公正な
取引

多様性の
尊重

人材育成

労働
安全衛生

P.19
～20

P.28

P.27
～28

P.15
～18

P.31
～36

P.29

ー

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

事
業
慣
行

人
権
・
採
用
・
人
事
処
遇
・
育
成

安
全
・
防
災
・
健
康

環
境

・ J-SOX  開示すべき重要な不備件数
  【目標：0件⇒実績：0件】

・ 新規入社者への
  コンプライアンス説明実施
・ 階層別研修における
  コンプライアンス研修実施
  【計画比実施率：100％】

・ 契約書保管状況の定期見直し
・ 下請法に関する法務教育と
  モニタリングの実施
  【計画比実施率：100％】

安全衛生委員会の定期開催と
労災度数率達成のための
予防対策の実施
【目標 ： 不休業を含めた労災度数率5 ⇒ 
  実績：5.05】

・ 管理職対象メンタルヘルス研修を
  2回実施し45名が出席
・ 健康相談室サービスの定期的な
  広報と健康診断受診の呼びかけ

取り組み
分野

関連
ページ 重点項目 主なテーマ 2013年度の実績 2014年度以降の取り組み目標自己

評価

BCP

・ 本社機能に重点をおいた
   被災時初動計画、
   防災BCP計画案を策定
   【目標：100％ ⇒ 実績：80％】

・ 新規入社者への情報端末機器
  セキュリティ教育の実施
・ 個人情報保護に関する情報
  セキュリティの仕組みを再構築

P.29
～30

ー

ー

住江織物グループ　行動規範
及び行動基準の浸透

コンプライアンスに関する
モニタリングの継続実施

ホットラインの周知

契約状況の見える化・
取引に関する法務教育及び
モニタリングを実施

多様性を尊重し、働きやすい
職場づくりを実施

自らの能力向上の支援としての
集合教育の実施

グローバル人材の育成

社員の安全を守るための
活動計画を推進

社員の健康を保持するための
ケアを実施

エコチャレンジ2015

・ コンプライアンス監査の実施
【計画比実施率：100％】

・ 新規入社者へのホットライン周知実施
【目標：100％⇒実績：100％】

・ 障害者雇用率（法定雇用率）の達成
（住江織物（株） 単体）
【実績：2.02％（2014年6月）】

・ 再雇用の促進と活性化に向けて、説明
会の開催と難易度に応じた評価の実施

・ 女性管理監督者数UP（3年で10％）に
向け、女性活躍プロジェクトの検討開始

・ 社内階層別研修・テーマ別研修の
実施【計画比実施率：100％】

・ 新入社員のTOEIC受験
・ 語学研修（通学式レッスン、通信教育、   
  赴任前語学研修）の実施

防災訓練の実施
【計画比実施率：100％】

P.33に掲載

・ コンプライアンス関連啓蒙活動
  の推進
【計画比実施率：100％】

・ コンプライアンス監査の実施
【計画比実施率：100％】

・ 新規入社者へのホットライン
  周知実施【目標：100％】

・ 契約書保管状況の定期見直し
・ 下請法に関する法務教育実施
・ 下請法内部監査実施
・ 独禁法に関する取り組み
　（カルテル行為防止の手順書作成）
【計画比実施率：100％】

・ 子会社での雇用率達成に向けて
  の対策実施

・ 契約更改時に上司面談実施による
  再雇用者の活性化

・ 女性対象セミナーの実施など、
  具体策の実施

・ 階層別・テーマ別研修の実施と
  内容の充実

・ 語学研修の継続実施
・ 海外赴任経験者による講座実施

安全衛生委員会の定期開催と
労災度数率達成のための予防
対策の実施
【目標：休業件数での労災度数率1】

防災訓練の実施
【計画比実施率：100％】

・ 管理職対象ハラスメント研修の実施
・ 健康相談室サービスの定期的な
  広報と健康診断受診の呼びかけ
・ 労働時間に関する取り組み
（労働法セミナーの開催 等）

B

B

B

知的
財産権

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

情報
セキュリティ

品質向上

顧客満足
の向上

外部
コミュニ
ケーション

社会
貢献活動

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

消
費
者
課
題

社
会
貢
献
活
動

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

災害時の事業継続計画推進

知的財産権への理解促進

情報セキュリティ教育の実施　
（情報端末セキュリティ、
 個人情報保護）

インサイダー取引防止
啓蒙活動の実施

品質向上の取り組み推進

お客様対応と社内への展開

ステークホルダーとの
コミュニケーション促進
（当社の強みのPR）

地域への貢献
環境関連の社会貢献活動実施

・ 知的財産権に関する啓蒙活動の
  実施（社内イントラ・研修）
  【計画比実施率：100％】

・ インサイダー取引規制の勉強会を
  2回実施

・ 品質保証合同会議の定期開催と、
  品質向上（不良率低減、品質損失
  金額低減活動）と化学物質規制に
  関する状況共有の取り組み実施

・ お客様センターへのお問い合わせは
  年間1967件。そのうち、商品・規格・
   価格・機能性に関するお問い合わせ
  が46％（917件）、ご指摘が11％
  （224件）。ご指摘については、
  内容を分類した後、原因を分析し、
  次回の商品開発に活用

・ JAPANTEX2013、第40回
  国際福祉機器展H.C.R.2013、
  食品開発展 2013等、
  展示会への出展

・ 100周年記念イベントを実施
  宝塚観劇キャンペーン（大阪・東京）
  100周年記念誌の発行　　
  100周年記念配当

・ 機関投資家との積極的な
  ミーティング実施
・ 個人投資家向け会社説明会を
｠ 大阪・東京の2会場で実施
・ IR 情報として、決算説明会資料等
  をHPに記載

・ インターンシップ・工場見学等の
  受入れを行う
・ 「大阪みどりのトラスト協会」
  の活動支援実施
・ 協豊会「東日本大震災復興支援物
  品収集ボランティア活動」に参加

・ 品質保証合同会議の定期開催と、
  品質向上（不良率低減、品質損失
  金額低減活動）と化学物質規制に
  関する状況共有の取り組み継続実施

お客様センターの活動とお客様
の声を反映した商品づくり

・ 展示会への出展
・ 機関投資家及び個人投資家向け
  IR活動の充実
・ 各種ステークホルダーへの情報
  発信ツールとしてのHPの充実

・ 地域への貢献、環境関連の
  社会貢献活動を実施

・ 国内4事業所の被災時初動
  計画・防災BCP計画の完成
・ BCM部会の立ち上げ

・ 知的財産権に関する啓蒙活動の
  実施（社内イントラ・研修）
  【計画比実施率：100％】

・ 社員への情報端末機器
  セキュリティ教育の実施
・ 個人情報管理状況の
  ローテーション監査の実施

・ 新役員への勉強会の実施
・ 社内イントラネットでの
  啓蒙活動の実施

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

P.37

情報開示 適正なIR情報の開示 ・ 決算短信4半期ごとに東証への
  適時開示及び自社HPに掲載実施

・ 遅滞なく適正なIR情報の
  開示を行うA

グリーン
調達

グリーン調達ガイドライン
の推進

・ サプライヤーへのガイドライン
  の配布と帳票の回収を実施
  【目標：年1回⇒実績：年１回】

・ ガイドラインの配布と帳票の回収
  【目標：年1回】A
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社会性

インテリア関連納入実績

住江織物グループでは、お客様と共に、一般生活者の方々に快適な空間をお届けいたします。

お客様とともに（納入実績）

納入時期：2014年 3月
仕上げ寸法：幅20.0m×高さ7.8m、
　　　　　　156m2

納入場所：国立文楽劇場　大ホール

「国立文楽劇場」に
本綴織緞帳が採用されました。

　大阪市中央区にある国立文楽劇場は、1984年に日本
で四番目の国立劇場として開場した劇場です。今年は開
場30周年にあたり、四回目の緞帳新調となりました。
　緞帳に描かれた「松」は、国立文楽劇場の緞帳にとって
大きなテーマの一つで、開場時の初代から10年毎に改修
され、「松」が徐々に生長していく様が描かれてきました。
今回の緞帳は「蒼流悠松図（そうりゅうゆうしょうず）」と題

〈営業担当者の想い〉
（株）スミノエ
西日本開発部 
山下 卓雄

　今回製作を請けた緞帳は、「本綴織り」という最高級の
もので、製作サイズの１／２０スケールの原画を忠実に原
寸大に拡大する作業から始まり、近景と遠景に描かれた
浜辺と松を「飛ばし織り」の技法を駆使し、遠近感を表現
するのに苦労いたしました。
　また豊かな構図を表現するために、金糸をベースに基
本色１００色、ミックス色２００色の染糸をふんだんに用い、
豪華な緞帳に仕上げることができました。
　重要な工程の製織は、１５６㎡＝１７００才の面積の緞帳
で、延べ４２５人工の織工にて織りだけで４ヶ月、注文を受
けてから約１０ヶ月にて無事納入することができました。

　開場以来、１０年の節目ごとに緞帳が更新されて来まし
た。開場３０周年を迎えた今回も、関係の皆様方のご厚情と
株式会社スミノエ様の卓越した技術のおかげにより、素晴
しい緞帳が納品されました。ここに厚く御礼申し上げます。
　お客様が客席に入られて最初に目にするのが緞帳で
す。ことに「松」は、初代から引き継がれたテーマのひとつ
で、松の緞帳は文楽公演の時に多く用いられてきました。
まさに国立文楽劇場の「顔」として、多くのお客様に親しま
れています。
　４０周年、５０周年を迎えたとき、さらに成長した「松」に
出会えればと願っています。

〈納入企業様からのコメント〉
独立行政法人日本芸術文化振興会　国立文楽劇場
国立文楽劇場部事業推進課長 
佐藤 和男様

〈製作担当者の想い〉
丹後テクスタイル（株）
代表取締役 
秦 健二郎

して、「松」が一段と生長した姿が描かれ、桃山時代の絵
師・海北友松（かいほうゆうしょう）の「浜松図屏風（はまま
つずびょうぶ）」をもとに制作が進められました。
　その描かれた場景は、水面と浜辺を分割する装飾的な
部分と、近景と遠景で描き分けられた「松」の写実的な部
分とが、大胆な構図の中にバランスよく配置され、青々と
した流水は生命の源を感じさせ、水が人々の生活を潤し、
文化を発展させてきた水の都「大阪」を象徴しているかの
ような表現となっています。
　今回もこれまでと同様にじっくりと施主様の要望を伺い
ながら、一つ一つのプロセスを確実に進めたことで、スミ
ノエとの繋がりと信頼がより深まった物件となりました。

産業資材関連納入実績

　レクサス NXは、トヨタ自動車の高級ブランド「レクサス」
初のコンパクトクロスオーバーSUVとして、若者にも受け
入れられやすい洗練された大人の雰囲気に仕上げられて
おり、日本では2014年7月29日に発売されました。
　また、レクサス初の新開発ターボエンジンを搭載した
NX200tとハイブリッドシステム搭載のNX300hが
ラインアップされ、アクティブな走りと優れた環境性能が
両立されています。当社繊維製品は、NX20 0 tと
NX300hのシートファブリック、また全グレードに天井用
ファブリック、フロアカーペット、オプションマット等を納入
しております。

　レクサス ＮＸは、近年人気となっている小型SUV ＢＭＷ
Ｘ３やＡＵＤＩ Ｑ５に対抗するべく開発がスタートしました。
　ファブリックグレードのシート表皮への要求はレクサスブ
ランドに相応しい、さらっと艶やかな触感と繊細な色味が折
り重なるマルチストライプ柄の追求がテーマでした。開発
当初は、原色を使いカラフルなストライプ柄を試作してま
いりましたが、開発を進めるうちに大人らしく深味ある生地
に改良する為、色を限定し光沢感が違う糸を数種類用いて
織り上げる手法へと変更いたしました。何度も試作を繰り
返し、艶感で魅せるシート表皮を完成する事が出来ました。
お車をご購入頂いたお客様に、ご満足頂ければ幸いです。 

　レクサス初の小型SUVでグローバル車種でもある
NXに向け、従来のレクサスが持つ高級感を継承しなが
ら、新しいスポーティテイストを織り交ぜたファブリック
を開発いたしました。金属のような硬質な表情と触った
ときのしっとりとした高級感でレクサス NXのファブリック
を表現しています。
　一見して同一色でも、近づくと様々な色が折り重なる
様に見える深みのある表情も特徴です。それらを技術的
に難易度の高い経糸整経や上品な光沢を持つ特別な糸
などで表現しております。 

〈デザイン担当者の想い〉
スミノエ テイジン テクノ（株）
開発センターデザイン部
林 みち子

〈営業担当者の想い〉
スミノエ テイジン テクノ（株） 
第三営業部
上砂 雅裕

　シートファブリックについては「マルチメタルファブリッ
クシート」というコンセプトに対し、お客様と議論を重ねて
金属的なファブリックを目指し、光沢感の違う糸を数種類
使用することで金属調の艶感を表現した縦基調の織物が
採用されました。天井はトリコットのフラットニット、フロア
カーペットはベロア調のニードルパンチ、オプションマット
はスポーツグレード向けのウィルトンカーペットです。
　日本の発売に引き続き、8月以降には欧州、中国、北米
へと順次発売されていきます。スポーツギアの機能性と
心地よさを追求したインテリアは、世界各国で広く受け入
れられることと楽しみにしています。

トヨタ自動車 『レクサスNX』 
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　JR九州が製造した豪華寝台列車「ななつ星in九州」が
昨年10月に運行を開始いたしました。この寝台列車の内
装は、JR九州の観光列車を数多く手掛けた （株）ドーン・デ
ザイン研究所 水戸岡鋭治先生 監修のもと、和洋・新旧融
合の国内最上級の洗練された空間に仕上げられており、
大きな展望窓やバーカウンターを備え、ピアノ演奏を聴
きながらくつろげるソファを配したラウンジカー、四季
折々の旬の食材が楽しめるダイニングカー、贅を尽くした
DXスイート室などを配した客車に、当社の織物・カーテ

ン・カーペット・緞通等を納入いたしました。
　営業運転後のお客さまの評判も良く、予約申し込みも
リピーター含め多数殺到し高倍率での抽選となっています。
　これまでの鉄道は安全輸送が大前提で、いかに目的地
まで早く辿り着けるかが求められてきました。これからの
鉄道はスピードだけではなく、目的地までの車内でいかに
心地よく、心豊かになる時間を過ごせるかという旅の醍醐
味を味わうことも大切になってくるのではないでしょうか。

　日本航空のアクションスローガン「Welcome! New 
Sky」の下、国内線において「ひとつ先のスタンダード」と
いうテーマとし、機内インテリアを刷新した機材「JAL 
SKY NEXT」（対象 ボーイング777型機、767型機、737
型機 延べ77機）が2014年5月より順次就航いたしました。
　新しいインテリアは本革を使用した上質感のある新
シート、LED化によりフライト中の時間や季節に応じた機
内照明環境を演出する照明の導入、そしてカーペットも
一新、当社提案のカーペットが採用されました。

　カーペットの意匠は、新しいシート、LED照明に合わせ
て黒色を基調にアクセントとして光沢糸をミックス。コン
セプトイメージであった見え隠れする多色感と、明暗のコ
ントラストを表現することが出来ました。規格は、コスト、
耐久性そして軽量の３要素のバランスを考慮した今まで
とは異なる新しい提案を行い、採用となりました。
　既にご採用頂いているトリプルフレッシュ®消臭加工と
抗菌加工は、今回のカーペットにもご採用頂き、快適な機
内空間の提供に貢献しております。

社会性

機能資材関連納入実績

ＪＲ九州クルーズトレイン「ななつ星in九州」 日本航空　国内線新仕様機材　“JAL SKY NEXT”クラスJ, 普通席カーペット

車両関連納入実績

　豪華寝台列車「ななつ星in九州」の製造計画を伺った
際、今まで経験したことのない、最高級の内装材を求めら
れていると感じ、車両資材事業部門全体で一致団結して
取り組まないと実現できない大変な仕事だと、とても焦り
を感じたと同時に、どんな列車が完成するのか期待感で
いっぱいになった記憶があります。
　そのような中、今まで当社が培ってきたノウハウとス
タッフで対応すれば、必ずお客様の期待に応えられる仕
事だと前向きに考え取り組み、無事に納入することができ
ました。

　JR九州としての車両開発において、集大成と言っても
過言ではない豪華寝台列車「ななつ星in九州」が完成し営
業運行され、多くのお客さまからお礼や喜びの声が多数
届いており、開発に携わった担当としてもほっと胸を撫で
下ろしているところです。と同時に、「ななつ星in九州」の
テーマである「新たな人生にめぐり逢う旅」を本当に体験
して頂けたのか、もっと何かお客さまに喜んでいただける
“おもてなし”がなかったのか、自問自答しながら、今後も
ななつ星が輝けるよう、車両がより良くなるよう取り組ん
でいきたいと考えております。

〈営業担当者の想い〉
西日本車両営業部 福岡営業Ｇ
グループリーダー 
國場 保志

　今回は、お客様が今までとは違う新しい物を求めておら
れ、規格・意匠共に従来とはまったく異なる新しい提案を
行いました。物性値を満足させつつ、意匠面の妥協は出来
ない厳しい条件の中、設計、デザイン、営業間で連携、試行
錯誤しながらカーペットを開発いたしました。その結果、
お客様から高い評価を頂き、これを糧に今後の開発に
も活かしていきたいと思います。 

　過去にない規模の国内線機材のインテリア改修を実施
する中で、機材全体を足元から天井まで全ての部分にこ
だわりをもってコーディネートいたしました。特にカーペッ
トについては、機内全体の雰囲気作りに重要なアイテムと
考えまして、凹凸感、アクセントカラーの散りばめ度合、模
様の見え方など何度も試作を重ねて仕上げました。　
　また、デザイン性に加え、航空機の仕様で求められるス
ペックを満たした非常に質の高い逸品に仕上げて頂き
ました。 

〈納入企業様からのコメント〉
日本航空株式会社 顧客マーケティング本部 
商品サービス開発部 企画グループ
マネジャー 末崎 裕介様

〈営業担当者の想い〉
機能資材事業部
東京営業部 
岡崎　奨

〈納入企業様からのコメント〉
九州旅客鉃道株式会社
鉄道事業本部 運輸部 車両課 
主査 榎 清一様

住江織物グループ CSRレポート 2014 住江織物グループ CSRレポート 2014



27 28

住江織物（株） 経営企画室　
矢野 浩美（２０１３年入社）

出典：厚生労働省「平成25年労働災害動向調査
（事業所調査（事業所規模100人以上）及び総合工事業調査）の概況」より

２年次研修

経営塾講義

社会性

　住江織物グループは、企業の持続的成長の源泉は人材であり、一人ひとりが能力を
最大限発揮し成長することが重要と考えています。性別・年齢・国籍を超えて多様な
人材がいきいきと活躍できる環境を作っていくことを大切に取り組んでおります。

従業員とともに（多様性の尊重・人材育成・労働安全衛生）

多様性の尊重

　女性従業員が活躍できる環境づくりと女性管理職の比
率を上げることを目標に、2014年に住江織物グループ
全女性社員を対象にセミナーを実施しました。内容は、女
性管理職からの仕事に対する心構えなどの話と、外部講
師から職場で役立つスキルを学びました。2015年以降、
内容を改善し継続して実施いたします。
　新卒採用については多様性を尊重し、公正・公平な採
用活動を実施しております。国内グループ会社５社※１の
過去3年の新卒採用における女性の比率は33.9％となっ
ております。留学生対象のセミナー等にも参加し、2008
年、2012年、2013年に入社実績がありました。

　60歳定年退職者の知識・経験の活用として、平成25年
4月に希望者全員を65歳まで雇用を確保する再雇用制度
に改定しました。（国内グループ9社※2）また、評価制度を
設け（国内グループ会社7社※3）仕事の意欲向上を図って
まいります。
※1 新卒採用：住江織物、スミノエ、ルノン、住江テクノ、丹後テクスタイル
※2 65歳雇用確保：住江織物、スミノエテイジンテクノ、スミノエ、ルノン、
　　 住江物流、丹後テクスタイル、スミノエワークス、ソーイング兵庫、
　　 住江テクノ
※3 再雇用者評価実施：住江織物、スミノエ テイジン テクノ、スミノエ、
　　 丹後テクスタイル、スミノエワークス、ソーイング兵庫、住江テクノ

人材育成（グローバル化への対応）

　国内従業員については、入社予定者に対して内定後の
ＴＯＥＩＣ受験と、入社までの間、英語通信教育の推奨、そ
して新入社員研修時にＴＯＥＩＣ再受験と外国人講師によ
る英会話研修を行っております。
　また、全従業員に対して通信教育の語学13講座、グ
ローバルスキル3講座を重点講座として受講促進を行

い、これらによって語学のレベルアップとグローバルス
キルの向上を図っております。
　海外の現地従業員については、グループ会社の蘇州
住江有限公司から毎年数名の技能実習を受け入れて、
ものづくりのベースとなる技能を継承してまいります。

　住江織物グループの今後を背負う次世代幹部を対象
として当社事業の更なる飛躍とグローバル展開に対応
できる人材を育成することを狙い、2014年1月より6回
にわたり“経営塾“が開催されました。
　経営陣を塾長に、「各事業部門の現状と今後の課題」
などをテーマとし、講義が行われました。

　当社グループでは、ほぼ全ての研修を国内グループ会
社合同で実施しており、知識やスキルの向上だけでなく
会社を超えた横の繋がりも大切にしてグループ全体の力
を高めています。研修体系は、階層別、役割別、選択型の
カリキュラムを用意しております。
　例えば、階層別研修の若手社員については、入社から3
年間を若手社員として位置づけ、各年次で研修をしており、
新入社員研修後は2年目・3年目に集合研修を行います。　
平成26年の2年次研修は、自己の振り返り、仕事の進め
方の原理原則を確認しコミュニケーションの姿勢と段取
りする力を向上させる、また3年次研修は、モチベーション
マネジメントと、周囲から期待されることから自身の役割
を考え今後の目標を描くという内容を実施いたしました。

この2年次・3年次研修は、グループ会社の同期が集まる
ことによって、相互啓発も生まれ自分の仕事ぶりや態度な
どを客観視するよい機会にもなっております。

　今年度2年次研修を受けるにあたり、仕事の進め方を
学ぶだけではなく、他のグループ会社のことも知ることが
できると思い、この研修を楽しみにしていました。
　研修では様々な演習を通して、仕事のゴール・目的を常
に意識し、主体的に仕事に取り組んでいかなければなら
ないと学びました。演習の中では、自分の意見をグループ
内で話して共有する場面が何度もあり、様々な考え方や
意見の伝え方があることを感じ、自分のことを見つめる良
いきっかけとなりました。また、普段仕事で接することが
あまりないグループ会社の同期との関係が深まり、刺激
にもなりました。

　研修を通して学んだことを活かし、また3年次研修で同
期に1年間の成果を話せるよう仕事に取り組んでいきた
いです。

人材育成（研修体系・実績）

〈2年次研修に参加して〉 　グループ各社を含めた管理職を対象に、2011年から
メンタルヘルスラインケア研修を実施しており、3年間で
153名が受講しました。研修内容としては、メンタルヘル
ス対応の意義、メンタルヘルスの基礎知識、セクハラ・パ
ワハラの防止、メンタルの不調者の対応などを中心に行
いました。
　セルフケアとして、労働安全衛生法改正に先駆けてスト
レスチェックを一部事業所で実施しました。今後全事業
所・グループ会社で順次実施してまいります。
　また、外部専門機関と提携して、メンタルヘルスだけでな
く健康・医療相談、セカンドオピニオンサービス等ご家族の
方も利用でき、プライバシーを保護するサポートシステム
「住江織物グループ電話健康相談室」を導入しております。

労働安全衛生（メンタルヘルス）

　当社国内全グループでは、各事業所の安全衛生委員会
において、労働災害の事例を振り返り、原因および再発防
止対策について話し合いをし、安全活動に取り組んでお
り、事業所ごとに実施している「安全パトロール」、「ヒヤリ
ハット報告」が予防対策として機能しております。
　また、労働災害が起こった場合は人事部より全事業所
へ「労災発生報告」を伝達し、情報共有しております。　
　労働災害の発生度合を示す労働災害度数率が2012
年度から2013年度にかけて全件数で6.58から5.05、
休業件数で2.42から0.34へと大きく改善いたしました。
来期以降「休業件数度数率1.0以下」を目標値として設定
し、労働災害・休業災害ゼロの実現を目指して、全社
グループをあげて安全活動に取り組んでまいります。

労働安全衛生（安全活動の取り組み）

■ 電話健康相談室利用報告（住江織物グループ）

■ 住江織物国内グループ労働災害度数率※の推移

健康相談室 46 79 53 47

6 18 10 0

3 3 8 25

Eメール健康相談 0 0 3 0

セクハラ相談・
パワハラ相談 4 8 1 4

人事・
労務ホットライン 1 1 4 0

法律相談 0 2 4 4

合　計 60 111 83 80

メンタル
カウンセリング
セカンドオピニオン・
手配紹介

2013年2012年2011年2010年

2013年2011年 2012年

4
3
2
1

0

5
6
7
8

（度数率）

6.58

5.05

1.05

2.42

0.341.00
0.94

1.02

5.45

当社国内全グループ（休業）
製造業平均（休業）
当社国内全グループ（休業＋不休業）
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※労働災害度数率：100万
　労働時間あたりの労働
　災害による死傷者数
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社会性

　事業活動にあたり、公正かつ自由な競争の維持、促進に努めること、また購買業務において
優位的立場を利用して取引先に不公正な取引を要請する行為は法律で禁止されており、
これを遵守することを「住江織物グループ企業行動基準」で定めております。
　2013年度は下請法遵守について活動を行ってまいりました。

お取引先様とともに

　住江織物（株）テクニカルセンター 知的財産部が中
心となって、知的財産権への理解促進を図ることを目指
し、社内イントラネットで「知的財産NEWS」の発信及び、
技術会議で知財に関する研修を行っております。
　「知的財産NEWS」では、当社の保有する特許の分野、
知的財産権Q＆Aなどを題材として、2013年度で計6回
の発信を行いました。また、技術会議での研修は、特許情
報として関連する公開特許公報・特許公報を紹介するとと

もに、教育として知的財産権に関する内容を紹介し、
2013年度で2回実施しております。　
　業務に係る特許情報だけでなく、新たな話題や知財の
基礎についてポイントを押さえて紹介することで、知的財
産権への理解が深まる一助になったものと考えます。さ
らに、知的財産権の理解が深まるように、継続的に実施し
情報を提供していく予定です。

知的財産権の取り組み

　当社グループでは、産業資材事業拡大に伴ってグロー
バル化・多様化するリスクを最小にとどめるため、海外で
の事業展開におけるリスクマネジメント状況の把握強化
に努めています。

主要海外生産工場において、事業継続の柱として既に導
入されている「ISO/TS16949 品質マネジメント」や
「J-SOX全社統制｣に加え、新しい3本目の柱として、現地
に則した｢リスクマネジメント」を構築いたします。
　今回、中国で自動車用内装材の製造・販売に従事する
住江互太(広州)汽車繊維製品有限公司(SPM)をモデル
ケースとして着手いたしました。 
　構築手法としては、国際規格ISO31000に準拠し、RM
推進室とRM委員会の設置と「リスクマネジメント規程」を
制定するとともに、リスクアセスメント（リスクの特定／分
析／評価）後、「推進計画管理表」を作成し、毎月開催され
るRM委員会や董事会を経て進捗報告が上がる仕組みと
いたしました。
　宣室長のリーダーシップの元、現場を中心とした管理
体制が構築されつつあり、今後、他の海外工場に横展開し
てまいります。 

海外子会社のリスク管理

住江互太（広州）汽車繊維製品　
有限公司（SPM）
ＲＭ推進室長
宣 浩

　本年度は、「火災対策」をテーマとして、現場及びパート
ナーとの協力のもとに取り組んでおります。重要データ
の保管対策として、ネットワークドライブの新設備の導入
等、他課題への発展も伴い、苦労が多い反面、大きな達成
感が得られます。会社の事業継続の為に、今後もリスク低
減に尽力してまいります。
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　当社グループと、お取引先様との長年にわたる信頼関
係については、「よりよい製品を生産し、販売し、社業の隆
盛をはかり社会の向上に貢献する」という経営理念を実
現するためにも、非常に重要なものと位置づけておりま
す。その信頼関係を更に深いものにするため、特に下請法
に関する取引関係の確認を進めております。
　まず最初に、2012年より、基本取引契約書の締結状況
の調査を行い、特に下請事業者にあたるお取引先様との
契約締結を推進いたしました。その後、CSR推進室が中心

となり、購買窓口部署と共に、下請法チェックリストに基づ
いた下請取引状況の確認を行いました。2013年度は、引
き続き、CSR推進室による下請取引状況のヒアリング確
認を実施し、内部監査室による下請法監査、社内イントラ
ネットに「下請法Q＆A」の掲載など、従業員の下請法に関
する意識向上を図ってまいりました。
　今後も、定期的に内部監査室による下請法監査を実施
し、お取引先様とより良い関係を継続できるよう取り組ん
でまいります。

公正な取引（下請法遵守に関わる活動）

　住江織物グループでは、リスクマネジメントを重視した経営を行っております。2013年度は、特に
海外子会社のリスク、事業継続計画、知的財産権、情報セキュリティに関する活動などを行ってまいりました。

リスクマネジメント

　当社グループ各事業所では、日常の「防災対策」や「安
全・衛生対策」は、長年にわたり継続・実行していますが、
東日本大震災以降、これを一歩進めて大規模災害を起因
とするＢＣＰ作成に取り組んでおります。
　当グループでは事業所によって、業態や規模のバラつ
き、インフラの整備状況の差異が大きく一律に進めること
がなかなか困難な為、本社をはじめ国内の基幹事業所か

ら順次着手する計画を立て、取り組んでおります。
　2013年度の本社ビルでのＢＣＰ作成作業を検討・改善
しながら、2014年度にはワーキングチームによる「大規
模災害発生時の初動の確認と周知」「主要事業所への展
開」を行い、定期的な見直し作業（ＢＣＭ＝事業継続マネジ
メント）を、継続的に実施する基盤を作っていく取組みを
行います。 

事業継続計画（BCP）の進捗

　当社グループでは、個人情報を重要な情報と認識し、リ
スク低減に取り組んでおります。2013年度にはお客様等
の個人情報は住江織物（株）CSR推進室、従業員に関する
個人情報は住江織物（株）人事部が主体となり、管理方法
の徹底に取り組んでおります。
　具体的には、「個人データ取扱台帳」の再整理を実施し、
管理マニュアルを作成いたしました。各部署長より、メン

バーに管理マニュアルの配布と周知を行い、施錠、パス
ワード、セキュリティロックなどの対策がとられていること
の点検を行いました。また、内部監査室による個人情報の
管理状況の確認を開始し、2013年度は7部署の状況確
認を行いました。改善が必要な部署については指導し、是
正されたことを確認いたしました。
　今後も、定期的な管理状況の確認を行っていく予定です。

情報セキュリティの取り組み(個人情報保護)

リスクマネジメント委員会会議

避難訓練 消火器訓練
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環境マネジメント

　２０００年度に生産事業所である奈良事業所がグループとして初めてＩＳＯ１４００１認証を取得。その後順次導入し現在
国内の５生産事業所においてＩＳＯ１４００１：２００４の認証を、１事業所でエコ・アクション２１の認証を取得しております。

推進組織において立案・決定された施策は全社組織を通じて実行されます。

私たちは、企業活動全般にわたって環境を汚染することのないように配慮しつつ、
積極的に省エネ・省資源・リサイクルを推進します。

私たちは、環境に配慮した技術と商品を開発することにより、生産から販売、廃棄に至るまで
商品ライフサイクルを通して環境保全に努めます。
①省エネ、省資源技術の開発
②リサイクル技術・リサイクルシステムの開発
③環境負荷がより少なく、安全性がより高い原材料への置き換え技術及び商品の開発
④室内環境を改善し、健康及び快適性に貢献する商品の開発

私たちは、地域社会とのコミュニケーションを通じて社会との共生をはかり、
全従業員が小さなことでもできることから行動を起こします。

私たちは、環境保全推進のため社内体制の整備と、全従業員の環境意識の高揚に努めます。

CSR推進委員会

ワーキンググループ

全社組織

環境基本理念

行動指針

環境推進体制

環境マネジメントシステムの導入状況

環境保全を実施するにあたって

1

2

3

4

環境推進部会CSR・内部統制審議会

経営会議

社  長

オフィス管理WG

 環境管理WG

管理本部

産業資材事業部門

車両資材事業部門

機能資材事業部門

インテリア事業部門

技術・生産本部

　わたしたち住江織物グル－プは、「Ｋ … 健康」、「Ｋ … 環境」、「Ｒ … リサイクル」
そして「Ａ … アメニティ：快適」を基本理念として、室内環境改善やリサイクル材の
活用、環境負荷の低減など、環境保全への取り組みを続けております。

のテーマのもとに

健 康 環 境 リサイクル アメニティ

　近年、地球環境の悪化が急速に進んでいます。
その地球にくらしている私たち人類が地球環境の維持と改善に努め、
美しい自然を子孫に譲り渡すことは人類共通の使命であります。住江織物はこのことを認識し、
従業員全員が環境保全に積極的に取り組むことによって、住みよい豊かな社会をつくります。

住江織物グループ環境対策宣言

室内環境を改善し、快適な空間を実現します。 
　タバコ臭やペット臭、生活悪臭に加え、シックハウスの原
因となるホルムアルデヒドなどを吸着・分解して消臭する
「トリプルフレッシュ加工」のカ－ペット、カ－テン、壁紙、
車両内装品や、アレルゲンの働きを抑制する「アレルブ
ロック加工」、お肌に優しい「スキンケア加工」などにより、
安心・快適な空間を実現します。                  

　ペットボトルから製造されたポリエステル糸の「スミト
ロン」、使用済みタイルカ－ペットを回収し、リサイクル
する「タイルカ－ペットリサイクルシステム」、リサイクル性
に優れた鉄道車両用シ－トクッション材「スミキュ－ブ」、
ビ－ルケ－スなどから再生されたＰＰ樹脂の簡易二重床
「ＳＥライトN」などリサイクル材を積極的に活用して環境
保全と資源の有効利用に取り組んでいます。

宣言１

循環型社会に対応し、リサイクル材を積極的に採用します。

宣言２

宣言３

宣言４

宣言５

宣言６

宣言７

　地球温暖化防止に向けた低炭素社会実現の一端を担
うため、原料、製造、輸送、使用、廃棄といった製品のライ
フサイクル全体にわたって、環境負荷を総合的かつ定量
的に評価するライフサイクルアセスメント（LCA）手法に
基づく「ロ－カ－ボン製品」を開発・提供いたします。

CO2削減と環境負荷を低減させる製品を提供します。

　法的な規制はもちろん、シックハウスの原因となるVOC
や廃棄時に問題となる重金属等を含まない安心・安全な
製品提供とともに、ウール・麻・綿などの天然素材も積極的
に活用します。また、火災時に有毒ガスの発生の少ないオレ
フィン系床材などで、人に優しい製品づくりに努めます。 

安心・安全な素材を使用し、健康と環境に配慮します。

　製造時における材料、副資材、水、エネルギーのロス低
減による資源の有効活用を図るとともに、省エネ設備の
更新推進、品質向上、製品の軽量化、容器・梱包の簡素化、
減量化を図り、輸送効率、使用効率、廃棄効率を追求し、
省資源・省エネルギー化を推進いたします。

製造から製品に至るまで、省資源・省エネルギ－に取り組みます。

宣言4

　製品に使用する材料に対して、特定の化学物質の含有に関
する制限が、内外ともに強化されております。この対応として、
対象製品すべてにわたって確認し、サプライチェーンマネジメ
ント（SCM）の考え方に基づいた使用材料の適正管理を図る
とともに、最新の安全性に関する情報入手・把握に努めます。

最新情報に基づき、環境負荷物質の適正管理を推進します。

　製品の見た目や機能面での環境配慮だけでなく、製造
の過程で用いる資源やエネルギーなどを最小化し、易
リサイクル化、製品の長寿命化、廃棄処理の最適化を
見据えた「エコデザイン思想」に基づく、製品およびシス
テムの提案・提供に努めます。

エコを意識した製品を提案・提供します。                        
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審査登録機関

登録番号

登録

更新

奈良事業所・滋賀事業所

日本規格協会

ＪＳＡＥ　２３５

２０００年５月

第４回済（２０１２年５月）

ISO14001 エコ・アクション21

帝人テクロス（株）

日本品質保証機構

ＪＱＡ－ＥＭ１５１９

２００１年４月

第４回済（２０１３年４月）

尾張整染（株）本社・石川工場

日本品質保証機構

ＪＱＡ－ＥＭ３１１４

２００３年３月

第４回済（２０１４年９月）

丹後テクスタイル（株）

持続性推進機構

０００９５２２

２０１３年７月

－

　1998年に発表した環境対策宣言を見直し、2009年に新たな7つの宣言として改訂し具体的に着実に推進しております。
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エコチャレンジ２０１５（第３次中期行動目標）
　２０１１年から国内生産事業所だけでなく、海外生産事業所や主要な販売会社も含めた住江織物グループの
環境への第３次中期行動目標としてエコチャレンジ２０１５を設定しております。

スミノエ テイジン テクノ（株）
帝人テクロス（株）
尾張整染（株） 本社工場
尾張整染（株） 石川工場
Suminoe Textile of America Corporation
住江互太（広州）汽車繊維製品有限公司 
蘇州住江小出汽車用品有限公司
T.C.H.Suminoe Co., Ltd.

（株）スミノエ
ルノン（株）
住江物流（株）
京都美術工芸所
丹後テクスタイル（株）

蘇州住江織物有限公司 住江テクノ（株） 奈良工場
住江テクノ（株） 滋賀工場
関西ラボラトリー（株）
テクニカルセンター

再生資源利用、産業廃棄物発生量（再資源化率、最終処分率）、PRTRの目標は国内生産事業所のみ
海外生産事業所は使用エネルギー量（熱量換算値ＧＪ）と水使用量の把握からスタート。

期　　間：2011年度～2015年度（5年計画、データ期間2011年6月～2016年5月）
原 単 位：分母を連結売上高にして計算する。
換算係数：ＣＯ2排出量は温対法に基づく排出係数で算出。ＮＯｘの換算係数はエコアクション21 2002年版で算出。
　　　　　海外生産事業所のＣＯ2排出量は、ＧＨＧプロトコルの２００７年の各国ごとの排出係数で算出。

最終目標値
5%削減（原単位）
5%削減（原単位）
5%向上

5%削減（原単位）
65%以上
10%以下

5%削減（原単位）
5%削減（原単位）
95%以上
7%（原単位）
5%（総量）

ＬＣＡ評価30アイテム
5件
15件
－
－
－

基準年
2010年
2010年
2010年
2010年
－
－

2010年
2010年
－

2010年
2010年
－
－
－
－
－
－

２０１３年目標値
-3%
-3%
3%
-3%

65%以上
10%以下
-3%
-3%

95%以上
-6%
-3%

6アイテム
1件
3件

使用エネルギーの熱量
水の使用量の削減
再生資源利用率向上

産業廃棄物の発生量削減
再資源化率向上
埋立処分率の低減

大気汚染（ＮＯｘ排出量の削減）
PRTR取り扱い量削減
事務用品購入率の向上

社有車の燃料使用量の削減
コピー用紙の使用量の削減

製品のLCA評価の促進
環境に配慮した技術の開発促進
環境に配慮した商品の開発促進

事業活動における生物多様性の保全
社会貢献活動の促進

海外生産事業所の環境負荷の掌握と低減

地球温暖化防止
課題 取り組み項目

省資源

廃棄物の３R

汚染の防止

グリーン活動の
推進

事業活動における
環境負荷の低減

ライフサイクル全般にわたる
環境負荷の低減

生物多様性保全活動の推進
環境コミュニケーションの充実
グローバル環境マネジメントの推進

No

1

2

3
4
5

環境マネジメント

　当社グループの事業と環境との関わりは、開発設計から資材調達、生産、販売、物流から使用、廃棄、
リサイクルまでライフサイクル全般にわたっております。したがって、製品のライフサイクル全体を
視野に入れ、事業活動が環境に与える影響の把握に努め、環境負荷低減の取り組みを進めてまいります。
　特に使用済みのタイルカーペットやペットボトルから再生された原材料を積極的に使用してまいります。

第3次中期行動目標 環境負荷の低減（2013年度実績）

環境との関わり

地球温暖化防止

■ 対象範囲

■ 使用エネルギーの熱量換算値（ＧＪ） 海外含む ■ ＣＯ2排出量（ｔ） 参考データ 海外含む

住江織物（株）

産業資材・車両資材事業部門 インテリア事業部門 機能資材事業部門 技術・生産本部

国内生産事業所
海外生産事業所

　エコチャレンジ2015では、２０１０年度のデータを基準としています。２０１３年度は、
電力会社のkＷｈ当たりのＣＯ2排出係数が大きく上昇した為、ＣＯ2の排出量が
大幅に増加しましたが、使用エネルギーの熱量換算値の原単位は低減しております。

使用エネルギーの熱量換算値
　省エネ活動の実態を把握する為、使用エネルギーの熱量換算値の
削減を目標として省エネ活動を推進しております。近年海外事業所の
活動量の増加が顕著で、全体の３７％を占めるまでになっております。

ＣＯ2排出量の削減 （参考データ）
　使用電力のＣＯ2排出係数が大幅に増加していますので原単位では
横ばいですが、総量は増加しております。

省資源

水の使用量の削減
冷却水の循環利用などに努めております。
染色加工の減少により水の使用量は減少しております。

■ 水使用量の推移（海外含む）

■ 産業廃棄物発生量の推移

■ 再資源化率・埋立処分率の推移(%)

産業廃棄物の発生抑制とリサイクル
　生産に投入される材料のロスの削減や不適合品の撲滅など、
資源を有効に活用するとともに、廃棄物の発生を抑制しております。
また発生した廃棄物は、自社独自あるいは他メーカーと共同でリサ
イクル技術とリサイクルシステムを開発することにより、最終処分量
の削減にも取り組み、住江テクノ㈱滋賀工場・丹後テクスタイル㈱・
尾張整染㈱が産業廃棄物のゼロエミッション※を達成しております。
　２０１１年度は、タイルカーペットのリサイクルが一時中断したこと
もあり廃棄物が増加いたしましたが、現在はリサイクルが再開され
２０１０年度並みの発生量・埋め立て処分率に改善しております。
※ゼロエミッションとは埋立処分率が２％以下と当社では定義しております。
　埋立処分率＝最終埋立処分量÷産業廃棄物発生量

　ニードルパンチカーペットに使用される再生ポリエステル短繊維
（綿)やスミトロン糸に使用されるペットボトルからの再生ポリステル
チップ、ＥＣＯＳ（エコス）タイルカーペットに使用される使用済みタイ
ルカーペットからの再生塩ビパウダー、エコモケットに使用される再
生ポリエステル長繊維などの再生資源を積極的に原材料に投入し、
省資源を推進しております。

再生資源利用率の向上

■ 再生資源利用率(%)

住江織物グループ CSRレポート 2014 住江織物グループ CSRレポート 2014

２０１３年実績
-10.3%
-24.6%
5.5%
-12.7%
70.0%
10.5%
-24.8%
-41.4%
93.5%
-27.9%
22.8%
8アイテム
1件
3件

評価
○
○
○
○
○
△
○
○
△
○
×
○
○
○

○:達成　△：一部事業所で未達　×:未達

65％以上
目標達成
　 ○

10％以下
目標
一部未達
　  ×

基準年比
5.5％増
　 ○
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環境マネジメント

事業活動における生物多様性の保全活動

生物多様性の保全活動

事業活動における生物多様性保全の取り組み方針

・生産事業所内および周辺での生物多様性のモニタリング調査
 を行う。
・植樹を行う場合は、外来種ではなく、地域に自生している在来種
 を使う。
・事業所周辺の清掃を定期的に行い、草刈りなどで環境を整備する。
・生物資源を原材料として使用する場合は、その持続可能性を
 確認する。
・リサイクル原材料を使用した製品開発とリサイクルシステムの
 構築を積極的に行う。
・環境マネジメントシステムに生物多様性の保全活動を組み入れる。
・事業所毎に取り組める新たな生物多様性の保全活動を検討する。

　２０１１年度に保全活動の取り組み方針を策定し、２０１３
年度から事業所毎に特色のある活動を実施しております。
住江テクノ（株）奈良工場では、工場南側を流れる岡崎川
周辺を遊歩道として整備する「安堵桜遊会」という活動に参
加し、桜並木などの手入れなどを行っております。最近では
野鳥のさえずりも多く聞かれるようになってまいりました。
　住江テクノ（株）滋賀工場では、地元甲賀市の花でもある
「ささゆり」の増殖活動に取り組み、球根を購入して咲かせる
だけでなく、地元のささゆりの
種を入手して植えております。
発芽まで２年、開花まで６～７
年かかりますが、将来工場敷
地内で沢山のささゆりを咲か
せるように励んでおります。
　尾張整染（株）本社工場で
は、近くの水辺でホタルを飼
育する活動の賛助会員になり
ました。

・森林保全活動を行う団体を支援する。
・みどりの募金活動に協力する。

・グリーン調達ガイドラインで、取引先様への生物多様性保全
 活動の協力を依頼する。

生物多様性の保全活動・環境会計

公害防止
コスト
地球環境
保全コスト
資源循環コスト
小　　計

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト
環境損傷対応コスト

合　計

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

分類 投資額
2012年度 2013年度 2012年度 2013年度

費用額

0

187,515

460
187,975

0

613

3,518

0
0

192,106

36,996

0

0
36,996

0

9,282

4,132

0
0

50,410

36,175

31,203

56,676
124,054

6,552

18,058

223,057

297
264

372,282

28,170

22,612

78,942
129,724

7,583

19,401

203,662

260
613

361,243

２０１３年度の主な
取り組み内容

公害防止（焼却炉・
廃水処理）、ＰＣＢ保管
ディーゼル発電機
等の使用
廃棄物処理費

容器包装リサイクル、
グリーン購入
ＥＭＳ維持審査、
環境負荷の監視、
環境報告書作成
産学連携による
技術開発（ＮＥＤＯなど）
各種環境団体への協賛金
土壌浄化

事業活動に
投入する
資源に関する
環境保全効果

事業活動から
排出する

環境負荷および
廃棄物に関する
環境保全効果

事業活動から
産出する

財・サービスに
関する

環境保全効果

環境保全効果の
分類

717,200

1,575

43,455

3,916

1,887

3.6

719,776

1,558

45,011

3,453

2,416

3.3

2,576

-17

1,556

-463

529

-0.3

２０１２年度 ２０１３年度 増減量
環境

パフォーマンス
指標（単位）
総エネルギー
投入量（GＪ）

（単位：千円）

（単位：千円）

■ 環境保全コストの推移

■ 環境保全効果

環境会計

　環境省の「環境会計ガイドライン2005年版」に準拠し、
社内基準を設定して環境保全コストを算出しております。
 ■ 対象範囲は住江織物本社および国内生産事業所のみといたしました。
■ 投資額は対象期間のみといたしました。
■ 減価償却費は財務会計上の金額としております。
■ 環境保全活動以外の目的を含む投資額及び費用は基準を設定し
　 按分しております。
■ 研究開発コストは、開発テーマを特定し算出しております。
■ 経済効果は実質的な効果が確実に把握できるものを算出しております。

算出方法

事業活動における生物多様性の影響低減

サプライチェーン全体での生物多様性への
影響低減にむけた取引先様への活動

社会貢献活動

1

2

3

住江テクノ(株)滋賀工場のささゆり
６月に開花しました。

水資源投入量
（千m3）

ＣＯ２排出量（t）
産業廃棄物
発生量（t）
産業廃棄物
再資源化量（t）

容器包装
再商品化

委託申込量（t）

費
用
節
減

収
益

効果の内容

1,027,377

57,900

64,125

2,243

1,063,605

34,333

59,304

2,769

36,228

-23,567

-4,821

526

２０１２年度 ２０１３年度 増減量

エネルギー費

■ 環境保全対策に伴う経済効果

廃棄物処理費

水使用費

リサイクルによる
有価物売却収入

■ 社有車の燃料使用量の削減

■ コピー用紙の使用量の推移

■ 事務用品のグリーン購入率の推移(％)

■ ＮＯｘ排出量の削減 ■ ＰＲＴＲ取り扱い量の削減

環境負荷の低減（2013年度実績）

汚染の防止

大気汚染（ＮＯｘ排出量の削減）
　大気汚染物質には、窒素酸化物（ＮＯｘ）、硫黄酸化物（ＳＯｘ）、粉じ
んなどがありますが、代表としてNOｘを記載しています。ＮＯｘの排
出量は、エコアクション２１の２００２年版の低減対策が行われていな
い施設の排出係数で算出しております。

PRTR取り扱い量の削減
　臭素系難燃剤のＨＢＣＤ（ヘキサブロモシクロドデカン）は、第一種
特定化学物質に指定され使用禁止となりました。ＤＢＤＥ（デカブロ
モジフェニルエーテル）、フッ素系撥水剤のＰＦＯＡ（ペルフルオロオ
クタン酸）などが各種規制により将来的に使用制限されるため、より
安全な代替物質に置き換えていっています。

グリーン活動の推進

事務用品購入率の向上
　資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体に渡る環境負荷の
低減を考慮した物品等の積極的な購入に努めております。２０１１年
度からは、非生産事業所でのグリーン購入も推進することになり、
グリーン購入率が低下しましたが、グループ会社全体でのエコ商品
の購入率の向上を目指しております。

 社有車の燃料使用量の削減
　エコドライブを推進して社有車の燃料使用量の削減に努めており
ます。またハイブリット車等のエコカーへの転換を進めております。

コピー用紙の使用量の削減
　掲示板の利用や裏紙の使用などによりコピー用紙の使用量の削
減に努めていますが、マネジメント活動の増加により使用量が増加
しております。

製品のＬＣＡ評価の促進（目標６アイテム）
　みずほ情報総研株式会社の協力のもと、実際に自分たちで、自社生産および製
造委託している商品のＬＣＡ評価を行っております。これからも年間６アイテムを目
標に推進してまいります。ＥＣＯＳ（エコス）水平循環型リサイクルタイルカーペット
は、２０１１年７月に１０マーク１８６アイテムで発売を開始いたしましたが、２０１４年７月
にはＬＸ－１７００サーフを８アイテム発売し、ＬＣＡのデータも新たに公表しております。
現在ＥＣＯＳは、２９マーク２９７を販売しております。

環境に配慮した技術の開発促進（目標１件）
　今年度の新規開発技術は下記の通りです。
　１．複合臭の評価技術による消臭性能国際標準化
　　上記技術を基にして家庭用空気清浄機用別売フィルター「キッチンアド　
　　オンフィルター」を商品開発

環境に配慮した商品の開発促進（目標３件）
　今年度の新規開発した商品は下記の通りです。
　１．夏は涼しく冬は暖かく感じるカーペット「ホット＆クール」
　２．太陽電池向けシリコンウエハ
　３．自動車用軽量・吸音外装部材
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住江織物グループ CSRレポート 2014 住江織物グループ CSRレポート 2014

基準年比
24.8％減
　 ○

基準年比
22.8％増
　 ×

基準年比
41.4％減
　 ○

基準年比
27.9％減
　 ○

15

95％以上
目標
一部未達
　  △
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住江織物130年の原点

■ 会社名 住江織物株式会社
 Suminoe Textile Co., Ltd．

■ 本社所在地 〒542-8504  大阪市中央区南船場三丁目11番20号

■ 創業 1883年（明治16年)

■ 合資会社創立 1913年（大正2年12月25日）（住江織物合資会社）

■ 株式会社設立 1930年（昭和5年12月26日）（住江織物株式会社）

■ 資本金 95億5千4百万円（2014年5月31日現在）

■ 従業員数 247名（連結グループ2,554名） ※2014年5月31日現在
■ 営業品目 【インテリア事業】 カーペット、カーテン、壁紙、各種床材など

 【自動車・車両内装事業】 自動車・バス・鉄道車両・航空機等の内装材

 【機能資材事業】 ホットカーペット、消臭関連商材、太陽電池向けシリコンウエハなど　

1883（明治16）年から数えて
2013年12月に創業130年、会社創立100年を迎えました。
　　
西洋文化の流入で洋風建築が増加した明治期。
創業者村田伝七は、３台の緞通機を購入。
大阪住吉村で手織り緞通の製造を開始し、
村田工場を開きました。

社会貢献活動 会社概要

編集後記

　住江織物グループでは、各事業所単位での地域社会への
貢献をはじめ、様々な場面で社会貢献活動を行っております。

　新たに「CSRレポート」を発行し、皆様方にお届けした
いと取り組み始めてから2年と９ケ月が経ちました。
　住江織物グループとしてのCSRとは何か、どのような
テーマで活動を進めていけばいいのか、CSR推進準備委
員会の開催は１１回を重ね、今まで試行錯誤しながら歩
んでまいりました。
　「CSRレポート２０１４」には、数多くの方の想いが詰まっ
ております。お言葉をお寄せいただいた納入企業の皆
様、日頃当社グループの事業活動にご理解下さっている
関係者様、また、想いを表現
いただいた従業員の方々、
そして一緒に原稿作成に力
を注いできた１１名の作成メ
ンバーに感謝しております。
　

　このレポートをお読みいただいた方々に、現在までの
活動の歩みと共に、住江織物グループの新たなスタート
と、一歩ずつ前進していくという決意を感じていただけ
れば幸いと思っております。最後に皆様の忌憚のないご
意見をお待ちしております。

　工場周辺の美化推進のため、構外美化活動を年に４回
実施しています。また、工場南側を流れる岡崎川周辺の
桜並木は、近隣住民を中心に結成された「安堵桜遊会」に
よって整備され、遊歩道としての賑わいを見せておりま
す。私たちは、工場周辺の環境整備への協力を積極的に
進めています。
　また、環境影響の保全・改善のため、事業所の専門

チームによる環境パトロールを２か月に１回実施してお
り、周辺環境の保全に取り組んでおります。

創業者　村田伝七
　大阪みどりのトラスト協会は、大阪府の貴重な自然環
境や里山を保全するとともに、身近な緑を充実させるた
め、 平成元年に設立されました。
　「みどりの未来をわたしたちの手で」をキャッチフレー
ズに、自然環境保全地域や和泉葛城山ブナの森、三草山
ゼフィルスの森等、大阪府の貴重な自然を対象としたナ
ショナル・トラスト運動の展開や里山の保全、緑の募金の

インターンシップの受入れ

｢（財）大阪みどりのトラスト協会」の活動を支援

Suminoe Textile of America Corporation（ＳＴＡ）での社会貢献活動

構外美化活動（住江テクノ（株） 奈良工場）

　当社では、2014年8月18日から8月29日までの10日
間、関西大学、関西学院大学、京都産業大学、近畿大学、龍
谷大学から各1名、計5名のインターンシップ生を受け入れ
ました。
　期間中は奈良事業所見学、産業資材・車両資材・機能資
材・(株）スミノエの各事業部門での営業業務、株主総会業
務の他、採用業務としてインターンシップを通して学んだこ
とを基に、当社を学生へPRするポスターを作成するという
課題に取り組みました。課題を通じて、チームで一つのもの
を作ることの大変さ、楽しさを感じてもらうことを目的として

おります。最終日にはその課題をパワーポイントとポスター
にまとめ、社員の前で発表を行いました。発表のコンセプト
は、「One Step Can't Stop！」で当社の社風やグローバル
展開を表し、各部門の特徴を捉えておりました。このポス
ターは、今後会社説明会等で活用を予定しております。
　また上記とは別に(株）ス
ミノエで大阪芸術大学、金沢
美術工芸大学、文化学園大
学から各1名を受け入れて
おります。 

推進など、幅広い活動を実施しており
ます。当社は２００８年に法人会員とな
り、緑の募金や社員の観察会、森林ボ
ランティアへの参加を積極的に支援し
ております。 

　アメリカ サウスカロライナ州にあるSTAは、2003年4月
に設立され、自動車向けシートファブリック事業、カーペット
事業、マット事業を展開しております。
　STAでは、2014年7月に、Ronald　McDonald　Camp
（がんを抱えている子供や兄弟が1週間のキャンプを通じ
て、子供らしく楽しみ、またがんについてオープンに話し合
う活動）への寄付を集める為の、初めてのチャリティゴルフ
トーナメントを開催いたしました。雨天の中、60名が参加
し、＄3,000の募金を集めることができました。
　また、STAはサウスカロライナの美しい自然を守るため
ADOPT-A-HIGHWAYのスポンサーになり、STA近郊の

道路の清掃を年間4回行
なっております。7月19日に
は10名の参加がありまし
た。
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CSRレポート作成メンバーによる、原稿作成会議
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