
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モノづくりで、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。

■ 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（2016年5月期）
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160百万円

合計97,529百万円

機能資材
（約5.1%）
4,972百万円

浴室床材
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緞通 美術工芸品

Interior Fittings

Functional materials

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

海外 国内

シート地

フロアカーペット カーマット

ホットカーペット

TispaⓇシリーズ
「香りでごまかさない 本当の消臭」

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

インテリア

Automotive Textiles
自動車内装材

Arts and Crafts Textiles
美術工芸織物
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インテリア
（美術工芸織物を含む）

（約37.4%）
自動車・車両内装
（約57.3%）
55,926百万円

36,471百万円



07 08

● 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）
● （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・荷役・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

● 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）

● 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

　モノづくりの精神は、住江テクノ(株)を代表とする製造事業所に引き継がれており、全国に拡がる販売網を通じて、
人々の暮らしに彩りと快適さをお届けできるよう、日々お客様に寄り添った企業活動を行っております。

グループ概要（国内事業所）

国内事業所・国内の主な子会社
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 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）
 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
　 （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

●人員数：４３名(男性３７名/女性６名)
　住江テクノ(株)は、住江織物グループの国内製造拠点の住
江甲賀(株)と住江奈良(株)を統合し、２０１３年６月に発足した
会社です。滋賀工場は、忍者の里で有名な滋賀県南東部の甲
賀市にあります。PETボトルのリサイクル材を使用したポリエ
ステル長繊維「スミトロン®」の製造と、ニードルパンチ等の不
織布にオレフィン系樹脂のラミネ－ト加工を行っております。

　スミトロン®は主にカ－ペット用
の糸に、ラミネ－ト品は自動車用部
材として使用されております。これ
からも、環境配慮型商品の提供と
緑豊かな地域との共生を図りなが
ら貢献してまいります。

住江テクノ(株)滋賀工場

●人員数：85名(男性61名/女性24名)
　真清田神社が平安時代に尾張の国の「一の宮」であっ
たことに由来する地名の愛知県一宮市に尾張整染(株)本
社工場はあります。
　濃尾平野の中央に位置し、木曽の清流と温和な気候、
風土に恵まれ古くから伝統のある繊維の街として繁栄し、
地場産生地「尾州」ブランドなど、現在では総合繊維産業
都市として全国に知られるようになりました。
　尾張整染(株)は主に自動車内装材・インテリアファブ
リック・産業資材用途の染色・整理加工会社として操業し
ております。
　「対話と工夫に真心こめて 未来を拓く尾張整染」をモッ
トーとし、従業員全員が質の高い商品づくりを目指し、
日々取り組みを進めております。

尾張整染(株)本社工場

●人員数：114名(男性97名/女性17名)
　ルノン(株)は、今年で創業82年となる襖紙卸業が発端
の会社です。ブランド名だった「ルノン」を1990年に会社
名とし、壁紙、襖紙中心の卸業として全国展開しておりま
す。中でも、消臭機能性壁紙「空気を洗う壁紙®」の発売は
センセーショナルな出来事で、全社員が率先して販売・告
知を行った結果、広く認知いただけることとなりました。
　バラエティー豊富な機能性壁紙をはじめ、斬新で繊細
なデザインの壁紙、襖紙は当社製品の大きな魅力です。
　また、社員の商品知識もさることながら、互いに意見を
出し合い、自らが考えて行動する積極性が企業の原動力
となっております。

ルノン(株)

●人員数：21名(男性14名/女性7名)
　関西ラボラトリー(株)は大阪ラボ、奈良ラボの２拠点を
持ち、自動車・車両内装材やカーペットをはじめとするイ
ンテリアファブリック商品などを科学的・実証的にテスト
し、厳しい品質基準をクリアする安全な商品づくりに貢献
してまいりました。両ラボとも工業標準化法試験事業者
登録制度（JNLA）の登録事業者として高い信頼をいただ
いております。
　今後の新しい商材開発から生まれる新試験規格ニーズ
に応えられるよう、試験装置の充実も図っております。

関西ラボラトリー(株)

　　　　　 ●…住江織物（株）の事業所
●  ●  ● ●　 …子会社と各営業拠点

大阪住吉村に初めて工場を開いて130年余り・・・
住江織物グループは国内各地に拡がり、お客様のご要望に応えております

住江織物グループ CSRレポート 2016

ホームページ
QRコード

※人員数は2016年5月31日現在。



■ 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）

■ Hi-Tech Fabrics LLC 
　 サウスカロライナ（米国）
■ Bondtex,Inc.
　 サウスカロライナ（米国）

■ 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）

■ 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

安定的な生産と迅速な納入で、世界に拡がる住江織物グループ

■ 地域別売上高

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

単位：百万円アジア北米 その他日本
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グループ概要（海外子会社）
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5,120

2012年5月期
3324,732

合計75,318
（海外比率 13.5%）

2013年5月期
5688,453

合計81,873
（海外比率 25.3%）

11,653

2014年5月期

64,694
63,271

61,198
65,132

4468,820

合計 88,219
（海外比率 26.7%）

2015年5月期
47910,091

合計 91,182
（海外比率 30.6%）

14,257
17,340

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

　1994年にタイに海外子会社を設立して以来、アジア・北米を中心に海外進出を加速してまいりました。現在は6か国
13拠点に拡がっており、各国の日系自動車メーカーからのご要望にお応えし自動車内装材を納入、また中国ではホット
カーペット、フィルターの製造を行っております。各拠点では積極的な現地社員の採用を行い、地域の雇用創出に努めて
おります。

●人員数：108名(男性105名/女性3名)
　2010年、ニューデリー近郊ハリヤナ州グルガオンに合
弁会社として設立いたしました。    
 STKは急進するインド自動車産業の将来を見据え、総合
内装材メーカーの中で日系では初めてインドに進出いた
しました。2012年にはマネサール工業団地内に生産工場
を設立し、順調に生産量を伸ばし、インドに進出している
全日系自動車メーカーに内装材を供給できるようになり
ました。    
　インド政府の環境への対応の高まり、また、お客様の
ニーズにお応えするため日本の技術力を活かし、貢献
できるよう総合内装材メーカーとして事業拡大を図って
まいります。    

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

●人員数：13名(男性8名/女性5名)
　２００３年、インドネシア バンドン市に住江織物(株)の
合弁会社として設立いたしました。ＳＳＩは、自動車用シート
ファブリック、フロアカーペット、ＰＶＣシート等をインドネシア
国内の各自動車メーカーに供給し、また、ＡＳＥＡＮ諸国や
北米等に輸出を行う等、事業を順調に拡大してまいりました。
　２０１５年に住江織物(株)の連結子会社となり、その後も
インドネシア自動車市場の回復に伴いファブリック部門に
おいてはトップシェアを維持し更なる事業拡大を図ってお
ります。現地スタッフとともに高品質のモノづくりに徹し、
国内外のお客様の信頼を得られるように努力してまいります。

ＰＴ．Ｓｉｎａｒ Ｓｕｍｉｎｏｅ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ〈SSI〉
バンドン（インドネシア）

●人員数：450名(男性280名/女性170名)
　2004年、米国サウスカロライナ州ガフニー市に住江織
物(株)の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、2010年からはニードルパンチ事業へと順
調に拡大を続けております。
　加えて、2013年にはメキシコにマットとニードルパン
チ事業を展開するため、Suminoe Textile de Mexico
を設立し、2015年にはBondtex社を買収してラミネート
事業が加わりました。
　現在従業員数450名を有する会社に成長し、地元サウ
スカロライナ州の雇用の創出等、地域経済に貢献して
おります。 

Suminoe Textile of America Corporation〈STA〉
サウスカロライナ（米国）

●人員数：204名(男性139名/女性65名)
　大洪水、反政府運動、バンコク封鎖、クーデター、戒厳
令、爆弾事件と、タイでは様々な出来事が起きています。
そんな中、住江織物(株)の初の海外拠点として１９９４年
以来２２年の歴史を積み重ねてまいりました。
　２０１１年の大洪水ではアユタヤにある当社工場も浸水
しましたが、全社員一丸となって復興を果たしました。
　当社製品のほとんどが自動車向けのため、２０１２年の
タイ国内の初回自動車購入者補助金による新車市場の
急拡大、その後の反動による長期低迷に翻弄されながら
も、新規商材、新規顧客の開拓に注力しております。

T.C.H. Suminoe Co., Ltd.〈TCHS〉
アユタヤ（タイ）

66,073

2016年5月期
34612,399

合計 97,529
（海外比率 32.3%）

18,710




