
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（2017年5月期）
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緞通 美術工芸品

空気清浄機用 消臭フィルター

柿ポリフェノールサプリメント 

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」

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
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自動車内装材 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36.9%）

自動車・車両内装
（約58.7%）
56,377百万円

35,410百万円

カーテン
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タイルカーペット
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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）
● （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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　住江物流(株)は、住江グループの製品の保管や入出庫
を主業務とし、流通加工や配送手配も行う会社です。扱い
品目は、カーペットばかりでなくカーテン、壁紙、自動車内
装材など多岐にわたります。本部を住江織物（株）奈良事
業所内に置き、全国１２か所にセンターを構えております。
各センターで扱い品目は異なりますが、カーペットの裁
断・縫製、カーテンのカット出荷・縫製、壁紙のカット出荷な
どの流通加工を得意としております。
　若手のセンター長が現場を管理し、女性の社員も中軸
となって活躍しております。
　住江グループの大切な製品を全国のお客様に正確に
お届けすることをモットーに、無事故・無災害の安全第一
を念頭において日々の業務にあたっております。

住江物流(株)

　古くは京都･西陣の宮廷織物所の一つとして宮中や諸
大名のご用命を賜り、近くは宮内庁御用達として皇族の
御旗、御大典調度品、神宮式年遷宮御装束神宝御料織物
の製織にご奉仕する栄誉を賜ってきました。
　創業以来、連綿と受け継がれてきた美術工芸織物は、
今日においても皇居宮殿、国会議事堂など我が国を代表
する格式高い建造物の内装、著名な劇場ホールの緞帳、
学校関連の緞帳・校旗として息づいております。
　近年ではコンピュータと連動した電子ジャカード織機に
よる新たな緞帳・タペストリー・織額づくりにも取り組み、
伝統技術の継承のみならず、次代を担う技術開発にも取
り組んでおります。

京都美術工芸所

　スミノエ テイジン テクノ(株)は、住江織物(株)と帝人フ
ロンティア(株)が2009年に設立した自動車内装材の製
造・販売会社です。
　住江織物(株)で培われた開発力・生産技術力と帝人グ
ループが有する繊維素材加工技術力との統合によって、
シート表皮材・天井材など自動車内装に関する各種製品
をご提供しております。
　近年では、従来の「繊維製品(織物・ニット)」に加え、合成
皮革などの新素材の開発・販売にも取り組み、激変する市
場へも対応できるようにしております。

スミノエ テイジン テクノ(株)

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

 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）
　 および不織布の製造・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）
 （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

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 2017



■ 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）

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

単位：百万円アジア北中米 その他日本
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グループ概要（海外子会社）
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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

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

　1994年にタイに海外子会社を設立して以来、アジア・北中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。

　２０１０年９月、上海市の日本国総領事館すぐ
そばのオフィスビルの一室に、住江織物(株)
１００％子会社として設立いたしました。少人数
ながら、商社としてのフットワークを活かし、原
材料から製品まで中国国内の販売を中心に、
輸出入業務も含め幅広く業務を展開しており
ます。不織布関連商材を中心に協力工場数社
を抱え、単なる仕入れ販売ではない独自商品
の開発も行い、新規商材・新規顧客の開拓に
注力しております。

住江織物商貿（上海）有限公司〈STS〉
上海（中国）

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

　２０１３年１１月、インドネシアバンドン市に住江織物（株）
とそのパートナーであるシナール社と合弁会社を設立い
たしました。主に自動車用マットの製造・販売を行っており、
インドネシア国内向けはもとより日本、北米、タイ向けに
マットの輸出を行うなど、事業を順調に拡大してまいりま
した。手先の器用な従業員に支えられ、顧客へ高品質な
マットの提供を行っております。ＳＳＴのスローガン「Ｂｅｓｔ
Ｑｕａｌｉｔｙ, ＢｅｓｔＳｕｐｐｌｉｅｒ」を遵守し、更なる発展を遂げ
ていきたいと思っております。 

PT. Suminoe Surya Techno〈SST〉
バンドン（インドネシア）

　2013年にメキシコ中央高原のグアナファト州に、自動
車用マットの製造工場として設立されました。2015年に
は、カーペットの機械設備を導入し、事業を拡張いたしま
した。同地域は、年間を通して気温がやや高く、乾燥してい
ますが、比較的穏やかで過ごしやすい気候です。従業員の
平均年齢は32歳と若く、メキシコの経済発展、顧客から
の需要拡大に合わせて、今後成長が期待される会社とし
て、従業員一同仕事に励んでおります。

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

　1994年に住江織物(株)の初めての海外子会社として
設立されて以来、ファブリック事業とカーペット事業を中
心に事業活動を行っております。
　タイでは2011年の大洪水以来、バンコク封鎖、クーデ
ターなど様々な出来事が起こり、昨年は国民が敬愛する
プミポン前国王の崩御により経済の停滞も心配されまし
たが、大きな影響はありませんでした。当社でも昨年末の
スポーツ大会は自粛しましたが、今年に入り恒例の社員旅
行が開催されました。タイの人は宴会が好きで大いに盛
り上がり、日本人駐在員も微笑みに囲まれ楽しく生活して
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

64,946

2017年5月期
38613,778

合計 96,038
（海外比率 32.4%）

16,926

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




