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住江織物グループのC SR※1

　お客様の声に真摯に向き合い誠実な対応
を心掛けます。お客様とともに快適な空間
を作り上げることを私たちの喜びとし、信頼
を得ることを目指します。また、品質向上の
取り組みを推進してまいります。

　お取引先様との関係を大切にし、共にお客
様への対応力の向上を目指していきます。価
格・品質・納期等合理的な基準によって選定を
行い、公正で対等な取引に努めます。

　適正な利益の確保により、株主・投資家の
皆様へ還元することを目指してまいります。
ＩＲ活動により、積極的な情報開示を進めて
まいります。

　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。

　私たちはCSR活動方針に基づき、以下のとおり価値
を提供していくことで、ステークホルダー（利害関係者）
の皆様との良好な関係を構築するとともに、地球環境
に寄与し次世代への責任を果たしてまいります。

　各国、また地域社会との交流を深め、文
化・歴史を理解するとともに、社会貢献活動
を行ってまいります。

　従業員一人ひとりの人格や個性を尊重
し、働きやすい職場環境を整備してまいりま
す。また、能力を最大限に発揮し、課題を解
決していこうという従業員の想いに応えて
まいります。

　地球環境の維持と改善の一助となる魅力
的な環境商品・技術を生み出すことに力を
注ぎます。また、事業活動を通じ環境負荷低
減活動（省エネルギー、省資源、廃棄物削減
等）に努めてまいります。　

■ 対象期間
2014年度（2014年6月～2015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 
2015年11月 

会社の目的

　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。

社 訓

経営の土台となるＣＳＲ

企業行動規範

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。

よい製品を生産し、販売し、
社会の向上に貢献します。

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。

ステークホルダー（利害関係人）との
関係を尊重します。

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。
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な
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トップメッセージ

グループ概要(事業の拡がり)

グループ概要(国内事業所)

グループ概要(海外子会社)

特集②　人材活性化と女性活躍推進

コーポレートガバナンス・ＣＳＲ推進体制

2014年度のCSR活動実績

ＣＳＲ中期計画

社会性　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

環境マネジメント ＫＫＲ+Ａのテーマのもとに 

第３次中期行動計画

環境負荷の低減

生物多様性の保全活動
エコチャレンジ2018

社会貢献活動

会社概要・コラム・編集後記

特集①　ＫＫＲ+Ａ社会に貢献する商品は
　　　　こんな身近にも

　住江織物グループでは、「事業を通じたＣＳＲ」と
「経営の土台となるＣＳＲ」を両輪として、更なる企
業価値の向上、広く社会からの信頼を得ることを
目指し、活動の方針を次の通り掲げます。

事業を通じたＣＳＲ

株
主・投
資
家

の
皆
様

地
域
社
会

の
皆
様

お
客
様

お
取
引
先
様

従
業
員

地
球
環
境

※1 CSR：Corporate Social Responsibilityの略称で、「企業の社会的責任」と訳される。
※2 コンプライアンス：企業が法律や企業倫理を遵守した判断や行動をし、社会からの期待や信頼に応えること。

住江織物グループのC SR※1

C S R 活 動 方 針

●公正で透明性の高いガバナンス体制を
　確立する。

●コンプライアンス※2（法令遵守）を徹底し、
　高い倫理観をもって企業活動を行う。

●従業員の働きやすさ・多様性に
　配慮するとともに、価値ある仕事を通じて
　成長することを支援する。

●ＫＫＲ＋Ａ（健康・環境・リサイクル＋
　アメニティ）を中心とした、地球環境・
　社会に貢献し、人々の暮らしや気持ちを
　豊かにする商品を提供する。

●グローバル戦略を推進し、当社の製品が
　多くの人々にご使用いただくこと、
　KKR＋Aを世界各地に広げていくことを
　目指す。
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トップメッセージ

　2015年は、前年の日本版スチュワードシッ
プ・コードに続き、コーポレートガバナンス・
コードが示され、日本企業にとってまさにガバ
ナンスの大きな転機となりました。２つのガバ
ナンスコードに則り、日本企業が企業統治の
強化と事業運営の効率化を進めるさなか、世
間では経営陣による不正から会社存続を揺る
がすような不祥事が起こり、改めてこれらの改
革は表面的なものではなく、実態を伴うもの
でなければ達成できない、ということが強く認
識されました。当社においても持続的な成長
を遂げていくために、組織の透明性と倫理観
に基づく事業活動が大切と考えております。
　経済面では、アベノミクス施策によって企

業の業績と雇用環境が改善し、また訪日外国
人よるインバウンド需要もあり、緩やかなが
ら国内消費は回復しつつあります。そのよう
ななか、当社は、2015年5月期に終了した中
期3ヵ年経営計画“G loba l E v o l u t i o n 
2015”において、海外事業の強化とオンリー
ワン商品の積極的な展開によって、売上高の
大幅な増収と史上最高益となる営業利益を
達成し、事業全体を大きく拡大することがで
きました。そして新たに、2015年6月から新
中期3ヵ年経営計画“Advance Ahead 
2018”をスタートさせ、3ヵ年の目標として、
売上高1 , 0 0 0億円、営業利益50億円、
ROE8%以上を目指しております。
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2015年11月

はじめに

〈海外事業の更なる強化〉
　前中計に続き、当３ヵ年においても海外事
業を積極的に推進してまいります。2015年6
月には米国の自動車用内装材のウレタンラ
ミネート加工事業を行うBondtex社を買収
し、現在、海外６ヵ国（米国、中国、タイ、インド
ネシア、インド、メキシコ）13拠点へと事業エ
リアを拡大しております。
　事業がグローバルに広がりを見せるなか、
サプライチェーンにおける環境への負荷と、
緊急時にも安定的に供給できる体制づくりに
ついて、これまで以上に留意していく必要が
あると考えております。また、海外展開を加
速するために不可欠な人材の多様化を推進
し、各拠点で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。

〈オンリーワン商品の積極的な展開〉
　当社は多様なお客様に対して、優れた品質
の製品を供給してまいりました。皆様のおか
げをもちまして100年を超える歴史を刻むこ
とが出来ました。今後もインテリアを通じて
社会の豊かさへ貢献し、また同時に、来たる
低炭素社会に向け、環境に配慮した商品のさ
らなる拡大によって業界をリードしていきた
いと考えております。
　2015年5月、当社は、世界的な原糸メー
カーであるイタリアのAquafil社と業務提携
し、当社の主力商品である水平循環型リサイ
クルタイルカーペット「ECOS®」に、同社の
100％リサイクルナイロン繊維「ECONYL®」
をパイル糸として採用いたしました。この結
果、「ECOS®」の再生材料比率は従来の77％
から83％まで増え、さらにCO2削減率（LCA
による評価）は最大44％となり、世界でも類
を見ない数値を実現いたしました。

　オフィス市場の主流であるBCFナイロンを
使ったタイルカーペットのなかで、「ECONYL®」
を採用した「ECOS® EX-7000」は、環境負荷
低減に貢献する商品としてグローバルにご満
足いただけるものと自負しております。当社
は今後もリサイクル技術に磨きをかけ、環境
にやさしい商品を通じて、国内外で社会や自
然環境へ貢献してまいります。

〈ステークホルダーとのつながりについて〉
　全てのステークホルダーと適切な関係を築
き、ともに歩むことは、当社に持続的な成長を
もたらし、さらには企業価値を向上させるもの
と考えております。株主様、お客様、仕入先様
とのパートナーシップの強化はもちろんのこ
と、より良い職場環境をつくることで、社員一
人ひとりが仕事の効率化と生活の充実を図れ
るよう努める所存です。

〈伝統文化の保存について〉
　当社は、手織り緞帳・緞通等を製造する丹
後テクスタイルと、西陣織を製織する京都美
術工芸所を有しております。担い手が年々減
りつつある手織りの伝統文化を維持していく
ため、当社は若手職人を育成し、創業以来
130年以上に亘って培ってきた手織り技術を
未来へ向けて継承いたします。

 会社創立100年を超え、当社は“成長”と“環
境・社会への貢献”を両立させ、これからも
200年、300年と続くサステナブルカンパ
ニーを目指してまいります。

新中期3ヵ年経営計画 “Advance Ahead 2018”

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。

■ 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（2015年5月期）

鉄道内装材

航空機内装材船舶内装材

バス内装材

鉄道・バス・船舶・航空機内装材

機能性資材

Interior Materials for Trains / Buses / Ships / Aircraft

2012年
5月期

2011年
5月期

2013年
5月期

2014年
5月期

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

2,349 2,292
2,401

2,554

816 787 938 1,034

2015年
5月期

1,513

2,604

1,091

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
（名）

70,891 
75,324 

81,898 
88,266 

売上高 営業利益

2012年
5月期

2011年
5月期

2013年
5月期

2014年
5月期

1,184
1,031

2,057

3,195

91,244 

2015年
5月期

3,188

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000
売上高 営業利益

その他
147百万円

合計91,244百万円

インテリア
（美術工芸織物を含む）

（約38.6%）

自動車・車両内装
（約55.4%）
50,482百万円

35,143百万円

機能資材
（約6.0%）
5,471百万円

ホット
カーペット

TispaⓇ
「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
シリコンウエハリサイクル繊維「スミトロンⓇ」

緞帳

タイルカーペット

カーテン

ラグマット 襖

壁紙
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インテリア

緞通 美術工芸品

Interior Decor

美術工芸織物
Arts and Crafts Textiles 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

自動車内装材
Automotive Textiles
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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・加工・配送手配

　住江テクノ(株）は、住江織物グループの製造部門である
住江奈良(株）と住江甲賀(株）を統合し、両社を、「奈良工場」
と「滋賀工場」に名称を変え、２０１３年６月１日に新たに発足
いたしました。
　住江テクノ(株）奈良工場は、奈良県の西名阪自動車道
法隆寺IC近くにある安堵工業団地内に位置しておりま
す。近くには、日本で初めて世界遺産に登録された法隆
寺や斑鳩の里があり、いにしえの歴史や文化を感じるこ
とが出来ます。
　奈良工場では、水平循環型リサイクルタイルカーペッ
ト「ECOS®（エコス）」と自動車用フロア材の生産を主軸
として、車両・航空機床材、その他各種カーペットの生産
および消臭フィルターの加工を行い、長年培われた技術

　ものづくりの精神は、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。

〈製造事業所紹介〉

住江テクノ（株） 奈良工場

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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● （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

 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

を生かし、軽量・省資源化、リサイクル、快適な環境を意
識したものづくりと将来を見据えた新規商材への取り組
みを進めております。
　２０００年にISO１４００１認証を取得し環境負荷の低減活
動を長きに渡り進めており、工場周辺の美化推進のため
に構外美化活動を年に4回実施しております。今後も工場
周辺の環境設備への協力を積極的に進めてまいります。

　帝人テクロス(株)は、愛知県西部の稲沢市にあり、愛
知・岐阜・三重の水郷地帯である濃尾平野を流れる木曽
川・長良川・揖斐川の木曽三川の内、最も愛知県寄りを流
れる木曽川近くに位置しております。自動車用シート表皮
材、衣料用、オフィスインテリア用ファブリックの糸染色お
よび織布生産を行っており、関係会社を含めた一貫生産
の強みと繊維への高い技術力を基盤として、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おりま
す。また、環境に優しい素材の使用を積極的に進めてお
り、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（登録活動範囲：車輛内
装材、衣料、インテリア用原糸と織編物の製造、染色及び

帝人テクロス（株）

織布の加工）を取得後１４年が経過し、着実に成果を上げ
ております。環境保全に対する意識は従業員全員に浸透
しており、グリーン調達、エコ商品の拡販など全部署がレ
ベルアップを目指して環境保全に取り組んでおります。
環境美化活動としては、春の近隣周辺の美化活動や構
内動植物観察、ツツジの植え替え等を行ない、生態系保
全、環境意識醸成の活動を強化しております。

　（株）スミノエは、１９９８年に住江織物（株）から、基幹事
業であるインテリア専門の事業会社として設立した販売
会社です。
　カーテン等の窓装飾品やカーペット・硬質床材などの
床材商品を中心に、ホームユースから、ホテル・オフィス・
学校・病院施設などのコントラクトユースまで、全国の営
業拠点を通じて販売を行なっております。
　１９９８年に発売したホルムアルデヒド・タバコ臭・生活
臭を空気中の酸素を使って安全な物質に吸着・分解する
「トリプルフレッシュ®」加工を施された商品は、その後も
進化を続けた定番商品となり、安全・健康な空間づくりに
貢献しております。

（株）スミノエ

　また２０１１年に発売した水平循環型リサイクルタイル
カーペット「ECOS®（エコス）」は、廃棄物の削減や資源の
循環を目指した商品です。
　今後も環境基本理念である『ＫＫＲ＋Ａ〈健康・環境・リサ
イクル＋アメニティ（快適）〉』のテーマのもとに、皆様に安
心してお使いいただける商品を提供してまいります。

〈国内販売会社紹介〉

　　　　　 ●…住江織物の事業所
●  ●  ● ●　 …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



■ 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）

■ Hi-Tech Fabrics LCC 
　 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）

■ 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

安定的な生産と迅速な納入で、世界に広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）

■ T.C.H.Suminoe Co., Ltd.
　 アユタヤ（タイ）

単位：百万円アジア北米 その他日本
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　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
調に事業拡大を続けており、さらなる事業展開として、
2015年にボンテックス社を買収しラミネート事業が加わ
りました。またお客様のニーズにお応えしていくため、
2007年にISO/TS16949の認証を取得し、2013年に日
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

〈海外子会社紹介〉

Suminoe Textile of America Corporation(米国：STA)

子会社を設立いたしました。
　今では、住江織物グローバル拠点において、従業員数
400名強を有する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
雇用創出などの地域貢献にも努め
てまいります。

　1994年、タイ中部のアユタヤに住江織物（株）の合弁会
社として設立いたしました。TCHSは当社のグローバル拠点
の中で最も歴史のある企業であり、設立よりファブリック事
業とカーペット事業を中心とした事業活動を行っておりま
す。お客様のニーズにお応えする品質を重視したモノづく
りに徹するために、2002年にISO/TS16949の認証を取得
いたしました。また、環境負荷の低減についても当社のグ
ローバル拠点の先駆者として取り組み、2006年には
ISO14001の認証を取得し、地域の環境負荷低減について

T.C.H.Suminoe Co.,Ltd(タイ：TCHS)

真摯に取り組んでおります。2011年には、大洪水にて工場
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
グローバル拠点からのバックアップ生産供給体制により、最
後まで支障をきたさずに供給対応し、お客様の強い信頼を
得ることができました。2014年には20周年を迎え、今後も
住江織物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
会への貢献に注力いたします。

　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、自動車生産が世界最大規模に成長し
た中国経済を背景に、ファブリック事業を中心とし設立以
来順調な拡大を続け、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。中国国内における重要問題で
ある環境問題については、SPMは設立当初から環境を重
視した事業運営を行い、パートナー企業の協力のもと、使

住江互太（広州）汽車繊維製品有限公司(中国：SPM)

用している水の約30%をリサイクルするなど、環境対策へ
も注力してまいりました。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モノづくり
に徹し、お客様の信頼をさらに得
られるよう努力するとともに、環境
負荷低減活動を通して地域社会へ
貢献し安定した事業運営を重ねて
まいります。

蘇州住江織物有限公司（中国：SSO）

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

64,694
63,271

61,198
65,13261,920

4468,820

合計 88,266
（海外比率 26.7%）

2015年5月期
47910,091

合計 91,244
（海外比率 30.7%）

14,305
17,402

　２００３年、中国蘇州市にホットカーペットを主たる製造品目
として、中国現地法人との合弁会社を設立。２００４年１２月に住
江織物(株)１００％子会社として新たなスタートをきりました。
　ＳＳＯは、住江織物(株)の優れた感性、技術力のＤＮＡを引
き継ぎ、中国のきめ細やかな作業能力と合わせて感性の高
い、安全、ハイセンスなホットカーペット用ヒーターユニットを
日本の大手電気メーカーにＯＥＭ供給しております。また電
気暖房器は、安全が最優先となります。ＳＳＯは、優れた技術
力、検査体制、また検査機器により安全な製品を日本に送り
出し、住江織物(株)での厳しい品質管理のもとにモノづくり
を推進し、安全第一をモットーに取り組んでまいりました。

　２００８年には、ＩＳＯ９００１の認証を取得し、２０１０年より家
庭用消臭剤Ｔｉｓｐａ®「香りでごまかさない本当の消臭」を
生産、２０１１年より消臭フィルター事業にも参入し、幅広い
お客様に信頼をいただき事業の幅を広げております。ホッ
トカーペットにおいてはこれまで３５０万台以上を生産し、卓
越した技術力で安全且つ高品質な商品を生み出しており
ます。今後も豊かな家庭
空間づくりに少しでも役
立つ会社として、社会に貢
献してまいります。

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

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

　2015年、海外事業の機動力の強化及び領域の拡大を目的とし、PT.Sinar Suminoe Indonesia(SSI)と米国Ｂondtex
社を子会社化いたしました。また、メキシコ工場(Suminoe Textile de Mexico,S.A. de C.V.)を拡充いたしました。今後
も、各事業においてSUMINOEのグローバルビジネスの拡大を目指すとともに、各国拠点における経済活動を通じて、地
域の経済発展と雇用促進に貢献してまいります。

安定的な生産と迅速な納入で、世界に広がる住江織物グループ
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住江織物グループの技術や製品は
日常生活のこんなところに

特集① KKR+A 社会に貢献する商品はこんな身近にも

住江織物グループ CSRレポート 2015

疲れた身体を癒すあたたかいカーペットやアレルゲンの働きを抑える機能を持つ壁紙など
お部屋を心地よく、快適に保つ技術や製品を担当者のコメントとともにご紹介いたします。

住江織物グループ CSRレポート 2015

ウォームエコⓇ
ダブル発熱
　カラダから蒸発する水分を吸収する
ことで熱を発生させる吸湿発熱加工
を、カーペット表面と基布面にダブルで
施しております。触っているところから、
じんわり温かくなる温感機能です。高
湿な夏場は、もともと湿気を吸着した
状態になるので、年
間を通して快適にお
使いいただけます。 

住江織物グループの主力商品として
お客様から愛されてきたカーペット。
近年は様々な機能性を付加し、より
快適な商品
をお届けし
ております。

担当 長澤 良美

アレルブロック®
加工
 スギ花粉アレルゲン、ダニアレルゲン
などを取り込む機能をもつ壁紙です。
粘土の中などに含まれる無機の鉱物
で、層状の構造を持っており、その層の
間にアレルゲンを取り込むことが出来
ます。2010年の販売スタートに先駆
けて、モニター評価を行い、「くしゃみ
が減った、薬の量が減った、夜寝やすく
なった」など、ご好評いただいておりま
す。スギ花粉、ダニ以外に、ヒノキ・カモ
ガヤ・ブタクサ・シラカバ花粉アレルゲ
ンに対する効果も確認し、
1年を通してより良い環境
を提供する商品です。

担当 青木 里恵

浴室床材

 これまで培ってきた、環境に優しい
オレフィン素材をシート状に成形する
技術を活かして製造しております。
暖かさを感じることができる床材で、
冬場の浴室で多いヒートショック現象
には、効果てき面の安心安全な製品で
す。柔らかさも丁度良い、心地の良い
仕上がりで、特にお年寄りやお子様には、
喜ばれると思います。今後も、品質を
高め、お客様に満足いただけるよう
取り組んでまいります。

担当 柴山 誉宏

KEAT・貴糸®

テーパードフィラメント「KEAT・貴糸®」
は、特殊ポリエステルを独自の技術に
より自然な「しなやかさ」をつくりあげ
ました。画筆や化粧筆の材料として、世
界のトップメーカーに長年ご採用を頂い
ております。また、高品質、安定性、安全
性においてもトップクラスとのご評価
を頂戴し、食品製造用か
ら工業用用途など、幅広
い分野でご採用を頂いて
おります。

担当 上出 隆

16.776 mm

メイクブラシ

クロスキャビン®

 クロスキャビン®は、一般的な網戸と
比べて、網のサイズが約１６０分の１で
す。花粉、砂塵、排ガスのすす、工場の
煤煙や火山灰などの屋内への侵入を
防ぐ事ができます。また、網戸用の用
途だけでなく、靴の素材、フィルターの
素材などにも展開してまいります。

担当 秋山 裕義

専用クリーナー
　大切なカーペットをより永く、綺麗に
お使いいただくためのケア商品です。汚
れを吸い取るパウダータイプと、汚れを
浮き立たせる液体タイプの２ス
テップ洗剤で、汚れ除去後のパイ
ル面の風合いキープ
に優れた、カーペット
専用クリーナーです。

担当 長澤 良美

トリプルフレッシュⓇ
加工
　シックハウスの原因物質であるホル
ムアルデヒドやタバコ臭、生ごみなど
室内で発生する臭いを消臭するカー
ペットです。発生する臭いを吸着する
だけでなく、水や二酸化炭素などの無
害な成分に分解します。
ペットの臭いも消臭するこ
とが確認でき、室内を快適
に過ごせる商品です。

担当 大澤 まゆみ

消臭フィルター

 冷蔵庫・空気清浄機・暖房機などの家
電製品の消臭フィルターとして、また7
種類の家庭用消臭剤「TispaⓇ」として
展開しております。活性炭のミクロの
穴にニオイを閉じ込めるフィルターで
は、すぐに満杯になったりニオイが再
び放出されたりします。この問題点を
解決するために、不快なニオイを別の
形に変えてしまう触媒という成分を
フィルターに付けました。お
客様からはキムチ臭やペッ
ト臭がとれたというコメント
が寄せられております。

担当 知念 卓也

スミノエバイオテック®

 石川県・加賀伝統の健康野菜「金時
草」を乾燥粉砕した粉末、美容に関わ
る栄養素が豊富なイチゴから独自技
術で抽出した風味豊かなイチゴポリ
フェノールエキス・粉末を展開してお
ります。健康と美容に貢献する天然由
来の機能性素材と
して、健康食品・サ
プリメント・化粧品
等へご採用頂いて
おります。

担当 関沢 裕子

カーテン各生地の物性データを基に、ス
ミノエ独自の計算プログラム「LESCOM- 
suminoe」によって算出した省エネ効果
をmoDES、U Life、FACEの全商品にラン
ク分けしてわかりやすく表示しています。

カーペット
お部屋の彩りとして、重要な位置を
占めるカーテン。冷暖房効率をアッ
プさせるエコな側面も持っています。

カーテン

お部屋全体を包む壁紙。個性豊かな
ラインナップと、しっかり支える機能性
が、住む人の笑顔を作ります。

壁紙
ルーフィング

 一般家屋の屋根防水用シートとして
用いられております。アスファルト
ルーフィングと比較し、約3分の1の
軽さで透湿性もあり、かつ遮熱タイプ
のルーフィング材で、快適な住空間を
提供すると共に、
省エネ・高耐久の
家造りをサポート
する製品です。

遮熱性

瓦面

野地板面

担当 森口 拓馬

省エネランク表示の一例

暖房効率 冷房効率

ECOな生活 担当 岡本 有加
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スミキューブ®

　リサイクル性・火災燃焼時の安全性・
軽量を特長とし、ポリウレタンに替わる
新しいクッション材として納入実績を
積み重ね、現在多様な車種の座席に採
用されております。お客様と共に製品
の形状や柔らかさを個別検討し、お客
様それぞれの「安全で快適、環境にや
さしい車両づくり」に貢献できるよう取
り組んでおります。

担当 鶴賀 政高

フロアカーペット
　自動車車内のフロア部分全面に設置
されているカーペット材並びにトランク
ルーム内装材等を日系自動車メーカー
各社にグローバルに納入しております。
　納入品の中には、車内環境にやさし
い商品として、吸音性能や遮音性能を
施したものも採用されております。また
ペットボトルのリサイクル再生原糸・原
綿を使用した環境にやさしい商品も多
く採用されております。

担当 大西 信崇 シート表皮材・天井材
バイオマスター®
 環境負荷低減に貢献できる部分植物
由来のポリエステル繊維を用いた自動
車用内装材である「バイオマスター®」
は、材料にとどまらず染色後加工技術
の開発も行い、お客様の評価を得て
シート表皮材等に採用いただいており
ます。

シート表皮材
セルクロス®
　「セルクロス®」は、水の浸入を防ぐ防
水性とムレの発生を抑える透湿性の機
能を合わせ持つ合成皮革です。また空
気層を含む構造が断熱材の働きをし、
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
る不快感を低減する画
期的な商品です。

三次元ニット
〈シート用〉
　屋外でも使用できる多目的クッション
は１㎝程度の厚みでもクッション感があ
り、ベンチやコンクリートが冬に冷えた
り、夏に高温になった場合でもこのクッ
ションを敷くことでお尻を冷温高温から
守り、蒸れ感も軽減されます。
　純正の自動車シートに置換えて使う三
次元ニットを使った自動車シートはクッ
ション感の良さ、通気性の良さに加えて
運転時の振動を軽減し運転姿勢を安定
させる効果が好評です。

担当 宇野 誠一

シリコンウエハ
スライス加工
　脱炭素社会でのエネルギーとして
太陽光発電が大きく成長しています。
太陽光発電には、ソーラーパネルが用
いられており、ソーラーパネルは複数
の「シリコンウエハ」で構成されていま
す。我々は、原料である「シリコンイン
ゴット」から「シリコンウエハ」にするス
ライス加工を事業として行っていま
す。太陽光発電を普及させる為には、
更なるコストダウンが必要で、「シリコ
ンインゴット」からできるだけロスを少
なく、品質が安定した厚みの薄い「シリ
コンウエハ」を供給する事により、顧客
から良好な評価を頂戴しております。

担当 中井 晧一

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、リサイクル
100％ナイロン糸「ECONYL®（エコ
ニール）」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83％と業界最高水準の再生材比
率を実現。またLCA評価においては、

担当 奥村 繁

スミハニカム®

　岐阜プラスチック工業(株)との共同
開発にて、鉄道難燃試験をクリアした
PPハニカムを開発。車両ドアの芯材と
してご使用いただいております。ＰＰ素
材の為、水に強く、腐食や膨潤の改善に
加え、業界で常に求められる軽量化商
材として、金属や樹脂個体製品の代替
に更なる用途拡大を目指しております。

担当 龍 啓介 OHフィルム

　環境に優しいオレフィン系の素材を
使用している点や、シールのように簡
易施工できる点をアピールしておりま
す。バス向けの“OHフィルムB”は、注
意喚起の文言をプリントしており、ご採
用いただいている乗合バス事業者様
からは「車内事故の低減に繋がってい
る」という評価をいただいております。

担当 八木 圭

車両用ドア
芯材に採用

スミハニカムを
適用

街中にある住江織物グループの技術と製品
軽量化による環境へのやさしさ、業界最高水準の再生材比率など、担当者が自信を持ってアピールいたします。

担当 林 宏和

担当 松波 浩
快適な車内空間をトータルに提案して
おります。

自動車内装材
公共の乗り物の快適な空間をトータル
に提案しております。

鉄道・バス・船舶・航空機内装材

おります。

フロアマット
　自動車用フロアカーペット上に装着
されるアクセサリー商品として各種フロ
アマットを日系自動車メーカー各社に
グローバルに幅広く納入しております。
　一部の商品には、ホルムアルデヒド・
タバコ臭・生活悪臭を消臭する「トリプ
ルフレッシュ®」加工を施した商品が採
用されており、「人にやさしい快適な車
内環境づくり」を担っております。

担当 尾上 学

当社従来品比で最大44％のCO2削
減率を達成しております。
(※)表面材に「ECONYL®（エコ
ニール）」を使用しているのは、
EX-7000シリーズです。



15 16

私たちの誇り…
環境技術と市場との近さ
若手　就職活動の時から、「環境技術に強い
会社」だと思っていました。例えば、エコスや
空気環境を整える消臭技術など。
若手　新入社員研修で、様々な技術を持って
いること、また、それらの技術を使った製品が
日常のあらゆるところで活用されていると学
んだ覚えがあります。
若手　糸などの材料の開発から仕上げまで
一貫したプロセスがあり、付随する多くの技
術を持っていることに入社して気付きました。
若手　自分が携わった研究が、製品に直結し、
市場にダイレクトに反映されるということは、
胸を張れますし、励みになります。
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私たちの悩み…
伝統と新規性
中堅　入社して何ヵ月か経って、住江織物の
長く培った伝統の良き面、悪しき面を痛感し
た覚えがあります。「現状を変える」ことは、
大変だなと。特に入社間もない新人がそん
な生意気なことを言ってもなかなか「うん」と
言ってくれない。時間を掛けて、策を練って
想いを通した感があります。
中堅　しっかりと根を生やした技術があると、
どうしてもその改良、改善ということに終始
し、時間が経ってしまう。
若手　どちらかというと、デザイン性に目を
向けられがちな部門であるので、技術は下支
え的な要素が強くなってしまいます。
若手　ちょっとしたアイデアを形にしようと
思った時でも、予算、上司の許可、協力工場へ
の依頼など、スピード感が物足りなく感じるこ
とがあります。もっと、遊びの部分があればと
も思います。
若手　そうですよね。そんな状態で、次の10
年、20年後に住江を支える技術って生まれ
てくるのかなとも思います。
中堅　何もしないと生まれてこないんじゃな
いか。やっぱり、ここぞという時には、思い切っ
て新しい技術に没頭できる時間を作ることが
重要だと思うし、自分自身も上司に進言して
叶えてもらったことがあります。会社のお金を
使うのでリスクは感じていましたが、運良
く、商品化という成果につながりました。

私たちの支え…
周囲の応援と懐の深さ
中堅　何だかんだっていっても、一人では何
もできない。やっぱりチームだと思う。
若手　私は入社間もないので、まだまだ何か
あったら、どうしても上司の意見を仰いでし
まいます。
中堅　上司の意見を仰ぐのはいいけど、必ず
しも上司が正しい意見を持っているとは限ら
ないよね。ある知識は、担当者のほうが詳しい
かもしれないし。私は、上司を巻き込むのはも
ちろん、今まで培った人脈で、特に営業の意見、
応援を求めることが多いし、そうしないと大き
な仕事ができないと思っている。
若手　上司の意見と、自分の意見とどちらも
トライしてみることがありますね。その結果、
自分の意見の方が良かったとしても、上司は
それを認めてくれる、自由さと包容力にはと
ても感謝しています。

私たちのこれから…
世代交代と気概
若手　後5年も経つと、今中心となっている人
達がいなくなってしまう。危機感を感じます。
中堅　危機と考えるか、チャンスと考えるか、
私は後者と捉えたいと思うが。
中堅　会議の時など、若手はまだまだ大人し
い。もっと認めてもらう、自分を出すことが必
要なのでは。
若手　私は、声を上げているつもりですけどね。
ずいぶん冒険させてもらっているつもりです。

中堅　大きなことが
したければ、まず、認
めてもらうことが大
切だと思う。「こいつ、
面白いな」と感じて
もらえれば、どんど
ん仕事も任せても
らえるし、きっかけ
が広がっていく。
中堅　今、住江織物
グループは食品や
スライス事業など新
たな技術分野へ拡

げていっているが、そんな異分野を面白い、
何とか既存の技術に取り入れることができな
いかと貪欲になることが必要なんじゃないか。

　ディスカッション開始から、2時間が経過し、
最終的に5人の方が出した結論…
「10年後、20年後の住江織物グループの
 核となる技術を私たち若手・中堅技術者が
 創り上げる！」
　新たな技術の拡がりを期待できる、そんな
貴重な時間になりました。

■ 参加者（入社順、敬称略）

住江織物（株） テクニカルセンター
開発部 機能材料開発Ｇ
グループリーダー
柴山 誉宏

スミノエ テイジン テクノ（株）
設計開発部 第2設計Ｇ
松田 諭哉 

住江織物（株）
車両開発部 設計Ｇ
白神 信吉

住江テクノ（株） 滋賀生産技術部
滋賀生産技術係
藤田 隆史 

住江織物（株） テクニカルセンター
開発部 機能加工開発Ｇ
四方 智亜希

特集① KKR＋A 社会に貢献する商品はこんな身近にも

社会への貢献に向け、
若手・中堅技術者の意気込み

　当社を取り巻く環境は年々厳しいもの
となっていく中で、先人が耕してきた畑
を守っていかなければなりません。これ
は「変わらないこと」を強みとする部分も
ありますが、これらを分解してから再構
築するといった「変革」も必要となってく
るでしょう。
　そして未来を切り開く新たな柱となる
事業を確立することが急務となっていま
す。これには斬新で柔軟な発想を持つ中
堅・若手の技術者が不可欠で、その声（ア
イデア、技術等）が大きければ大きいほ
ど、連携すべき部門への発信力・推進力
となります。次世代に向けて挑戦的な
技術開発をお願いします。

〈役員からのコメント〉

取締役 技術・生産本部 本部長　三村 善英

長期的に住江織物グループの技術がどのような方向性で発展し、社会に貢献し、かつ受け入れられ
ていくのか、また、それを支えるだろう中堅・若手社員として、どのような想いで課題に取り組み、日々
模索をしているのか。5名の社員が集まり、意気込みやグループの今後について本音で語り合いました。



特集② 人材活性化と女性活躍推進
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活性化した組織こそ、
新たな100年を築いていく

目指す方向性の検討

●『働きやすさアンケート』でも見られた、労働時間の問
題やハラスメントに関する対策は、やはり「人材活性
化」という面でも重要だと思います。

●上位者の方が、会社の向かっていく方向性を熱く語っ
てくれる場が是非あればと思います。
　やはり、生の声で、グループ全体を想う強いメッセージ
が、社員の胸に響くのではないかと思います。

●部門を越えた繋がりや、頑張っている社員のクローズ
アップはとても有効だと思います。
　あまり知られていない住江の良い面に光を当てること
で、ここで働いていることに社員が誇りを持てるよう
な会社でありたいです。

●これからの100年を担っていく若手が、未来への経験
を積んでいくこと、視野を広げていくことを促進出来
ればと考えます。

　既に対策案の実施に漕ぎ着けたもの、まだまだ実現
には遠いもの、様々ですが、人材活性化・女性活躍推進
は中期的にも強化していきたいテーマでもあるため、次
年度以降も検討、取り組んでまいります。

住江織物グループの人材活性化のために
必要なことは何だと思いますか？

●『女性管理職比率のUP』は、会社施策への発言力を
強める、後に続く女性のロールモデルとなるためにも
大切だと思います。

●『管理職』＝『活躍』ではないはずで、それぞれの領域
で貢献することを目標にいきいきと働くことも活躍で
はと思います。女性の活躍を支援するようなセミナー
は継続して実施できればと感じます。

●キャリアの中断や、育児等時間的に制約が生じた際の
評価、経験不足、職域の片寄りなど、女性にとって予想
されるハンディはたくさんあると思います。早期に辞
めない仕組み作りは今後も継続して行った上で、長い
目で対策を考えていく必要があるのではないでしょうか。

●管理職への女性部下指導研修や意識改革は必要なの
ではと思います。

女性活躍のために、
どんなことが必要だと思いますか？

社内コミュニケーションの活性化～ランチミーティング～

　CSR推進委員会のもと、多様な意見を反映させるために8つの部会を設置しております。
人事第3部会において、人材活性化と女性活躍推進を2本の柱として、ボトムアップの活動を
進めております。2014年度は、女性のみの部会で検討を行いました。

　60歳定年退職者の知識・経験の活用として、65歳まで雇用を
確保する再雇用制度を利用しているシニア社員は現在住江織物
グループで93名です。住江織物グループでは、今後も「人材の
活性化」の一つとして、多様な従業員がいきいきと働ける職場作
りに取り組んでまいります。
　今回は、シニア社員の活躍インタビュー第１回として、エネ
ルギッシュに働いていると評判の海外統括部 黒川をご紹介
いたします。

Ｑ１とてもモチベーション高く、仕事を行っているということで
すが、何か秘訣はありますか？
　シニア社員になった現在は、周りのサポートを行う業務が増え、
担当業務の範囲も比較的限られているため、その分一つ一つの
業務に集中できています。また、キャリア的にも十分にこなせる
仕事内容だと思っているので、同僚に恥ずかしくない仕事をテン
ポよく行おうと心掛けています。

Ｑ２現在の仕事に役立っている経歴等を教えてください
　入社後、全国の拠点で約29年間営業をし、その後は大阪で営
業統括、調達業務を、タイでは日本人責任者として、様々な地域
と業務内容を経験しました。こんなに様々な経験をした人は珍し
いのでは？そこで得た人脈の広さは現在も役に立っていると思
います。また、2011年より就任したＴＣＨＳでは、着任と同時に大
洪水に遭いました。大量の製品を失った上、全ての機械が水没し
ましたが、住江織物、得意先、仕入先、他拠点の協力も得て、一度
も欠品を起こさなかったことは会社として誇りに思います。海外
勤務は困難も多かったですが、経験して良かったと思い、現在の
仕事にも活きていると思います。

Ｑ３「私だから」と自負していることは？
　現在、中国拠点の担当として、収支管理や開発から生産準備

までのフォローなどを行っており、各拠点からの要望を部内に
スピーディーに展開する事を大切にしています。これは海外勤務
で知った現地の苦労を含め、長年の経験で培った幅広い知識を
持つ私だから出来ることだと思っています。今後も、少しでも
私のノウハウを伝えていけたらと思っています。

Ｑ４最後にシニア社員として言いたいこと
　シニア社員になってから、役職者であるという責任とプライド
から解放されたと感じます。趣味を楽しむことが明日への活力と
なり、業務を確実にこなして周りをサポートする、そんな好循環
のサイクルで今後も健康的な充実した生活を送っていきたい
ですね。

〈インタビューをして感じたこと〉
　一生懸命に妥協することなく仕事をしてきた結果が今をつく
り、限られた時間の中で最大限のパフォーマンスを発揮されてい
ることを感じました。

〈同僚からのメッセージ〉
　『黒川さんは中国担当として熱く仕事を
されています。何事にも真っ直ぐに取り組
まれ、テキパキと仕事されている姿に私た
ちも気が引き締まります。時には厳しく、時
には優しく、温かくご指導いただいていま
す。また、私たちの行く末も案じてフォロー
して下さっています。プライベートでは肋
骨にひびが入っていてもトライアスロンに
出場されるほど強靭な精神力と体をお持
ちで、いつも元気をもらっています。』
高本 陽子(海外統括部) 

～黒川 信一　経歴～
1972年入社 名古屋営業所/ 1988年東関東営
業部(埼玉)/ 1996年名古屋営業部
2000年広島営業部 部長/ 2001年カーペット営
業部 部長(大阪)
2011年ＴＣＨＳ(タイ) (Executive Director)/ 
2012年海外統括部(大阪)/ 2013年定年
2013年シニア社員 海外統括部中国担当

〈 シ ニ ア 社 員 の 活 躍 〉

　社内でのネットワークづくりを目標に、2015年2月にラ
ンチミーティングを開催いたしました。普段関わることのな
い人と意見交換をすることにより、新たな発想を得られたり
困ったときに相談できる関係づくりを目的としております。
　研究・開発や営業、デザインなど様々な職種・部門から、
入社15年目前後の社員3名を先輩社員として迎え、4年目ま
での若手社員3名との計6名で昼食をとりながら行いました。
　1回目は「これまでのキャリア、これからのキャリア」を
テーマに掲げました。若手社員から先輩社員に対して後
輩育成やモチベーション維持などの質問・相談があり、先
輩社員は自らの経験を交えながらアドバイスをしました。
お互いのキャリアについて情報を共有することにより、これ
までのキャリアを見つめなおし、今後のヒントを得られて
いたように感じました。

　実施後の参加者アンケートでは、「参加してよかった
か」の項目について5点満点中4.83という評価でした。ま
た、「普段聞く事の出来ない世代の方の経験談を聞き、
自分の仕事に対するやり方の見直し、確認が出来た。」
や「他部門でも仕事の悩みの種類は似ている。ポジティ
ブに話ができる場がこれに限らず多くあれば。」といった
感想・意見が出ました。
今後もテーマやメンバーを変え、継続して実施してまいります。

　2015年10月より入社1～5年目の若手社員を対象とした「次世代
育成面談」が始まりました。

検討した結果・・・

後列 ： 福田 直子　　森    淳子　高本 陽子
　　　大澤 まゆみ　廣田 直子　杉山 千咲
前列 ： 芳賀 雅子　　入江 香織　濱本 裕子
　　　松本 有加　　堀野 晶子
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女性社員の活躍 女性活躍に向けた取り組み

　住江織物グループは、女性社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としております。
今回は、更なる成長を目指す2名の女性社員の仕事を通じたやりがいやキャリアプランなどをご紹介いたします。

住江織物グループの女性活躍に関する現状と取り組みをご紹介いたします。

　仕事内容や働くスタイルの異なるお二人ですが、共通して仕事の中でやりがいや達成感を感じながら、目標に
向かっていきいきと働いておられることが伝わってきました。女性が長期的に働くには、本人の働く意思に加え、
周囲のサポートが必要不可欠なのではないかと感じました。女性の多様な働き方や活躍を推進していく体制や
雰囲気がグループ全体に根付いていくよう、取り組みを強化していきたいと思っております。

「試行錯誤し、得られる大きな達成感」
　入社以来10年以上、カーペットの商品開発を担当してき
ました。ＯＥＭ商品と呼ばれる他社ブランド製品の開発を行
う場合は社内外の多くの人と協力して仕事を進められます
し、自社ブランドの商品開発ではコンセプトから売り場提案
まで幅広く携われることに魅力を感じています。この仕事を
していると、何度もデザインや色を考え直し開発したもの
が、店頭に置かれているのを自分の目で見たときは非常に
嬉しいですし、売れ行きが好調であると聞くと安心します。

「広い視野を持ち、伝えてゆく」
　デザインを考える際、客観性を持ってアイデアを出す
よう心掛けています。他にもっと良い考えがないか、
方向性は合っているか等を自分で納得してから実行する
ようにしています。また、毎日の限られた時間の中で自分
の仕事をやり切ることと他のスタッフに今までに培って
きた知恵を少しでもトス出来るよう気を配ることも意識
しています。

「模索しながら両立を目指す」
　約1年間の育児休業を終えて2015年5月に職場復帰
し、現在はまだ仕事と家庭の両立というスタイルを手探
りしている状況です。周りのスタッフからのフォローを受
けながら1日1日を必死にこなしており、将来の目標はま
だこれと強くイメージ出来ませんが、まずは再び自社ブ
ランドの商品開発に携わっていきたいと思っています。
また、子供が生まれてからもやりがいを持って楽しく
仕事が出来るんだということを後輩に感じてもらえたら
と思います。

(株)スミノエ ＭＤ部 デザイン部
2001年入社
宮武 真紀

「100％の想いを伝えて物づくり」
　私の現在の業務は、自動車のシート表皮材の開発です。
営業担当者やデザイン担当者から商材に関する要望を
聞き、協力工場と連携して商品を開発し、最終的には量
産に繋げていく、重要な橋渡しの役割を担っています。
そのため、各担当者との連絡はメールのみでなく、電話
や直接会って話すなど相手とのコミュニケーションを大
切にし、相手に100％の想いを伝えることを心掛けて
日々仕事をしています。自分の想像したものを形に出来
た時や、得意先様の厳しい要求を満たす仕上がりになっ
た時には非常に大きな達成感を感じます。

「漠然とした夢から、手を伸ばしてつかみたい明確なゴールへ」
　自分にしかできない仕事がしたい。という夢を持って入
社しました。そして現在、合成皮革に特化した新規プロジェ
クトの一員となってシェア拡大に尽力しており、明確な目標
に向かって前進していくことが、新たな夢となっています。
近い将来に、自分の開発したシートを搭載した車両が街中
を走っているのを見かけたらと想像するとわくわくします。

「同じステージで戦っていきたい」
　男性だから、女性だからと特別な区別をすることなく、
誰もが同じように仕事をする今の職場環境は、入社前に
想像していたよりもずっと働きやすいです。特に『女性だ
からできない』ということは言われたくないと私は思って
います。ただ、これからのライフイベントで男性との差が
開くということは考えられます。そのため、自分なりの仕
事の方法を見つけて効率よく仕事が出来るよう、さらに
努力をしていこうと思っています。

■当社グループの現状（国内事業所正社員対象） ■「女性活躍サポート・フォーラム」への参加

■当社グループの現状（国内事業所正社員対象）

（2015年7月時点）

24.2%

育児休業取得者数

短時間勤務取得者数

取得者数

復職率

5名

100%

6名

100%

9名

2名 4名 7名

1名 2名 2名

88.9%

2012年度 2013年度 2014年度

　住江織物グループでは育児・介護をサポートする制度
を整え、仕事と家庭の両立を支援する体制づくりをして
おります。
　法基準を上回る支援策としては、小学校卒業までの始
業・終業時刻の繰り上げ繰り下げ、子の看護休暇（子1人
につき年5日、年10日を上限）を小学校3年まで取得可、
介護休暇、介護短時間勤務については、通算6か月の
取得が可能等、整備をしております。

■ 女性活躍推進のためのセミナー・講演会実施
　2014年10・11月には、女性を対象とした「仕事力
アップセミナー」を開催し、49名の女性社員が受講しま
した。
　今後、2016年1月に経営層・管理職および女性社員を
対象として、女性活躍推進講演会を開催する予定で準
備を進めております。

　住江織物グループから、毎年、管理相当職2名、中堅層
2名の女性社員が（財）21世紀職業財団主催の「女性
活躍サポート・フォーラム」に参加することとなりました。
　参加者の能力向上はもちろん、自社内の研修では
できない、他社、異業種で活躍している女性社員の方と
のネットワーク構築、他流試合を狙います。　

　また、社内イントラネットに「仕事と子育て両立支援
マニュアル」の掲載をスタートいたしました。
　産休・育休から始まり、職場復帰してからの悩み、上司・
周囲はどのように支援したらよいのか、解決のための
ヒントを今後も掲載してまいります。

　自社や友人以外で働く女性と交流する
機会がほとんど無かったので、とても新鮮で刺激になっ
ています。フォーラムに参加してみて気付いたことは、仕
事内容はそれぞれ違っても、抱える問題や悩みは似たよ
うなものが多いということです。それは男女関係ないも
のであったり、女性特有のものであったりしますが。ただ、
皆考えていることは同じだなと思うと心強く感じ、自分自
身のヒントになるものがたくさん得られそうです。

情報管理部
小川 麻衣子

　業務では関わらない様々な業種の方
と、仕事からプライベートな事まで意見交換することが
出来、刺激を受けています。仕事内容が違っても課題や
問題点、意識は共通していることが多く、何年も一緒に仕
事をしてきたかのような雰囲気があります。1年間の講演
会・勉強会を通して、今後どう取り組むべきなのか、また
取り組んでいけるのか自分なりの道を作ることを目標に
コミュニケーションをとっていきたいと思います。

テクニカルセンター　
青木 里恵

〈中堅対象コース参加者の感想〉

育児休業の現状

始業・終業時刻の
繰り上げ・繰り下げ

短時間勤務の現状

スミノエ テイジン テクノ(株)
開発センター
商品企画部 企画グループ
2011年入社　　　　　　　　
重里 有香

インタビューをして感じたこと・・・

〈過去3年の新卒採用における女性比率〉

〈正社員の女性比率〉

32.4%
〈女性管理職比率（課長級以上）〉

3.6%

特集② 人材活性化と女性活躍推進



■ コーポレートガバナンス体制図

■ ＣＳＲ推進体制
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　当社は、社長による「コンプライアンス宣言」を始めとし
「社訓」「企業行動規範」「企業行動基準」を明示した「住江
織物グループコンプライアンスガイダンス」を2006年6
月に発行し、以降、入社時・各階層別研修を通して、コンプ
ライアンス意識の醸成を図っております。
　また、グループ共通の内部通報制度「企業倫理ホット
ライン」として、社内通報窓口と社外弁護士窓口を設け、

　2014年12月に、ＣＳＲ推進委員会を正式に発足いたし
ました。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、期末の結果確認など中心的な役割を
果たしております。
　分野ごとに分けた各部会においても、CSR課題の把握
と、具体的な推進に向け活発な論議を重ねております。
　参考ガイドラインをISO26000とし、2014年度まで
は単年度の主要指標（KPI）を掲げ活動しておりました
が、2015年度からはCSR中期目標を新たに策定し、社
会に貢献できる企業となるよう、より活動を充実させて
まいります。

取締役会
　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おります。2014
年度（第126期）は9回開催いたしました。

経営会議／CSR・内部統制審議会
　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、取締役会に上申いたし
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いたしま
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。

監査役会
　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おり
ます。2014年度（第126期)は9回開催いたしました。

執行役員会
　社長以下、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。

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

　インテリアのパイオニアメーカーとして築いてきた伝統を大切にしつつ、次の100年に向け
成長・飛躍を目指し、刻々と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

コーポレートガバナンス※1

法令や企業倫理に反する行為を発見した場合の利用を呼
び掛けております。昨年度の企業倫理ホットラインへの相
談件数は3件でした。
　これら、啓発活動の実施状況や、企業倫理ホットライン
の運営については、CSR推進委員会及びCSR・内部統制
審議会に報告される仕組みになっております。

「強固なガバナンスの確立に、社外の視点から貢献」
　住江織物グループはＣＳＲを経営の根幹に据え、すべ
てのステークホルダーとより良い関係を築くべく、コー
ポレートガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメ
ント、環境マネジメント、ダイバーシティ、社会貢献活動
などに全社で取り組まれていることが昨年度のCSRレ
ポート全体から伝わってきます。基本理念である「ＫＫＲ+
Ａ」に基づき、創業以来、環境に配慮し人々の暮らしや気
持ちを豊かにする、快適な商品の創造に挑戦される一
方、伝統的な織物技法もしっかりと継承なさっているこ
とに感銘を受けました。ＢtoＢの商品が多く、私たち消費

者が気付かないところで住江織物グループの商品や技
術が活躍していることに驚きました。
　この度、社外取締役に就任させていただきました。昨
今、コーポレートガバナンスに対する社会や投資家の関
心が高まり、社外取締役の役割が一層重要になってきた
と思います。そうした責務をしっかりと
果たし、住江織物グループの企業価値
向上に貢献できるよう努めてまいりた
いと思います。

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）

住江織物グループ CSRレポート 2015 住江織物グループ CSRレポート 2015

後列 ： 山下 恭史 社外監査役　　巽 誠 常勤監査役　　小瀧 邦彦 取締役　　増山 裕 社外取締役　　世一 秀直 社外監査役
前列 ： 三村 善英 取締役　　谷原 義明 代表取締役専務　　吉川 一三 代表取締役社長　　川端 省三 代表取締役専務　　飯田 均 常務取締役

社外取締役からのコメント

増山 裕 社外取締役

※1コーポレートガバナンス：一般的に「企業統治」と訳され、経営の透明性や
　　　　　　　　　　　　 企業価値の向上を目的に企業経営を管理・監督する仕組み。

CSR推進委員会
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２０１4年度のCSR活動実績

　ＩＳＯ26000を参考ガイドラインとし、9つの取り組み分野に分け、主要指標（ＫＰＩ）を設定し、2014年度に
ついては、法令遵守の徹底並びに従業員をステークホルダーとした各種課題に取り組みました。

取り組み
分野

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

A：達成　B：ほぼ達成　C：未達成

・ 取締役会9回、監査役会9回開催
・ CSR推進委員会を3回開催し、
  活動計画を推進

・ 財務統制委員会を中心とした活動を
  実施。開示すべき重要な不備件数
  【目標：0件⇒実績：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.21
～22

P.32

P.17
～20・
P.31

P.35
～40

P.33

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

・ 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】

・ コンプライアンス関連
  啓発活動の推進
【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％】

・ 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以下】

・ 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）

取り組み
分野

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

評価

事業継続
計画

（BCP）

・ 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

P.33
～34

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

地球温暖化防止

・ 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％】

・ 住江織物（株）単体での障がい者
  雇用率は達成。子会社での達成
  に向けての対策は一部実施

・ 再雇用説明会の開催と評価は
  実施をしたが、契約更改時の
  上司面談は未実施

階層別研修については、内容の検討を
例年通り実施。テーマ別研修について
は、交渉力アップとタイムマネジメント
の2テーマを選定し、実施
・ 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
・ 海外赴任経験者による講座は未実施

・ 防災訓練の実施
  【計画比実施率：100％】

P.37に掲載

各階層への研修必須事項を設定した上で、
・ 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％】

・ 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％】

・ 契約書保管状況の定期見直し
・ 下請法に関するイントラネットに
　よる法務教育実施
・ 下請法内部監査実施
　【計画比実施率：80％】

・ 子会社での障がい者雇用率達成に
  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

・ 女性管理監督者数ＵＰ(3年で10％)
  に向け、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
  実施率 100％、労災度数率
  達成のための予防策の実施
  【目標：休業件数での度数率1以下⇒
   実績：0.68】 
・ 防災訓練の実施
  【計画比実施率：100％】
・ ハラスメント対策を積極的に実施
  （パワハラアンケートの実施、管理職・
   担当職対象の研修実施）
・ 健康相談室サービスを社内報・
  パンフレット等で広報。健康診断
  受診の呼びかけ実施済
・ 労働法セミナーを2回開催

A

A

知的
財産権

事業活動に
おける環境
負荷の低減

A

A

A

A

A

B

C

C

A

A

B

A

情報
セキュリティ

品質管理

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

社
会
貢
献
活
動

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

消
費
者
課
題

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
啓発活動の実施

品質管理の取り組み推進

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発活動の
  実施（社内イントラ・研修）
  【計画比実施率：100％】

・ 品質保証合同会議の定期開催と、
  品質管理（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

・ 品質保証合同会議の定期開催（年4回）
  と、品質管理（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

①JAPANTEX2014、
　第78回東京インターナショナル・
　ギフト・ショー、
　第41回国際福祉機器展等、
　展示会へ出展
②機関投資家との面談回数は前期に
　比べ4割増、積極的に機関投資家
　とのミーティングを行い、当社事業、
　業績へ理解を促進
③ホームページでのＩＲ情報の充実
　中期3ヵ年経営計画の進捗状況等
　新たな項目を追加し、投資家への
　開示情報を充実

・ 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

・ 住江グループで実施している
  社会貢献活動の洗い出しを実施。
  地域清掃活動の実施は5事業所、
  職業体験などの学校行事協力は
  7事業所、防犯・地域の見守り活動は
  3事業所で実施

・ 地域への貢献、
  環境関連の社会貢献活動を実施

  取り組み目標を期中に変更
・ 国内全グループ会社の
  安否確認ルール構築完成
・ お客様への情報発信を主目的と
  するBCP行動計画を設定

・ 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発活動の
  実施（社内イントラ・研修）
  【計画比実施率：100％】

・ 新規入社者への情報端末機器
  セキュリティ教育の実施
・ 個人情報管理状況の
  ローテーション監査の実施
・ 携帯電話の紛失が発生したが、早期の対応
  を実施した為、流出による被害は発生無

・ 新役員への勉強会の実施
・ 社内イントラネットでの
  啓発活動の実施

・ 新役員への勉強会の実施
・ 社内イントラネットでの
  啓発活動の実施

B

A

A

A

A

A

A

B

P.41

情報開示 適正なIR情報の開示 ・ 遅滞なく適正なIR情報の
  開示 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】

・ 女性対象セミナーの実施
・ 女性活躍サポートフォーラム
  への派遣 等

・ ガイドラインの配布と帳票の回収
  【目標：年1回】

A

住江織物グループ CSRレポート 2015 住江織物グループ CSRレポート 2015

・ お客様センターへのお問い合わせは
  年間2,019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47％（950件）、ご指摘が8％
  （155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

・ 決算短信4半期ごとに東証への
  適時開示及び自社HPに掲載を
  遅滞なく実施
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CSR中期計画

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

　中期計画のイメージ図は、縦軸に攻めか守りか、横軸に本業との繋がりの
強弱を置き、各象限は左記A～Cのように位置づける。
　今後住江織物グループの方向性としては、まだまだ十分ではない、「C．コン
プライアンス・リスク管理など」をしっかり行うと共に、「B．本業でのCSR」を強
化できる体制づくりを行っていく。
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住江織物グループでは、新たにCSR中期計画を掲げ、
次の飛躍を睨み活動を行ってまいります。

2015 2018

CSRブランドのトータルな
外部コミュニケーション

（冊子・HP、広告・展示会等）

当社なりのテーマに沿った
社会貢献活動
（構築段階）

BCP・情報セキュリティ・
海外子会社のリスク管理

環境負荷低減活動
（使用エネルギー、水、
産業廃棄物の削減等）

環境に配慮した
技術・開発促進

人材育成・活性化
（女性活躍含む）

安全衛生・社員の健康
（ハラスメント・長時間労働等）

品質管理
コンプライアンス
・公正な取引

CO2負荷低減商品の
効果測定と開示

お客様センター等の
意見を反映した商品づくり

多様性の尊重
（女性・再雇用者・身障者） グリーン調達

外部
コミュニケーション

環境への取り組み

CSR中期計画開始

正式発足

社会貢献活動

お客様センター

攻めのCSR攻めのCSR

守りのCSR

…特に今後重視したい …重視したい …引き続き実施

本業との繋がり 弱 本業との繋がり 強

CSRへの取り組み開始

A
社会貢献活動
↓

本業以外の
貢献活動

B
本業でのCSR
↓

自社だからこその
活動

環境に配慮した技術・開発促進

実施項目 中期目標

CO2負荷低減商品の効果測定と開示環境に秀でる
環境負荷低減活動

人材育成・活性化人に優れる

誠実さを重んじる

”らしさ”に光る

コンプライアンス

労働安全衛生・健康

リスクマネジメント

外部コミュニケーション

社会貢献活動

技術開発の促進に向けた仕組みづくり
地球環境への貢献を見える化できるシステムづくり
P.40記載
人材活性化への取り組み実施
グローバル人材育成システム基礎づくり
女性管理監督者数ＵＰ(3年で10％)
コンプライアンスプログラムの確立
働きやすい職場作り
（ハラスメント低減・労働時間に関する取り組み）
BCP行動計画の定着
マイナンバー対応等情報セキリュティ対策
海外子会社のリスク管理実施
CSRと企業イメージを連携させた
外部コミュニケーションの取り組み検討
住江グループとしての指針を練り、社会貢献活動を選択

C
コンプライアンス・リスク管理など

↓
各社共通事項

2000年
全社環境委員会設置
環境基本理念・行動指針を作成

2001年
環境レポート発行開始
グリーン購入基本方針を策定

2010年
グリーン調達
ガイドラインの推進 2012年

CSR推進準備
委員会の発足

2014年 12月
CSR推進委員会の正式発足
CSRレポート発行開始

2006年
エコマーク新基準認証
タイルカーペットの発売

2011年
ECOS循環型リサイクル
タイルカーペットの発売

2003年
環境会計導入

2009年
環境対策
宣言の改訂

CSR中期計画2018年のイメージ

■ 主要実施項目と中期目標
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　中部国際空港は、セントレアの愛称にて親しまれ、その
名の通り中部地方の国際玄関の役割を担っている空港で
す。2005年愛知万博開催に合わせた華々しい開港から
10周年の節目となり、2015年3月には航空業界の格付
け機関であるスカイトラックス社が発表した世界の空港
トップ10を決める「The World's Top10 Airports 
2015」で世界第7位に入賞、 さらに「The World's Best 
Regional Airports」など３つの部門でも世界最高評価
を獲得されております。
　2015年1月、ECOSタイルカーペットにて国際空港内
搭乗口の一部を貼り替える事により、美観面と環境面の
両立が実現いたしました。
これから年次計画により、同エリアがすべて「ECOS（エコ
ス）」タイルカーペットに生ま
れ変わる内容で進められて
います。

中部国際空港

インテリア関連納入実績

住江織物グループでは、お客様とともに、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）

　中部国際空港へは、定期的な営業活動を数年行い、水
平循環型リサイクルタイルカーペット「ECOS」の説明を
繰り返し行うと共に、弊社の認知をして頂く事に従事して
きました。しかしながらハードルは高く、様々な情報を頂
きましたが「ECOS」の納入には至らず、挫折しそうな場面
も数多くありました。そんな折、2014年5月に今回の納
入エリア（国際線搭乗口）の予算取りが行われるという話
があり、今まで行ってきた営業のすべてを出し切るチャン
スが巡ってきたとの思いで情報収集し、2014年8月に入
札公示され舞台が整いました。中部国際空港グループの
掲げる環境方針「環境負荷の低減」と「省エネ・省資源」の
２点が、住江織物グループの掲げる環境方針と合致した
ことと、さまざまな方々との情報共有やご協力により
「ECOS」の納入に繋がったと思います。
　今後、国際線・国内線搭乗口の全てを貼り替える予定です
が、今がスタートラインとなるのを忘れずに製販一体とな
り、より良い商品を提供していきたいと考えております。

　今回納入したタイルカーペットは、中部国際空港の環
境方針にも対応したスミノエ独自の「ECOSバッキング」
を採用した別注品にて、再生材比率６２％、CO2削減率
１５％（LCAによる当社従来品比）を達成しています。
　この商品は、空港という特殊な環境の中、多くの人・
荷物が行きかう場所に使用されるため、耐久性が重要事
項として求められました。そのため、パイルには色褪せに
強い原着ナイロン糸を使用し、さらに一般的なタイル
カーペットに比べ大幅にパイル糸の密度を上げた規格と
し、耐へたり性に配慮し長期間の使用に耐えうる設計とし
ました。また、意匠性の観点から表面にはチップシェア加
工を施し、ボリューム感がありながら段差のない無地調ハ
イ＆ローデザインとすることで高級感を感じさせるカー
ペットに仕上げています。
　「環境」「耐久性」「意匠性」それぞれのテーマを取り込む
ことが出来た自信作となっています。

〈営業担当者の想い〉
（株）スミノエ
中部ブロック名古屋建装部 次長　　
安藤 徳広

〈製品企画担当者の想い〉
（株）スミノエ
コントラクト事業部商品部 課長
小室 陽一

  本田技研工業（株）「グレイス」は、洗練されたコンパクト
セダンとして2014年12月1日に本田技研工業（株）より
発売されました。ハイブリッドセダンとしては、いわゆる小
型セダントップの低燃費を実現し、上質な素材を用いた立
体的なデザインが取り入れられたインテリア、更にセダン
として重視される居住性にも配慮されたワンランク上の
車格感を感じられる車となっております。
  当社繊維製品は、内装材と外装材に採用されました。　
内装材のシートメインは、優雅な縦流れ基調の柄を、凹凸
感で表現し、上品な光沢感とスムースな触感を併せ持っ
たジャガードファブリックが採用されました。
　外装材では、タイヤと地面との接触音（ロードノイズ）を

吸収・遮断するためにニードルパンチカーペットを使用す
ることで車内の静粛性が向上し、採用に至りました。
　海外では「シティ」という車名で販売され、当社はタイ
（ＴＣＨＳ）、中国（ＳＰＭ）、インド（ＳＴＫ）と、それぞれの国で
内装材の供給を行い、グローバルでの納入拡大となりま
した。
  「グレイス」というネーミングの由来の一つに、普段使い
からフォーマルなシーンまで大切な人をきちんと迎えら
れる、その人と 過ごす時間を大事にし、上質で光輝くセダ
ンを、と聞いております。当社がその一助を担う事が出来
たことを誇りに思い、ユーザーの皆様にそう感じて頂ける
事を願っております。

本田技研工業（株）『グレイス』 

産業資材関連納入実績

　グレイスは、ミニバンやSUVがもてはやされる中、潜在するセ
ダンユーザーを掘り起こすべく、上質かつ本格セダンとして開発
がスタートしました。
　シート表皮に対しては、艶やかな光沢感、奥行きを感じる表現、
滑らかな質感と細部に渡ってこだわった表皮開発となりました。
　また、グローバル車種として、海外の各拠点での表皮開発と
量産納入となるため、各国でクオリティを再現すべく、何度も
繰り返し試作を行いました。タイ・中国・インド・日本とようやく
の立ち上げ完了となり、各拠点で表皮開発にご協力いただいた
多くの方々への感謝の言葉が尽きません。
　各国でお車をご購入されるお客様にご満足いただけました
ら幸いです。

　グレイスの開発はタイ市場をメインターゲットに、本田技
研工業（株）の担当カラーデザイナーが現地へ赴きリサーチ
を行うことからスタートされました。
　ターゲットユーザーは20-40代のトレンドに敏感な富裕層
ということで、モダンで高級感のあるシルキータッチの織物
を開発いたしました。
  気持ちのよい縦流れのラインは東南アジアでは人気のパターン
で、王道を抑えつつ、しっとりとした艶と優雅なドレープのような
凹凸が車のコンセプトと合致し、見事受注を頂くことができました。
　艶となだらかな凹凸は技術的に非常に高度でグローバル
での立ち上げには多くの苦労があったと聞いております。当
社のグローバル技術の賜物の商品です。

〈営業担当者の想い〉
スミノエ テイジン テクノ（株） 
第一営業部
吉澤 武志

〈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 グループリーダー
渡邊 直子

「中部国際空港株式会社提供」
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 　東京～金沢を２時間半で結ぶ北陸新幹線は、ＪＲ東日本
とＪＲ西日本の共同開発で、「Ｅ７系」はＪＲ東日本所有、「W７
系」はＪＲ西日本所有の同一仕様車両です。
　デザイン監修は、イタリア人以外で初めてフェラーリを
デザインした工業デザイナーの奥山清行氏が代表を務め
る ＫＥＮ ＯＫＵＹＡＭＡ ＤＥＳＩＧＮ が担当され、デザイン開
発は川崎重工業の亀田氏が担当されました。
　室内は、デザインコンセプト「『和』の未来」、日本の伝統
美と最先端技術の融合を表現した空間となっております。

グランクラスは、日本建築の美しさ、漆塗りの深い色彩な
どを取り入れ、上質でゆとりを感じられる「人と空間の和」
を、グリーン車は、伝統的な意匠とモダンな感覚を組み合
わせ、落ち着きや気品を感じられる「様式美の和」を、普通
車は、シートに格子柄をあしらい、色彩豊かで明るく楽し
さを感じられる「彩の和」が演出されております。
　大人の琴線に触れる「洗練さ」と心と体の「ゆとり・解放
感」をもった車両が北陸を駆け抜けます。

ＪＲ東日本Ｅ７系/ＪＲ西日本Ｗ７系 北陸新幹線

車両関連納入実績

　北陸新幹線は鉄道業界の一大事業であり、その内装に
携われるかは、車両資材事業部門にとって最重要課題で
した。
　車両のデザインコンセプトである「『和』の未来」（日本
の伝統文化と未来をつなぐ）を具現化するため、コンペデ
ィションにおいては、従来の発想にとらわれることなく、営
業・デザイン・開発の力を結集し、数度の試作と風合い評
価を繰り返し、最終的にデザイン・クオリティーともに高い
評価を頂くことができました。
　北陸新幹線にご乗車になられたお客様が「『和』の未来」
にふれ、楽しい北陸の旅を味わって頂ければ幸いです。

　北陸新幹線E7/W7系車両開発で、我々川崎重工は設
計製造以外に内外装共デザイン開発を担当させて頂きま
した。デザインコンセプトの「和の未来」を具現化する為に
試行錯誤が行われ、内装ではシートファブリックの色彩
や、風合いが客室デザインのイメージを左右する為、決定
には細心の注意が払われました。
　普通車シート、グリーン車シート、客室カーテンなどで
住江織物様に多大なご協力を頂き、事業主であるＪＲ様に
高い評価を頂きました。住江織物様のファブリックの丁寧
な仕上げにより、日本の伝統的色彩、柄模様の中にモダン
な雰囲気を感じさせる空間を実現できたと思います。
　これからも車両デザインコンセプトを的確に表現する
高品質な製品をご提供頂けますようお願い申し上げます。

〈営業担当者の想い〉
西日本車両営業部 大阪車両営業グループ
グループリーダー
尾井 乾一

　TOTOのシステムバスは、①少ない水量でも量感たっ
ぷりな浴び心地の「エアインシャワー」、②保温性が高い
「魔法びん浴槽」、③そしてこれまでの浴室床に比べ、柔
らかい畳のような感触で、冬場の一歩目もヒヤッとしな
い暖かさと翌朝には乾いているカラリ性を持つ「ほっカ
ラリ床」という3つの機能を持ち、市場で高評価を得てい
る商品です。
　このほっカラリ床の表皮材を2014年から当社が納入
開始いたしました。この表皮材は木や紙と同じように炭

素:C と水素:H 酸素:Oからなり、燃焼しても有毒ガスを
発生しないオレフィンで構成された、人と環境に優しい
シートです。オレフィン床タイル「OHタイル」や簡易滑り
止めフィルム「OHフィルム」などのオレフィンシートを開
発、生産してきた実績があり、これらの技術を活かした表
皮材の開発を進めてまいりました。また、TOTOからご
要望いただいた浴室床としての強度、物性、その特徴で
あるカラリ性、柔軟性、滑りにくさなどをクリアし、快適な
くつろぎ空間の提供に貢献できました。

TOTOシステムバスルーム サザナ向け床表皮材

機能資材関連納入実績

　ほっカラリ床は初めて担当した大きな仕事で、プレッ
シャーと不安でいっぱいでした。
　今回の商品は、当社として全く新しい商品、得意先であ
り、開発、生産、協力工場との協業が必須でした。納品開始
までには問題が多々ありましたが、ひとつずつ解決し無事
に納入する事ができました。
　本件を通して仕事の厳しさとやりがいをたくさん学び、
そして社外問わず協力してくれる良きパートナーにも出
会うことができました。今後もこの経験を活かし、人と環境
に優しい‘ほっ‘とする商品を開発していきたいと思います。

　繊維インテリア製造の住江織物にとって、従来の土俵
から少し離れた分野で、新しい技術にチャレンジしたテー
マでした。先輩社員が築いてきた樹脂加工技術が本テー
マの基礎になっていますが、それらを継承するだけでは、
壁を破ることができないことを痛感しました。これまでの
常識を覆すには、科学的な根拠と、実験による証明しかあ
りません。したがって、壁にぶつかったときは、社内・社外
の仲間と、熱い議論と地味な実験を重ね、一つ一つ課題
をクリアしていきました。個人的に非常に思い入れのある
製品です。関係者の方々に感謝しております。  

〈営業担当者の想い〉
機能資材事業部 大阪第２営業部
山口 麻梨子

〈技術担当者の想い〉
テクニカルセンター 開発部機能材料開発G
グループリーダー
柴山 誉宏

〈納入企業様からのコメント〉
川崎重工業株式会社 車両カンパニー 技術本部
技術企画部　デザイン課 担当課長
亀田 芳高様



社会性

31 32住江織物グループ CSRレポート 2015 住江織物グループ CSRレポート 2015

スミノエ テイジン テクノ（株）
第五営業部　
山本 祥平（２０09年入社）

指導職研修

本社ビル 管理職対象 一般担当職対象

　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おります。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目指して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

 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。国内グループの新卒2015年4
月入社者は26名で、過去3年の新卒採用における女性の
比率は32.4％となりました。
※新卒採用実績：住江織物（株）、（株）スミノエ、ルノン（株）、住江テクノ
（株）、丹後テクスタイル（株）
 
 2014年6月～2015年5月の定年退職者における再雇
用希望者の割合は、80％となっております。今までの知識
や経験等を活かして活躍しております。

 会社業績に貢献したグループ会社を含めた個人及び
グループを対象に、社長賞表彰を行っております。今年は
「中国における事業拡大と営業開発の実績」というテーマ
で住江織物商貿（上海）有限公司の6名が受賞いたしま
した。また、従業員から創意工夫の提案制度があり、提案
の中から年間優秀提案を表彰しております。今年は、
4テーマ16名が受賞いたしました。

労働安全衛生（労働時間管理）

　CSR推進委員会のもと設置しております人事第1部会
では、労働時間の現状把握を定期的に行い、削減に向け
た具体的な活動内容を検討し、実施しております。
　また、活動の一貫として、管理職を対象に労働時間に関
する内容を中心とした労働法セミナーを開催し、法令上から
の注意喚起を行っております。2014年度は本社で2回実施

し、2015年度は6拠点で8回の開催を予定しております。
　また、人事第2部会では、適正な労働時間については、
業務の効率化が欠かせないという視点で、討議を重ねて
おります。
　各部門から効率化のアイデアを募り、現在はシステム
に関しての検討を行っております。

労働安全衛生（パワハラ防止）

　当グループでは働きやすい職場環境作りとして、
パワーハラスメント防止活動に取り組んでおります。　
　2015年7月より、国内事業所の内の4拠点を対象とし、
パワハラ研修を実施いたしました。
　専門の講師の方から、どのような行為がパワーハラスメン
トにあたるのか、事前のアンケート結果の解説、指導方法の

　当社グループでは、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
えた横の繋がりを大切にしてグループ全体の力を高め
ております。
　研修体系は、階層別、役割別、選択型（自己啓発）のカリ
キュラムを用意しており、平成26年4月～平成27年3月
の1年間で延べ180名が受講いたしました。
　入社3年目以降の階層別研修は指導的立場の人から管
理職を対象に、指導職研修・監督職研修・マネジメント研
修を行っております。平成27年度の指導職研修は、より高
い生産性を発揮するためのコミュニケーションの方法、監
督職研修は課題の設定や問題の解決手法、マネジメント
研修は戦略の立て方、組織の動かし方・リーダーシップ

のあり方等の内容で実施いたしました。

　今回の研修は、対人関係の向上ができることを期待
して参加しました。
　研修では、多様なグループワークを通して、自身の
役割・コミュニケーションパターンの認識、それを基に
した実践的なコミュニケーションの方法を学びました。
　仕事を円滑に進めるには、それぞれのタイプに応じ
たコミュニケーションを図ることも必要であるというこ
とをあまり意識をしていませんでしたが、今後はその
理解を深め対応をしていこうと思いました。
　今回の研修は実際の仕事に活かせる内容が多かっ
たこともありますが、入社からしばらく経ったことで、半

ば習慣化してしまっていた今までの仕事内容を見直す
良い機会にもなりました。今後、研修で学んだ内容を
活かし仕事に取り組んでいこうと思います。

人材育成（研修体系・実績）

〈指導職研修に参加して〉

労働安全衛生（安全活動の取り組み）

　2014年12月CSR推進委員会の正式発足に伴い、
中央安全衛生部会が新たに設置されました。
　この中央安全衛生部会では、各事業所の安全衛生
委員会の横の繋がりとしての連絡会の位置づけ、および
共通するテーマ・課題について検討し、情報発信を行っ
ていくことを目的としております。
　労働災害が起こった場合は、この部会事務局より全事
業所へ「労災発生報告」を伝達し、情報共有を行っており
ます。
　また、「労働災害再発防止対策」「安全パトロール」、「ヒ
ヤリハット報告」等を各事業所の安全衛生委員会を中心
に実施し、労災の未然防止活動を推進した結果、労働災
害度数率は今期目標「休業件数度数率1.0以下」に対し、
0.65となり、目標は達成されました。
　今後、安全衛生教育を充実させ、グループ全社をあげて
より安全な職場づくりに取り組んでまいります。

出典：厚生労働省「平成26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）結果の概況」より

■ 住江織物国内グループ労働災害度数率※推移

2014年2012年 2013年
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（度数率）
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2.42
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0.94
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1.06

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）

※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

尾張整染（株）石川工場 一般担当職対象

ポイント、職場の一員として注意すべき点などの講義が行わ
れました。また、研修参加者は、「チェックリスト」や「事例
研究」に積極的に取り組んでいました。
　今後も、継続した啓発活動を行い、グループとして防止
対策に取り組んでいる姿勢を示してまいります。
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公正な取引（下請法遵守に関わる活動）

　コンプライアンス部会において、公正な取引に関する
課題を検討しております。 
　2014年度の主要なテーマは『商取引に関する法令遵
守』とし、とりわけ従来よりお取引先様との協力関係を
重視しているため、下請取引の適正かつ円滑な運営を図る
ための施策を、実施しております。
　内部監査室による「下請取引」に特化した内部監査は、
本年度も引き続き実施、CSR推進室と協力して、その後の

改善活動に繋げております。
　社内イントラネットでは、「消費税転嫁対策特措法」な
ど、下請取引きに関連する法規も含めて啓発活動を継続
し、運用上の注意喚起に努めております。
　また、本年も、公取委や中小企業庁の調査に協力する
過程で、関連部署の業務実態の把握に努めました。今後
もより良い取引きの実務を目指し、担当部署と協力して、
活動を継続してまいります。

リスクマネジメント‐海外子会社のリスク管理

　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（以下、RM）状況
の把握強化に努めております。

昨年度からの継続
　昨年は、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し、RM手法を構築するとともに、成
果(火災対応 リスク値：14.62→5.61　61.63%削減)
を上げ、現在は海外工場各社で苦慮しているテーマ「人
材流出の防止」に取り組んでおります。
　人事情報や社員への職場満足アンケートの結果を用
いて、現状分析するとともに、5つの重要な懸念事項に対
する対応策を検討／計画／実践しております。
　例えば、人材流出による職場活力低下への対策と
して、年休制度の調整、通勤バス増便、アンケート要望が
多かった日本語勉強会が継続実施されており、さらに
教育の場として技術勉強会も開始されました。
　言語は勿論、習慣や仕事に対する考え方は国々により
異なるため、日本の考え方だけを押し通すのは無理が
あり、両国間で理解、納得できる対策を模索するとともに、
現地での自立を推進してまいります。

　当社グループで取り組んでいる災害時のBCP（事業
継続計画）について、２０１４年度は期中に目標を変更し、
防災対策に一旦立ち戻って進行いたしました。
　具体的には、国内全グループ会社、事業所において安
否確認ルールが確立されているか、責任者が洩れなく任
命されているかを再度確認いたしました。
　また、お客様への情報発信を主目的とするBCP行動
計画を作成しております。

　災害はいつ起こるとも限りません。２０１５年度は本社
ビルにて、9月4日「大阪880万人訓練」を利用し、策定し
た安否確認ルールが非常時
にうまく運用できるのか試行
いたしました。運用が難しかっ
た原因を分析し、ブラッシュ
アップしていく予定にしてお
ります。

事業継続計画(BCP※1)の進捗

　商品・技術競争力の確保のために知的財産権の確保
に努めております。なかでも販売、開発、製造のいずれの
シーンでも商標、意匠、特許・実用新案は深く係わりがあ
ることから、社員の知的財産権への理解促進を図る活動
に取り組んでおります。
　具体的には、特許を取得していない場合のリスク、商
標権を得るメリットや知的財産権の特徴や知的財産権を
含む契約に係る内容等を社内イントラネットで「知的

財産ＮＥＷＳ」の発信を６回（２０１４年度）行いました。さら
に、定例の会議で関連特許公報の報告及び知っておきた
い知財に係る内容を紹介してまいりました。
　また、事業の基幹分野・得意分野をはじめ競争優位に立
つべく特許出願から特許取得活動を推進しております。
　今後も、教育・啓発を継続的に行いながら、発明の
発掘・出願をすることで、事業を守り事業活動への貢献
を目指してまいります。

知的財産権の取り組み

リスクマネジメント‐国内事業所のリスク管理

　国内事業所のリスクマネジメントについては、リスクマ
ネジメント部会で検討を行っております。
　企業活動における情報の価値と取り扱いの重要性を、
グループ全体に徹底させることが、リスク管理上の重要
課題と考え、2014年度の活動テーマを『情報をキー
ワードとした取組み』といたしました。
　まずは個人情報保護法や不正競争防止法などの情報
関連法令に基づいて、携帯電話など身近な情報機器の

セキュリティの徹底から始めようと、現在既にある行動
手順の見直しや周知方法の検討などを行っております。
　トラブル発生時の初期行動による被害の最小化等、情
報漏洩防止の基本行動の周知が、グループ全体に徹底
されるよう、現在行っている入社時、昇格時のコンプライ
アンス教育に加え、業務通達、イントラネットを活用し実
施してまいります。

TCHS RM推進室長
Rerkrob.R.(Goh) 

新たな取組み
　また今年は、同業種となるタイのT.C.H.Suminoeへ、
中国SPMで確立したRM構築手法（「RM規程」の制定、
ISO31000に準拠したリスクアセスメント、「推進計画管
理表」による予実管理と報告体制等）を横展開し、Goh 
RM推進室長のリーダーシップの元、現場を中心とした
RM体制が構築されつつあります。
　今後、RM導入各社の活動状況を注視するとともに、さ
らに他の海外工場に横展開してまいりますが、各海外工
場でのリスク及び対策方法をグローバル共有し、住江織
物グループ全体としてのリスクマネジメント構築を推進
いたします。

　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。
　2014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。2014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

SPM 日本語勉強会

BCP安否確認訓練 対策本部

SPM 技術勉強会

TCHS RM委員会

※1 BCP：Business Continuity Planningの略称で、災害や事故等の緊急事態が発生した際に
      　　 事業の継続や復旧が速やかに行えるよう策定される計画。

現業の通訳業務に追われる中、このRM活動を推進す
る事は大変ですが、本社の支援を得て、会社の事業継
続の為にリスク低減に尽力してまいります。
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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。

　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。

　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。 

　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。

　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。
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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5回済（２０１5年５月）

ISO14001：2004 エコ・アクション21：2009

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

第1回済（２０１5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。

宣言1 安心・安全な素材を使用し、
健康と環境に配慮します。宣言4

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5

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

CO2削減と環境負荷を
低減させる製品を提供します。宣言3

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。宣言6

エコを意識した製品を提案・提供します。宣言7
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エコチャレンジ２０１５（第３次中期行動目標）
　２０１１年度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
－
－
－

基準年度
2010年
2010年
2010年
2010年
－
－

2010年
2010年
－

2010年
2010年
－
－
－
－
－
－

２０１4年度目標値
-4%
-4%
4%
-4%

65%以上
10%以下
-4%
-4%

95%以上
-7%
-4%

6アイテム
1件
3件

使用エネルギーの熱量換算値
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おります。
　特に使用済みのタイルカーペットから再生された塩ビパウダーやペットボトルから再生された原綿やポリエステルペレッ
トを積極的に使用しております。

第3次中期行動目標 環境負荷の低減（2014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、１ドル７６円の円高や欧州経済危機そして東日本大震災などで生産量が減少した
２０１０年度のデータを基準としております。省エネルギー・省資源・リサイクル・廃棄物の発生抑制・有害
化学物質の取扱量の削減・グリーン購入・エコドライブなどを推進して環境負荷の低減に努めております。

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おりますが、総量と
原単位共に前期より減少しました。

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（株）滋賀工場・丹後テクスタイル（株）・尾張整
染（株）が産業廃棄物のゼロエミッション※1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
4期連続して廃棄物が減少しております。
＊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

■ 再生資源利用率の推移(%)
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２０１４年度実績
-15.5%
-26.1%
6.1%
-18.7%
65.1%
12.8%
-34.3%
-46.8%
87.5%
-32.7%
-4.2%

49アイテム増
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
6.1％増
　 ○

※1 ゼロエミッション：1994年に国連大学が提唱した構想。産業活動により排出される廃棄物を
　　 　　　　　　　　他の分野で原料として活用し、社会全体で廃棄物ゼロを目指す考え方。
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環境マネジメント

住江織物グループ CSRレポート 2015 住江織物グループ CSRレポート 2015

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へ保全活動の取り組み方針

・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推進する。

　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。
住江織物（株）奈良事業所では、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。今年は
一昨年にコンテナに撒いた種から漸
く双葉が出てきてくれました。
　尾張整染（株）本社工場では、近く
の水辺でのホタルの飼育をしてい
る活動の賛助会員になっております。

・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。２００８年から大阪みどりのトラ  
 スト協会に協力しております。

・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※1の保全活動・エコチャレンジ2018

対象範囲 エコチャレンジ２０１５と同じ。新規立ち上り会社へ順次拡大していきます。
期　　間 2015年度～2017年度（3年計画、データ期間2015年6月～2018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。

エコチャレンジ２０１８（第４次中期行動目標）

　エコチャレンジ２０１５（第３次中期行動目標）を２０１１年度からの５年間の目標に掲げて環境関連の活動を推進してきましたが、ＣＳＲ推進体
制が構築され、中期３ヵ年経営計画“Advance Ahead 2018”も３ヵ年で立案されているのに合わせて環境目標も2015年6月から2018年
5月までの中期３ヵ年目標に設定し直しました。

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。

1

2

3

4

取り組み項目No.

2014年
2014年

2014年

2014年

2014年

2014年
2014年

2014年
－

－
－

最終目標値 基準年度

地球温暖化防止
使用エネルギーの熱量換算値
社有車の燃料使用量の削減
水の使用量の削減

再生資源利用率の向上

産業廃棄物の発生量の削減
再資源化率の向上
埋立処分率の低減
大気汚染（ＮＯｘ排出量の削減） 
PRTR取り扱い量の削減 
事務用品購入率の向上
コピー用紙の使用量の削減

3%削減（原単位）
3%削減（原単位）
3%削減（原単位）

3%向上

3%削減（原単位）
65%以上
10%以下

3%削減（原単位）
3%削減（原単位）

95%以上
3%削減（総量）

ＬＣＡ評価　１８アイテム －

-1%
-1%
-1%

-1%

-1%

-1%
-1%

-1%
95%以上

２０１5年度目標値

65%以上
10%以下

６アイテム
１件
３件
－
２社

省資源

廃棄物の３R

汚染の防止

5 グリーン活動の推進

6 製品のＬＣＡ評価の促進

３件 －
7

環境に配慮した技術の開発促進

９件 －環境に配慮した商品の開発促進

－ －8 事業活動における生物多様性の保全活動
全ての海外生産事業所のデータ集約 －9 海外生産事業所の環境負荷の集約と低減

※1 生物多様性：豊かな個性を持つ多様な生きものが地球上でつながり、関わり合っていること。
      　　　　　  これを地球規模で保全するため、1992年に生物多様性条約が採択された。

■ 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（2014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を記載しております。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
難燃剤のＤＢＤＥ（デカブロモジフェニルエーテル）やフッ素系撥水剤
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つつあります。

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。販売会社
や物流部門まで徐々にグリーン購入の対象範囲を拡大した結果グ
リーン購入率が低下しておりますが、９５％を目標として今後も推進
してまいります。

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。またエコカーへの積極的な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
に努めておりますが、マネジメント活動の増加により２０１３年度は大幅
に増加しましたが、２０１４年度は漸く目標の４％減を達成出来ました。

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、２０１５年２
月にはＰＸ－３０００・４２００・５０００シリーズを４９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、３２マーク３３８アイテムを販売しております。今
後更にＬＣＡ評価を実施した商品の開発を促進してまいります。

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．異なる素材、異なる特性のシートを積層加工することで、さまざまな機能性を
　　発現させる技術
　　上記技術を基にして浴室床材を商品開発

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．カーペット表面と基布面の“ダブル発熱”で、温感性能を高めた
　　「ウォームエコ® ダブル発熱」
　２．再生繊維を80％使用した裏材を用い、快適な歩行性を有するタイルカーペット
　　「クッションバックシリーズ」
　３．空気清浄機用・2層式3ピース型高機能脱臭フィルター
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謝しております。また、今年度のレポートには数多くの社
員が登場しております。社員の笑顔と想いがあってこそ、
お客様、お取引先様、株主・地域の方などステークホル
ダーの皆様に喜んでもらえる価値が提供できるのだと
信じております。
　最後に、更なる当グループのCSR活動の前進に向け、
忌憚のないご意見をお聞かせいただけますよう、お待ち
しております。
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明治時代～市民社会との融合～

■ 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（2015年5月31日現在）

■ 従業員数 247名（連結グループ2,604名） ※2015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　

　創業者 村田伝七は、明治政府用命の帝国議会議
事堂のカーペット製造を受注、1891(明治24)年 
旧議事堂開設時にカーペットを納入いたしました。 

　鉄道車両の整備が急務とされたこの時代、数
多くのシート地を納品。

　1903(明治36)年 さらなる発展に備え、本格的
な製織設備をもった住吉工場を建設いたしました。 

  

社会貢献活動 会社概要

編集後記

　住江織物グループでは、地域に根差した社会貢献活動を行っております。
今後も、積極的に各活動へ参加し、地域の環境保全と活性化に協力してまいります。

　第1回目の「CSRレポート」から1年が経ちました。
　いただいた421枚のアンケートと、130人の方からの
コメントを励ましとし、より分かりやすく、住江織物グルー
プらしさと、この1年の歩みをお伝えできればと、11名の
作成メンバーと奮闘いたしました。その結果、皆様の元に
この「CSRレポート2015」をお届けすることができ、うれ
しく思います。
　レポートの発行にあたり、お言葉をいただいたお客様、
日頃より当グループにご理解下さっている関係者様に感

CSRレポート作成メンバーによる、
原稿作成会議

事務局 ： CSR推進室　福田直子

地域清掃活動

　周辺地域の美化を目的に、各事業所単位で清掃活動に参加いたしました。今後も、環境に配慮した技術や製品を扱う
企業の従業員として、一人ひとりが環境に対する高い意識を持つとともに、地域コミュニティの一員として継続して活
動に参加してまいります。

職業体験・インターンシップ・学校行事への協力

　今年度も、地元小学生・中学生・高校生の職業体験や
インターンシップの受け入れを行いました。住江織物
(株)奈良事業所では、2014年10月に安堵小学校の3年
生の皆さんが職場見学に訪れました。また、11月には安
堵中学校の学生が住江織物(株)奈良事業所で職場体験
を行いました。住江テクノ(株)滋賀工場では、9月に甲
賀中学校の学生2名が職場体験を行い、実験を通して品
質検査について学びました。
　活動の輪は海外の事業所にも広まっております。

2015年5月　40名参加
「ごみゼロ運動いなざわ」
参加事業所：帝人テクロス（株）

2015年7月　5名参加
和泉西部地区地域清掃活動「クリーンデー」
参加事業所：中超住江 デバイス・テクノロジー（株）

2015年6月　35名参加
能美市大浜町での側溝清掃
参加事業所：尾張整染(株)石川工場

国会議事堂の前身である帝国議会議事堂 レールをデザイン
したシート地

住吉工場

2014年10月　12名参加
公道ゴミ拾い
参加事業所：ＳＴＡ(米国)

住江織物(株)奈良事業所 
安堵小学校3年生からのお礼の手紙 

住江テクノ(株)滋賀工場
甲賀中学校 職場体験

ＴＣＨＳ(タイ)
受け取った文具で遊ぶ子供たち

ＳＴＡ（米国）
チャリティゴルフトーナメント

2014年2月　13名参加  
地域清掃活動   
参加事業所：住江織物(株)奈良事業所

ＴＣＨＳ(タイ)では親と一緒に住めない子供たちの施設
を訪問し、従業員から募った寄付金や日用品、玩具等を
贈呈するチャリティ活動を新たに実施いたしました。そ
の他にも、ＳＴＡ(米国)では昨年に引き続き、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、チャリティゴルフトーナメントを開催いたしました。 


