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私たちはCSR活動方針に基づき、
以下の通り価値を提供していくことで、
ステークホルダー（利害関係人）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。

■ 対象期間
2015年度（2015年6月～2016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 
2016年12月 

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

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。

会社の目的

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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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③　人材活性化と女性活躍推進

2015年度のCSR活動実績

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4次中期行動目標
―エコチャレンジ2018―
エコチャレンジ2018
（2015年度実績）

社会貢献活動

会社概要・コラム・編集後記

特集①　STA不適切会計問題と今後の取り組み
　　　　コーポレートガバナンス・ＣＳＲ推進体制

17特集②　社員から見た住江織物らしさ　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

お客様

お取引
先様

株主・
投資家
の皆様

地域
社会の
皆様

従業員

地球環境

　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。

　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。

※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。

●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。

住江織物グループのC SR※1

企業行動規範

経営の土台となるＣＳＲ

●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。

1
2
3
4
5
6

CSR
活動方針
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トップメッセージ

〈はじめに〉
　米国子会社Suminoe Textile of America 
Corporationに端を発した会計処理問題に
より、2016年5月期決算および2017年5月
期第1四半期の決算発表が大幅に遅れ、また、
過去4期にわたり決算の過年度修正が発生す
る等、株主の皆様をはじめとする関係者の
方々に、多大なるご迷惑、ご心配をおかけい
たしました。改めて深くお詫び申し上げます。
今回の問題を受け、経営トップ自らが、企業ガ
バナンスとは何であるかを学び直し、倫理観
を持って善悪を判断する意識を組織の隅々に

まで浸透させることが、今後何よりも重要で
あると痛感いたしております。
　利潤の追求と環境・社会への貢献のバラン
スを取ることは、企業経営のなかで難しい課題
の一つですが、持続可能な社会を築く上で、調
和を重んじる企業像は、今後我々が追求しな
ければならない姿と考えております。各ステー
クホルダーと公正かつ良好な関係を保ちなが
ら、高い理想に向けて取り組んでいく所存です。
また、法令遵守はもとより社会規範と企業倫理
を自覚し、当社グループ全ての役員・従業員と
その価値観の共有を図ってまいります。

〈海外展開の加速と変化に対応できる
 「仕組み」づくり〉
　1994年にタイへ進出して以来、20余年に
わたり、海外展開を加速してまいりました。現在
では6か国13拠点まで増え、売上高は全体の
約3割、自動車内装事業に限れば、すでに5割を
超えており、また従業員数も連結グループ全
体の約半数を占めております。グローバルレベ
ルで、人員を含めた経営資源の最適な配置を
行い、全拠点において、品質・価格・供給面で常
に最高水準を目指してまいります。一方で、激
動する世界情勢のなかで、グローバルに業容
を拡大していくにあたり、変化に対応するマネ
ジメント力は必須であり、また、グループ全体
でガバナンス体制の構築やコンプライアンス
の徹底も図っていく必要があります。リスクへ
の意識を高め、日 「々懸念点の整理」を行い、
「対策の実施」と「ルール化」、「その後の検証」
を先送りすることなく確実に行い、一連の動作
を「仕組み」として組織に定着させることで、変
化に対応できる体制を構築してまいります。

〈循環型社会への貢献〉
　当社は、再生材料比率83％、CO2削減率
44％（LCAによる評価、当社従来品比）という、
世界でも類を見ない高い水準を実現した、水
平循環型リサイクルタイルカーペット
「ECOS®」を発売しております。タイルカー
ペットからタイルカーペットを再生する、リサ
イクルモデルのなかでもより高度な技術を確
立しており、使用済みタイルカーペットを原料
としているECOS®は、効率的かつ環境にやさ
しい製品です。
　今後も当社の開発基本テーマである「K（健
康）K（環境）R（リサイクル）+A（アメニティ：快
適さ）」のもと、来るべき循環型社会に資する
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べく、環境にやさしい商品を積極的に開発し
てまいります。

〈人材を多様化しグローバル企業へ〉
　「企業は人なり」、企業経営において常に大
切なのは人材です。技術・技能の伝承、指導能
力・改善手法の継承により、「業務遂行力」や
「現場力」を高め、将来を担う人材を育成いた
します。「教育は常に現場にあり」との認識の
もと、若手や女性社員の意見を吸い上げ、相
互理解を深めながら、社員一人ひとりが持つ
能力を十分に発揮できる職場づくりを進めて
まいります。また、海外展開を強化するなかで、
それぞれの地域の特性や文化を尊重し、人材
の多様化を図ることで、グローバル企業とし
ての総合力を高めてまいります。

〈伝統技術の継承と新たな技術革新〉
　当社は、綴織緞帳・緞通等を製造する丹後テ
クスタイル(株)で手織りの職人を有し、西陣織
を製造する京都美術工芸所とともに、伝統技
術の継承を図っております。効率化が求められ
る事業運営のなかで、手織り技術を守るのは
難しいことですが、伝統文化の火を絶やさな
いことも、インテリアメーカーである我々の社
会的責務の一つと捉えております。また近年
では、コンピュータと連動した電子ジャカード
機による新たな緞帳づくりにも取り組み、伝統
のなかに新しい息吹を吹き込むチャレンジを
しております。今後もインテリア製品のパイオ
ニアとして、伝統技術の継承のみならず、次代
を担う技術の開発にも取り組んでまいります。

2016年12月

住江織物株式会社
代表取締役会長兼社長




