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430 年の歩みと未来
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事業精神」
受け継ぐ住友グループ
430 年の歴史が培った「住友の
43
住友の事業精神

現在の住友グループ各社へとつながる各事業は、430
年前の京都の銅精錬所開業から始まり、別子銅山の近代
化と共に生み出されていった。その木炭・坑木から林業、
土木から建設業、修理・製作から機械工業を起業、さらに

住友化学は、1913 年、別子銅山での銅製錬による煙害克服を目指

住友重機械工業は、1888 年別子銅山で機械の工作方として創業以

三井住友銀行は、本年4月にグループとして
「サステナビリティ宣言」
を

住友の源流事業である銅製錬、
鉱山業を今に受け継ぎ、
金・銅・ニッケ

煙害問題解決のため化学工業を興した。大阪港開発にも

し、亜硫酸ガスから肥料を製造するために設立。石油化学、エネル

来、変減速機、プラスチック加工機械、産業用クレーン、油圧ショベルなど

公表しました。430 年に亘り先達が重んじたサステナビリティへの意志を

ルなどの非鉄金属を中心に、資源開発というものづくりの最上流から製

を原点に Enriching lives and the world をコーポレートメッセージと

関わり、別子の収益を元手に銀行・倉庫を創設、やがて

ギー・機能材料、情報電子化学、健康・農業関連事業、医薬品の5 事

の各種産業機械や環境施設、船舶など多様な製品を提供してきた総合

受け継ぎ、SDGsの達成や社会課題の解決を目指し、金融事業を営む

錬、社会のイノベーションを支える機能性材料などの開発・生産という川

しました。今後も世界中の国と地域で総合力を発揮し、サステナビリティ

業分野で、社会基盤を支える製品をグローバルに供給し、持続可能な

機械メーカーです。今後も技術開発を積極的に推進し、社会と産業の

者として、社会をより良いものへ変革することに貢献していきます。

下に至るまで一貫したビジネスを展開。
「世界の非鉄リーダー」
を目指して

経営の深化を通じて、
新たな価値創造への挑戦を続けます。

社会の実現に貢献してまいります。

発展に貢献してまいります。

保険・信託などの金融部門へと広がり、現代の技術革新
にも大きく関わっている。

https://www.sumitomo-chem.co.jp/

https://www.shi.co.jp/

います。

https://www.smbc.co.jp/aboutus/

三井住友信託銀行は、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と

当社は持続的にお客さまのお役に立つために、社会に貢献し、社会

住友倉庫は、1899 年に創業した倉庫業を祖業とする総合物流企業

住友電気工業は創業以来、電線事業を軸に独創的な製品・技術で

総合力を駆使して、銀行業務、信託業務、不動産業務やグループ関係

に信頼され、社会の変化に適応していくことによって
「社会になくてはな

です。物流事業、海運事業、不動産事業の3つの事業分野から、物流と

よりよい社会の実現に貢献してきました。今後もCSRに通じる基本的な

会社の機能を融合した独自のビジネスモデルにより、お客様の多様かつ

らない保険会社」
の実現を目指します。 住友生命「Vitality」の推進に

いう万人が必要とする社会インフラを支え続けてきました。これからも

高度なニーズに対し、真に必要なソリューションを提供してまいります。

よる健康長寿社会への貢献を中心に、事業活動を通じてSDGsの達成

SDGsの担い手として、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献し

に向けた取り組みを進めてまいります。

てまいります。

社会から信頼される
「Glorious Excellent Company」
を目指します。

https://www.smtb.jp/

https://www.sumitomolife.co.jp/

https://www.sumitomo-soko.co.jp/

住友商事グループは、昨年創立 100 周年を迎え、
「住友の事業精神」

https://www.smm.co.jp/

三井住友海上は、保険・金融サービス事業者として
「レジリエントで

https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/

日本板硝子（NSGグループ）
は、温室効果ガス排出量を2030 年まで

サステナブルな社会」
の実現をめざし、SDGsの達成に貢献しています。

に2018 年対比 21% 削減する目標を定め、科学的根拠に基づくとして

価値軸である住友事業精神と当社経営理念に基づき、つなぐ、つたえる

防災・減災や気候変動への対応等、社会のリスクに向き合い持続可能

SBTiの認定を受けました。私たちは事業活動に伴うCO2排出量削減と

技術でお客様や社会のニーズに応える製品・サービスを提供し、国際

な社会の実現に必要な革新的技術の発展を支えます。

省エネ・創エネ効果に優れた高性能ガラス製品の提供により、気候変動
の影響緩和に大きく貢献しています。

https://sei.co.jp/

https://www.ms-ins.com/

https://www.nsg.co.jp/

住友ベークライトは、1932年創業以来、半導体情報通信・高機能プラ

1691年の別子銅山開坑に遡り、製錬のための燃料や坑木に使う木材

スチック・クォリティーオブライフの3 つをコア事業分野として強化拡大に

を調達する
「銅山備林」
の運営を経て、現在、森林経営、木材建材の

NECは、デジタルテクノロジーを活用して、私たちの暮らしやビジネスを

住友不動産は、再開発事業を中心としたビルやマンションの開発、運

住友大阪セメントは、セメント関連製品の安定供給を通じて社会イン

より良く変えるデジタルトランスフォーメーションを進め、社会に不可欠な

営を行うほか、リフォーム、注文住宅や不動産仲介など、日々の営みに

フラ整備の一翼を担うとともに、独自技術を活かした高機能品事業を展

プレストレストコンクリートや地下空間構築などの技術を土台とし、広範な

インフラシステム・サービスを高度化する社会ソリューション事業を通じて、

密接な事業を通じて、
「持続可能なより良い社会資産を創造し、後世

開しています。セメント製造では、産業や自治体から発生する廃棄物・副

分野への果敢なチャレンジを続けながら、
さらに新しい技術開発を進め

努めてきました。
プラスチックに機能を付与し、広くお客様にソリューション

製造・流通、木造住宅建築、中・大規模建築物の木造・木質化、バイオ

誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指します。

に残していく」
ことこそが使命と考え、災害に強く、人にやさしく、環境に

産物を原料や熱エネルギーに取り込み、二次廃棄物をゼロにすることで、

信用・誠実・創造を事業推進のテーマとして社会に貢献してまいります。

を提供しています。さらに、ワールドワイドで研究・生産・販売を広く展開

マス発電事業を国内外で展開。今後も
「木」
を活かした事業を積極的に

やさしい街づくりに取り組んでおります。

循環型社会に貢献しています。

しています。

進め、持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。

https://jpn.nec.com/

https://www.sumitomo-rd.co.jp/

https://www.soc.co.jp/

三井住友建設は、
長年培ってきた超高層建築や実績豊かな免制震、

https://www.smcon.co.jp/

https://www.sumibe.co.jp/

https://sfc.jp/

1909年に兵庫県神戸市で創業。独自のゴム技術を活かし、
100％石油

大日本住友製薬は「人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を

三井住友カードでは、
お客様一人一人のキャッシュレス決済を通じて

住友建機は、世界最高水準の開発力と製造技術を持つ住友グルー

住友精化は、紙おむつ用の高吸水性樹脂、化粧品向けのポリマー製

外天然資源タイヤなど多くの世界初、
日本初の技術や商品を送り出して

基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する」
ことを企業理

サステナブルな世の中づくりに貢献する
「タッチハッピープロジェクト」の

プの建設機械メーカーです。住友の油圧ショベルは環境性能に優れた

品や医薬関連製品などの機能化学品、液晶・LEDに使われるエレクトロ

います。
「DUNLOP」
「FALKEN」
をメインブランドとするタイヤを中心に、

念としています。当社は、
この理念を実現するため、
また、
日本はもちろん

実施や、小・中・高校生や大学生向け金融経済教育セミナー・イベントの

エコフレンドリーな製品として全世界で活躍しています。他には金属スク

ニクスガス、
鉄鋼メーカー向け酸素ガス発生装置など、
さまざまな分野で、

野で独自の精密技術・精密なものづくりによるソリューションを提供してい

スポーツ、
産業品まで多岐にわたってグローバルに事業展開しています。

世界の方々に革新的で有用な医薬品をお届けするため、新薬の研究

開催など、
SDGsに関する様々な取り組みを行っております。

ラップ仕様機、林業仕様機や道路舗装機アスファルトフィニッシャを品揃

日常生活を便利に、快適にする製品を通じて、社会に貢献できる化学企

ます。今後も社会の変化を的確に捉え社会とともに持続的に成長、発展

え、社会基盤の整備に貢献しています。

業を目指します。

する企業を目指しています。

開発に全力を注いでいます。

https://www.srigroup.co.jp/

https://www.ds-pharma.co.jp/

https://www.smbc-card.com/index.jsp

https://www.sumitomokenki.co.jp/

https://www.sumitomoseika.co.jp/

住友精密工業グループは、航空機装備品、熱交換器や油圧制御、
オゾン発生装置や半導体製造装置、モーションセンサーなど、多彩な分

https://www.spp.co.jp/

住友電設グループは、総合エンジニアリング企業として、電気工事、情

1917年に電線製造会社として創業した住友電装は、
自動車用ワイ

日本総合研究所は、シンクタンク・コンサルティング・ITソリューションの

報通信工事をはじめ、電力、空調、
プラント等の設備工事全般を幅広く

ヤーハーネスのリーディングカンパニーとして、世界31カ国、従業員約23

3 つの機能を有する総合情報サービス企業です。
「新たな顧客価値の

経営理念の一つです。循環型社会の実現、クリーンエネルギーの拡大、

多くのお客さまからの信頼に支えられ、お客さまと共に歩んでまいりまし

手がけています。
これからも、高い施工力と技術力を活かし社会インフラ

万人のグローバル企業に成長しました。長年培った「つなげる、つなが

共創」
を基本理念に、戦略的情報システムの構築をはじめ、公共・民間

そして地方創生。SDGsを成長戦略として位置付け、社会の持続的な

た。2009 年 10月からはSMBCグループの一員となり、よりいっそう個人・

に必要なすべてのITサービスをフルラインアップで提供し、お客様の

基盤の整備に取り組み、
持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

る」技術力を通じて、
「安全」
「快適」
「環境に優しい」
クルマ社会の実現

向けコンサルティング、内外経済の調査分析・政策提言、新事業の創出

成長に取り組みます。

法人のお客さまのお役に立てるよう、総合証券会社としての機能の充実

ビジネス価値向上に貢献します。

に貢献していきます。

などを行っています。

https://www.sem.co.jp/

https://www.sws.co.jp/

https://www.jri.co.jp/

「SDGs 経営で未来に選ばれる企業」三井住友ファイナンス＆リースの

当社は、1918年に川島屋商店として創業以来、100年以上にわたり、

SCSKグループは、
コンサルティングから、
システム開発、
検証サービス、
ITインフラ構築、
ITマネジメント、
ITハード・ソフト販売、
BPOまで、
ビジネス

に努めております。

https://www.smﬂ.co.jp/

https://www.smbcnikko.co.jp/index.html

https://www.scsk.jp/

住友グループ広報委員会とは

430 年の歴史に育まれ住友固有の「企業理念・
企業文化」
を持つ住友各社が、企業グループとして

住友理工は1929年に創業し、愛知県に本社を置くモノづくり企業で

日新電機グループは創立以来、電力機器をはじめとした独創的な技

明電舎は明治30年の創業以来「電気の力で世の中を豊かにする」
と

住友三井オートサービスは、
自動車リースのみならず、
質の高い総合車

す。
自動車（モビリティ）分野では、振動を制御する世界トップシェアの防

術と高品質な製品の提供を通じて、お客様や社会から信頼を獲得しな

いう創業者の想いのもと、
発・変電等エネルギーシステム、
水処理システム

両管理サービスをご提供しています。当社は、
お客さまの声に耳を傾け

広報活動を行うことによって、住友グループへの信

振ゴムのほか、
ゴム・樹脂ホースや、制遮音品・内装品を製造。素材力を

がら成長し、社会インフラと産業の基盤づくりに貢献してきました。近年で

や産業システムなど幅広い事業を展開しています。社会インフラを支える

続けた経験と強みを活かし、価値観を変える新たなモビリティサービスを

生かし、
エレクトロニクス、
インフラ・住環境、
ヘルスケアの分野でも事業を

は電力の安定的な確保、省エネ、省コスト、CO2 排出量削減を解決する

重電メーカーとして絶えず新技術・新製品の開発に努め、
社会課題解決

提供することで、
サステナブルな社会の実現を目指していきます。

頼感の向上を図り、社会とのより良い関係を創って

展開しています。

SPSS でSDGsの達成に貢献しています。

に貢献していきます。

https://www.sumitomoriko.co.jp/

https://nissin.jp/

https://www.meidensha.co.jp/index.html

いきたいと願っています。

https://www.sumitomo.gr.jp/

https://www.smauto.co.jp/
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