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住友商事グループ贈賄防止指針 

前文 

当社におけるコンプライアンスの原点は、「信用」、「確実」、「浮利に趨らず」とする「住

友の事業精神」とそれを踏まえた当社の経営理念に加え、「法と規則を守り、高潔な倫

理を保持する」と謳う行動指針にあります。コンプライアンスはあらゆる企業活動に優

先するものであり、会社が利益追求を優先するあまりその違反を起こすことは絶対にあ

ってはなりません。 

当社では、常にこの「コンプライアンス最優先」の大原則のもとで、贈賄や不正な利益

供与等、あらゆる形態の腐敗の防止に厳しく取り組んでまいりました。2009 年には、

当社の経営理念と共通の価値観を提唱するものとして、腐敗防止の分野を含む「国連グ

ローバル・コンパクト 10原則」にも署名しています。

当社は、法令及びその趣旨に鑑み、古くから、本邦公務員等に対する接待、贈答等の接

遇を原則として禁止する旨を周知してきました。また、1999 年には、日本の不正競争

防止法の改正に伴い、外国公務員等に対する接待、贈答及び招聘並びに取引獲得等のた

めに起用する代理店、業務受託者等に対する支払いの適正性を確保すべく、「外国公務

員等に対する不正支払防止チェック要領」を制定しました。2014 年にはそのチェック

要領を発展的に改定する形で「外国公務員等への贈賄防止規程」を制定、その後も社内

規程類の継続的な見直しや海外拠点への展開を通じて、日本及び海外での贈賄防止に向

けた総合的な対策を図るに至っています。 

今般、贈賄防止に関し、ステークホルダーの皆様からよくいただくお問合せと期待に応

えるため、贈賄防止に関する基本的な考え方をまとめた「住友商事グループ贈賄防止指

針」を制定し、公表いたしました。 

住友商事グループの贈賄防止に関する原則 

日本国内の公務員等に対して、贈賄に該当するような行為やその疑いのある行為を絶対

に行わないことはもちろん、贈答や接待等を原則として行ってはならない。また、外国

公務員等に対して、ビジネスの獲得等を目的として、不正に金銭等の利益を供与したり、

その約束をしたり又はその申し出をしてはならない。 

万が一、日本国内外を問わず、公務員等からこれらの行為を要求されても、住友商事グ

ループはこれを拒絶し、状況に応じて関係当局に連絡します。

住友商事グループでは、各種の社内体制及び継続的な取組みを通じ、贈賄の防止に向け

て積極的かつ真摯に取り組んでまいります。 
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贈賄防止に関する社内体制及び取組み 

1．贈賄防止体制

住友商事では、本邦刑法及び不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄法

並びに事業活動を行ううえで適用されるその他国内外の贈賄禁止法令を順守し、かつグ

ループの贈賄防止に関する原則を実現するため、以下のとおり贈賄防止体制を整備・運

用しています。万が一、役職員が国内外の贈賄禁止法令に違反する行為を行った場合に

は、就業規則等に基づき、厳正な処罰を実施します。

(1) 社内審査

・接待、贈答及び招聘に係る審査

これらの事態につき、相手方の所在国、金額その他の内容、時期、経緯及び目的、頻度、

相手方個人の地位等の要素を考慮して、関連法令に違反しないだけでなく、社会的儀礼

の範囲を超えた公務員等への不正な利益提供と見られることのないよう、社内ルールに

定められた手続により事前に確認します。

通常の行政サービスに係る手続の円滑化のみを目的とした公務員等への少額の支払い

（以下「ファシリテーション・ペイメント」といいます。）は、多くの国で公務員等に

対する贈賄として禁止されています。住友商事では、社内ルール上もファシリテーショ

ン・ペイメントを禁止しています。

なお、民間企業、民間人同士の接遇の場合であっても、各国の法令や社会通念に従い、

不適切なものではないことを確認したうえで実施するよう留意しています。 

・寄付に係る審査

慈善事業、政治献金、スポンサー活動に関しても、それらの寄付の実施が贈賄又は不正

な利益の提供とならないよう、社内ルールに定められた手続きにより事前に確認します。 

・役務提供者の起用に係る審査

海外における営業活動における情報収集及び分析、住友商事の受注確保等、ビジネスの

推進を目的として協力を依頼するため、又は住友商事の受注した役務を依頼するために

起用する代理店、アドバイザー、コンサルタント、下請業者等の第三者（以下「役務提

供者」といいます。）については、役職員が役務提供者に贈賄を行うことを指示し、そ

そのかし、又はこれを助けることを禁止しています。また、役務提供者が公務員等に贈

賄を行うことを防止するため、社内ルールに定められた手続及び契約書等の手段により

管理を行っています。

上記の事態を実施しようとする部署の長は、それらについて適切な自己チェック及び管

理を行うため、事前に、信用調書等の相手方の各種情報を入手することに加え、所定の

チェックリストを作成して懸念ある事態ではないことを確認し、さらに、特に役務提供

者とは贈賄禁止条項が盛り込まれた契約書等の書面を締結することなどが、社内ルール

上義務付けられています。また、実施部署における審査の結果、要注意とされた案件に

ついては、管理担当部署においてさらなる審査を受けなければならず、承認された内容

及び条件に限って実施できることとなっています。
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(2) 記録管理、経理処理

役職員は、上記事態について正確な帳簿記載を行い、本来計上すべき名目で費用計上す

るとともに、それら関係書類を社内ルール上定められた期間において保管するよう、義

務付けられています。

(3) 社内報告・内部通報制度

役職員は、社内ルール上、贈賄行為が行われていること又はその疑いがあることを認知

したときは、直ちに法務部長に報告することとされています。また、贈賄を含むコンプ

ライアンス問題を早期に発見し是正することができるよう、役職員がチーフ・コンプラ

イアンス・オフィサーに直接の情報連絡を行う内部通報（スピーク・アップ）制度を整

備・運用し、社外弁護士や監査役を含めた外部の報告・相談窓口も設置しています。

(4) 啓発活動

贈賄防止及びその実現に向けた社内体制を周知徹底するため、世界各国の贈賄禁止法令

及び当局による執行の動向、他社事例、社外の専門家による助言等も踏まえ、上記のと

おり社内ルール及びそれに基づくガイドラインやマニュアルなどを制定し、厳格に運用

しています。

また、役職員からの贈賄防止を含むコンプライアンスを遵守する旨の誓約書の取り付け、

事例演習を交えた Eラーニングや、事業の特性に応じた各種社内研修の実施など、諸施

策を反復・継続的に実施しています。 

このほか、具体的事案での指導等を併せて実施することにより、贈賄防止に向けた有効

かつ効率的な仕組みの構築と運用に継続して尽力しています。 

なお、全般的なコンプライアンス体制の詳細については、当社ウェブサイトの「コンプ

ライアンス」を参照ください。

2. 投資活動並びに国内・海外法人及び子会社における取組み

住友商事グループでは、投資案件の検討において、贈賄防止の観点からリスクの度合い

に応じたデューディリジェンスや契約関係者からの確認の取得を実施しています。

また、国内外の現地法人や子会社には、その贈賄リスクの度合いに応じ、住友商事本体

と類似のコンプライアンス体制及び贈賄防止体制の導入を促しており、住友商事グルー

プとして贈賄防止に積極的に取り組んでいます。 

3. モニタリング及び内部監査

贈賄防止に係る社内諸制度につき、事業の実態に応じて必要十分かつ効率的に整備・運

用されているかを確認したうえ、必要に応じて制度の改定及び運用の改善を行っていま

す。

https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/about/governance/compliance


"it;:., �JFE-.:::. 31 !J ✓ '.�l"O)f;:_bbO)am:s'l L,f;:.lJLm � v·ct±-RillL�--cntil•nt;:.f:kJBn�i!t$tJ�, 

{:±�itlf�� 1v-:1'0)�--CO)*ll.�&a•��t±��'.i!t L, tv '"i To f:kJtfB�'.i!tO)M!*f;:--:::it,' 

tf'i, t±-Rf;:�{tf:�illL�tliHlrT;s � � tf;:, �WU1'-Jf;:J&�1!i:�f=tlH!r�n"iTo f:kJtfB� 
:i!t--ct:t, JtJ?f&V!J .7.:70)/fmt =i ✓:1''7,17✓.A, ���'Bttt't;:--:::i1.,,--cii¥1m1¥Jtt,� 

� �1Tv ', flf fll[�J!:f;:,{lf-;s !J .7. :7 �wf:��¥961., 't±\ L,, � :1' o t .7. 0)�5cjyJ1: · *�t!!: �if 

{iffi L,f;:_ 5 x. --c, �:i!t,'c � � t f;:/g;i'R;O)JJJ.ff ��;s � [PJ�f;: gi �s'-J&��{@ L, tv '"i To

4. J&5l;'cO),W#R�O):JoJ1lit,,

�O)?N-:1'8&�11:ffiMO)O���u=i✓:1''7,{7✓.AO)•��-���•?N-:1'

0)1!i:11il�f;:J::;s1&*1l.]j.l'it � J:: "J, J&5i:$'c0):::::';1�U;� :::::'MJ,JJtJ��AJj-z--CTo J&5l:$'c0)�

iH;::Jot,,t/'i, �O)ffiM�:::::':f11!/g;1.,,f;:_fc�, :::::'MJ,jJt,,f;:_fc�"iT J:: 5:JoJffijt,,$ L,l:Jf"i

To

( 1) � 1!t m JJ & a•ffi 0) �M!
�f=-��!13[, :.? 3 ,{ ✓ r�✓'T-Y-�=i ✓ Y-1/7 A�O)�[PJ-�, 1!i:����f;:,{lf

;s 1&§1 f;:--:::it, 'tf'i, J&5l:$'c& tJ-{-0)00-flf-�t±f;::Jolt ;s flffll[�J!:{*IbU �;f'el,:/'iL 1it�,T ;sf;:_

bb, {1��-:7'-1v-7
°

f;: J:: ;s �:i!tO)�ft An, Btflffl1[0)�7£��u1it�-O)�t±\, &V

&flffl1[f;:OOT;s�JJ[��u��-O)�M!�:t3Jiiv'T;s�,g-il�i:b "J "iTo :::::':f11!/g;&v:::::-m

jJ�:}.jjffil.,\].,\f;:_ L,"iTo

(2) flf fll[�J!: 0) ml �1�!1-£

J&5l:$'cO)�#RO)f!i:�ffel&V¥f�R:$'c�O)�l-=-�f;:M L, t t, 1VF{1$�f;: J:: "J, flffll[�l.!:r:t

%�{1�t-ff1-:7'';v-7
°

flffl1[�1!:ffiMO)@ '@ � ml�W�v ,f;:_ tc < J:: 5 :Jo!ffit, ,1., ,f;:_ L, "iTo

(3) fe,�/f:f1j!O)ffl�
{1��-:7"-1v-7

°

f;:OOi!l!T ;s���ff 5 f;:i:bf;:_ "J, �tO)J&§l&VJlJffi0)�:5tf;:--:::,1.,,--c,

Jiia�;o•--:::iJE1itt=�it�NJ:-{-O)ftf!O)fc.��f'FJJx: L,, f*� � tt, ;s J:: 5 :Jo!ffit, ,1., ,f;:_ Vi To

(4) jj;Bt��a�O)Mr,tffi,JJ
liil�-, 1:t��-:7-·;v-7

°

t=Mi!t!T ;s-��1-r 5 f;:i:bt;:. "J, fllffi��it�JEJ?.l'i-{-0)�

1.,,tJ�1:. t,f;:_�-@-f;:f:t,��il•t=1:t��•:1'·1v-:1'f;::::::'i!1!�1.,,f;:.tc< � � tt=, f1�r-ff1*

:7• 1v-:1'X f'iOO-flf-� JiuO) v v·ftt,f;: J:: ;s �:i!tf;:)(',J- L, --C t �ffis'-J f;: :::::·mn < tc � v '"i T J::

5, :JoMlJi1.,,1.,,f;:_L,"iTo

2017 ip. 4 � 1 S 

1±�r-ff1-���f± 

1&�1!i: ;rH±-R�1Tf!i:ffel 
'f--7 • =1✓7°7,{7✓.A ·�7��-

�rt �• 

4 


