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当上半期の世界経済は、米国経済は堅調な内需を

背景に回復基調となりましたが、ユーロ圏の景気は

量的金融緩和や通貨安により持ち直しているものの、

緩慢な動きにとどまりました。また、中国経済の成長

速度は鈍化しており、アジア周縁国も少なからずそ

の影響を受けていることに加え、中南米では資源価

格の低迷や高インフレによる金融引き締めの影響で

景気回復に遅れがみられました。なお、国際市況商

品は供給過剰により総じて軟調に推移しました。国内

経済は、個人消費が横ばいに推移したことに加え、

連結純利益は1,293億円、
進捗率は56パーセント

当上半期の業績総括 輸出・生産面に新興国経済減速の影響がみられ、足

踏みの状態となっている一方、企業業績の改善によ

り設備投資意欲は回復しました。

このような環境下、当上半期の連結純利益は

1,293億円となり、2015年4月から始まった中期経

営計画「Be the Best, Be the One 2017」におけ

る今年度の連結純利益見通し2,300億円に対する進

捗率は56パーセントとなりました。メディア関連の国

内事業会社や輸送機・建機の主要事業など、収益の

柱となっているビジネスが堅調に推移したことに加

え、資産売却や事業再編に伴う一過性の利益があり

ましたが、鋼管事業や資源ビジネスは、原油をはじめ

とする資源価格低迷の影響を受け、減益基調となり

ました。

経営改革と成長戦略を推進し、
「目指す姿」実現への
道筋をつける

株主の皆さまへ

代表取締役社長
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当社は、株主の皆さまに対して長期にわたり安定し

た配当を行うことを基本方針としつつ、中長期的な利

益成長による配当額の増加を目指して取り組んでい

ます。中期経営計画「Be the Best, Be the One 

2017」においては、1株当たり50円を年間配当金

中期経営計画「BBBO2017」では、経営改革と

成長戦略の推進を軸に取り組んでいます。

経営改革については、意思決定プロセス改善の第

連結純利益見通し2,300億円

「BBBO2017」における取り組み

2015年度業績見通しについて

今後の世界経済は、米国を中心に先進国は緩やか

な成長が続くと見込まれるものの、一部新興国経済

の成長鈍化懸念や、資源価格低迷の長期化など、先

行きに対する不透明感が増しています。当社業績に

関しては、資源価格低迷の影響により、鋼管事業お

よび資源ビジネスは下半期も引き続き厳しい事業環

境が継続すると予想される一方、輸送機・建機やメ

ディア・生活関連の主要事業は堅調に推移するとみら

れることから、2015年度の連結純利益については、

期初予想の2,300億円を据え置いております。

なお、足元の資源価格が軟調に推移していることか

ら、今後の市況商品の中・長期価格見通しの動向や、

事業計画の見直しなどの状況次第では、下半期に一部

の案件で減損損失を計上する可能性があります。

中期経営計画進捗配当方針
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の下限とし、連結配当性向25パーセント以上を目安

に、基礎収益やキャッシュ・フローの状況等を勘案の

うえ、配当額を決定します。当期の予想年間配当金

は、期初の公表予想通り1株当たり50円となります

（前年度年間配当実績50円）。なお、当期の中間配

当金は、予想年間配当金の半額25円と致します（前

年度中間配当実績25円）。

一歩として、本年7月より、経営会議を経営執行にお

ける最高意思決定機関と位置付け、従来以上に多面

的な議論を経て重要事項を決定する体制を整えまし

た。これと並行して、取締役会についても、経営の

執行に対する監督機能を強化しています。

また、リスク管理体制においては、大型案件や特

に重要と考えられる案件について、投資の検討段階

と実行段階のそれぞれで事業部門レベルと全社レベ

ルの投融資委員会を開催し、事業の特性や戦略上の

位置付けなど、さまざまな角度から議論を深める体

制としました。

成長戦略の推進においては、金属、輸送機、メ

ディア等の当社が強みを持つ各事業で、それぞれの

成長戦略を遂行すると共に、全社組織を連携させ、

自動車関連、社会インフラ基盤、生活・情報産業の

3つの分野に注力しています。また、ポテンシャルの

高い分野や地域を指定し、全社で新規ビジネスの発

掘・開発とその育成をしていく取り組みを進めてお

り、ミャンマーのティラワ工業団地や通信事業等が実

現しています。

中期経営計画「BBBO2017」にて掲げた経営改

革と成長戦略を着実に推進し、「目指す姿」実現への

道筋をつけていきます。引き続き、株主の皆さまに

は、より一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。
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※  本冊子における「連結純損益」は、国際会計基準（IFRS）の「当期利益又は損失（親会社の所有者に帰属）」と同じ内容です。また、「株主資本」は、「親会社の所有者に帰属する持ち分」と同じ内容です。

連結決算ハイライト

主な経営指標の推移
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売上総利益

4,626億円

連結純損益

1,293億円

1株当たり連結純損益

103.64円

総資産

86,126億円

株主資本�

24,756億円

有利子負債（ネット）／Debt-Equity�Ratio（ネット）�

有利子負債（ネット）

33,906億円

Debt-Equity Ratio（ネット）

1.4倍

用語解説
有利子負債（ネット） Debt-Equity Ratio（ネット）
金利を付けて返済しなければならない債務（銀行からの借入金、社債、コマーシャルペーパーなど）の総計である
有利子負債から、現金および現金同等物等を差し引いたもの。

「有利子負債（ネット）」を「株主資本」で除した値で、財務の健全性を図る指標の一つ。

3



（単位：億円）
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金属事業部門
● 海外スチールサービスセンター事業が堅調に推移した一

方で、北米鋼管事業が減益となったことなどにより、前年
同期に比べ68億円減益の94億円となりました。

輸送機・建機事業部門
● 米国建機レンタル事業やリース事業が堅調に推移したこと

などにより、前年同期に比べ17億円増益の266億円とな
りました。

環境・インフラ事業部門
● 海外電力事業が堅調に推移した一方で、国内電力事業に

おいて電力卸市場の価格変動の影響があったことなどによ
り、前年同期に比べ14億円減益の74億円となりました。

メディア・生活関連事業部門
● 国内主要事業会社の業績や不動産事業が堅調に推移した

ことなどにより、前年同期に比べ82億円増益の308億円
となりました。

資源・化学品事業部門
● 鉄鉱石事業が減益となった一方で、前年同期に米国タイ

トオイル開発プロジェクトおよび豪州石炭事業において
1,203億円の減損損失を計上したことの反動や、ヌサ・テ
ンガラ・マイニングが販売量増加に伴い増益となったこと
などにより、前年同期に比べ1,164億円増益の185億円
となりました。

海外現地法人・海外支店
● 北米鋼管事業が減益となった一方で、前年同期に米国タ

イトオイル開発プロジェクトおよび豪州石炭事業において
470億円の減損損失を計上したことの反動や、資産入替
に伴うバリュー実現があったことなどにより、前年同期に
比べ464億円増益の294億円となりました。

消去または全社

セグメント別連結純損益／決算概略 Be the Best, Be the One 2017
概要

詳しい情報はウェブサイトでも紹介しています。

　

http://www.sumitomocorp.co.jp/ir/ 検 索住友商事 IR

主な経営指標の推移

※ 当社は、2014年10月1日付で、全社組織下にあったコモディティビジネス部を資源・化学品事業部門・本部傘下の組織に組み入れています。 
また、2015年4月1日付で、メディア・生活関連事業部門傘下にあったタイヤ部を輸送機・建機事業部門・本部傘下の組織に移管しました。 
これに伴い、前年同期のセグメント情報は、組替えて表示しています。

（※） 「コア・リスクバッファー」とは、「資本金」、「剰余金」および「在外営業活動
体の換算差額」の和から「自己株式」を差し引いて得られる数値で、当社
は、最大損失可能性額である「リスクアセット」を「コア・リスクバッファー」
の範囲内に収めることを経営の基本としています。

① 経営改革の着実な実行
②「目指す姿」を見据えた収益力の強化
③ コア・リスクバッファーとリスクアセットのバラン

ス（※）回復および配当後フリーキャッシュ・フロー黒
字（3年合計）の確保

グループ一丸となって課題を克服し、 
「目指す姿」実現への道筋をつける

創立100周年（2019年度）に向けて
目指す姿

◦「住友商事グループらしい」やり方で、「住友商
事グループならでは」の価値を創造し、「さす
が住友商事グループ」と社会に認められる企
業グループを目指す。

◦ 健全な財務体質を維持しつつ、強固な収益基
盤を構築し、一段高いレベルの利益成長を目
指す。

テーマ

総資産10兆円程度

連結純利益4,000億円以上
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事業トピックス

当社は、2012年に三井住友フィナンシャルグループと共同買収したSMBCアビ
エーションキャピタルを中核に、航空機リース事業を展開しています。同社は現在、自
社保有分を含む約400機の航空機を管理する他、次世代最新鋭機を200機以上発
注し、業界第3位の地位を確立しています。

また航空機エンジン分野では、ドイツのMTUエアロ・エンジンズと共同で、エンジ
ンリース・サービス事業を13年から開始しました。航空業界では、スペアエンジンの
長期リースに加え、エンジンの整備期間中に短期間リースする需要も拡大していま
す。民間航空業界では今後、20年間に全世界で3万5,000機近い新造旅客機需要が
見込まれています。当社ではエンジンリース
事業の資産規模を500億円規模に高め、部
品販売や整備などのサービス提供を通じ
て、民間航空機バリューチェーンにおけるビ
ジネスの拡大を図ります。

中長期的にエネルギー消費の拡大が続くとの予想を背景に、石油・ガス掘削で使
用される機器の需要も底堅さが見込まれています。こうした油井関連機器用金属製
品を製造・販売している当社グループのハウコは、加工事業拡大のため、2015年4
月にマレーシアで新工場の稼働を開始しました。

当社は06年に同社へ出資。油井機器用金属材料の販売や加工など、油井掘削周
辺分野の事業を、英国、米国、シンガポール、アラブ首長国連邦を拠点にグローバル
展開をしてきましたが、今回この分野の需要拡大が見込まれる東南アジアで、高付加
価値ビジネスを増強するために、ハウコを通じ新工場を建設しました。

当社は、さらなる市場拡大が見込まれる
油井機器周辺分野において、より高付加価
値なサービスの提供を強化し、油井管を軸
とした石油・ガス分野向け鋼管ビジネスの
基盤を、より強固なものにしていきます。

油井機器向けに
高付加価値ビジネスの強化へ

航空機エンジン製造、整備大手のMTUエアロ・
エンジンズと組み、新たなシナジーを発揮する

新工場で加工・製造される製品の一例。将来的
には、高度な技術の加工も可能に

マレーシア新工場外観

マレーシア新工場が稼働を開始 アセットリースビジネスを積極的に展開

● 金属事業部門 ● ● 輸送機・建機事業部門 ●

エアバス（左）と、ボーイング（右）の次世代最新鋭機

航空機バリューチェーンにおける
リース事業の拡大を目指して
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アズール・ノース発電・造水プラント全景 広場に面したテラス空間が新たなにぎわいをもたらす

クウェートでは、急激な人口増加および産業発展に伴い、電力需要は年間8パーセ
ント、水需要は年間5～7パーセントずつ増加すると予測され、これに対応する供給能
力の向上が大きな課題となっています。

当社は2013年、フランスの電力ガス会社エンジーおよびクウェートの財閥企業アル･
サガール・アンド・ブラザーズと共同で、クウェート初の民活型発電・造水事業であるア
ズール・ノースプロジェクトに参画しました。このプロジェクトを通じて、約1,500メガワッ
トの天然ガス焚

だ
き複合火力発電所と日量約48万トンの造水プラントを建設し、今後約

40年間にわたり同国へ電力と水を供給します。一刻も早く電力供給を開始してほしいと
いう同国政府の強い要請を受け、段階的な商業運転開始を目指し建設工事を進め、15
年6月に部分運転を開始しました。16年末には商業運
転を本格開始すべく、取り組みを継続していきます。

当社は、これまで蓄積してきた経験やノウハウを
生かし、今後も中東湾岸地域のインフラ整備や経済
発展に貢献していく考えです。

民活型発電・造水事業を通じて
クウェートの社会課題に貢献

造水プラント。火力発電の余熱を利用
し、海水を淡水化する

建設中の発電所・造水プラント一部運転開始

東京・神田地区に当社および博報堂、三井住友海上火災保険、大修館書店、安田
不動産の5社が共同で開発した大型複合施設テラススクエアが竣工し、2015年5月
に開業しました。

テラススクエアは、博報堂旧本館を含む6棟のビルを、地上17階・地下2階建て、
延べ床面積5万2,850平方メートルのビル1棟に建て替えたもので、商業、カンファレ
ンス、オフィスの3つのゾーンからなる施設機能と、高度な防
災・環境性能を備えています。緑豊かな広場に面したテラス
席を設けた10店舗の飲食店が入る1階、2階の商業ゾーン
が、オフィスワーカーや地域住民に憩いをもたらし、3階部分
を占めるカンファレンスゾーンと、4階から17階までの広大
なオフィスゾーンが、利便性に優れたビジネス空間を提供し
ます。

神田エリアの新たなランドマークとして誕生したテラススク
エアは、この地域にさらなる魅力とにぎわいをもたらします。

テラススクエア外観。防災
に優れた構造、環境に配慮
した設備を有する

神田エリアに「テラススクエア」が誕生

歴史ある街に新たな魅力をもたらす
複合ビルを共同開発

● 環境・インフラ事業部門 ● ● メディア・生活関連事業部門 ●
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事業トピックス

当社はライフサイエンス分野において、化粧品素材ビジネスのグローバル展開を
加速させています。当社の化粧品素材ビジネスの始まりは、国内メーカー製素材の
輸出トレードでした。2010年に米国の化粧品素材フォーミュレーター（※）であるプレ
スパースを事業会社化した以降は、韓国の化粧品素材技術ベンチャー企業、バイオ
ジェニックスへの出資、ブラジルの大手フォーミュレーター、コスモテックへの出資参
画など、海外市場での化粧品素材ビジネスの拡大を着々と進めてきました。

そして2015年4月、協和発酵バイオの子会社である協和発酵ヨーロッパから化粧
品素材販売事業を譲受し、欧州における化粧品素材ビジネスに本格参入しました。世
界市場の約3割を占める欧州市場での事業
展開を通じて、プレスパースやコスモテック
とのシナジーを発揮しつつ、商品ポートフォ
リオの拡充につなげていきます。

化粧品素材ビジネスを強化し
海外市場を舞台に事業展開を加速

ブラジル・コスモテック製処方サンプル

CSRの取り組み

1杯のコーヒーが環境保全活動に
当社は、事業会社の住商フーズを通じて「バードフレンドリー®認証コーヒー」の

輸入・販売を手掛けています。バードフレンドリー®認証とは、プレミアム価格が付
帯された有機コーヒーで、生物多様性が保全された熱帯森林の木陰の下で栽培さ
れ、生産者と森林で休息する渡り鳥を守るというプログラム。創設したスミソニアン
渡り鳥研究所が基準を設定しています。中南米を中心に12カ国37農園（農協・組合
含む、2015年10月現在）が認証を受け、売り上げの一部は、世界中の渡り鳥の研
究・保護と環境保護活動に還元
されています。

生物多様性に配慮し、農家
の安定収入にもつながるこの
取り組みに賛同した当社グ
ループは、05年からバードフレ 
ンドリー®コーヒーの輸入・販
売を手掛け、コーヒー市場と環
境の保護を結びつけています。

協和発酵ヨーロッパから販売事業を譲受

木陰が多いグアテマラの認証農園では、多くの渡り鳥が羽を休
める姿が見られます

● 資源・化学品事業部門 ●

当社グループにとってCSRとは、目指すべき企業像の実現に向けて、経営
理念を実践していくことにほかなりません。根底にあるのは、さまざまな
ステークホルダーとの対話を通じて社会的課題を把握し、事業を通じて
解決に向けて戦略的に取り組むことにより、新たな価値を創造し、社会と
共に当社グループの持続可能な成長につなげていくという考え方です。

企業の立場から持続可能   な社会の実現に貢献

化粧品素材（カラーコスメティック用顔料粉体）

(※) フォーミュレーター：化粧品素材の配合ノウハウを
持ち、化粧品メーカーに対し、処方の開発や提案を
通じて化粧品素材を提供する専門企業のこと。
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当社および住友商事東北は、三井物産と共同で行政や商工会議所などと協力体
制を組み、東日本大震災によって甚大な被害を受けた宮城県気仙沼市の基幹産業
である水産加工業の復興支援に取り組んでいます。地元事業者が結束して災害後
に設立した、気仙沼鹿

ししおり

折加工協同組合の共同事業活動に対し、組合設立から生産設
備の再建、販路の拡大などの支援を継続して行っています。2015年5月27日には、
組合の新事務所の落成式が行われ、当社社長の中村邦晴が出席して多くの関係者
と施設の完成を祝いま
した。8月には 冷 蔵 倉
庫、海水処理施設も稼
働し、今後ますます復
興が加速することが期
待されます。

当社グループのCSR=経営理念の実践

事業活動を
通じたCSR

社会貢献活動を
通じたCSR

気仙沼水産加工業の復興を支援

落成式にて村井嘉浩宮城県知事（左から6人目）らとともにテープカット
をする社長の中村（右から3人目）　

企業の立場から持続可能   な社会の実現に貢献

2015年10月8日から

11日、当社が特別協賛

をした「第54回日本プ

ロゴルフシニア選手権

大会 住友商事・サミッ

トカップ」が、茨城県石

岡市のサミットゴルフク

ラブで開催されました。

この大会は、日本最古のシニア競技とし

ての歴史を受け継ぎ、シニアプロゴルファー

にとって最も権威ある公式戦と位置付けら

れています。優勝した室田淳プロをはじめ、

国内外のさまざまなフィールドで戦ってき

た、青木功プロや中嶋常幸プロ、倉本昌弘

プロ、尾崎直道プロなど永久シードプレー

ヤーたちが連日、白熱した闘いを繰り広げ

ました。会場へは多数のギャラリーが来場

し、広いフェアウェイの周囲から声援を送り

ました。

第54回日本プロゴルフシニア選手権大会
住友商事・サミットカップ開催

当社が特別協賛

表彰式では、優勝の室田淳プロ（右から4人目）へ、当社社長の中
村邦晴が優勝賞金パネルなどを手渡しました

会場では、宮城県の気仙沼鹿折（しし
おり）加工協同組合が出店して、三陸
の海の幸を販売し好評を得ました
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本部長インタビュー

基礎化学品・
エレクトロニクス事業の

未来

理事
基礎化学品・エレクトロニクス
本部長

坂本 好之
1983年住友商事入社。スミト
ロニクスの要職を兼務しつつ、
エレクトロニクス本部電子部
長、同エレクトロニクス・プロ
ダクツ事業部長を経て、2014
年スミトロニクス代表取締役
社長。15年4月より現職。

当本部のビジネスラインは、石油化学品、資源性ケミカル、エレクト

ロニクスの3つで構成され、トレード、製造の両面から、化学・エレクト

ロニクス産業に広く関わっています。

石油化学品分野では、サプライチェーンの上流であるオレフィンな

どの原料から、中流のフェノールを主とする中間原料、下流の合成樹

脂製品までを対象に展開をし、専用船を自社チャーターするなど、物

流機能を有していることが特長です。近年は、スペイン石油化学大

手、セプサキミカと中国・上海での製造事業に参画し、自らフェノール

などの生産に乗り出しました。

資源性ケミカル分野では、ガラス原料となるソーダ灰、硫酸やホウ

酸などの無機化学品などを中心に扱っています。鉱山開発に用いら

れる硫酸は、貯蔵タンクを自社で保有し、物流機能を高度化すること

でトレードの付加価値を高めています。また、ロシア企業への出資を

通じ、シリコンウエハー製造用の高純度石英を生産しています。

エレクトロニクス分野では、半導体関連をベースとし、シリコンウエ

ハーや半導体素子のトレードを当社で行う一方、製造事業会社である

スミトロニクスが電子基板などを受託生産し、OA機器やエアコン等

の家電、車載向けに供給しています。

トレードの付加価値を高め、ものづくりを推進

顧客に不可欠な機能を提供し、さらなる発展へ

このように各ビジネスラインにおいて、トレードの機能性と付加価

値を高めた差別化を図るとともに、製造事業を通じてバリューチェー

ンを縦横に展開させている点が特長と考えます。

今後の展開として、石油化学品分野では、中国でのフェノール生産

を軌道に乗せ、サプライチェーンの上流に対し、メーカーとしての立ち

機能強化によるバリューチェーン展開

天然資源
原油・ナフサ
天然ガス・石炭
鉱物資源

原料
オレフィン・アロマ・メタノール
アンモニア硫黄・硫酸

中間原料
無機化学品・プラスチック・合成ゴム

フェノールチェーン・機能化学品・合繊原料

製品
電池材料・プラスチック成型・SCM・EMS・肥料
洗剤・化粧品原料・建材・包装フィルム

基礎化学品･
エレクトロニクス本部で
扱う商材および
展開する事業

産業分野
エネルギー・エレクトロニクス・家電・OA・自動車

衣料・住宅・消費財・物流資源・農業

上流

中流

下流
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住友商事ケミカル

スミトロニクス

友商事ケミカルは、合成樹脂、有機化学品、無機・精密化学品、電子材料などのト
レードを国内外で展開する中核事業会社です。OA機器や家電、自動車、半導

体、日用品など幅広い分野に向けた化学品全般を、総合的に取り扱っています。
ジャストインタイム納入や液体化学品タンクオペレーションといった物流機能に加

え、化学品業法や安全保障貿易体制なども強みで、化学品商社としての専門性を発揮
しています。

中期経営計画では、収益基盤の拡大を追求し、①エレクトロニクス ②自動車ケミカル
③高機能素材を注力テーマに、住友商事とも連携してグローバルな展開を一層加速し
ていきます。

ミトロニクスは1988年、電子部品専門商社としてシンガポールに設立し、プリ
ント基板などの受託生産を専門に行うEMS（Electronics Manufacturing 

Service）事業を展開してきました。現在はタイ、フィリピン、インドネシア、香港、中
国、メキシコに拠点を広げ、日系EMSではトップクラスの取扱高を誇ります。当社グ
ループならではの情報力と調達力を生かし、コピー機やプリンターなどのOA機器、
エアコンなどの家電製品の他、車載機器や産
業機器に至る幅広いプリント基板製造を手掛
けています。

また近年では、モジュール製品や完成品にも
製造領域を広げています。中でも車載機器は、
今後の成長を担う重点分野に位置付けており、
住友商事との緊密な連携により拡大を目指し
ます。

住

ス

化学品のトレードを担う中核事業会社

情報力と調達力の強みを生かしたEMS企業

グループ会社紹介

スミトロニクス・メキシコ工場外観

プロピレンを運搬するLPG船フェノールプラント

位置を確保します。また、下流の合成樹脂については、中国、アセアン、

メキシコで自動車関連のモジュール生産を立ち上げ、同じく車載分野

の拡大を目指すエレクトロニクス分野とのシナジーを効かせた新たな

ものづくりを手掛けていく考えです。

資源性ケミカル分野は、高純度石英の生産キャパシティを増やして

いく一方、無機化学品の扱いを集約し、貯蔵タンクの所有を生かしてト

レードの幅を拡げ、事業の軸を太くしていきます。

そしてエレクトロニクス分野は、スミトロニクスが持つ多品種少量

生産の強みを生かせる車載分野の拡大に注力していきます。生産面

では、顧客企業の生産体制と連携し、現在の生産拠点に加え、カンボ

ジアやベトナム、ミャンマーに

展開していく計画です。

私たちは、顧客企業に必要不

可欠な機能を提供する存在と

なり、さらなる事業の発展を目

指していきます。 スミトロニクス・メキシコ工場内部の様子
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●チェンナイ

インド

ボタ農業機械インド（KAI）は2008年

12月、クボタ60パーセント、当社グ

ループ40パーセントの出資比率でインドの

チェンナイに設立されました。

KAIはトラクター、田植え機、コンバインと

いったクボタ製農業機械の輸入・卸売販売会

社です。現在130を超えるディーラー網を有

し、14年には販売台数が前年比約50パーセン

ト増となりました。15年以降も継続して販売

台数増を狙う計画としています。

インドは世界一のトラクター市場であり、米、

麦、綿花、サトウキビといった農産物生産高でも世界有数の市場です。一方、灌
かんがい

漑設備の未整備や機械化の遅れなど

から、生産性は高くありません。KAIはインド市場ではまだ小さなプレイヤーですが、高品質な農機を供給すること

によって生産性の向上に寄与し、ビジネスを拡大していけると考えています。

この8月には、55馬力の新しいトラクターを発表しました。このトラクターは、インドのユーザーのニーズを満た

すべく開発された新しいモデルです。現地で製造された多くの部品を使用しながら、コストを低く抑え、低燃費、耐

久性、快適性を兼ね備えています。この新しいトラクターが主力製品へと成長し、KAIの事業のさらなる発展へつ

ながる事が期待されます。

KAIは、これからも事業を拡大し、インドの農業分野の成長に貢献していきます。

新型機投入により拡大が見込まれる農機需要へのさらなる取り込みに挑戦

Looking Internationally
世界の住友商事

インドにおける農業機械ビジネス

ク

チェンナイ市に設立されたKAI外観

プネ（インド西部）に位置する工場

KAIの工場内部の様子
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●チェンナイ

製品購買・ロジスティクス部
課長
スリダール・ジャヤクマール

私はKAIで主にロジスティクスを担当
しています。製品の輸出入、国内輸送手
配に加え、最近では新しい拠点の立ち上
げにも携わっています。

ロジスティクスでは、タイムリーな通
関とダメージのない国内配送が重要と
なります。新拠点の設置では、契約内容
の交渉、デューデリジェンス、契約の締結
や登記などが主な業務です。

インドでは制度、インフラ、文化的側
面などから、これらの業務は簡単には進
みませんが、チームスタッフのサポート
を得て目標を達成すべくベストを尽くし
ています。

My Favorite
マリーナビーチはチェンナ
イにあるインドで一番長い
ビーチです。日の出、日の入
りの時間は誰もがその美し
さに魅了されます。心地よ
い海風に吹かれながら砂浜を散歩するのがお気に入りです。皆さん
もチェンナイに来たらぜひマリーナビーチへ足を運んでください。

インドでの住友商事グループの活動を知る

今後も成長を続ける巨大市場で、戦略的に
ビジネス基盤を構築

インドは今後も人口が増え、中
間所得層も増加することから、さ
らなる市場規模の拡大が見込ま
れます。現在当社が構築している
さまざまなビジネス基盤を着実
に拡大、発展させ、これからもイ
ンドで暮らす人々の豊かさと夢
の実現に貢献していきます。クボタと共同運営する研修プログラムにて

世界67カ国でビジネスを展開する当社グループで
すが、実は、最初の駐在員は1950年にインドのムンバ
イに派遣されています。以来インドでのビジネスは拡
大し、97年にはインド住友商事会社を設立。現在はデ
リー、ムンバイ、チェンナイに拠点を構え、総勢100人
超の従業員を抱える大きな所帯となりました。

HISTORY●住友商事初の駐在員派遣地

ムンバイにあった当社の事務所

約12億人が暮らす巨大な成長市場
で、社会インフラ基盤整備、自動車、消費
関連などの分野を中心に、中長期的視点
でビジネスに取り組んでいます。広大な
国土の中で、日本とインド政府が協力し
て開発に取り組む南部や、製造業の集積
が進む西部を重点地域としています。

当社はアンドラ・プラテシュ州とMOUを締結した
（2014年11月）

PRESENT●重点分野・地域を中心にビジネスを構築

FUTURE●巨大市場の拡大とともに
　　　　　ビジネスを着実に成長
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住友ゆかりの地 

住友グループはその歴史の中で、自らの利益拡大のみを目的とせず、社会に還元することで
発展を遂げてきました。そうした足跡を後世に伝える建造物や文化資産の収蔵施設などに
よって、市民生活を豊かにし、学術研究に寄与し続ける「住友ゆかりの地」を紹介していきます。

ご
利
用
案
内

別子銅山記念館（愛媛県新居浜市）

住 所 〒792−0846  愛媛県新居浜市角野新田町3−13
開館時間 9時～16時
休 館 日 月曜日、祝日（日曜日と重なる場合は開館）、年末年始、10月17日
料 金 無料
電 話 0897−41−2200
U R L http://www.sumitomo.gr.jp/related/index02.html

第1回

住友グループの事業の原点である銅製錬業。その発展を支えてきた別
子銅山は、豊かな鉱脈のもとで長年隆盛を極め、近代技術の導入や地域社
会との共存によって幾多の経営難を乗り越えた後、開坑から282年目の
1973年に閉山しました。

別子銅山記念館は、その銅山経営の資料を保存・展示し、意義を後世に
伝える施設として75年に開館。建物は鉱山坑内を思わせる半地下構造。館
内は「泉屋（住友家の銅商の屋号で、別子銅山の前史）」「歴史」「地質鉱床」

「生活風俗」「技術」「四阪島」の6つのコーナーに分かれ、各テーマを物語る
貴重な資料を展示しています。

開坑から閉山まで282年もの間、一貫してひとつの会社が経営した銅山
は、世界にも他に例がありません。そのため、別子銅山に関する多くの資料
が散逸することなく、同記念館に保存されています。ぜひ別子銅山記念館
で、資料に刻まれたダイナミックな事業の歴史に触れてみてください。

住友繁栄の礎、銅山経営の資料を包括的に展示

別子銅山記念館の屋根全面に広がる約1万本のサツキ。
毎年5月には満開の花が咲き誇る名所となっている

ここが見どころ 

鉱山専用鉄道として購入した、ドイツのクラウス社製蒸
気機関車。1893年に開通した別子では第一号となる蒸気
機関車の汽笛が、標高1,000mを超えた山中に勇ましくこ
だました。なお、この蒸気機関車は1888年に松山市で開
業した伊予鉄道の「坊ちゃん列車」と同型のものである。

『百年の計、我にあり』は住友グループの礎を築き、明治の産業近代化に
重要な役割を果たした広

ひ ろ

瀬
せ

宰
さ い

平
へ い

を榎木孝明さんが、伊
い

庭
ば

貞
て い

剛
ご う

を石黒賢さ
んが演じる史実に基づいたドラマ仕立ての番組です。ご注目ください。

ドイツ製蒸気機関車

別子銅山の事業が華やかだった時代には、毎年元旦、鉱
山労働者が銅山守護神である大山積神社に大鉑を供えて
新年を祝い、事業の発展と身の安全を祈った。別子銅山記
念館に展示している大鉑は1973年に奉献された最後の
もので、鉱石の重さは約300キログラム。

大鉑（おおばく）

住友グループ広報委員会協力の特別番組
1月3日（日）ひる12時よりTBS系列で放送
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ホームページの
ご案内

http://www.
sumitomocorp.co.jp

株 主 メ モ

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 6月
基 準 日 定時株主総会　　3月31日

期末配当　　　　3月31日
中間配当　　　　9月30日

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

（郵便物送付先）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電 話 照 会 先） 0120-782-031
（Ｕ Ｒ Ｌ） http://www.smtb.jp/personal/agency/

index.html
単 元 株 式 数 100株
上場証券取引所 東京、名古屋、福岡
証 券 コ ー ド 8053
公 告 の 方 法 電子公告によります。ただし、事故その他やむを得

ない事由によって電子公告による公告をすること
ができない場合は、日本経済新聞に掲載します。

（公告掲載アドレス） http://www.sumitomocorp.co.jp

● 株式に関する届出先および 
照会先について

証券会社に口座を開設されてい
る株主さまは、住所変更等のお
届出およびご照会は、株主さま
の口座のある証券会社宛にお願
いします。証券会社に口座を開
設されていない株主さまは、左記
の電話照会先にご連絡ください。
● 特別口座について
株券電子化前に証券保管振替
制度を利用されていなかった株
主さまには、株主名簿管理人で
ある左記の三井住友信託銀行株
式会社に特別口座を開設してい
ます。この特別口座についての
ご照会等は、左記の電話照会先
にお願いします。

検 索住友商事

当社ホームページでは、
最新のニュースやIR情報
など当社をご理解いただ
くためのさまざまな情報
を掲載しています。

会社概要／株式情報

会社概要 （2015年9月30日現在） 株式情報 （2015年9月30日現在）

設立 大正8年（1919年）12月
資本金 219,278,931,183円
従業員の状況 従業員数  合計5,473名 （注）

連結従業員数  合計74,730名
（注） 海外事務所が雇用する従業員

188名を含みます。

関係会社の状況 連結子会社数 591社
持ち分法適用会社数 272社

営業所等の状況 国内  23拠点
海外  110拠点

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人
取締役および監査役

大株主
株主名 持ち株数（千株）持ち株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 67,770 5.43
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 52,884 4.24
LIBERTY PROGRAMMING JAPAN, LLC 45,652 3.66
JP MORGAN CHASE BANK 385632 43,139 3.46
住友生命保険相互会社 30,855 2.47
三井住友海上火災保険株式会社 27,227 2.18
バークレイズ証券株式会社 20,000 1.60
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 16,644 1.33
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 15,946 1.28
第一生命保険株式会社 15,889 1.27

発行可能株式総数 2,000,000,000株
発行済株式の総数 1,250,602,867株
株主数 167,144名
所有者別の持ち株比率
■その他国内法人
8.54%

■個人・その他
17.85%

■外国人  35.69%

■金融機関・証券会社
　　　　　　37.92%

取締役会長 大 森 　 一 夫
取締役社長＊ 中 村 　 邦 晴
取締役＊ 日 髙 　 直 輝
取締役＊ 猪 原 　 弘 之
取締役＊ 鐘 ヶ 江 倫 彦
取締役＊ 岩 澤 　 英 輝
取締役＊ 藤 田 　 昌 宏
取締役＊ 田 渕 　 正 朗
取締役＊ 井 村 　 公 彦
取締役＊ 堀 江 　 　 誠
取締役（社外） 原 田 　 明 夫
取締役（社外） 松 永 　 和 夫
取締役（社外） 田 中 　 弥 生
常任監査役（常勤） 守 山 　 隆 博
監査役（常勤） 幸 　 　 伸 彦
監査役（社外） 藤 沼 　 亜 起
監査役（社外） 仁 田 　 陸 郎
監査役（社外） 笠 間 　 治 雄

（注） ＊は、代表取締役であります。

（注） 持ち株比率は、小数点第3位以下を四捨五入してい
ます。

（注） 持ち株比率は、自己株式（2,547,351株）を発行済株式の総数から控除して算出し、小数点第3位以下
を四捨五入しています。
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くらしの 中 の 住 友 商 事 グ ル ー プ

「良質で商業性に富む」映画作品への参加
当社は、日本最大のケーブルテレビ統括運営

会社、ジュピターテレコムへの経営参画をはじ

め、長くメディア関連事業を手掛けています。

その中でも特徴的なのが、良質で商業性に富む

映画作品への参加です。その歴史は30年以上に

もわたり、過去の作品には、日本アカデミー賞の最

優秀作品賞を受賞した『学校』や『半落ち』『たそ

がれ清兵衛』などがあります。特に、日本を代表する映画監督、山田洋次

監督の作品においては、1990年代の『学校』シリーズから、近年では『母

べえ』（2008年）『東京家族』（2013年）『小さいおうち』（2014年）など、

家族をテーマにした数多くの心温まる作品に関わり続けてきました。

当社が製作に携わる山田監督の最新作は、本年（2015年）12月公

開の『母と暮せば』。この作品に続いて『家族はつらいよ』も、2016年

春に公開を予定しています。

今後も良質な映画作品への参加を通じ、当社メディア関連事業のさ

らなる拡充を図ります。

■ 「母と暮せば」のHPはこちらから ■ 
http://hahatokuraseba.jp/

山田洋次監督最新作『母と暮せば』
舞台は終戦後の長崎。原爆で亡くなった息子（二
宮和也）が亡霊となって母（吉永小百合）の元へ現
れ、不思議で温かい時間を重ねる、山田監督初の
ファンタジー作品です。公開は2015年12月12日

（土）、続々と
封切られる山
田監督の新作
映画にご期待
ください。

吉永さん、二宮さんをはじめとする豪華俳優陣
に加え、坂本龍一さんが音楽を担

当する本作は、大切な人にもう一
度会いたいという思いから生ま
れた感動の物語です。ぜひ、大
切な方と一緒にご覧ください。

住友商事株式会社
放送映画事業部

秋尾 浩史

山田監督初の本格時代劇『たそがれ清兵
衛』は日本アカデミー賞の最優秀作品賞を
受賞 ©2002「たそがれ清兵衛」製作委員会

来春に公開予定の『家族はつらいよ』
は豪華キャストが勢揃い
©2016「家族はつらいよ」製作委員会

©2015「母と暮せば」
製作委員会

キラリと光るコンテンツの提供

映画事業への取り組み

見やすい
ユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

『SC NEWS』は、環
境にやさしい植物油
インキを使用して印刷
しております。

編集後記

今号から、新連載「住友ゆかりの地」をスタートし、第1回は別子銅山記念館を特集しました。今後も
住友グループに縁のある施設を紹介していきます。記事を読んで興味を持たれましたら、ぜひ実際に
足を運び、世代を越えて受け継がれる住友の精神に触れていただければうれしく思います。次号は
2016年6月発行予定です。今後ともよろしくお願いします。

●見通しに関する注意事項　�本冊子に含まれる将来の業績などの記述は、現時点における情報に基づき判断されたものです。  
こうした記述は経営環境の変化などにより変動する可能性があり、当社としてその確実性を保証するものではありません。

『母と暮せば』は今年の暮れを飾る期待作品。ぜひ
劇場でご覧ください
©2015「母と暮せば」製作委員会

〒104-8610 東京都中央区晴海1丁目8番11号 　電話（03）5166-5000
インターネットホームページアドレス　http://www.sumitomocorp.co.jp

（発行：広報部　 ）




