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金属事業部門
住商グレンジャー
資本金：120百万円　出資比率：51％
間接資材電子商取引

住商鉄鋼販売
資本金：310百万円　出資比率：100％
鉄鋼建材製品の販売

関正商事
資本金：44百万円　出資比率：50％
鉄、非鉄及び古紙のスクラップヤード

北海道シャーリング
資本金：210百万円　出資比率：96.4％
鋼材の加工・販売

ファイバーコート
資本金：150百万円　出資比率：64.63％
植毛鋼板の製造

エスシーチューブラーズ
資本金：50百万円　出資比率：100％
特殊管の国内販売、輸出入、三国間貿易

住商パイプアンドスチ－ル
資本金：379百万円　出資比率：100％
鋼管・鋼材の加工・販売

住商東海鋼管
資本金：300百万円　出資比率：100％
継目無鋼管を主体とする鋼管の販売

マツダスチール
資本金：60百万円　出資比率：51％
薄板の加工・販売

住商メタレックス
資本金：1,170百万円　出資比率：69.62％
非鉄金属製品、建材、住設配管資材等の販売

サミットアルミ
資本金：400百万円　出資比率：77.81％
アルミニウム新塊合金、再生合金の製造・販売

アルカット
資本金：96百万円　出資比率：65％
アルミコイルセンター（アルミコイルの切断・加工
販売）

SC STEEL INVESTMENT（米国）
資本金：US$ 1,408千　出資比率：100％
鉄鋼ミニミル（ARKANSAS STEEL）への投資

CST STEEL CENTER（タイ）
資本金：BAHT 75,000千　出資比率：48％
条鋼類の販売

ASIAN STEEL COMPANY（シンガポール）
資本金：S$ 17,784千　出資比率：100％
スチールサービスセンターへの投資

JS STEEL CEBU（フィリピン）
資本金：P.PESO 40,000千　出資比率：100％
スチールサービスセンター（鋼材加工・販売）

S.Y.METAL（香港）
資本金：HK$ 80,000千 出資比率：98.75％
スチールサービスセンターへの投資、鋼材の販売

SHANGHAI SUMMIT METAL PRODUCTS（中国）
資本金：元 51,192千　出資比率：55％
スチールサービスセンター（鋼材加工・販売）

TIANJIN HUA ZHU METAL PRODUCTS（中国）
資本金：元 42,096千　出資比率：53.9％
スチールサービスセンター（鋼材加工・販売）

MYANMAR SAI STEEL INDUSTRY（ミャンマー）
資本金：US$ 3,800千　出資比率：51％
亜鉛メッキ鋼板の製造・販売

SHANGHAI HI-TEC METAL PRODUCTS（中国）
資本金：元 39,891千 出資比率：90％
金属加工製品・金型の製造および販売

THAI SPECIAL WIRE COMPANY（タイ）
資本金：BAHT 80,000千　出資比率：73.5％
PC WIRE及びSTRAND製造･販売

JS STEEL CORPORATION（フィリピン）
資本金：P.PESO 75,000千　出資比率：100％
スチールサービスセンター（鋼材加工・販売）

SC PIPE SERVICES（米国）
資本金：US$ 3千　出資比率：100％
油井管ネジ加工会社への投資

SC METAL（オーストラリア）
資本金：A$  23,208千　出資比率：100％
オーストラリアでのアルミ精錬事業への投資

CS NON-FERROUS CENTER（タイ）
資本金：BAHT 110,000千　出資比率：42％
非鉄金属板・条類の切断等の加工および販売

輸送機・建機事業部門
住商マリン
資本金：30百万円　出資比率：100%
船舶事業関連の業務受託

住商エアロシステム
資本金：70百万円　出資比率：100%
航空宇宙機器の販売

住商機電貿易
資本金：450百万円　出資比率：100%
機械・電気機器の輸出入

住商オートリース
資本金：2,751百万円　出資比率：54.9%
自動車リース

リアル　ビジネス　インキュベーター
資本金：490百万円　出資比率：100%
自動車ＩＴ関連事業会社

ブル－テック
資本金：250百万円　出資比率：100%
高所作業車他のレンタル

FCS DIS TICARET LIMITED SIRKETI（トルコ）
資本金：T.LIRA 190,000千　出資比率：100%
自動車優良部品の輸入・販売

SUMMIT MOTORS（VLADIVOSTOK）（ロシア）
資本金：RB 15,081千　出資比率：100%
トヨタ車の輸入・販売

NISSAN OTOMOTIV（トルコ）
資本金：T.LIRA 5,685,334千
出資比率：97.62%
日産車の輸入・販売

SUMMIT DEVELOPMENT（ベルギー）
資本金：EURO 26,922千 出資比率：100%
欧州における自動車関連事業会社の統括

SUMMIT MOTORS （CAMEROUN）（カメルーン）
資本金：CAF 1,400,000千　出資比率：100%
三菱車の輸入・販売

SUMMIT INVESTMENT AUSTRALIA
（オーストラリア）
資本金：A$ 17,000千　出資比率：100%
自動車ディーラーの持株会社

SUMMIT AUTO MANAGEMENT （THAILAND）
（タイ）
資本金：BAHT 140,000千　出資比率：100%
自動車ディーラーの持株会社

SUMMIT MOTORS INVESTMENT（UK）
（イギリス）
資本金：STG£ 13,730千 出資比率：100%
自動車ディーラーの持株会社

P.T.  OTO MULTIARTHA（インドネシア）
資本金：RP 325,000,000千
出資比率：95.96%
自動車販売金融

KOMATSU CANADA（カナダ）
資本金：CAN$ 12,800千　出資比率：100%
コマツ製建設機械の総代理店及び各州代理店の経営

KOMATSU ESPANA（スペイン）
資本金：PTAS 350,000千　出資比率：66.66%
コマツ他建設機械の販売

SMS INTERNATIONAL CORPORATION（米国）
資本金：US$ 12,000千　出資比率：100%
コマツ代理店の経営、同代理店向けファイナンス他、
建設関連事業

RED AUSTRALIA EQUIPMENT（オーストラリア）
資本金：A$  5,000千　出資比率：100%
豪州におけるコマツフォークリフト等の輸入販売・
レンタル

SC CONSTRUCTION MACHINERY
（SHANGHAI）（中国）
資本金：元 41,398千　出資比率：100%
コマツ建機の販売、代理店の経営

BEIJING HY CONSTRUCTION & 
MACHINERY（中国）
資本金：元 4,140千　出資比率：60%
コマツ建設機械の販売

機電事業部門
住商機電貿易
資本金：450百万円　出資比率：100%
機械・電気機器の輸出入

北海道地域暖房
資本金：800百万円　出資比率：45.63%
熱供給業

住商マシネックス
資本金：450百万円　出資比率：100%
機電商品・システムおよび関連商品の販売

住商マシネックス関西
資本金：360百万円　出資比率：100%
機電商品・システムおよび関連商品の販売

アイナックス
資本金：100百万円　出資比率：97.44%
業務用クリーニング機械の販売

エス・シー・ワドー
資本金：300百万円　出資比率：100%
各種精密工作機械・加工部品などの販売・エンジニア
リング

稲本製作所
資本金：96百万円　出資比率：69.03%
業務用クリーニング機械の製造・販売

住商バイオサイエンス
資本金：480百万円　出資比率：100%
バイオ関連機器、技術の販売

中国システック
資本金：80百万円　出資比率：85%
空調衛生設備機器などの販売・据付・保守・サービス

ジーイー・パッケージパワー・サービス
資本金：20百万円　出資比率：49%
ガスタービン発電機器のアフターサービス

情報産業事業部門
日本カード
資本金：1,500百万円　出資比率：18.87%
プリペイドカード事業

日本ゲームカード
資本金：4,000百万円　出資比率：27.45%
遊技場向けプリペイドカード事業

住商テレメイト
資本金：100百万円　出資比率：100%
移動体通信・固定電話の端末販売・回線販売

クロスビームネットワークス
資本金：100百万円　出資比率：100%
ブロードバンド機器販売、ＥＣ事業者向けＡＳＰ事業

ライコス　ジャパン
資本金：4,525百万円　出資比率：44.72%
インターネットサーチエンジンサービス

アジア・インターネット・ホールディング
資本金：1,624百万円　出資比率：25.56%
アジア地域のインターネットネットワークサービス

ジュピター・プログラミング
資本金：16,834百万円　出資比率：50%
番組供給事業の統括運営

ケーブル・ソフト・ネットワーク
資本金：1,788百万円　出資比率：100%
（ジュピター・プログラミングの出資比率）
映画専門チャンネルの放送

ジュピター・ゴルフ・ネットワーク
資本金：1,700百万円　出資比率：89.41%
（ジュピター・プログラミングの出資比率）
ゴルフ専門チャンネルの放送

ジュピターショップチャンネル
資本金：4,400百万円　出資比率：70%
（ジュピター・プログラミングの出資比率）
ショッピング番組の放送

ディスカバリー　ジャパン
資本金：3,890百万円　出資比率：50%
（ジュピター・プログラミングの出資比率）
ドキュメンタリー番組の放送

ジェイスポーツ
資本金：5,451百万円　出資比率：66.66%
（ジュピター・プログラミングの出資比率）
スポーツ番組の放送
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ララ・メディア
資本金：495百万円　出資比率：100%
（ジュピター・プログラミングの出資比率）
女性向けエンターテイメント番組の放送

アニマル・プラネット・ジャパン
資本金：41百万円　出資比率：33.33%
（ジュピター・プログラミングの出資比率）
動物エンターテイメント番組の放送

アスミック・エース　エンタテインメント
資本金：917百万円　出資比率：49.62%
映像ソフトの企画、制作、配給、販売

ステップ映像
資本金：100百万円　出資比率：60%
映像ソフトの企画、販売

ユナイテッド・シネマ
資本金：1,600百万円　出資比率：40%
マルチプレックス・シネマ建設及び運営

ジュピタ－テレコム（J-COM）
資本金：47,003百万円　出資比率：35%
CATV局の統括運営

ジェイコム東京
資本金：10,075百万円　
出資比率：79.10%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ジェイコム湘南
資本金：5,772百万円　
出資比率：73.43%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

浦和ケーブル・テレビ・ネットワーク
資本金：1,600百万円　
出資比率：49.65%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

メディアさいたま
資本金：2,493百万円　　
出資比率：40.11%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

土浦ケ－ブルテレビ
資本金：1,500百万円　
出資比率：69%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

木更津ケーブルテレビ
資本金：1,800百万円
出資比率：81.69%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ケーブルネットワークやちよ
資本金：1,600百万円
出資比率：58.4%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ジュピター群馬
資本金：1,100百万円
出資比率：100%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

大阪ケーブルテレビ
資本金：4,200百万円
出資比率：58.84%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

北摂ケーブルネット
資本金：2,000百万円
出資比率：55%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ジェイコム関西
資本金：10,500百万円
出資比率：89.75%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ケーブルネット神戸芦屋
資本金：2,900百万円
出資比率：42.28%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ケーブルネット下関
資本金：1,000百万円
出資比率：50%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ジェイコム北九州
資本金：1,801百万円
出資比率：81.43%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

ケーブルビジョン二十一
資本金：3,165百万円
出資比率：69.47% （J-COMの出資比率）
CATV局の運営（福岡）
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▼ 福岡ケーブルネットワーク
資本金：2,000百万円
出資比率：45%（J-COMの出資比率）
CATV局の運営

タイタス・コミュニケーションズ
資本金：30,004百万円
出資比率：100% （J-COMの出資比率）
CATV局の運営

タイタス相鉄
資本金：800百万円　出資比率：99.37%
（タイタス・コミュニケーションズの出資比率）
CATV局の運営

ジェイコム札幌
資本金：7,450百万円　出資比率：78.52%
（タイタス・コミュニケーションズの出資比率）
CATV局の運営

関西マルチメディアサービス
資本金：2,000百万円　出資比率：32.25%
（J-COMと住友商事の合計出資比率）
CATVインターネットサービス

アットホームジャパン
資本金：6,500百万円　出資比率：57.14%
（J-COMと住友商事の合計出資比率）
CATVインターネットサービス

エイジェイシーシー
資本金：400百万円　出資比率：57.5%
CATV用コンバーターのリース

ケーブルシステム
資本金：490百万円　出資比率：40%
CATV局向システム設計、施工、コンサルティング

ビリングソフト
資本金：100百万円　出資比率：81%
CATV局向顧客課金・経営管理システムの開発、
販売

ジェイサット
資本金：53,770百万円　出資比率：14.12%
衛星通信事業

スカイパーフェクト・コミュニケーションズ
資本金：139,456百万円　出資比率：4.89%
衛星デジタル多チャンネル放送

アルファブリッジ
資本金：200百万円　出資比率：55%
ブロートバンドインフラを活用したデジタル
コンテンツ配信・蓄積サービス

住商情報システム
資本金：21,152百万円　出資比率：40.21%
ソフトウェアの開発、情報処理サービス、
通信ネットワークサービス

住商エレクトロニクス
資本金：1,783百万円　出資比率：65.52%
コンピューターおよび関連機器の販売・賃貸

エスシー・コムテクス
資本金：300百万円　出資比率：80%
企業向け情報通信システムの販売

エス・シー・ハイテク
資本金：300百万円　出資比率：100%
半導体設計支援用ソフトウエアの輸入・販売・保守

ジー・プラン
資本金：800百万円　出資比率：35%
販促用ポイントプログラム運用

エス・シー・ベンチャー・パートナーズ
資本金：50百万円　出資比率：100%
投資顧問業

エス・シー・セミコン・テクノロジー
資本金：300百万円　出資比率：85%
半導体製造装置の輸入販売・据付・保守

スミトロニクス
資本金：200百万円　出資比率：100%
電子機器・部品の販売

ASIA BUSINESS VENTURE HOLDINGS
（シンガポール）
資本金：S$ 14,350千　出資比率：38.73%
電子ネットワーク上での商取引・輸送決済サービス

SUMITRONICS（米国）
資本金：US$ 7,800千　出資比率：100%
電子機器・部品の販売

▼▼
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▼ SUMITRONICS TAIWAN（台湾）

資本金：NT＄10,000千　 出資比率：100%
電子材料・部品の販売

SUMITRONICS ASIA HOLDING（シンガポール）
資本金：S$ 15,269千　出資比率：100%
アジアスミトロニクス・グループ会社の統括

SC ELECTRONICS KOREA（韓国）
資本金：W 1,000,000千　
出資比率：100%
電子機器・部品の販売

TECHNOCLEAN PHILIPPINES（フィリピン）
資本金：P.PESO 125,622千　出資比率：100%
ハイテク洗浄事業

化学品事業部門
住友商事ケミカル
資本金：450百万円　出資比率：100%
化成品の国内・貿易取引

住商ファインガス
資本金：480百万円　出資比率：92.5%
工業用ガスの製造・販売

互栄商事
資本金：138百万円　出資比率：81%
医薬品、農薬、工業薬品、合成樹脂などの販売

住商ファーマインターナショナル
資本金：480百万円　出資比率：100%
医薬・バイオ先端分野のライセンス貿易

住商アグロインターナショナル
資本金：130百万円　出資比率：100%
農薬および肥料等の販売

住商プラスケム
資本金：600百万円　出資比率：86.64%
化学品の販売

北港油槽所
資本金：115百万円　出資比率：100%
化学品貯蔵設備の賃貸および管理・運営

住友商事プラスチック
資本金：900百万円　出資比率：100%
合成樹脂の国内・貿易取引

SPS MINERALS TECHNOLOGY（マレーシア）
資本金：M$  4,450千　出資比率：44.94%
ガラス用の長石等の粉砕及び製品の販売

INTERACID TRADING（スイス）
資本金：S.FR 20,000千　出資比率：100%
硫酸トレーダー

SUMMIT AGRO EUROPE（イギリス）
資本金：STG£6,915千　出資比率：100%
欧州における肥料・農薬・販売会社への出資

SUMMIT-AGRO UKRAINE（ウクライナ）
資本金：UAH 2,758千　出資比率：100%
ウクライナにおける農薬販売

CANTEX（米国）
資本金：US$ 15,000千　出資比率：100%
塩化ビニールパイプの製造・販売

NEW PORT BULK TERMINAL（マレーシア）
資本金：M$ 2,000千 出資比率：70%
液体化学品の保管・販売

資源・エネルギー事業部門
住商レフテック
資本金：200百万円　出資比率：100％
耐火材の製造・販売・技術サービスおよび鉄鋼関連
資機材の輸入販売

ヌサ・テンガラ・マイニング
資本金：14,000百万円　出資比率：74.28％
インドネシアバツヒジャウ銅・金鉱山開発
プロジェクトへの投融資

住商石油
資本金：500百万円　出資比率：100％
石油製品の販売、ガソリンスタンド経営

住商液化ガス
資本金：495百万円　出資比率：100％
本州・四国でのLPGの充填・販売

住商第一石油ガス
資本金：250百万円　出資比率：100％
北海道でのLPGの充填・販売



52

住商九液ガス
資本金：100百万円　出資比率：100％
九州でのLPGの充填・販売

日本ニュクリアサービス
資本金：40百万円　出資比率：100％
核燃料輸送など原子力関連サービス・機器の販売

サミットエナジー
資本金：50百万円　出資比率：70％
電力小売事業

SUMISHO COAL AUSTRALIA（オーストラリア）
資本金：A$ 60,000千　出資比率：100％
豪州オーキークリーク原料炭プロジェクト等への
投資

SC MINERAL RESOURCES（オーストラリア）
資本金：A$  10,000千　出資比率：100％
オーストラリア・ノースパークス銅鉱山の開発

SC MINERALS AMERICA（米国）
資本金：US$ 0.2千　出資比率：100％
米国モレンシ－銅鉱山、チリ・ラカンデラリア銅鉱山
への投資会社である、SMMA株式の保有・探鉱事業

生活産業事業部門
住商農産
資本金：55百万円　出資比率：100％
肥料、農業資材、農産物の販売

日東バイオン
資本金：1,304百万円　出資比率：33.22％
肥料の製造・販売

住商肥料投資
資本金：370百万円　出資比率：100％
肥料の投資

住商フレッシュミート
資本金：100百万円　出資比率：100％
肉類３品の販売

千葉共同サイロ
資本金：708百万円　出資比率：50.5％
穀物サイロ

金沢ジャーマンベーカリー
資本金：480百万円　出資比率：100％
パン・洋菓子製造小売

糧販
資本金：95百万円　出資比率：97.89％
コメの卸売・小売

サミット製油
資本金：97百万円　出資比率：51％
植物油・油粕の製造・販売

吉原製油
資本金：2,120百万円　出資比率：31.3％
植物油・油粕の製造・販売

住商食品
資本金：495百万円　出資比率：100％
食材の開発・輸入販売

新光製糖
資本金：1,495百万円　出資比率：54.37％
精製糖・氷砂糖・液糖の製造・販売

住商フルーツ
資本金：150百万円　出資比率：100％
青果物の輸入販売

アライド
資本金：60百万円　出資比率：100％
花の輸入・販売

サミット
資本金：3,920百万円　出資比率：100％
スーパーマーケットチェーン

サミット・コルモ
資本金：100百万円　出資比率：100％
ゼネラル・マーチャンダイズストア・チェーン

マミーマート
資本金：2,660百万円　出資比率：20％
スーパーマーケットチェーン

住商オットー
資本金：7,150百万円　出資比率：49％
独オットー社と合弁の通信販売

エディー・バウアー・ジャパン
資本金：3,000百万円　出資比率：34.3％
アウトドアカジュアルの販売

クラブ・クレアター・ボーテ・ジャポン
資本金：1,150百万円　出資比率：29.4％
化粧品の通信販売

住商リテイルストア－ズ
資本金：1,400百万円　出資比率：100％
調剤ドラッグストア

朝日メディックス
資本金：200百万円　出資比率：100％
ドラッグストアチェーン及びDPE

パソナケアギバー
資本金：200百万円　出資比率：40％
介護サービスの提供

住商ファイングッズ
資本金：50百万円　出資比率：100％
インテリア設計・施工、家具等消費財の輸入及び販売

住商グルメコーヒー
資本金：150百万円　出資比率：100％
イタリアンカフェバーのチェーン展開

オリエンタルダイヤモンド
資本金：270百万円　出資比率：50％
ダイヤモンドの加工・販売

SUMIFERT（マレーシア）
資本金：M$ 500千　出資比率：50％
肥料の販売

SUMMIT QUINPHOS（NZ）（ニュージーランド）
資本金：NZ$ 1,818千　出資比率：60％
肥料の輸入・販売

THAI SPF PRODUCTS（タイ）
資本金：BAHT 250,000千 出資比率：54.9％
SPF豚の飼育・販売

SUMMIT SPECIALTY OIL（米国）
資本金：US$ 3,716千　出資比率：100％
油糧種子の搾油・精製の受託

SC INVESTMENT HOLDINGS（米国）
資本金：US$ 17,100千 出資比率：100％
フロリダ州の柑橘農園への投資

PRESSA HOLDING（米国）
資本金：US$ 2,328千　出資比率：100％
米国における乾牧草加工会社への投資及び同販売

SC AGRI PRODUCE（オーストラリア）
資本金：A$ 1,500千　出資比率：100％
オーストラリアにおける乾牧草加工会社への投資
及び同販売

SUMITEX HONG KONG（香港）
資本金：HK$ 10,000千　出資比率：100％
繊維製品・原材料の販売

DALIAN HUAYOU KNITTING（中国）
資本金：元11,000千　出資比率：100％
タッサーシルクセンター等の製造販売

生活資材・建設不動産事業部門
住商セメント
資本金：200百万円　出資比率：100％
セメント、生コンクリート、コンクリート製品の
販売

住商建材
資本金：400百万円　出資比率：100％
建材の販売

住商紙パルプ
資本金：400百万円　出資比率：100％
紙製品の輸出入・販売

セイコー
資本金：280百万円　出資比率：100％
段ボール原紙・ケースの製造・販売

第一パッケージ
資本金：271百万円　出資比率：60.3％
段ボール及び印刷紙器製造・販売

上河内開発
資本金：185百万円　出資比率：100％
イーストウッドカントリー倶楽部（栃木県）の保有、
オフィスビル等の保有・賃貸

ヤサト興産
資本金：90百万円　出資比率：100％
サミットゴルフクラブ（茨城県）の保有・運営

横浜いずみ
資本金：1,600百万円　出資比率：52.5％
クイーンズスクエア横浜への投資

横浜シティ・マネジメント
資本金：100百万円　出資比率：25.5％
クイーンズスクエア横浜の管理・運営・賃貸

住商ビルマネージメント
資本金：100百万円　出資比率：100％
オフィスビルの総合管理

住商アーバン開発
資本金：100百万円　出資比率：100％
商業施設企画開発・運営管理、地ビール製造・販売

住商建物
資本金：400百万円　出資比率：100％
住宅・宅地の売買・仲介・管理、住宅リフォーム

住商エステート
資本金：20百万円　出資比率：100％
仙台市及びその周辺における不動産業務全般

エス・シー・プロパティーズ
資本金：3,000百万円　出資比率：100％
不動産の保有・賃貸

SUMISHO DEVELOPMENT（THAILAND）
（タイ）
資本金：BAHT 15,000千　出資比率：98.83％
バンコクにおけるアパート・オフィスビル経営

P.T. SUMMITMAS PROPERTY（インドネシア）
資本金：US$ 12,500千　出資比率：40％
ジャカルタにおけるオフィスビルの賃貸

金融・物流事業部門
住商キャピタルマネジメント（ケイマン）
資本金：200百万円　出資比率：100%
金融業

デジタルノンバンク
資本金：490百万円　出資比率：70%
金融業

住商マテリアル
資本金：200百万円　出資比率：100%
貴金属等の製造・加工、仕入れ・販売

サミットファイナンス
資本金：100百万円　出資比率：100%
金融業

住商ロジスティクス
資本金：150百万円　出資比率：100%
総合物流サービス

サミット・エアー・サービス
資本金：100百万円　出資比率：100%
旅行サービス業

スミトランス・ジャパン
資本金：100百万円　出資比率：100%
総合物流サービス

オールトランス
資本金：200百万円　出資比率：100%
総合物流サービス

住商ブルーウェル
資本金：100百万円　出資比率：100%
損害保険・生命保険代理業

SUMITOMO CORPORATION CAPITAL
ASIA（シンガポール）
資本金：US$ 15,000千　出資比率：100%
アジア地域向け投資・グループファイナンスなど

NAVA NAKORN DISTRIBUTION CENTRE
（タイ）
資本金：BAHT 120,000千　出資比率：53.08%
総合物流サービス

P.T. INDO SUMMIT LOGISTICS（インドネシア）
資本金：RP 11,385,000千
出資比率：47.06%
総合物流サービス

DRAGON LOGISTICS（ベトナム）
資本金：DON 11,085,960千
出資比率：27%
総合物流サービス

AR SUMMIT（アラブ首長国連邦）
資本金：DH 11,000千　出資比率：25%
総合物流サービス

SHANGHAI HUAYOU INTERNATIONAL
FORWARDING（中国）
資本金：元 16,570千　出資比率：25%
総合物流サービス
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YANGSAN INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION CENTER（韓国）
資本金：W 1,500,000千
出資比率：75%
総合物流サービス

BLUEWELL INSURANCE（SINGAPORE）
（シンガポール）
資本金：S$ 1,200千　出資比率：91%
再保険引受

THANG LONG INDUSTRIAL PARK（ベトナム）
資本金：DON 210,214,086千
出資比率：58%
工業団地の開発・販売・運営・保守

EAST JAKARTA INDUSTRIAL PARK
（インドネシア）
資本金：US$ 8,550千　出資比率：60%
工業団地の販売・運営・維持管理

国内店舗・法人
エス・シー・マテリアル
資本金：50百万円　出資比率：100%
鉄スクラップ加工処理

福崎コイルセンター
資本金：300百万円　出資比率：90%
薄板の加工・販売

住商鋼板加工
資本金：462百万円　出資比率：89.18%
薄板の加工・販売

住商ハガネ
資本金：100百万円　出資比率：90％
特殊鋼・線材の販売

大栄鋼管
資本金：30百万円　出資比率：93.17%
継目無鋼管を主体とする鋼管の販売

日本カタン
資本金：886百万円　出資比率：37.76%
送電線架線装置、自動車部品の製造・販売

住商テキスタイル
資本金：350百万円　出資比率：100%
繊維原料、繊維製品の加工・販売

トータス
資本金：50百万円　出資比率：80%
全国の生協向けインテリア商品・日用雑貨の卸売

住商モンブラン
資本金：80百万円　出資比率：87.5%
ユニフォーム・ワーキングウエアなどの素材・製品
の加工・販売

住商インテリア
資本金：80百万円　出資比率：100%
オフィス用カーペット・カーテン等、インテリアの
施工・販売

住商エステム
資本金：350百万円　出資比率：100%
住宅・宅地の売買・仲介・管理、住宅リフォーム

住商アーバンディベロップメント
資本金：20百万円　出資比率：100%
商業施設などの保有、賃貸、運営管理

大阪北港開発
資本金：20百万円　出資比率：100%
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン駅前商業施設の
保有・管理・運営

住商ビル管理
資本金：40百万円　出資比率：60%
オフィスビルの総合管理

レイビ
資本金：30百万円　出資比率：48.23%
建物総合メンテナンス

住商マシネックス神戸
資本金：50百万円　出資比率：100%
機電商品・システムおよび関連商品の販売

玉島スポ－ツプラザ
資本金：150百万円　出資比率：85%
スポーツクラブ

MARS INTERNATIONAL（ミャンマー）
資本金：US$ 1,800千　出資比率：40%
蚊取り線香及び家庭用殺虫剤の製造・販売

SUMMIT WOOL SPINNERS（ニュージーランド）
資本金：NZ$ 10,000千　出資比率：100%
カーペット用ウール糸の製造・販売

北海道石産興業
資本金：10百万円　出資比率：100%
砕石製造

住商マシネックス東北
資本金：100百万円　出資比率：100%
機電商品・システムおよび関連商品の販売

中京鋼管
資本金：80百万円　出資比率：100%
鋼管・鋼材の販売

サミット　エフ・エー　システム
資本金：10百万円　出資比率：92%
機械設備の販売、同設計・製作、設備工事請負

住商化学品中部
資本金：120百万円　出資比率：100%
合成樹脂・化学品全般卸売

住商マシネックス中部
資本金：150百万円　出資比率：100%
機電商品・システムおよび関連商品の販売

住商マテリアル中国
資本金：30百万円　出資比率：100%
土木建築用鉄鋼製品の販売、窯業原料・窯業製品の
販売

住商アイエス
資本金：40百万円　出資比率：67.5%
土木建築用資材の販売

住商化学品九州
資本金：120百万円　出資比率：100%
九州地区における化学品及び関連資材の販売

住商マネジメント九州
資本金：30百万円　出資比率：100%
総経業務の受託

住商マシネックス九州
資本金：100百万円　出資比率：100%
機電商品・システムおよび関連商品の販売

海外店舗・法人
AB TUBE PROCESSING（米国）
資本金：US$ 2,600千　出資比率：100％
エアバッグ用シリンダー素管の加工･販売

MICHIGAN STEEL PROCESSING（米国）
資本金：US$ 12,284千　出資比率：100％
スチールサービスセンター（鋼材加工・販売）

SERVILAMINA SUMMIT MEXICANA（メキシコ）
資本金：US$ 12,000千　出資比率：100％
スチールサービスセンター（鋼材加工・販売）

VICKSMETAL CORPORATION（米国）
資本金：US$ 1,500千　出資比率：100％
スチールサービスセンター（変圧器用電磁鋼板の
加工・販売）

DISTRIBUTOR METALS CORPORATION
（米国）
資本金：US$ 372千　出資比率：100％
ステンレス鋼材販売

PREMIER PIPE（米国）
資本金：US$ 3,501千　出資比率：100％
TOTAL PREMIER SERVICEへの投資

CLICKSTREAM CAPITAL（米国）
資本金：US$ 7,164千　出資比率：100％
ベンチャーキャピタルファンドへの投資

SCOA CAPITAL（米国）
資本金：US$ 14,003千　出資比率：100％
BUY-OUTへの投資

DIVERSIFIED CPC INTERNATIONAL（米国）
資本金：US$ 25,000千　出資比率：96.67％
エアゾール用充填ガスの配合・精製・販売

SUMMIT AGRICULTURE（米国）
資本金：US$ 720千　出資比率：100％
カーネーション生産会社への投資

SUMMIT PULP & PAPER（米国）
資本金：US$ 5,000千　出資比率：100％
古紙の回収・販売

TREADWAYS CORPORATION（米国）
資本金：US$ 21,123千 出資比率：100％
住友ブランドタイヤ輸入販売、プライベート
ブランドタイヤの販売

600 THIRD AVENUE ASSOCIATES（米国）
資本金：US$ 66,187 出資比率：100％
オフィスビル賃貸

SUMMIT CHEMICALS HOLDING（米国）
資本金：US$ 4,000千　出資比率：100％
Summit Specialty Chemicals Limitedと
Summit Pharmaceuticals L.L.C.の統括

STEEL SUMMIT HOLDINGS（米国）
資本金：US$ 14,501千　出資比率：100％
米国、メキシコのスチール・サービス・センターの
統合管理、薄板販売

SCOA RESIDENTIAL（米国）
資本金：US$ 17,880千　出資比率：100％
賃貸木造アパート開発事業への投資

ATLANTIC HILLS CORPORATION（米国）
資本金：US$ 19,000千　出資比率：100％
宅地造成会社への投資

SCOA FINANCE COMPANY（米国）
資本金：US$ 3,000千　出資比率：100％
金融業

SCOA INVESTMENT CORPORATION（米国）
資本金：US$ 30千　出資比率：100％
SCOA FINANCEへの投資

BLUEWELL （U.S.A.）（米国）
資本金：US$ 30千　出資比率：100％
保険仲介取引

SUMITRANS CORPORATION（米国）
資本金：US$ 3,082千　出資比率：100％
総合物流サービス

PRESIDIO VENTURE PARTNERS（米国）
資本金：US$ 78,199千　出資比率：100％
インフォメーションテクノロジー分野への
ベンチャー投資

UNIQ DISTRIBUTING（米国）
資本金：US$ 1,000千　出資比率：100％
輸入タイルの販売

SUMMIT MOTOR MANAGEMENT（米国）
資本金：US$ 19,463千　出資比率：100％
自動車ディーラーの持株会社

PRESSA AGRI GP（米国）
資本金：US$ 2,948千　出資比率：100％
北米における乾牧草加工会社の統括

SUMMIT CHEMICALS ASIA（シンガポール）
資本金：S＄ 1,500千　出資比率：100％
精密化学品関連商品の貿易・投資

SUMMIT CHEMICALS EUROPE（ドイツ）
資本金：DM 7,500千　出資比率：100％
ファイン・無機化学品の販売

その他
住商アドミサービス
資本金：30百万円　出資比率：100%
人事総務サービス

住商フォーエス
資本金：200百万円　出資比率：100%
ビジネスアプリケーションソフトの開発請負など
情報システムサービス

住友商事フィナンシャルマネジメント
資本金：800百万円　出資比率：100%
グループファイナンス等金融サービス及び経理業務
サービス

住商リース
資本金：14,760百万円 出資比率：33.96%
総合リース

SUMITOMO CORPORATION CAPITAL 
EUROPE（イギリス）
資本金：US$ 125,000千/STG£5,765千
出資比率：100%
グループファイナンスなど
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アジア

北京
上海
天津
大連
瀋陽
青島
済南
南京
成都
広州
深
厦門
香港
台北
高雄
ソウル
ウランバートル
バンコック
シンガポール
マニラ
クアラルンプール
クチン
コタキナバル
ジャカルタ
スラバヤ
バンドン
メダン

中近東

バーレーン
テヘラン
イスタンブール
アンカラ
アブダビ
ドバイ
アンマン
ダマスカス
クウェイト
サナア
テルアビブ
ドーハ
バグダッド
マスカット
リヤド
ジェッダ
アルホバル

ハノイ
ホーチミンシチー
ブンタオ
ダナン
プノンペン
ビエンチャン
ヤンゴン
ニューデリー
カルカッタ
ムンバイ
チェンナイ
バンガロール
カラチ
ラホール
イスラマバード
コロンボ
ダッカ
チッタゴン
カトマンズ

欧州

ロンドン
オスロ
ストックホルム
ブラッセル
ロッテルダム
デュッセルドルフ
パリ
ミラノ
トリノ
マドリッド
バルセロナ
アテネ
ワルシャワ
クラクフ
プラハ
ウィーン
ブダペスト
ブカレスト
ソフィア

モスクワ
ハバロフスク
ウラジオストク
ナホトカ
ユジノサハリンスク
サンクトペテルブルグ
キエフ
アルマティ
タシケント
ビシュケク
アシガバード
バクー

アフリカ

アルジェ
カサブランカ
カイロ
ナイロビ
アディスアベバ
ダルエスサラーム
ルサカ
ハラーレ
アンタナナリボ
マプト
ルアンダ
アビジャン
ダカール
ヨハネスブルグ

グローバルネットワーク
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北米

ニューヨーク
フィラデルフィア
デトロイト
ピッツバ－グ
ワシントン
アトランタ
シカゴ
ヒューストン
デンバー
シアトル
サンフランシスコ
ポートランド
サンタクララ
ロスアンゼルス
バンクーバー
カルガリー
トロント
モントリオール

中南米

メキシコシチー
モンテレー
グアテマラ
サンサルバドル
マナグア
ハバナ
パナマ
キト
カラカス
ポートオブスペイン
ボゴタ
リマ
ブエノスアイレス
サンチャゴ
サンパウロ
リオデジャネイロ
ディアデマ
ポルトアレグレ
レシフェ

大洋州

シドニー
メルボルン
パース
ブリスベーン
オークランド

国内

東京
札幌
千歳
室蘭
函館
仙台
青森
横浜
茨城
静岡
浜松
名古屋
富山
金沢

大阪
京都
和歌山
神戸
姫路
岡山
高松
新居浜
広島
宇部
北九州
福岡
長崎
大島
大分
熊本
鹿児島
那覇

海外 87力国
法人 87拠点
支店 3拠点
事務所 68拠点
合計 158拠点

国内
法人　　 4拠点
ブロック　 21拠点
支社　 8拠点
支店 2拠点
合計 35拠点

（2001年6月1日現在）



56

役員
（2001年6月22日現在）

平沼重巳副社長　　　　　　　 横畠啓太郎副社長 黒田直樹副社長
野村高史副社長 宮原賢次会長 岡素之社長 和田文男副社長
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取締役会長＊宮原 賢次

取締役社長＊岡　素之

取締役副社長＊野村 高史
検査グループ分掌
法務グループ分掌
人事総務グループ分掌
業務グループ分掌
財務経理グループ分掌
リスクマネジメントグループ分掌

取締役副社長＊和田 文男
生活産業事業部門長
生活資材・建設不動産事業部門長

取締役副社長＊横畠 啓太郎
輸送機・建機事業部門長
情報産業事業部門長

取締役副社長＊平沼 重巳
金属事業部門長

取締役副社長＊黒田 直樹
資源･エネルギー事業部門長

専務取締役＊ 木村 正文
関西ブロック長

専務取締役＊ 重松 宗男
金融･物流事業部門長

専務取締役 西條 温
米州総支配人
米国住友商事会社取締役社長

専務取締役＊ 森中 小三郎
機電事業部門長

専務取締役＊ 加藤 浩則
化学品事業部門長

常務取締役＊ 市木 恒弘
資源･エネルギー事業部門長補佐

常務取締役 山根 英機
中国総代表
中国住友商事会社取締役社長

常務取締役＊ 永澤 賢一
中部ブロック長

常務取締役＊ 中島 宏二
生活産業事業部門長補佐　　　　　　　
繊維本部長
関西ブロック長補佐

常務取締役＊ 田村 雄二
情報産業事業部門長補佐
メディア事業本部長

常務取締役 柴田 朗
欧州総支配人
欧州住友商事ホールディング会社
取締役社長
欧州住友商事会社取締役会長兼社長

常務取締役＊ 廣瀬 修二
輸送機･建機事業部門副事業部門長

取締役　 佐藤 茂樹
リスクマネジメントグループ長

取締役　 大久保 憲三
鉄鋼第二本部長

取締役　 水上 忠彦
物流保険事業本部長

取締役　 田村 玄
ライフサイエンス本部長

取締役　 播戸 正臣
建設不動産本部長
総合建設開発部長

取締役　 島崎 憲明
業務グループ分掌補佐
財務経理グループ長

取締役　 中井戸 信
ネットワーク事業本部長
eビジネス事業部担当

取締役　 山中　健弘
鋼管本部長

取締役　 小林　克一
自動車事業本部長

取締役　 南波 佐久男
米国住友商事会社取締役副社長
兼CFO(最高財務責任者)
兼CAO(最高管理責任者)

取締役　 加藤 進
人事総務グループ長
業務グループ長

取締役　 木村　弘郎
金融事業本部長

取締役　 村　道男
電力プロジェクト本部長

常任監査役 米津 武彦(常勤)

常任監査役＊＊ 山本 勲(常勤)

監査役＊＊ 前田 宏(弁護士)

監査役＊＊ 園部 逸夫(弁護士)

＊ は、代表取締役です。
＊＊は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する
法律第18条第1項に定める社外監査役です。
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組織図

営業部門

情報産業事業部門

資源・エネルギー事業部門

生活資材・建設不動産事業部門

生活産業事業部門

金融・物流事業部門

株主総会

監査役会

 検査グループ
 法務グループ
 人事総務グループ
 業務グループ
 財務経理グループ
 リスクマネジメントグループ

取締役会

金属事業部門　　　　　

輸送機・建機事業部門

機電事業部門

化学品事業部門

国内店舗
  　　 3　ブロック                         
 　   3 　支社　　                             
  　  2 　支店 　　                                   
海外店舗
  　  3　支店 　　                                  
  　  68　事務所                                 

国内法人      1社
海外法人    42社

コーポレート部門

社長
会長

（2001年6月22日現在）
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（注）株価および出来高は、東京証券取引所におけるものです。

会社概要

商号
設立年月日
資本金
上場取引所
決算期

海外店舗・法人
国内店舗・法人
合計

連結子会社
持分法適用会社
合計

従業員数

本社
ホームページ

住友商事株式会社
1919年12月24日
1,694億3,163万6,933円
東京、大阪、名古屋、福岡、フランクフルト
3月31日

158拠点（87ヵ国）
35拠点
193拠点

520社（海外 331社　国内 189社）
207社（海外 119社　国内 88社）
727社

5,042名（連結ベース 30,715名）

〒104-8610 東京都中央区晴海1丁目8番11号
http://www.sumitomocorp.co.jp

株主メモ

6月
住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番4号
住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL : 東京042-351-2211 大阪06-6833-4700

住友信託銀行株式会社本店及び全国各支店
日本経済新聞

定時株主総会
名義書換代理人
同事務取扱場所

郵便物送付先
電話照会先

同取次所
公告掲載新聞

（2001年3月31日現在）

（2001年6月1日現在）＊

＊
＊

＊

お問い合せ先
住友商事株式会社

インベスターリレーションズ部
TEL : 03-5166-3456 FAX: 03-5166-6292
e-mail  EJFGZ-ORG@sumitomocorp.co.jp

文書部
TEL : 03-5166-3542 FAX: 03-5166-6215
e-mail  EJGFZ-ORG@sumitomocorp.co.jp

＊

（2001年3月31日現在）
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