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連結計算書類・
計算書類
(株主総会

招集通知に含む)

決算
短信

会社
案内

編集方針

当社は、ステークホルダーの皆様の、それぞれのご関心にお応えするべく、さまざまな情報開示ツールを活用して財務・非財務の両面から企業情報の提供に努めています。
その中でESGコミュニケーションブックは、サステナビリティに関連する当社の活動の詳細情報をESG（環境・社会・ガバナンス）の観点でまとめたものです。
各情報開示ツールに掲載されている情報とその位置づけを示した全体像は下図の通りです。統合報告書など本誌以外の情報開示ツールも併せて、ご活用ください。

統合報告書

ESG
コミュニケーション
ブック

事業報告・
連結計算書類・
計算書類
(株主総会招集
通知に含む)

全てのステークホルダーの皆様に向けたコミュニケーションツー
ルとして、当社の経営戦略や事業概況のみならず、財務
情報と非財務情報を統合し短・中・長期における価値創
造・企業価値向上の全体像につきご理解頂くための年次
報告書です。

非財務情報のうち、サステナビリティに関する当社の活動の
詳細情報をESG（環境・社会・ガバナンス）の観点でまと
めたものです。当社コーポレートサイト上で公開し、年次報
告ではなく、期中にも改訂を行うことで情報をアップデートし
ています。

事業報告は、各事業年度にかかる当社の事業内容や
状況に関する重要な事項を記載しています。
連結計算書類は住友商事グループの財産及び損益の状
況を、計算書類は住友商事単体の財産及び損益の状況
を記載しています。（いずれも会社法に基づく）

住友商事
コーポレートサイト

住友商事グループの情報開示ツールのご紹介

報告対象範囲（本誌）

住友商事株式会社およびグループ会社

報告対象期間（本誌）
2020年度（2020年4月～2021年3月）の事業活動を中心に、
2020年3月以前、2021年4月以降の方針や活動についても一部報告しています。
発行時期
Ver.1：2021年9月10日
Ver.2：2022年4月28日

お問い合わせ先

住友商事株式会社
サステナビリティ推進部
TEL: 03-6285-5000

WEB: サステナビリティに関するお問い合わせ
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/info

/sustainability

参考にしたガイドライン

経済産業省「価値協創ガイダンス」
ISO26000「社会的責任に関する手引」
環境省「環境会計ガイドライン2005年版」
環境省・経済産業省「温室効果ガス算定・報告マニュアル」

準拠したガイドライン
気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）による提言 最終報告書
世界経済フォーラム（WEF）「IBC ステークホルダー資本主義指標」

詳細はこちら

詳細はこちら

コーポ
レートガバナ
ンス報告書

ESG
コミュニケー
ションブック

社外からの評価ESG定量データガバナンス社会環境特集住友商事グループの
サステナビリティ

https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/info/sustainability
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/ir/financial/investors-guide/2021
https://www.sumitomocorp.com/-/media/Files/hq/ir/stock/doc/ir/2020/153_j_shoshututi.pdf?la=ja
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