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CDP

2020年に実施されたCDP（※）の質問票に対する回答の結
果、気候変動「B：マネジメントレベル」、ウォーター「A：リーダー
シップレベル」、フォレスト「A-：リーダーシップレベル」の評価を取
得しました。

社外からの評価

評価機関

FTSE4Good Index Series / FTSE Blossom Japan Index

当社は、「FTSE4Good Index Series」並びに「FTSE Blossom Japan Index」の
構成銘柄に選定されています。「FTSE4Good Index Series」とは、FTSE Russell
が定める環境・社会・ガバナンス（以下ESG）面で優れた企業銘柄を選定した株式指
標です。また、「FTSE Blossom Japan Index」とは、同じくFTSE Russell社が開発
したESG面に優れた日本企業のパフォーマンスを反映するインデックスであり、

SOMPOサステナビリティ・インデックス

当社は、SOMPOアセットマネジメント社が運用する「SOMPOサ
ステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定されています。
（2021年6月時点）2012年8月にSOMPOアセットマネジメ
ント社が開始した「SOMPOサステナブル運用」は、ESG評価が
高い企業に幅広く投資する、年金基金・機関投資家向けの運
用プロダクトです。年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）

がESG指数として採用するなど、ESG投資のため
の代表的な指数の一つになっています。

S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数

当社は、「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数」の構成銘柄に選定されています。
(2021年3月時点) 同指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社による、ESGのうち
E（環境）に着目したもので、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がESG
指数として採用しています。

ゼロエミチャレンジ企業

当社は、2020年10月、脱炭素化社会の実現に向けたイノ
ベーションに挑戦する企業として、経済産業省の「ゼロエミ・チャレ
ンジ企業リスト」に掲載されました。

MSCI日本株女性活躍指数 (WIN)

当社は、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が選定するESG指数の１つ
である「MSCI 日本株女性活躍指数」の構成銘柄に選定されています。本指数は、
米国のMSCI社が選定しており、
性別多様性に優れた企業から
構成されるESG指数です。
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女性活躍推進法に基づく優良企業「えるぼし」企業認定

当社は2016年5月に、女性活躍推進法で定められている「一定
の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況等が優良な企
業」と認められ、2つ星の「えるぼし」企業として認定を受けました。

社外からの評価

厚生労働省次世代認定マーク「プラチナくるみん」

当社は、2015年6月、くるみん認定を受けた企業の中でも、さら
に両立支援の取り組みが進んでいる「子育てサポート」企業として、
厚生労働大臣の「プラチナくるみん認定」を受けました。

経済産業省「健康経営優良法人～ホワイト500～」

当社は、経済産業省より優良な健康経営を実践している法人と
して、「健康経営優良法人～ホワイト500～」の認定を4年連続
（2017年、2018年、2019年、2020年）受けています。

総務省「テレワーク先駆者百選」

当社は、総務省の令和元年度「テレワーク先駆者百選」に選定されま
した。「テレワーク先駆者百選」は、総務省がテレワークの導入・活用を
進めている企業・団体の中から、十分な実績を持つ企業などを公表し
ているものです。

PRIDE指標「ブロンズ」認定

当社は、2019年10月にLGBTを含むセクシュアル・マイノリティへ
の取り組みが評価され、任意団体「work with Pride」が策定し
ているPRIDE指標において「ブロンズ」の認定を受けています。

デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）

当社は、デジタル時代に向けた広範な取り組みを進め推進しているこ
と、企業文化にDXが深く浸透していることが高く評価され、経済産業
省と東京証券取引所から昨年の「デジタルトランスフォーメーション銘柄
（DX銘柄）2020」に続いて「DX注目企業2021」に選定されました。

経済産業省「DX認定事業者」選定

当社は、経済産業省が定める「DX認定制度」に基づく「DX認定事業
者」に選定されました。DX認定制度は「情報処理の促進に関する法
律」に基づき、DX推進の準備が整っていると認められる企業をDX認
定事業者として選定するものです。

厚生労働省「輝くテレワーク賞 優秀賞」

当社は、厚生労働省が実施する「輝くテレワーク賞」において、2020年度の「優秀賞」を受賞しまし
た。「輝くテレワーク賞」は、テレワークの活用によって、ワーク･ライフ･バランスの実現などに顕著な成
果をあげた企業・団体に授与されるものであり、「優秀賞」は特にその取組が優秀と認められる企
業・団体に対して表彰されるものです。
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環境

ガバナンス

社会

 サプライチェーンＣＳＲ行動指針
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/csr

 住友商事グループ人権方針
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/csr#02

 国連グローバルコンパクト10原則の支持
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/initiative

 社会貢献活動の基本的な考え方
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/contribution

 情報セキュリティ基本方針
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/security

 プライバシー・ポリシー
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/privacy

 住友商事グループ贈賄防止指針 (PDF/270KB)
https://www.sumitomocorp.com/jp/-
/media/Files/hq/about/governance/compliance/anti-corruption-
policy.pdf?la=ja

当社は国際行動規範を尊重するとともに、以下の原則・方針を定めています。
これらを遵守しつつ、『社会とともに持続的に成長するための6つのマテリアリティ(重要課題)』の解決に取り組んでいきます。

 環境方針
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/environment-policy

 気候変動に対する方針
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/environmental-management/climate

 ISO14001マネジメントシステム認証
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/sustainability/environment-policy#03

 コーポレートガバナンス原則
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/about/governance/detail

 グループ税務方針(PDF/69KB) 
https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/sustainability/material-
issues/tax-principles-j.pdf?la=ja

 住友商事グループ コンプライアンス・ポリシー(PDF/326KB) 
https://www.sumitomocorp.com/jp/-
/media/Files/hq/about/governance/compliance/policy/Japanese.pdf?la=ja

 情報開示方針
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/about/governance/detail/disclosurepolicy

 リスクマネジメントの基本方針
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/about/governance/risk

企業活動を支える原則・方針
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