
ESG サステナビリティ活動ガイドラインとSDGsとの関係 関連する
「はずむ未来チャレンジ2050」の施策

G
Governance
Corporate Governance

ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの充実
コンプライアンスの徹底
ステークホルダーとの対話促進
サプライチェーンマネジメント

◯ 取締役会の多様性向上
◯ ガバナンスの実効性向上
◯ 税の透明性
◯ 第三者評価機関の活用
◯ Our Philosophyの浸透

E

Ecology
Ecological Process

事業活動の環境負荷低減

低炭素社会の構築
循環型社会の形成
環境負荷物質管理の推進
グローバル環境経営の推進
森づくりを通じた地球温暖化防止への貢献
生物多様性の保全

◯ カーボンニュートラル（スコープ1、2）
◯ 水素の活用
◯ バイオマス、リサイクル原材料比率の

拡大

Next
Next-Generation Products & Solutions

次世代型技術・製品・サービスの開発

環境配慮商品の開発
「安全・快適」「経済性」「品質」の追求

◯ スマートタイヤコンセプトの具現化
◯ サステナビリティ商品自社基準の 

制定

S

Kindness
A Kind Culture Where Everyone Can Prosper

一人ひとりが輝ける寛容な風土

人材育成と働きがいの向上
安全で働きやすい職場づくり
 ダイバーシティ&インクルージョンの推進
人権の尊重

◯ 労働安全衛生の徹底
◯ 健康経営の推進
◯ リーダーシップ開発
◯ ダイバーシティ&インクルージョンの 

推進
◯ 女性活躍の推進
◯ 人権マネジメント体制の構築

Integrity
Integrity for Society

社会への誠実さ

社会貢献活動の推進
森づくりを通じた地域との交流

◯ 社員によるボランティア活動
「GENKI活動」の推進

重要課題の特定とサステナビリティ活動ガイドライン「GENKI」

住友ゴムグループのサステナビリティ経営

住友ゴムグループは、当社グループおよび各種ステークホルダーにとって取り組むべき重要課題を特定し、当社独自のサ
ステナビリティ活動ガイドライン「GENKI」の枠組みで取り組んでいます。
「GENKI」は、1988年に「みんなが元気になる活動」として開始した従業員による地域貢献・ボランティア活動プロジェクト
「GENKI活動」がその源流で、その活動は現在まで続いています。
サステナビリティ活動ガイドラインとしての「GENKI」は、2008年にCSRガイドラインとして開始し、以来現在まで、当社
の企業活動が社会の「GENKI」に貢献できるよう、常に進化し続けています。

　サステナビリティ活動ガイドライン「GENKI」は、「G…Governance（ガバナンス）※」 「E…Ecology（事業活動の負荷低減）」 
「N…Next（次世代型技術・製品・サービスの開発）」「K…Kindness（一人ひとりが輝ける寛容な風土）」「I…Integrity（社会への
誠実さ）」の5つで構成しています。
　特定した重要課題は「GENKI」の枠組みに落とし込み、各項目で活動を推進しています。次ページ以降、その活動と結果をお伝えし
ます。
※ 当社グループのESG経営をより進化させるべく、2022年、「GENKI」の「G」を、「Green（緑化）」から「Governance（ガバナンス）」に変更しました。それに伴い、各項目についてもテーマや重

要課題の配置見直しを行っています。

サステナビリティ活動ガイドライン「GENKI」

サステナビリティ活動ガイドライン「GENKI」に含まれる重要課題の18指標

重要課題の特定方法

ステークホルダーとの対話促進

環境負荷物質管理の推進

グローバル環境経営の推進

コーポレート・ガバナンスの充実

コンプライアンスの徹底

低炭素社会の構築

循環型社会の形成

環境配慮商品の開発

「安全・快適」「経済性」「品質」の追求

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

森づくりを通じた地球温暖化防止への貢献

社会貢献活動の推進

森づくりを通じた地域との交流

サプライチェーンマネジメント

生物多様性の保全

人材育成と働きがいの向上

安全で働きやすい職場づくり

人権の尊重

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
課
題

住友ゴムグループにとっての重要課題
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「GRIガイドライン（G4）※」などで求められている内容を踏まえながら各種ステークホルダーへ
のアンケート調査で課題を抽出。
※ Global Reporting Initiative : CSR報告書のガイドラインを発行する国際団体。現在GRIスタンダード発行。

調査結果をもとに、「GENKI」の５項目に照らして「ステークホルダーにとっての重要課題」と「当
社グループにとっての重要課題」を軸に、重要度の高い項目を選択し設定。

住友ゴムグループの重要課題

課題の選択・設定

課題の抽出
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55 Integrated Report 2022 56Integrated Report 2022



現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

❶ 取締役会 2021年度開催回数 14回
　取締役会は、取締役11名、監査役5名の計16名で構成してお
り、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の
監督を行っています。原則として毎月1回定期的に開催するほか、
主に期末・中間決算時期など必要に応じて臨時に開催していま
す。2021年度は14回開催し、社外取締役出席率は100％でした。
なお、取締役会において経営方針や中長期計画等の大きな方向
性についての討議を充実させるべく、業務執行の多くの部分を審
議する経営会議を設置しています。
　取締役候補者は実効的なコーポレート・ガバナンスに資するか
否か、スキルマトリックスに基づいて取締役会構成員の知見・経
験等の多様性が確保できるか否か等、当社の持続的な企業価値
向上に資するか否かを勘案のうえ指名しています。

❷ 指名・報酬委員会 2021年度開催回数 3回
　役員の指名や報酬決定において客観性・透明性を確保し、さら
なる企業価値の向上を図るために、取締役会の任意の諮問機関
として2016年に設置しました。2021年度は3回開催し、指名につ
いては後継者育成、役員人事等、報酬については中長期的なイン
センティブや株式報酬導入の検討、役員賞与等について議論を
行いました。
　現在、委員は計9名で構成され、うち7名は独立社外役員であ
り、また委員長も独立社外取締役が務めています。2021年度の
委員の出席率については100%でした。

❸ 企業倫理委員会 2021年度開催回数 4回
　住友ゴムグループの横断的なコンプライアンス・リスクの把
握、分析および評価、研修の企画・実施、違反事例に係る原因の
究明や再発防止策の立案およびそれらの住友ゴムグループ内へ
の周知徹底を行っています。
　企業倫理担当役員（人事総務担当役員）、監査担当役員、法務
担当役員、監査部長、人事総務本部長、法務部長、海外事業部長
で構成され、委員長は社長が務めており、さらに常勤監査役2名
がオブザーバーとして参加しています。2021年度は4回開催す
るとともに、住友ゴムグループ全体の企業倫理意識の向上を図る
ため、企業倫理講演会を開催しました。

❹ 監査役会 2021年度開催回数 12回
　監査役は、監査役会が定めた監査計画・方針に基づき、取締役
会等重要な会議への出席、取締役や内部監査部門等からの職務
状況の聴取、重要な決裁書類の閲覧、本社および主要な事業所、
子会社への往査を行うとともに、会計監査人とも適宜連携を取っ
て業務を遂行しています。
　監査役会は、監査役5名の体制であり、うち2名を常勤監査役と
して選定し、社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類の
確認を行っています。また、経営監査機能強化の観点から、5名
のうち3名は社外監査役とし、公正で客観的な監査を行うことが
できる体制としています。監査役会は原則として毎月1回定期的
に開催され、社外監査役の監査役会出席率は100%でした。

❺ 経営会議 2021年度開催回数 27回
　経営上重要な事項の審議もしくは報告を通じて、迅速な経営判
断を行っています。
　社内取締役、常勤監査役および社長の指名した執行役員で構
成されています。

❻ リスク管理委員会 2021年度開催回数 2回
　住友ゴムグループのリスク管理活動を統括し、事業リスクなど
のリスクが認識され、議論され、かつリスク管理体制が有効に機
能しているか適宜調査・確認しています。
　管理、研究・設計・開発、製造、販売それぞれの機能および各事
業部の担当役員で構成され、委員長は社長が務めており、さらに
常勤監査役2名がオブザーバーとして参加しています。

❼  サステナビリティ
　 推進委員会 

2021年度開催回数 2回

　環境管理を含むグローバルなサステナビリティ活動の重要課
題の共有および進捗状況の確認を目的として「サステナビリ
ティ推進委員会」を年2回開催しています。委員長はESG統括
役員（副社長）で、関係部門担当役員を委員とし、社長も出席し
ています。

監査

助言

会計監査

株主総会

Our Philosophy・企業行動基準

① 取締役会
（議長：取締役会長）（経営監督）

④ 監査役会
（適法性監査）（妥当性監査）

社長

会計監査人

内部統制監査人

顧問弁護士

監査部
（業務監査） 
（内部統制監査）

各業務執行部門・グループ会社

人事総務本部・経理部・海外事業部・法務部・サステナビリティ推進本部

③企業倫理委員会・⑥リスク管理委員会・⑦サステナビリティ推進委員会
（法令遵守）

コンプライアンス相談室（企業倫理ヘルプライン）

執行役員

⑤ 経営会議
（業務執行） 

（事業計画策定）

② 指名・報酬委員会
（委員長：社外取締役）（独立役員）

内部統制 
監査の範囲

業務執行

選任・解任

選任・監督

選任・解任

監査

指導

指示・指導

選任・解任
報告

報告

報告

報告

報告

報告

報告

連携

連携

連携

連携

連携

連携

連携
答申

諮問

監査

内部監査

コーポレート・ガバナンス体制 （2022年3月24日現在）

社内7（うち1議長）／社外4 社内2／社外3
社内2／社外7

　当社は、監査役会設置会社制度を選択しており、グループの一体的な経営体制の構築および社会との信頼関係の強化、並びにグルー
プ全体のガバナンスおよび事業活動の透明性の向上を目指すうえで、監査役・監査役会による監査機能が現状では不可欠であると認識
しています。
　当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、独立社外役員を過半数、独立社外取締役を委員長とする、指名・報酬委員会を取
締役会の任意の諮問機関として2016年から運用しており、役員指名などの手続きの客観性・透明性の向上を図っています。また、独立
社外取締役を4名選任しているほか、取締役や監査役に対してアンケートを実施して課題を抽出し、取締役会の実効性を高めるための施
策を必要に応じて推進しています。

57 Integrated Report 2022 58Integrated Report 2022

Governance

基本的な考え方
　住友ゴムグループは、「Our Philosophy」をあらゆる意思決定
の拠り所、行動の起点とすることで、経済的価値のみならず社会
的価値の向上に取り組み、持続可能な社会の発展に貢献していく
ことを経営の基本方針としており、この方針のもと、コーポレート・
ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つと位置付けています。
　この経営課題実現に向けた取り組みを通じて、経営全般の効
率性を確保するとともに、社会と当社との信頼関係の強化、当社
の公平性・透明性の向上を目指すべく、次の5つの基本的な考え
方を策定し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図って
いきます。

① 株主の権利およびその行使の機会を確保すべく、環境を整備
していきます。

② さまざまなステークホルダーとの適切な協働を通じ、企業価値
の向上を図ります。

③ 当社の財務・非財務情報を正確かつ適切に開示します。
④ 取締役会において経営方針や中長期計画等の大きな方向性に

ついての討議を充実させるべく、業務執行の多くの部分を審
議する経営会議を設置しています。また、常勤監査役・独立社
外監査役による厳正な監査、独立社外取締役による客観的な
監督を通じ、取締役会の公平な運営の確保に努めます。

⑤ 株主との対話を通じ、企業価値の持続的な向上に努めます。

マネジメント・アプローチ
　当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経
営課題の一つと位置付けており、社会との信頼関係の強化、公平
性・透明性の向上を目指し、さまざまな施策を進めています。
　また、ステークホルダーとのコミュニケーションを通じ、自分た
ちの果たすべき責任や、求められていることを把握し、事業活動
に反映することで、皆様に信頼していただける企業となるべく努
めています。

Corporate Governance

ガバナンス

Environment　　Social　　Governance

住友ゴムグループのサステナビリティ経営



取締役、監査役および執行役員 （2022年3月24日現在）

社外取締役

高坂　敬三
1945年12月11日生
所有する当社株式数 0株

略歴、地位および重要な兼職の状況
1970年4月  弁護士登録 

色川法律事務所入所
1995年4月 大阪弁護士会副会長
2001年1月 色川法律事務所代表
2006年6月 東洋アルミニウム（株）社外監査役（現任）
2009年3月 当社社外取締役（現任）
2012年6月  積水化成品工業（株）社外監査役（現任）
2016年6月  （株）テクノアソシエ社外監査役（現任）
2020年1月  弁護士法人色川法律事務所代表（現任）
2020年6月 セーレン（株）社外監査役（現任）

社外取締役

村上　健治
1947年8月17日生
所有する当社株式数 13,900株

略歴および地位
1970年4月 大和ハウス工業（株）入社
2004年4月 同代表取締役社長
2011年4月 同代表取締役副会長
2016年3月 当社社外取締役（現任）

社外取締役

小林　伸行
1961年5月31日生
所有する当社株式数 0株

略歴、地位および重要な兼職の状況
1985年4月 住友電気工業（株）入社
2016年6月 同執行役員
2019年6月 同常務取締役（現任）
2020年3月 当社社外取締役（現任）

社外取締役

其田　真理
1959年7月24日生
所有する当社株式数 0株

略歴および地位
1982年4月 大蔵省（現財務省）入省
2010年7月 財務省理財局国有財産業務課長
2012年7月 国家公務員共済組合連合会総務部長
2014年1月 特定個人情報保護委員会事務局事務局長
2016年1月 個人情報保護委員会事務局事務局長
2021年3月 当社社外取締役（現任）

取締役（常務執行役員）

大川　直記
1961年7月9日生
所有する当社株式数 4,200株

略歴、地位および担当
2019年3月  当社入社
2022年3月 同取締役（常務執行役員）（現任）
［担当］財務戦略・経理統括

取締役

取締役（専務執行役員）

西口　豪一
1960年12月8日生
所有する当社株式数 17,600株

略歴、地位および担当
1983年4月 当社入社
2022年3月 同取締役（専務執行役員）（現任）
［担当］ 経営戦略・タイヤ事業・オートモーティブシステム

事業・DX推進統括

取締役会長

池田　育嗣
1956年11月7日生
所有する当社株式数 55,700株

略歴および地位
1979年4月 当社入社
2020年3月 同取締役会長（現任）

代表取締役（副社長）

木滑　和生
1956年8月15日生
所有する当社株式数 35,094株

略歴、地位および担当
1979年4月 当社入社
2018年3月 同代表取締役（副社長）（現任）
［担当］人事総務・ESG・法務統括

代表取締役 社長（社長）

山本　悟
1958年6月14日生
所有する当社株式数 27,430株

略歴および地位
1982年4月 当社入社
2019年3月 同代表取締役社長（社長）（現任）

取締役（常務執行役員）

西野　正貢
1962年2月8日生
所有する当社株式数 12,600株

略歴、地位および担当
1984年4月 当社入社
2022年3月 同取締役（常務執行役員）（現任）
［担当］ スポーツ事業・ハイブリッド事業統括、購買担当

略歴、地位および担当
1985年4月 当社入社
2022年3月 同取締役（常務執行役員）（現任）
［担当］ 技術生産統括、研究開発・知的財産担当

取締役（常務執行役員）

村岡　清繁
1961年2月21日生
所有する当社株式数 4,300株

監査役

常務執行役員

青井　孝典
増田　智彦
増田　栄一

川松　英明
渡辺　泰生
國安　恭彰

執行役員

小松　俊彦
齋藤　健司
田中　敦彦
山下　文一
岩田　拓三

松井　博司
河瀬　二朗
濱田　裕史
水野　洋一
井川　潔

執行役員

常勤監査役

河野　隆志
1957年1月17日生
所有する当社株式数 16,200株

略歴および地位
1980年4月 当社入社
2014年3月 同執行役員
2019年3月 同常勤監査役（現任）

常勤監査役

石田　宏樹
1958年7月11日生
所有する当社株式数 46,700株

略歴、地位および担当
2010年2月 当社入社
2011年3月 同取締役（常務執行役員）
2022年3月 同常勤監査役（現任）

社外監査役

村田　守弘
1946年7月20日生
所有する当社株式数 6,800株

略歴、地位および重要な兼職の状況
1970年12月 アーサーヤング東京事務所入所
1974年11月 公認会計士登録（現任）
2002年  7月 朝日KPMG税理士法人代表
2004年  1月 KPMG税理士法人代表社員
2006年  4月 村田守弘会計事務所代表（現任）
2011年  6月 カゴメ（株）社外監査役
2012年  3月 当社社外監査役（現任）
2016年  3月  カゴメ（株）社外取締役（監査等委員） 

コクヨ（株）社外監査役

社外監査役

アスリ・チョルパン
1977年10月25日生
所有する当社株式数 0株

略歴、地位および重要な兼職の状況
2008年  4月  コロンビア大学京都日本研究センター特定准教授
2012年10月  ハーバード大学ライシャワー研究所客員研究員 

マサチューセッツ工科大学政治学研究科お
よびスローンビジネススクール客員准教授

2015年  7月   （株）グルメ杵屋社外取締役
2018年  3月 当社社外監査役（現任）
2018年  4月   京都大学大学院経済学研究科教授（現任） 

京都大学経営管理大学院教授（現任）
2019年  3月 NISSHA（株）社外取締役（現任）

社外監査役

安原　裕文
1956年8月28日生
所有する当社株式数 0株

略歴、地位および重要な兼職の状況
1979年4月  松下電器産業（株）（現パナソニック（株））入社
2008年6月  パナホーム（株）（現パナソニック ホームズ

（株））取締役
2012年6月 同代表取締役
2015年6月 パナソニック（株）常任監査役
2019年6月 参天製薬（株）社外監査役（現任）
2020年3月 当社社外監査役（現任）
2020年6月 日立造船（株）社外監査役（現任）

住友ゴムグループのサステナビリティ経営

氏名 選任理由

高坂　敬三
企業法務に精通した弁護士としての豊富な知見を活かし、社外取締役として客観的見地から有益な提言や意見表明を行っております。引き続き同氏の社外
取締役としての提言や意見表明により、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、また、一般株主との利益相反が生じるおそれはな
いと判断し、選任しております。

村上　健治
大和ハウス工業（株）において代表取締役社長として企業経営を主導した経験があり、企業経営に関する豊富な知見を活かし、社外取締役として客観的見地
から有益な提言や意見表明を行っております。引き続き同氏の社外取締役としての提言や意見表明により、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待で
きるものと判断し、また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、選任しております。

小林　伸行
住友電気工業（株）において主に経理・財務部門に従事し、同社の常務取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。引き
続き同氏の社外取締役としての提言や意見表明により、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判断し、また、一般株主との利益相反が
生じるおそれはないと判断し、選任しております。

其田　真理
大蔵省（現財務省）等において要職を歴任し、マイナンバーを含む個人情報保護制度の構築に関与してきた経験から、金融・財務や政策立案に関する専門知
識と豊富な経験を有しています。引き続き同氏の社外取締役としての提言や意見表明により、当社のコーポレート・ガバナンスの向上が期待できるものと判
断し、また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、選任しております。

独立社外取締役の選任理由

Environment　　Social　　Governance

氏名 選任理由

村田　守弘

公認会計士・税理士としての財務および会計に関する相当程度の知見と、カゴメ（株）における社外取締役（監査等委員）およびコクヨ（株）における社外監査
役として監査業務に関与してきた経験を活かし、社外監査役として客観的見地から取締役の業務執行に対して意見表明を行っております。引き続き同氏の社
外監査役としての提言や意見表明により、当社の監査体制の強化が期待できるものと判断し、また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、
選任しております。

アスリ・
チョルパン

経営戦略や企業統治を専門とする大学院教授としての高度な学術知識と、（株）グルメ杵屋およびNISSHA（株）における社外取締役として企業経営に関与し
てきた経験を活かし、社外監査役として客観的見地から取締役の業務執行に対して意見表明を行っております。引き続き同氏の社外監査役としての提言や
意見表明により、当社の監査体制の強化が期待できるものと判断し、また、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、選任しております。

安原　裕文

パナホーム（株）（現パナソニック ホームズ（株））における代表取締役のほか、パナソニック（株）における常任監査役、参天製薬（株）における社外監査役、日
立造船（株）における社外監査役として財務・企業経営に関与してきた経験を活かし、社外監査役として客観的見地から取締役の業務執行に対して意見表明
を行っております。引き続き同氏の社外監査役としての提言や意見表明により、当社の監査体制の強化が期待できるものと判断し、また、一般株主との利益
相反が生じるおそれはないと判断し、選任しております。

独立社外監査役の選任理由
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取締役・監査役のスキルマトリックス

氏　　名 現在の当社に
おける役職※

企業経営・
経営戦略 製造・技術 海外事業 営業・

マーケティング
法務・

ガバナンス
財務戦略・
会計 DX・IT

2021年度出席状況
取締役会 監査役会

池田　育嗣 取締役会長 ● ● ● 14回中
14回 ー

山本　　悟 代表取締役社長
（社長） ● ● ● 14回中

14回 ー

木滑　和生 代表取締役
（副社長） ● ● ● ● 14回中

14回 ー

西口　豪一 取締役
（専務執行役員） ● ● ● ● 11回中

11回 ー

村岡　清繁 取締役
（常務執行役員） ● ● ー ー

西野　正貢 取締役
（常務執行役員） ● ● ● ● ー ー

大川　直記 取締役
（常務執行役員） ● ● ー ー

高坂　敬三 社外取締役 ● ● 14回中
14回 ー

村上　健治 社外取締役 ● ● ● 14回中
14回 ー

小林　伸行 社外取締役 ● ● ● 14回中
14回 ー

其田　真理 社外取締役 ● ● ● 11回中
11回 ー

河野　隆志 常勤監査役 ● ● ● 14回中
14回

12回中
12回

石田　宏樹 常勤監査役 ● ● ● ● 14回中
14回 ー

村田　守弘 社外監査役 ● ● ● 14回中
14回

12回中
12回

アスリ・チョルパン 社外監査役 ● ● ● 14回中
14回

12回中
12回

安原　裕文 社外監査役 ● ● ● 14回中
14回

12回中
12回

注：  各人に主に期待する専門性を最大４項目まで記載しております。上記一覧表は、各人の有するすべての経験や専門性を表すものではありません。 
※（　）内の役職は、取締役の執行役員としての役職を表しております。

スキルマトリックスの項目採用理由
スキル項目 採用理由

企業経営・経営戦略

「最高の安心とヨロコビ」を実現するためには、持続的な成長戦略の策定スキルおよび企業におけるマネジメント経験・経営実績を持つ
取締役会メンバーが必要である。また、当社の経済的・社会的価値をさらなる高みへ導くためには新たな価値の創出が必要不可欠であ
り、それを実現するために事業変化をいち早く察知して、タイヤ事業・スポーツ事業・産業品事業にとどまらない新たな可能性を追求し、
事業ポートフォリオ戦略策定に関するスキル・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

製造・技術
お客様に「最高の安心とヨロコビ」を届けるためには、当社が飽くなき技術革新によって培ってきた先進テクノロジーに関する知見が
豊富であり、持続可能な社会を実現するための人や環境にやさしい製品づくりに関するスキル・知見を持つ取締役会メンバーが必要
であるため。

海外事業 当社事業におけるグローバル体制の成果を最大化するためには、海外駐在員として海外子会社での代表者やそれに準じるポジション等
の経験があり、海外での事業マネジメントに関するスキル・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

営業・マーケティング
当社の先進テクノロジーによって生み出された高機能商品をグローバルに拡販し、急速に進む電気自動車（EV）化に対応して付加価値の
高い商品を提供し続けていくことがお客様と社会からの期待を超える価値の創造につながり、そのためにはマーケットトレンド把握や営
業戦略策定に関するスキル・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

法務・ガバナンス 当社がグローバル展開を継続していくうえでの基盤は、適切なガバナンス体制の確立であり、グループ全体での経営監督の実効性向上
のためにも、法務的知見およびコーポレートガバナンスやリスク管理分野でのスキル・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

財務戦略・会計
当社資本の効率的な運用による企業価値の最大化のためには、正確な財務報告、強固な財務基盤構築が実現でき、持続的な企業価値
向上に向けた成長投資（M&Aを含む）の推進と株主還元の強化を実現する的確な財務・資本戦略策定に関するスキル・知見を持つ取締
役会メンバーが必要であるため。

DX・IT
「未来をひらくイノベーション」を実現するためには、AIやIoTを積極活用したデータドリブン型の企業文化の確立が必要であり、さまざま
なイノベーションの推進実績や、デジタル技術分野でのスキル・知見を持つ取締役会メンバーが必要であるため。

取締役会の実効性向上に向けた取り組み

■  取締役会の運営
　取締役会に付議される事項について開催前に十分な検討を行
うことができるように、社外取締役および監査役に対し、付議内
容について事前に資料を配布し、質問を受け付けたうえで事前説
明を実施しております。また、経営会議での議論内容を共有した
り、取締役会で議論が必要な「経営上の重要な意思決定事項」に
ついては担当の執行役員が議案の要点を事前に説明する場を設
けるなど、取締役会での充実した議論の実現に向けた取り組みも
行っています。

■  取締役・監査役に対する研修
　当社では社内取締役および執行役員を、当社が費用を負担し
たうえで外部の役員研修に参加させており、参加した役員は上場
会社の重要な統治機関の一翼を担う者として必要な知識を習得
しています。また、新任社内取締役に対しては、外部講師を招い
たガイダンスを実施し、取締役として必要な知識の習得を促進し
ています。新任社外役員に対しては、住友ゴムグループの最新の
事業概要、直近の業績、対処すべき課題等、当社役員として当社
の企業利益向上のための助言を行うに当たって必要な情報に関
する説明を実施しています。

2021年取締役会主な議題（付議案件）

◯ 各執行部の具体的な課題と対応状況
◯ 取締役会実効性向上アンケート結果を踏まえた今後の対応について
◯ リスク管理委員会、企業倫理委員会、サステナビリティ推進委員会の

状況
◯ 政策保有株式の一部売却

住友ゴムグループのサステナビリティ経営

Environment　　Social　　Governance

2016年度～2020年度
●  評価手法
事務局が取締役会メンバーに対してアンケートを
実施。定量評価に加えて、定性的なコメントも集
約し分析。結果をもとに課題を抽出し対策を実施
してきた。

●  主な課題
・役員への事前情報提供の拡充
・取締役会における議論の活性化

●  主な取り組み
・取締役会付議基準金額の引き上げ
・資料展開時期の早期化
・社外役員向けの情報提供を拡充
・執行役員業務報告の運営方法改善
・付議事項に関する事前質問受付／回答

…等

2021年度
●  評価手法
独立した第三者機関である評価会社がアンケート項目を作成し、取締役12名お
よび監査役5名全員を対象に書面アンケートを実施。さらに、アンケート結果を
踏まえ、全員に対してインタビューを実施。アンケートおよびインタビューの結果
については、当該評価会社により評価・検討のうえレポートにまとめられ、2021
年12月開催の取締役会において報告を受け、取締役会で議論を実施した。

●  評価結果
当社取締役会には以下の強みがあり、実効性は概ね高い水準であることを確認した。

＜当社取締役会の強み＞
①社外役員への情報共有の充実

取締役会とは別に情報共有のための時間が設定され、経営会議での決議事項
や検討状況等が共有されており、取締役会で意思決定を行うために必要な情報
を社外役員が理解するための貴重な機会となっている。
②ダイバーシティの確保

当社取締役会は女性2名、外国人1名を含む構成となっており、ダイバーシティ
が確保された構成となっている。スキルに関してもバランスがとれた構成と
なっている。

●  今後の取り組み
これらの強みを活かすとともに、経営全般に係る重要事項についてより集中して
議論を行えるよう付議事項を厳選し、重点的に議論していくべき議題については
取締役会以外で自由に意見交換する機会を設けるなど、取締役会の実効性を向
上させ、さらなる企業価値向上につなげる。

■  取締役会の実効性向上施策
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役員報酬等

1. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関わる事項
① 基本方針
　当社役員（取締役および執行役員）の報酬は、企業価値の持続的な
向上を図るインセンティブとして十分機能するよう株主利益と連動し
た報酬体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏ま
えた適正な水準とすることを基本方針としています。
　具体的には、社外取締役を除く取締役および執行役員の報酬は、
固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与により構成
し、社外取締役を除く取締役には中長期インセンティブとしての株式
報酬を、監督機能を担う社外取締役については、職務の独立性確保
の観点から、基本報酬のみを支払うこととします。
② 個人別の基本報酬の額の決定に関する方針
　当社役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責・在任年
数に応じて、他社水準、当社業績、従業員給与水準等を考慮し総合的
に勘案し決定した基本報酬テーブルに基づき決定するものとします。
③ 短期業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
　短期業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高
めるため業績指標を反映した現金報酬とし、業績指標の達成度合い
に応じた額を賞与として、毎年一定の時期に支給しています。
　業績指標としては、事業利益や親会社の所有者に帰属する当期純利益
等の特に当社が企業戦略上重視する指標を選択することとし、その値は、
中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に
応じて、指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
　各人への配分については、中長期的な観点も踏まえ、役位や職務
内容、責任度合い、所管部門の主要目標の達成度、会社業績への貢
献度等も考慮して定めるものとします。
④ 中長期インセンティブ報酬の内容および額の決定に関する方針
　中長期インセンティブ報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を
図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値
共有を進めるため、当社の取締役会が正当と認める理由による退任
時まで、株式の譲渡制限を付した当社株式を割り当てます。株式数は
役位に応じて、他社水準、従業員給与水準等を考慮し総合的に勘案し
決定した株式報酬テーブルに基づき決定するものとします。

⑤ 個人別の報酬額に対する割合の決定に関する方針
　社外取締役を除く取締役および執行役員の種類別の報酬割合につ
いては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業
をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位が下位の役位
よりインセンティブ報酬のウエイトが高まる構成とし、指名・報酬委員
会において報酬割合の検討を行います。
　取締役会（下記⑥の委任を受けた代表取締役社長）は指名・報酬委
員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の
範囲内で役員の個人別の内容を決定することとしています。
　なお、報酬の種類毎の比率の目安は、社外取締役を除く取締役は、
固定報酬（基本報酬）：短期業績連動報酬（賞与）：中長期インセンティ
ブ報酬（株式報酬）＝75%：20%：5%、執行役員は80%：20%としま
す。（業績指標を100%達成した場合）
　ただし、実際に支給する業績報酬は、連結事業利益等により変動す
るため、支給割合は以下の通り変動します。

⑥ 役員の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項
　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社
長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権
限の内容は役員の基本報酬の額および担当業務を踏まえた賞与の
評価配分としています。
　取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使され
るよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の
委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をし
なければならないこととしています。

2. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

① 役員の報酬等に関する株主総会の決議について 
　取締役および監査役の報酬等の限度額は、2015年3月26日開催
の第123期定時株主総会において、取締役については年額800百万
円以内（うち社外取締役分は年額70百万円以内）、監査役については
年額100百万円以内と決議されています。なお、その時点での員数
は取締役11名（うち社外取締役は2名）、監査役5名（うち社外監査役

3名）でした。また、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付
株式の付与のための報酬等の限度額は、取締役の報酬限度額とは別
枠で、2022年3月24日開催の第130期定時株主総会において、年額
40百万円以内かつ年20,000 株以内と決議されました。 
② 最近事業年度の役員報酬額等の決定過程における、指名・報酬委
員会および取締役会の活動について

　2021年7月29日、11月30日、2022年2月1日に指名・報酬委員会
を開催し、当社の報酬制度や水準、基本報酬、賞与額およびその妥当
性、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬制度の
導入および報酬決定方針の改定について議論しました。その答申を
受けて、2022年2月9日の臨時取締役会にて譲渡制限付株式報酬制
度の導入および報酬決定方針の改定を、2022年3月4日の取締役会
にて賞与額を審議の上、決議しました。

役員区分 報酬等の総額（百万円） 対象となる役員の員数

取締役（社外取締役を除く） 464 10名

監査役（社外監査役を除く） 50 2名

社外役員 62 7名

注：上記支給人数人員には、2021年3月26日付で退職した取締役2名が含まれています。

役位 固定報酬
（基本報酬）

短期業績
連動報酬
（賞与）

中長期
インセンティブ報酬
（株式報酬）

取締役 72～95% 0～20% 5～8%

取締役以外の役員 80～100% 0～20% －

内部統制システムに関する基本方針
　当社は、以下のとおり当社グループ（当社および会社法第2条第3
号に定める子会社）の業務の適正を確保するために必要な体制（以
下、内部統制システムという。）を整備しています。
　なお、今後とも内部統制システムの一層の充実を図るものとし、下記
の内容を見直す場合には当社取締役会に付議することとしています。

（1） 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社文書管理規定に従い、起案決裁書等、取締役の職務の執行に
係る情報を記録し、適切に管理する。当社取締役および当社監査役
は、これらの記録を随時閲覧できるものとする。

（2） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループの事業活動に重大な影響を及ぼす恐れのある品質、
法律、環境、与信、事故、災害等の経営リスクについては、当社グルー
プ全体のリスク管理について定めるリスク管理規定に基づき、それ
ぞれの担当部署および各子会社において事前にリスク分析、対応策
を検討し、当社の経営会議等で審議する。リスク分析・対応策の検討
に当たっては、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言・指導を求
める。
　当社グループ横断的なリスクについては、当社管理部門の各部が、
それぞれの所管業務に応じ関連部署および各子会社と連携しながら、
グループ全社としての対応を行う。
　リスク管理委員会は、当社グループ全体のリスク管理活動を統括
し、リスク管理体制が有効に機能しているか適宜調査・確認する。
　当社グループにおいて重大なリスクが顕在化し、または顕在化が
予想される場合には、危機管理規定に基づき、当社社長が危機管理
本部を設置する。

（3） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

　取締役や管理職等の職務執行が効率的かつ適正に行われるよう、
当社では職制および業務分掌規定において担当部署、職務権限およ
び各組織の所管業務を定め、各子会社にもこれに準拠した体制を構
築させる。
　また、当社では執行役員制を採用し、環境変化や顧客ニーズに応じ
た機動的な事業運営を行う体制とする。
　なお、各部門・各子会社の業績や効率性については、中期経営計画
等を策定するとともに、予算会議において目標を設定（目標は必要に
応じて随時見直す）し、グループ業績会議において月次単位で達成状
況を報告させ、把握・分析する。
　当社グループの業務全般においてIT・デジタル技術の活用を推進
し、職務執行の効率化を図る。

（4） 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制

　住友ゴムグループの企業理念体系「Our Philosophy」を意思決定
の拠り所、行動の起点とし、企業行動基準や各種コンプライアンス・
マニュアルの当社グループ全体への浸透に努めるほか、経営トップの
指針を明示して、法令遵守、企業倫理の維持が経営の根幹をなすも
のであることを当社グループ全体に徹底する。
　当社社長を委員長とする企業倫理委員会において、当社グループ

横断的なコンプライアンス・リスクの把握、分析および評価、研修の
企画・実施、違反事例に係わる原因の究明や再発防止策の立案およ
びそれらの当社グループ内への周知徹底を行う。
　企業倫理ヘルプラインを設置し、企業倫理上疑義のある行為等に
ついて、当社グループの従業員等が直接通報・相談できる体制とす
る。企業倫理ヘルプラインに寄せられた情報については、企業倫理
委員会において、状況把握を行い、必要な対策をとるものとする。
　住友ゴムグループの企業行動基準に、反社会的勢力との関係を一
切遮断することを規定し、反社会的勢力からの一切の要求を拒絶す
る体制とする。

（5） 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関
する体制

　当社の所管部署は子会社各社の業績等の目標およびその達成状
況について各子会社の取締役等から定期的に報告を受けるとともに、
関係会社管理規定に基づき、当社の経営会議、取締役会に付議すべ
き事項やリスク管理、コンプライアンス等に関する一定の事項につい
て適宜報告を受け、または必要により当社と協議する体制をとるもの
とする。

（6） 財務報告の適正性を確保するための体制
　金融商品取引法および金融庁が定める評価・監査の基準ならびに
実施基準に沿った内部統制システムの整備を進め、当社グループの
財務報告の適正性を確保するための体制の一層の強化を図る。

（7） 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合
における当該使用人に関する事項

　当社監査役の業務を補助すべき専任者として監査役付を配置し、
もっぱら当社監査役の指揮命令に従うものとする。
　また、監査役付の人事異動、人事評価に際しては、あらかじめ監査
役会に意見を求めるものとする。

（8） 取締役および使用人が当社監査役に報告をするための体制その
他の監査役への報告に関する体制

　当社常勤監査役は当社の経営会議その他の重要な会議に出席し、
当社グループの状況を適切に把握することとする。
　リスク管理上重要な事項等については、当社グループの取締役ま
たは部門長等から適宜当社監査役に報告する体制とする。
　企業倫理ヘルプラインに通報された事項 （軽微なものを除く。）
は、当社監査役会に報告する。当社グループ各社を適用対象とする
企業倫理取り組み体制に関する規定において、企業倫理ヘルプライ
ンへの通報者に関する事項の守秘、通報者への不利益な取り扱いの
禁止をする等、当社監査役へ報告したことを理由とした不利益な取り
扱いを禁止する体制とする。

（9） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための
体制

　当社監査役が当社グループの取締役または部門長等からヒアリン
グ等を行う機会を適宜確保する。
　当社監査役の職務執行について生ずる合理的な範囲の費用につ
いては、臨時での出費を含め、当社に精算を請求できる体制とする。
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住友ゴムグループのサステナビリティ経営

Environment　　Social　　Governance

■  リスクマネジメント
　住友ゴムグループの事業活動に重大な影響を及ぼす恐れのあ
る品質、法律、環境、与信、事故、災害等の経営リスクについては、
当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規定
に基づき、それぞれの担当部署および各子会社において事前に
リスク分析、対応策を検討し、当社の経営会議等で審議しており
ます。
　また、リスク分析・対応策の検討に当たっては、必要に応じて顧
問弁護士等の専門家に助言・指導を求めます。

　当社グループ横断的なリスクについては、当社管理部門の各
部が、それぞれの所管業務に応じ関連部署および各子会社と連
携しながら、グループ全社としての対応を行います。リスク管理
委員会は、住友ゴムグループ全体のリスク管理活動を統括し、リ
スク管理体制が有効に機能しているか適宜調査・確認します。
　当社グループにおいて重大なリスクが顕在化し、または顕在化
が予想される場合には、危機管理規定に基づき、当社社長が危機
管理本部を設置します。

■  コンプライアンス
　住友ゴムグループは、「法令遵守・企業倫理の維持は、企業存
続の根幹に関わるものであり、企業として長期的に活力を維持
し、競争力を高めていくために必要不可欠である」と考え、2003
年2月に「企業倫理取り組み体制に関する規定」「住友ゴムグルー
プ企業行動基準」を制定するとともに「コンプライアンス相談室」
を設置して、コンプライアンス体制の整備に取り組み、現在まで
同体制を運用しています。
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　当社リスク管理規定に基づきリスク管理委員会を2回開催し、当社グループ横断的なリスクの管理活動を統括するとともに、当社グループ全体のリ
スク管理体制が有効に機能していることを確認しました。
　また、2年に1度実施しているグループ全社のリスク棚卸し・再評価を行い、その結果に基づきグループとして優先的に対応するべきリスク項目を選
定するなど、全社のリスク低減活動を推進しました。
　新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に対しては、社長を本部長とする危機管理本部からグループ全体に定期的に情報を発信し、グループ全
体の事業の操業・業績への影響を最小限にとどめるべく全社で対応にあたりました。具体的には、従業員・家族の安全確保を最優先としつつ、感染予
防対策の実施や感染者発生時の対応等の整理、サプライチェーンを含む情報の把握と対策の実施等につき、危機管理本部が中心となり、各事業部・
機能部門と連携して進めました。

＜2021年度の主な対応＞

　住友ゴムグループは、阪神淡路大震災・東日本大震災による二度の被災経験を活かし、BCPを整備しています。
　本社機能および国内・海外の製造拠点、国内子会社において、人命尊重と顧客への早期の製品納入再開を目指したBCPの策定を完了し、定期的に
訓練を実施し、実効性の向上を図っています。
　また、台風や豪雨など、年々脅威を増す自然災害に対しても、災害対応を通じて得た教訓をBCPに盛り込み、内容を拡充しています。具体的には、
大地震により公共交通機関が麻痺した場合や、豪雨や河川の氾濫で避難指示が出される場合の出退社基準を2019年度に新たに設けました。また、
その内容を追記した「災害発生時の基本行動」の携帯用冊子をあらためて従業員へ配布し、内容の啓蒙を図っています。
　2020年度は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対し、社長を本部長とする危機管理本部を設置し、国内外グループ全社における従業員と
その家族の安全確保・感染予防対策等を進めました。この経験を感染症対策として一部国内拠点のBCPに織り込み、さらなる内容拡充を図りました。
　2021年度は国内外の関係会社を含む主要拠点でも同様に感染症対策を含めたBCPの内容拡充を進めました。
　今後も、従業員の安全確保および事業継続の観点から、BCPの内容を継続的に拡充できる体制を整備していきます。

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）

■  品質管理に係る不適切事案と再発防止に向けた施策
　当社加古川工場でのゴム防舷材※検査および南アフリカ子会
社でのタイヤ生産で、品質管理に係る不適切な事案が2021年に
判明しました。それぞれについて緊急対策委員会を設置のうえ対
応を協議するとともに、外部専門家を含む特別調査委員会を立
ち上げ事実関係の確認を行い、同年7月に第一報として事案を公
表、11月には特別調査委員会の調査結果とともに、今後の対応
を公表しました。
　関係各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを改めて深く
お詫び申し上げるとともに、今後このような事態を二度と生じさ
せないよう、企業理念「Our Philosophy」に掲げる「信用と確実」
の遵守を徹底し、企業風土改革や品質保証体制の強化、お客様
の信頼回復に努めてまいります。
※ 船舶や港湾の岸壁の破損を防止するため、接岸する船舶にかかる衝撃を吸収して緩和す

るエネルギー吸収材。当社加古川工場で製造し、商社や建設会社を経由して、公共、民間
のお客様へ納品しています。

＜安全性の確認と再発防止に向けた施策の策定＞
　発覚後、2021年6月に緊急対策委員会（委員長：代表取締役社
長 山本悟）を2件それぞれについて設置。出荷済み製品の安全
性を確認するとともに、外部弁護士を加えた特別調査委員会によ
る社内調査をそれぞれで実施し、原因究明を行ったうえで、再発
防止策の策定を進めました。
　調査結果では、品質管理体制の問題のほか、企業理念浸透の
不十分さや拠点間・部門間でのコミュニケーション不足、企業風
土に関する点についても指摘がありました。これらを改善すべく、
以下の施策を策定し、実施を進めています。

　取締役会での監督に加え、監査役会を12回開催し、取締役の業務
執行が法令および定款に適合していることを確認しました。
　また、住友ゴムグループのコンプライアンス事案を審議する企業
倫理委員会を4回開催し、企業倫理ヘルプライン通報案件への真摯
な対応を含め、住友ゴムグループ横断的なコンプライアンス・リスク
への対策等を行いました。
　さらには、企業倫理講演会の開催、住友ゴムグループ企業行動基
準の周知や住友事業精神の理解促進活動等、住友ゴムグループ各
部門においてそれぞれ企業倫理意識向上活動に取り組みました。

＜2021年度の主な対応＞

コンプライアンス取り組み体制

定期的に報告

必要に応じて
報告

必要に応じて
連携

●相談案件に対するフィードバック
●相談に伴う不利益扱いはしない
●相談者の秘密保持

直接相談 直接相談

取締役会 監査役会

企業倫理ヘルプライン

住友ゴムグループの役員・従業員および取引先

コンプライアンス相談室 外部窓口
堂島法律事務所

全社的リスク管理体制

◯ リスク管理の有効性の報告を受け、改善の確認・検討
◯ 事故事例、再発防止策等の報告を受け、対策、または対策案の委員会への付議
◯ グループのリスク管理活動の統括に係る事項

事業戦略上のリスクの管理

リスク管理委員会
委員長： 社長
委　員： 三極本部、人事総務、法務、経理、経営企画、海外事業、デジタル企画、物流、生産計画、生産、研究開発、オートモーティブ 

システム事業、材料開発、タイヤ技術、新車用タイヤ営業、市販用タイヤ営業、ハイブリッド事業、スポーツ事業担当各役員

取締役会

◯ 各部門およびグループ会社のリスク管理状況の調査・確認
◯ リスク管理体制の不備や有効性に係る問題の委員会への上申
◯ リスク管理委員会の記録の保管・管理
◯ BCPの推進、BCP立案部門の支援

各部署

所管子会社

リスク管理委員会事務局
監査部、総務部、法務部、経理部、購買部、経営企画部、海外事業部、デジタル企画部、生産計画部

企業倫理委員会

1. 加古川工場で生産しているゴム防舷材の圧縮性能を確認する試
験において、国際航路協会の定めたガイドラインとは異なる試験
方法の実施やデータの変更を行っていた。

2. 南アフリカのタイヤ製造子会社で生産する新車向けタイヤの一部
で、お客様との取り決めに基づいて定めた仕様と異なる製品を出
荷していた。

＜不適切事案概要＞

事案の詳細や調査結果については、以下ニュースリリースおよび適時開示をご覧ください。
◆ 2021年7月30日　ニュースリリース「品質管理に係る不適切事案についてのお知らせとお詫び」
　https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/2021_059.html

◆ 2021年11月9日　適時開示「品質に係る不適切事案に関する調査委員会の調査結果と今
後の対応について」

　 https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/dvql4p000005vpkp-
att/2021_tekiji1109.pdf

1. グループ全体の品質保証体制の強化のために、  

社長直轄の「品質保証本部」を新設（2021年12月）
　 今回の不適切事案はいずれも顧客重視の視点が不足していた

ことや品質マネジメントシステム（QMS）の浸透不足に起因する
ものであり、機能強化と品質に関する全社意識の向上を図るべ
く、従来、タイヤ事業、オートモーティブ事業、スポーツ事業、産
業品事業それぞれの事業部門ごとに存在していた品質保証部
の機能を一つに統合し、①判断の独立性、②品質協議の権限、
③QMS の全社浸透（の推進）、④監査機能、を強化する。

2. 企業風土改革のため、以下を実施
　 ・ グループ全体で企業理念「Our Philosophy」の浸透活動を推

進し、「信用と確実」に基づいた事業活動を徹底する。
　 ・ 2020 年から開始している経営基盤強化活動「 B e t h e 

Change」プロジェクトを引き続き実施し、組織体質の改善やコ
ミュニケーションの向上を図る。

＜主な再発防止策＞

https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/2021_059.html
https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/dvql4p000005vpkp-att/2021_tekiji1109.pdf


ステークホルダーエンゲージメント

　果たすべき責任を意識し、また、自分たちに求められていること
は何かを把握し、これらを事業活動に反映していくために、日常的
なステークホルダーとのコミュニケーションを大切にしています。
　事業のグローバル展開に伴って、ステークホルダーも世界各地
に広がり、多様化しています。すべてのステークホルダーの皆様
に信頼していただけるよう、誠実な企業活動に努めています。

■  株主との対話の促進

　当社は、以下の方針に基づき株主との対話を実施し、企業価値
の向上を図っていきます。
① IR（ Investor Relations）に関しては経理担当役員が、SR
（Shareholder Relations）に関しては総務担当役員が、それ
ぞれ受け持つことで、各種ステークホルダーの関心に応じた対
話の実現を目指しています。

② 当社では、上記のIR、SR活動のための資料作成や情報収集に
おいて、経営企画、総務、経理、サステナビリティ推進本部、法
務等の各関係部門が全社横断的に有機的に連携し、株主や機
関投資家等との建設的な対話をサポートしています。

　 　 IR活動としては当社ホームページ内の IR情報サイトで業績
推移などの各種データを開示したり、戦略的なIR実現に向けIR
室を2022年5月に設置したほか、アナリスト・機関投資家向け
の説明会を決算発表時などに開催しています。また、SR活動と
しては、定期的に作成している株主向けの各種発行物や統合報
告書を通じた企業概況、ESG経営、サステナビリティ活動等の
情報発信や機関投資家との直接対話を通じ、より広範な情報提
供、意見交換を行い、当社の企業価値向上を図っています。

③ 株主や機関投資家等との対話で得られた意見などは、当社の
企業価値を一層向上させるための貴重なヒントととらえ、定期
的に経営陣や取締役会への報告を実施し、意見などを踏まえ
た新たな施策の要否や方法を随時検討しています。

④ 能動的な IR活動並びに効果的な情報発信を目的として、当社
株式を実質的に保有する株主の判明調査を実施し、株主構成
の状況把握に努めています。

■  健全な労使関係

　当社と住友ゴム労働組合（2021年12月末時点の役員・管理職を
除く組合員5,927名）は、経営情報の共有化と事前協議を基調に良
好な関係を維持しています。企業の発展と従業員の幸福追求を労
使共通の目標ととらえ、各種労使委員会で協議を重ねています。例
えば、人事制度や労働条件の見直しについて協議する労使賃金研
究会を労働組合幹部と住友ゴム人事部門で組織、継続的に開催す
るなど労使一体となって目標達成に向けた活動を行っています。
　同研究会を通じて、2021年度には、呼出手当の増額、忌引・配
偶者出産・転勤時の公休取得条件の緩和、在宅勤務手当の新設な
どを行いました。
　2022年度も、働き
方改革の推進などに
引き続き取り組み、労
使一体となってさまざ
まな活動を進めてい
きます。

■  お客様との関係

　タイヤに起因する事故の未然防止を目的として、「DUNLOP
全国タイヤ安全点検」を2008年から14年継続しています。累計
の点検台数は2021年までで11万台を超えました。
　2022年は、タイヤの日である4月8日から17日間、全国の当社
タイヤ販売店のタイヤセレクトで実施しました。今回の点検では、
スマートフォンを使用したAIタイヤ点検ツールを活用しました。
店舗スタッフが撮影したタイヤ写真から、AIがタイヤの溝深さと
偏摩耗を診断し、3段階で判定します。点検結果は、点検結果カー
ドの二次元バーコード
を読み込むとオンラ
インで確認できます。
今後もタイヤ点検を
通じてお客様の安全、
安心なドライブを支え
ていきます。

■  地域社会への貢献

■   サプライヤー評価の充実と域内調達化の 
推進を絡めた持続可能な調達の推進

　サステナビリティ長期方針策定に基づき、2050年を見越して、
調達活動計画の具体化を進めています。サプライヤー評価につ
いては、これまでのQCD（Quality, Cost, Delivery）を中心とし
たものから、取引先の収益状態、事業方針および計画、持続可能
な社会への取り組みなどを把握する形に進化させて、品目ごとに
調達戦略を策定することにしました。
　脱炭素化社会の実現と、必要な環境対策、人権、ガバナンス対
応など、双方の安定した事業継続のために取引先と共に持続可
能な社会の実現に貢献していきたいと考えています。

■  第三者評価機関EcoVadis社の活用による 
持続可能な調達の実現

　企業の社会的責任を果たすべく、持続可能な調達の実現のた
めに、当社のサプライチェーンにおける人権・ガバナンス・環境へ
のパフォーマンスをモニタリングかつ評価し、今後の調達活動に
活用していくこととしました。
　この取り組みを効率的に行うために、2022年1月から国際的な
第三者評価機関であるEcoVadis社（エコバディス社）を起用し、
取引先のさまざまな取り組み内容を確認しながら、その評価結果
をもとに、調達計画や中長期の調達方針などにも反映して活用し
ていきます。
　また、EcoVadis社を起用することで評価基準が統一され、そ
の評価結果や改善提案などが、取引先の効率的なサステナビリ
ティ活動の推進に寄与できると期待しています。

■  調達ガイドライン
　住友ゴムグループでは、持続可能な社会の実現を目指すため、
2021年1月に調達ガイドラインを刷新しました。
　コンプライアンスや人権・労働、安全・衛生、地域社会、環境な
どを包含した行動規範を定め、調達ガイドラインに掲載し全取引
先に配布しています。
　お互いの良きパートナーとなるために、取引先と共に、その仕
入先にも調達ガイドラインを十分にご理解いただき、実践しても
らえるように努めています。▲

P.79

従業員

取引先

お客様

地域社会

株主・投資家
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住友ゴムグループのサステナビリティ経営

サプライチェーンマネジメント

■  SNR活動の重要拠点 
シンガポールの天然ゴム調達会社

　良質な天然ゴムの安定的調達に加え、当社グループのSNR
（持続可能な天然ゴム）活動を推進する重要拠点として、世界最
大の天然ゴム取引市場であるシンガポールに天然ゴム調達会社

「SUMITOMO RUBBER SINGAPORE PTE. LTD.」を設立し、
2020年4月から事業を開始しました。
　サステナビリティ長期方針の柱の一つとして、天然ゴムの持続
可能な調達に向けた活動を進めており、サプライチェーンおよび
ステークホルダーの皆様と人権や環境などの課題へ積極的に取
り組んでいます。

■  住友ゴムグループ「持続可能な天然ゴム方針」 
を刷新

　持続可能な社会の実現に貢献する企業を目指し、当社は2016
年10月に国際ゴム研究会（IRSG※1）が提唱する天然ゴムを持続
可能な資源とするためのイニシアティブ（SNR-i※2）、2018年9月
に持続可能な天然ゴムのためのグローバルプラットフォーム

（GPSNR※3）に参画し、各種活動に取り組んできました。
　2021年8月には、天然ゴムの生産地域での森林破壊による環
境問題や、労働環境における人権問題などへの取り組みをさら
に推進するため、GPSNRのポリシーフレームワークの内容を住
友ゴムグループ「持続可能な天然ゴム方針」に反映し、刷新しま
した。
　「持続可能な天然ゴム方針」に沿って、サプライチェーンをはじ
めとしたステークホルダーの皆様と連携した取り組みを積極的に
推進し、天然ゴムの持続可能な社会の実現を目指していきます。
※1 International Rubber Study Group
※2 Sustainable Natural Rubber Initiative
※3 Global Platform for Sustainable Natural Rubber

地域社会

取引先

株主・投資家

お客様

従業員

住友ゴムグループのステークホルダー

住友ゴム
グループ

Environment　　Social　　Governance



環境マネジメント体制

　「ESG経営の推進」を中期計画バリュードライバーとして掲げ
て活動しています。経済的価値の向上に加え、社会的価値向上
の視点から事業をとらえ、新たな価値を創造し続けることによっ
て、「持続可能な社会」を実現しステークホルダーから信頼される
企業を目指します。
　環境管理を含むグローバルなサステナビリティ活動の重要課
題の共有および進捗状況の確認を目的として「サステナビリティ
推進委員会」を年2回開催しています。委員長はサステナビリティ
担当取締役（副社長）で、関係部門担当役員を委員としています。
2021年は2月と７月に開催しました。
　2021年のサステナビリティ推進委員会では全社のESG経営
の推進状況、サステナビリティ長期方針の策定方針概要、CO2

排出・省エネルギー・廃棄物・
水使用量などの実績と改善内
容、D&Iの推進状況、および国
内外 9 部門のサステナビリ
ティ活動状況を報告していま
す。終了後には全社員にこれ
らの情報を周知しました。

■ グローバルな環境マネジメント体制Ecology
サステナビリティ推進委員会のメンバー
委 員 長： 副社長
委 員 ： 関係部門担当役員
事 務 局： サステナビリティ推進本部 

環境管理部 
人事総務本部

住友ゴム工業（株）社長

サステナビリティ推進委員会 タイヤ事業

スポーツ事業

産業品他事業

関係会社

気候変動への取り組み

カーボンニュートラルに向けた取り組み
■ ISO14001グローバル統合認証

　低炭素社会の構築をはじめ企業活動のすべてにおいてグロー
バルな管理ができるよう、2010年12月に国内外30拠点で
ISO14001のグローバル統合認証を取得しました。これにより、国
内外の主要生産・開発拠点の環境管理体制が一元化されました。
　2021年末の認証取得拠点数は36拠点（内34拠点は統合認
証）で、認証取得事業所割合は94.7％になります。また、グロー
バル全従業員に占めるISO14001認証取得事業所の従業員割合
は74.7%になります。
　2021年度は新たに認証を取得した拠点はありません。
　今後、単独認証取得済のスイス工場とスロベニア工場がグ
ローバル統合認証に加わることを目指し活動を継続します。

　気候変動によるリスクと機会を重要な経営課題として認識し、
適切な施策を実施すべく、サステナビリティ推進委員会を運営し
ています。社長をトップとして、部門横断的に施策の立案・実施・
管理を推進しています。
　この活動の一環として、2021年6月にTCFD※1へ賛同しました。

（詳細29ページ） また、SBT※2のコミットメントに向けた準備を進
めています。
※1 気候関連財務情報開示タスクフォース
※2 Science Based Targets

■  カーボンニュートラルのシナリオ作成
　当社グループのスコープ1、2においてカーボンニュートラルを
推進するため、省エネルギー、コージェネレーションシステムの増
設、太陽光発電の導入、再生可能エネルギー由来の電力の購入、
燃料の電気化、水素への燃料転換など、個々の取り組み可否や
優先順位について検討しました。特に蒸気をつくる燃料のカーボ
ンニュートラルは課題であり、水素活用の計画を作成しました。
各拠点で使用しているエネルギーの実態を把握した上で各拠点
と議論し、またカーボンニュートラルに関する動画配信による啓
発を行うことを通して、各拠点のシナリオを作成しています。

■  中国タイヤ工場における、 
電力の再生可能エネルギー化

　中国・常熟工場と中国・湖南工場において、脱炭素社会の実現
に向け、2022年1月から購入電力のすべてを再生可能エネルギー
由来の電力へ切り替
えました。これによ
り、2022年度に中国
の2工場でタイヤ製
造時に排出される
CO2は、2021年度
比で約70％削減さ
れる見込みです。

　さらに購入電力を減らすために、2022年下期には太陽光発電
の導入を計画しています。

■ 水素活用の実証実験を開始
　タイヤをつくるためには電気と熱という2つのエネルギーが必
要ですが、タイヤをつくるのに必要な熱は電気のように再生可能
エネルギーで代替することが難しいためカーボンニュートラルに
向けた大きな課題となっています。
　その解決のため、当社は国立研究開発法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構（NEDO）の支援を受け、2021年8月から
CO2を排出しない次世代エネルギーとして期待されている水素
活用に向けた実証実験を開始しました。
　水素活用に積極的な福島県の白河工場において、水素ボイ
ラーを導入して、NOx排出量のコントロールをはじめとした24時
間連続運転における課題の抽出と解消を行い、燃料の水素転換に
よる有効性評価を行います。
　また、この水素ボイラーと合わせて太陽光発電の増設により、
製造時のCO2排出量がゼロのタイヤを製造します。

マネジメント・アプローチ
　地球環境に責任を持ったグローバル企業として、あらゆる企業
活動を通じて、豊かさと地球環境が持続的に調和した社会を将来
にわたって実現すべく努めています。
　住友ゴムは、2021年2月にカーボンニュートラル宣言し、工場
から排出するCO2を2030年に半減、2050年にゼロを目指す取
り組みを始めました。

Ecological Process

事業活動の環境負荷低減

■  環境保全に関する 
基本方針（基本理念）

　2007年7月制定（2019年4
月改定）した住友ゴムグループ
の環境方針に基づき活動して
います。

■ グローバル環境経営の推進
　環境の保全は、グローバル社会において企業が果たしていか
ねばならない最も重要な責任の一つです。
　グローバル企業には、国や地域による濃淡なく世界中で環境
経営を実践していくことが強く求められています。
　住友ゴムグループは、事業のグローバル化の加速に伴い、グ
ローバル環境経営の推進に一層の力を注いでいます。

カーボンニュートラルへの取り組み

全従業員に占めるISO14001認証取得事業所の従業員数割合

29,903人／
40,055人中

74.7%

（2021年12月末時点）

ISO14001
認証取得

事業所従業員数

2030 （年度）

（%）

2017
（基準年）

0
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40
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100%

50%

0%

2050

住友ゴムグループのCO2排出量

2023年　
水素エネルギーでの

製造開始
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■  タイヤライフサイクルにおける 
CO₂排出量の削減

　コロナ禍等の影響でタイヤの販売構成が変化し、低燃費タイ
ヤ比率が低下したことにより、2020年（12.9%）からは改善に至
りませんでした。目標年の2022年は回復を見込んでおり、目標
達成に向けて取り組みを進めます。

■  生産におけるCO₂排出量の削減
　2021年度は、生産量の増加および自家発電施設の故障による
影響が大きく、住友ゴムグループの国内工場の生産活動におけ
るCO2排出量は278千t-CO2となり、前年度から42千t-CO2増加
し、CO2排出量原単位は前年度比2.2％増加しました。
　2022年度は省エネルギー活動の強化や再生可能エネルギー
導入により、CO2削減に取り組みます。

■  物流におけるCO₂排出量の削減
　2021年度は、最適生産配置や倉庫間移管の削減に取り組みました。
　タイヤ輸送におけるCO2排出量は輸送重量の増加と輸送距離の増加により、 
27.1千t-CO2となり前年度比12.4%増加し、原単位では3.9％増加しました。
　2022年度は輸出品の生産工場最寄港積みや需要予測精度向上に取り組みます。

低炭素社会の構築

❷ 循環型社会の形成❶ 低炭素社会の構築 ❸ 自然との共生

 国内外の主要生産拠点で
廃棄物の直接埋め立て量

「完全ゼロ」を2021年まで継続

2020年までにモデル工場で工場排水の

100％リサイクル技術確立

グローバルで販売する
タイヤ1本当たりの

ライフサイクルCO2排出量を
2022年に2005年度比

14％以上削減

どんぐりプロジェクト
どんぐりプロジェクトの活動を

年20回以上実施

生物多様性に
配慮した取り組み

活動18回
注：コロナ禍でイベント中止などにより未達

20種の保全
トルコ工場で

リサイクル技術確立済

12.3％削減
※2005年度比、タイヤ1本当たり

12年継続

2010年度から

2019年度

2021年度

2021年度

2021年度

エコ・ファーストの約束

■  完全ゼロエミッションの継続

　循環型社会形成のため、廃棄物の3R
（リデュース・リユース・リサイクル）を推
進しています。
　2021年度は国内外主要製造拠点にお
いて、12年連続で完全ゼロエミッション
を達成しました。
　なお再資源化目的で処理された廃棄物
の全量を再資源化量とし、再資源化の割
合が100％かつ埋立処分量がゼロの状態
を完全ゼロエミッションと定義しています。
　2022年度も既存拠点での継続を目標
にしています。

循環型社会の形成

■ 廃棄物排出量※の削減

　2021年度は海外工場で改善が進みましたが、国内工場では悪
化しました。これは、2021年2月に発生した福島県沖地震の影響
で主力工場である白河工場が不測の操業停止により、災害廃棄

物が発生したことなどの影響です。
※  廃棄物排出量は、再資源化（サーマル・マテリアルリサイクル）目的で排出している廃棄物の

量を集計しています。

　2009年3月に環境省創設の「エコ・ファースト制度」認定企業として、3項目の目標を設定しています。2017年10月に更新した目標の
達成に向けて取り組みを進めています。

「·」マークの項目は、第三者検証の対象データです。原単位は検証データには含まれません。検証値とは係数が異なるため数値が異なります。

「·」マークの項目は、第三者検証の対象データです。原単位は検証データには含まれません。検証値とは係数が異なるため数値が異なります。

　 原単位 （t-CO2e/t）
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　 原単位

1.095

261267

CO2排出量（国内工場）·

※  電力排出係数は「WRI/WBCSD GHG Protocol 
Initiative Calculation Tool」2004年度を使用。

※  日本ゴム工業会「温室効果ガス排出量算定ガイドブッ
ク」による。電力排出係数は2004年電力会社公表値を
使用。

※2022年は原単位目標無し、総量目標は6％削減

※1  日本ゴム工業会「温室効果ガス排出量算定ガイドブッ
ク」による（原単位に使用）。電力排出係数は2004年
電力会社公表値を使用。

※2  コージェネクレジットを考慮しない総排出量。

物流におけるCO2排出量（国内タイヤ部門）
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物流におけるCO2排出量（国内タイヤ部門）
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　 再資源化率■ 廃棄物発生量
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（32ha）で森づくり活動を実施しています。
　植樹する苗木は生物多様性の保全を図るため、その地域で集め
た種から育てたものに限定しています。2021年は新型コロナウイ
ルス感染症による制限のなか、計708本を植樹しました。森づくり
のための下草刈り、間伐といった整備活動も継続しています。
　里山保全は活動を通じた地域社会とのコミュニケーションも重
要な目的の一つです。地
域ごとの特色ある森づく
り実現のために、従業員
やその家族、友人、地域
住民、地域団体などと協
力しながら活動を進めて
います。

　国内工場、本社、岡山テストコースの計8拠点で絶滅危惧種、準絶
滅危惧種、希少種（動物5種、植物15種）の保全活動に取り組んでい
ます。加古川工場では育てた「フジバカマ」を加古川河川敷に移植
する活動に加え、近隣企業や市に提供。市島工場では国蝶である

「オオムラサキ」や「ホトケドジョウ」の保全活動に取り組んでいます。
2020年は岡山テストコース敷地内において「オオムラサキ」の羽化
に成功しましたが、2021年は羽化に至らず、再挑戦中です。また神
戸六甲山GENKIの森では希少種「ササユリ」の保全、増殖に着手。
自生株から種の採種に成功し、2022年は育苗に取り掛かります。

■  有機溶剤排出量の削減に向けた取り組み
　VOC（揮発性有機化合物）排出量削減について、2021年度は増産により、総量は増加
しましたが、原単位は改善しました。
　2022年度は、VOC非含有製品への切替えにより、VOCを削減します。

環境負荷物質管理の推進

■ 水使用量の削減

　世界的な水資源の不足に対応するた
め、水使用量削減に取り組んでいます。
　2021年は、住友ゴムグループ全工場
の水使用量は3.5%（対前年比）、排水量
は2.3％（対前年比）それぞれ増加しまし
た。継続して、各拠点での各生産工程の
使用量最適化やWRI ※ Aqueduc t 、
Water Risk Atlasの水リスク評価を用い
た対応策を進めていきます。
※ WRI：World Resources Institute（世界資源研究所）

■ 緑化活動の進捗
住友グループの環境への取り組みと緑化活動
　住友グループは明治時代より荒廃した愛媛県別子銅山の山々
に植林を行い、自然を戻す活動に取り組んできました。住友ゴム
の活動もこの住友事業精神を受け継いでいます。

森づくりを通じた地球温暖化防止への貢献

■ 岡山タイヤテストコース周辺の里山計画

■  市島工場「緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」
　市島工場は敷地内の原生林を活かし、生物多様性の観点から
針葉樹と広葉樹の混交林化に積極的に取り組んできました。また
敷地内における希少種保全活動も活発で、オオムラサキ育成に
おいては2007年に幼虫の餌となるエノキを種から育て始め、
2011年より自作のケージでオオムラサキの生育活動を開始。羽
化に成功してからは近隣の園児を招待し、オオムラサキの観賞会
を毎年開催しています。加えて絶滅危惧種であるホトケドジョウ
の危険分散地として承認された事を受け、敷地内のビオトープを
活用したホトケドジョウの保護・生育活動も行っています。秋には
近隣の園児を対象に工場敷地内でドングリ拾いを実施するなど、
緑地を活用した地域
交流・環境教育活動
も盛んです。これら
の活動が今回、高く
評価されました。

生物多様性保全の取り組み

神戸　六甲山GENKIの森
自生株ササユリの花

市島工場
オオムラサキ

臭気問題への取り組み
　当社では、臭気に対する改善に積極的に取り組んでいます。特に、中国2

工場（常熟・湖南）では、ゴム練り工程や加硫工程から発生する臭気を低減
する取り組みとして、新脱臭技術の開発や、RTO（蓄熱式脱臭装置）を導入
し、臭いの低減を図っています。
　地域住民との交流も活発に行っており、地域から愛される工場として全
従業員で取り組んでいます。

RTO装置 地域住民との懇談会
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　 原単位■ 総排出量

有機溶剤総排出量と原単位（国内6工場）

　岡山タイヤテストコースは岡山県の「企業と協働の森づくり」事
業の一環として、2009年から美作市で「大芦高原GENKIの森」
の森林整備活動を行ってきました。この森については一定の効果
が認められたため、2020年にこの植樹地での活動はいったん、
区切りをつけ、これまで人の手が加わっていなかったテストコー
ス敷地内の森林整備に着手しました。2021年は密生している森
林の不要木を伐採して通路の確保を実施。2030年を目標にこの
森を、草木が密集した暗い森から、さまざまな高木・中低木・草本
類がある生物多様性に富んだ、気分がリフレッシュするような明

るい森に変えていきます。岡山タイヤテストコースは事業所内の
廃棄物削減、省エ
ネ活動、燃料転換
やコージェネ、3R
推進等に加え、森
林 整 備 活 動 で も
CO2削減に挑戦を
続けます。

加古川工場　高砂GENKIの森　植樹

集合写真（内閣府提供）

大芦高原 GENKI
の森時代の認定証整備中の森

海外での緑化活動
　2021年は計3,179本の植樹と7,440本の苗木を提供しま
した。低燃費タイヤ「エナセーブ」シリーズの売上の一部でマ
ングローブを植樹する「チームエナセーブGreenプロジェク
ト」ではインドネシアで15,000本、累計1,246,787本の植樹
を実施。他にも絶滅危機にあるオランウータン保護のため、
マレーシア・ボルネオ島
の「ダンロップホームプ
ロダクツの森」にゴム手
袋の売上の一部で植樹
をする「1 PAIR for 1 
LOVEプロジェクト」で
は2 , 400 本を植樹しま
した。

マレーシア　「ダンロップホームプロダクツの森」

国内での緑化活動「住友ゴムGENKIの森」
　森づくりの主な目的は、生物多様性保全、土砂災害防止、CO2

吸収による地球温暖化防止などです。国内では各事業所周辺の
緑化活動地を「住友ゴムGENKI の森」と称し、全国 11カ所

住友ゴムグループのサステナビリティ経営
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■  天然ゴム合成酵素と同類「トマト由来酵素」の構造を解明
　東北大学、金沢大学、理化学研究所との共同で、天然ゴムを合成する酵素と
類似した構造を持つトマト由来の酵素の構造解明と、機能改変に成功しました。
今回の構造解明により、天然ゴム生合成機構のさらなる解明と、それによる天
然ゴムの安定供給に関わる技術開発の
進展が期待されます。
　なお、本研究成果は、生命科学分野
の国際誌である「The FEBS Journal」
に掲載されました。

■  タイヤの性能持続技術開発を加速させるAI技術の研究成果を
「Nature Index」に掲載

　北海道大学との共同によるAI技術の研究成果に基づく記事広告が、世界トッ
プクラスの研究成果のデータベース「Nature Index」ウェブサイトの材料科学
特集として掲載されました。
　本技術は、人にはできない高精度な
画像解析により、さらに高精度な物性
推定を可能にし、『 SMART TYRE 
CONCEPT』で掲げている「性能持続
技術」の開発へ応用されています。

■  当社初の再生ポリエステルを使用した 
環境配慮型スタンド式バッグ 
ゼクシオ『GGC-X141』

　ポリエステルは強度に優れ、軽いのが特長で、ハー
ドな使われ方をするスポーツ用品の素材として非常に
適しています。その特長は再生ポリエステルであって
も変わらないものの、通常のポリエステルに対し、再
生過程で分解しきれない細かな物質が混ざってしまう
ため、色ムラができるといった問題がありました。
　それを逆手に取り、デザインを工夫することで解消
したゼクシオ『GGC-X141』では、表地部分の95％に、
再生ポリエステルを採用しています。キャディバッグ
の材料に再生ポリエステルを使用するのは、ゴルフ
ボールやクラブ
を製造するゴル
フギアメーカー
としては、先駆け
となっています。

Next

マネジメント・アプローチ
　住友ゴム工業の研究開発組織・施設を核として、世界各地に所
在する子会社・関連会社群との密接な連携のもと、タイヤ・ス
ポーツ・産業品他事業の幅広い領域・分野で研究開発を推進して
います。
　こうした活動を通じた知的資本の蓄積が、競争優位な製品群や
新たな成長を生み出す原動力となっています。

Next-Generation Products & Solutions

次世代型技術・製品・サービスの開発

「安全・快適」「経済性」「品質」の追求

産学連携による共同研究の取り組み

環境配慮商品の開発

■  SMART TYRE CONCEPT（スマートタイヤコンセプト）
　交通事故のない世界を実現するためにタイヤで未来を変えた
い、その強い想いから生まれた『SMART TYRE CONCEPT』。
カーシェアリングやライドシェアなど、自動車の所有から使用への

転換が進むなか、安全性能と環境性能をより一層高めたタイヤ開
発および周辺サービスの展開を推進しています。

　住友ゴムグループは、先端技術を有する大学との産学連携の活動による新技術開発に取り組んでいます。一部の研究成果は学術的に
も評価され、著名な国際誌やデータベースにも掲載されています。

　住友ゴムは、社会の持続的発展と企業の成長を同時に実現す
ることを目指し、地球環境にやさしい商品開発を推進しています。
2001年から化石資源に依存しない石油外天然資源タイヤの開
発を開始し、2013年には100％石油外天然資源タイヤ「エナセー

ブ100」を完成させました。2021年に策定したサステナビリティ
長期方針｢はずむ未来チャレンジ2050｣でも、環境配慮商品の開
発は重要な取り組みとして位置付け、タイヤ、スポーツ、産業品
の3事業全体で2030年、2050年に向けた開発を進めています。

セーフティー・テクノロジー
❶センサーになるタイヤ『センシングコア』
　独自アルゴリズムでタイヤをセンサーに変える、全く新しいセンシング技術
❷ゴムの性質が変わるタイヤ『アクティブトレッド』
　路面状況の変化に反応し、ゴムの機能をアクティブ（能動的）に変化させる技術
❸性能が長持ちするタイヤ『性能持続技術』
　ゴムの内部構造変化を抑制・修復し、経年劣化による性能低下を抑制する技術
❹パンクしないタイヤ『エアレスタイヤ』
　空気充填をする必要のないタイヤ「GYROBLADE（ジャイロブレイド）」の開発

エナセーブ・テクノロジー
❺環境にやさしいタイヤ『LCA （Life Cycle Assessment）』
　商品ライフサイクル全体で環境性能を高めて、循環型社会を実現

ソリューションサービス
❻最適なタイヤメンテナンスの提案 

▲

P.27

　センサーを使用して走行時のタイヤ空気圧・温度を監視、データ活用

■  当社初の市販用EVタイヤDUNLOP 
『e. SPORT MAXX』（イースポーツ 
マックス）

　EV車が一回の充電で走れる航続距離を伸ば
すためには、転がり抵抗を低減し電費を抑えるこ
とが求められます。e. SPORT MAXXでは、当
社が持つ材料開発技術を活かしゴムの配合を工
夫することで、当社史上最高レベルの低燃費（電
費）性能を実現し、ウエット性能と操縦安定性能
も高次元で両立させています。さらに、タイヤ
自体を軽量化することによって省資源化を図り、
環境負荷の低減に貢献しています。また、性能
面に加え、サイドウォールのロゴには当社独自の
黒色デザイン技術
｢Nano Black（ナノ
ブラック）｣を採用し、
デザイン性も追求し
ています。

■  テニスコート用砂入り人工芝 
『オムニコートXPH』

　スポーツ人工芝では、経年使用により破断し
た人工芝や充填したゴムチップが河川や港湾に
流出し、マイクロプラスチックとなっている可能
性が指摘されており、当社でも調査と対策検討
を進めています。
　テニスコート用砂入り人工芝『オムニコート
XPH』では、高耐久性を兼ね備えたヤーン（原
糸）を採用し、耐久性を当社従来品（オムニコー
トXP）の1.4倍にアップさせることで、マイクロ
プラスチック化抑制に貢献しています。この取り
組みは、環境省が展開する「プラスチック・スマー
ト」にも登録されています。

■  タイヤ内発電技術を利用した摩耗推定技術を開発
　関西大学との共同で、タイヤの内側に静電気を利用した発電デバイスを取り付け、タイヤの回転によって電力を発生させる
技術開発を行っています。
　摩擦帯電に係る構造と材料の最適化で発電電力を向上させ、さらに充電機能の追加により、電池などのバッテリーを使用せ
ず、タイヤ周辺に搭載するセンサーへの電源供給が可能となりました。さらに、この発電デバイスから得られる電圧波形を解
析することで、タイヤ摩耗量の推定やタイヤ接地面形状を測定する方法を開発しました。これらの技術はタイヤソリューション
サービスに活用できると同時に、今後のタイヤ開発にもつながる知見を得られることが期待されます。
　なお、これらの取り組みが評価され、一般社団法人減災サステナブル技術協会より「防災・減災サステナブル大賞」防災・減
災×SDGs賞【アカデミー＆ジュニアアカデミー部門】ジャパン賞を受賞しました。

背景は再生ポリエステルの原料
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スマートタイヤコンセプト概念図 『SMART TYRE CONCEPT』の核となる6つの方向性

タイヤ開発＝モノづくり

ソリューションサービス＝コトづくり

エアレスタイヤ
センシングコア
性能持続技術
アクティブトレッド
ノイズレス

低燃費
LCA

長持ち
軽量化
リサイクル

Tyre Lifetime Simulation

ADVANCED 4D NANO DESIGN

Tyre Leap AI Analysis

エナセーブ・テクノロジーセーフティー・テクノロジー

コア・テクノロジー

環境配慮商品の開発テーマ

リサイクル・リユース（リトレッド性）

石油外天然資源 低燃費（転がり抵抗）

廃棄するとき

つくるとき 使うとき

原材料

タイヤが地球環境のために貢献できること

安全・快適 安全・快適 
（グリップ、ブレーキ、 （グリップ、ブレーキ、 
静粛性能）静粛性能）

リデュース リデュース 
（軽量化、耐摩耗性）（軽量化、耐摩耗性）

低燃費性

省資源

コンセプト全体を支えるシミュレーションおよびAI解析技術「コア・テクノロジー」を軸に、安
全を追求する「セーフティー・テクノロジー」、環境に配慮する「エナセーブ・テクノロジー」で
進めるタイヤ開発（＝モノ）を、ソリューションビジネス（＝コト）まで進化。環境への配慮もし
つつ、皆様に最高の安心とヨロコビをお届けします。
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K indness

マネジメント・アプローチ
　従業員が働くことで満足を得られ、従業員の成果によってグ
ループも成長する。そのような健全な関係を構築するために、処
遇制度・研修体制などのさまざまな仕組みや施策を通じて従業
員に成長の機会を公平に提供する責任があると認識しています。
　また、社長自ら率先して社員の健康維持増進活動や組織体質
強化に取り組み、戦略的に実践しています。

A Kind Culture Where Everyone Can Prosper

一人ひとりが輝ける寛容な風土

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

COVID-19への対応と働き方改革

安全で働きやすい職場づくり

人材育成と働き方の向上

　Purpose「未来をひらくイノベーションで最高の安心とヨロコ
ビをつくる。」、そしてPurpose体現のためのありたい姿（Vision）

「多様な力をひとつに、共に成長し、変化をのりこえる会社にな
る。」、この私たちのビジョンの実現に向けて取り組むことがまさ
にD&Iだと考えています。多様性を認め合い活かし合える状態の
組織では、心理的安全性の高い職場で闊達に議論し合うことがで
き、新しいアイデアが生まれてきます。これこそがD&Iに取り組
む目的であり目指す姿です。
　その目指す姿実現のため、2019年から人事総務本部内にD&I
プロジェクトを立ち上げ、部門横断的に社員の声を施策に反映し
ながら活動を広げてきました。特に2019年から継続して「一人ひ
とりその時々に向き合う」ことを大切にする風土醸成のため、アン
コンシャスバイアス（無意識の偏見）への理解促進に取り組み、管
理職層から一般層へ徐々に理解を広げています。
　多様な属性の中でも特に女性活躍は重点課題として取り組み
を推進しています。（メンター制度　　　　）LGBTに関しては
2021年に人事総務担当者向け、全管理職・役員向けに研修を実
施するなど啓蒙活動を開始し、社外相談窓口を設置するなど取り
組みを進め、「PRIDE指標」の「シルバー認定」を取得しています。
また2022年4月には同性パートナー登録規程を新設し、一部の
制度から同性パートナーの人事制度への適用を開始しました。
　外国籍社員に向けては、2019年に実施したアンケート結果を
踏まえ、日本語教育の開始や、英文での社内資料の展開等取り組
みを進め、以後定期的なアンケート実施により課題への対応を進
めます。

　また、D&Iへの取り組みをより強力に推進すべく、2022年4月
人事部内に専任組織D&Iグループを設置しました。部門横断的
にD&Iを推進する旗振り役として活動していきます。

■  女性の活躍推進
　D&I推進の一つの重点課題として女性活躍を掲げています。全
社アンケートから女性活躍への課題を抽出し、主にキャリア意識
の育成、両立支援、風土の醸成／相互理解促進の3つの分野に取
り組んでいます。キャリア意識の育成とともに女性リーダーを育
てるため、2021年にメンター制度を開始しました。また育児介護
に関わる両立支援マニュアルを作成し、出産育児でキャリアが分
断しないように上司との2者面談や人事を含めた3者面談を計5回
実施することを開始しました。併せて男性も含め育休取得対象者
とその上司に対して育児関係制度取得促進の案内送付を開始し、
またアンコンシャスバイアスへの理解浸透も合わせて、対象者を
含むすべてのメンバーが働きやすい風土の醸成を進めています。

■  社外からの認証・評価一覧
　2020年10月：「えるぼし認定（三つ星）」を取得。
　2021年 3月： 株式会社ダンロップゴルフクラブにて「くるみん

認定」を取得。
　2021年10月： セクシュアル・マイノリティへの取り組みの評価

指標「PRIDE指標2021」において「シルバー認
定」を取得。

　2021年度も引き続き社内外への感染拡大防止と関係者・従業
員の安全確保を最優先に対応しました。手洗い、うがい、マスク
着用、執務スペースや会議室、食堂へのパーティション設置など
基本的な対策を徹底したほか、希望者へのワクチン接種推進のた
め、事業所での職域接種実施やワクチン接種に伴う特別公休制
度導入などを行いました。
　また、これを機に、在宅勤務、時差出勤、フレックスタイム制な
どを積極的に活用し、感染リスクを下げるとともに働き方改革も

推進しています。社内外の会議、打ち合わせのWeb化や業務の
ペーパーレス化など、円滑に在宅勤務ができる環境を整備する一
方、出社人数が減ったオフィスはフリーアドレス化により役職や部
署を越えたコミュニケーションの活性化を図るなど、生産性向上
のための各種施策に取り組んでいます。
　今後も従業員の安全確保と働きやすさ、働きがい向上のため
の環境整備を進めます。

■  働き方の多様化
　近年の社会環境の変化に伴い、当社でもさまざまな働き方に
対応した制度、仕組みを導入しています。今後も従業員の声を聞
きながらより良い働き方を模索していきます。

フリーアドレス導入　働きやすい環境の創出のため、本社の一部
の部署、および一部の工場にて、固定席を撤廃し、フリーアドレス
を導入しました。

在宅勤務手当　多様な働き方の一つとして定着してきた在宅勤
務に対して、従業員にかかる費用を適切に補助するため、在宅勤
務手当を導入しました。

看護休暇の時間取得化　当社では子の看護休暇を有給としていま
すが、法改正に伴い、これを時間単位で取得できるようにしました。

託児サポート制度　産前産後休業や育児休業を一定期間取得
し、2歳未満の子を託児所等に預ける社員に対して、月額5万円ま
での補助を行っています。

男性育休推進のための取り組み　育児と仕事との両立支援マニュ
アルを発行するとともに、子どもが生まれた従業員とその上長に対
して育休取得を推奨するメールを人事より発信しています。

■  健康経営の推進
　会社、従業員、労働組合、健保組合が協力し、全員参加で健康経
営を推進しています。健康管理規程で健康管理に関するルールや
リスクレベルを明文化、メンタルヘルスに関してはセルフケア教育
の強化、管理監督者教育、復職支援といった組織的な活動を行う
など、PDCAを着実に回しながら課題に取り組んでいます。
　その成果として、2022年3月に経済産業省が東京証券取引所
と共同で、従業員の健康管理を経営的な視点で考え戦略的に取
り組んでいる企業を選定、公表する「健康経営銘柄2022」の50社
に2度目の選定をされました。また、特に優良な健康経営を実践
している法人が選定される「健康優良法人（ホワイト500）」にも6
年連続で認定されています。
　健康経営をさらに進めるため、2022年7月、従来の「健康経営
宣言」を踏襲しつつ、「Our Philosophy」に基づいた「健康経営宣
言」に改定しました。
　また、「健康経営」の取り組みを進めるため、「産業保健体制の
強化」と「健康文化の醸
成」を長期重点目標と
し、7項目の中短期重点
項目を設定して取り組
んでいきます。

■  組織体質強化
　2008年より従業員満足度調査として2年に1回の頻度でアン
ケートを実施してきました。2020年からはさらなる組織体質向上
を図るべく、より早いサイクルで組織体質アンケートを実施し、結
果を全社に開示しています。4つの骨太方針「挑戦を後押しする
環境」「部門・役職間の壁がなくオープンな職場」「一人ひとりが
リーダーシップを発揮できる環境」「全社戦略とひもづいた生産
性の高い仕事」を達成すべく継続して変革活動を行います。

■  人材開発
　変化を乗り越える会社になるためには、一人ひとりが失敗を恐
れずに挑戦し続ける必要があります。挑戦のベースとなるリー
ダーシップや問題解決力を積み上げられるよう、階層横断的に必
要なスキルを選択受講できる研修体系を構築しています。また、
取締役・執行役員も含めて、課長代理以上には360度フィードバッ
クの仕組みを導入し、1年に1度自身のリーダーシップスタイルを
客観的に見つめなおす機会を設けています。併せて、執行役員
以上にはエグゼクティブコーチングをつけて、常に成長し続ける
ことができる環境を整備しています。

　住友ゴムグループは、従業員ひとりひとりを会社の成長と事業
の発展を支える最も大切な財産と考えています。
　住友ゴムグループで働く皆さんとご家族の”こころ”と”からだ”
が健康であることは、ひとりひとりの幸せ、ひいては会社の持続
的な成長や発展にとって不可欠なものです。
　ひとりひとりが自ら進んで健康活動に取り組み、活力をもって
働ける、さらには、お互いの健康を気遣いあえる健康文化を築く
ことが、社会に「最高の安心とヨロコビ」を提供できる基盤である
と考えます。 

　「Our Philosophy」に基づいた健康経営を実現するため、会
社、労働組合、健康保険組合および、住友ゴムグループで働くす
べての皆さん、そのご家族と力を合わせ、挑戦し続けます。

健康経営宣言

▲
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住友ゴムグループの雇用の基本方針

多様な雇用 
環境づくりと 
能力開発

働きがいの 
ある職場づくり

公平な 
評価と処遇
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■ 住友ゴムCSR基金
　住友ゴムCSR基金は当社の事業所がある地域で、地球環境問
題や社会問題解決に向けた活動を展開しているNPO団体などを
資金面で支援するために設立された制度です。
　2009年に設立され、翌2010年から当社の拠点地域における

「環境保全」「交通安全」「災害支援」「地域における社会課題解
決」に取り組む8団体への助成を開始し、2021年度は57団体に
1,410万円の助成を実施しました。

住友ゴムCSR基金助成団体のご紹介
　助成の例としては、緑化活動では、都城市の大淀川とその周辺
の環境を守る「特定非営利活動法人都城大淀川サミット」や丹波市
で希少種保全活動を続ける「丹波地域のホトケドジョウを守る会」、
地域課題解決では、白河市で高齢者見守りと買い物支援として移
動販売を実施する「NPO法人 
ちりんこ白河」、神戸市で科学
実験を通して子どもに環境へ
の興味を持たせる活動を続ける

「NPO法人 たけのこさいえん
す」など、さまざまな活動を支
援しています。

■ 教育支援活動
　学校教育支援活動として、2009年からNPO法人コアネットが
主催する「ダンロップものづくり教室」に協賛しています。小学4
～6年生を対象とし、簡単な工作キット「スクローラーII」を組み立
てる体験学習で、この学習を通じ、子どもたちにものづくりの面
白さや達成感、チームワーク形成等を体験してもらうというもの
です。2021年までに67回開催し、受講者数は約5,000人となり
ました。 
　また2021年は大阪府摂津市の中学生を対象とした「職種体験
プログラム」に協力するなど、次世代を担う子どもたちのキャリア
教育を支援しています。

■ 寄付／協賛
　各拠点地域では社会貢献のための寄付や協賛も積極的に実施
しています。国内では2021年7月・8月豪雨災害に対する義援金
や、生理の貧困対策として白河市への生理用品の寄付、飲酒運転
撲滅運動「STOP! DRUNK DRIVING PROJECT」への協賛、
1994年から続けている「DUNLOP KOBE OPEN 車いすテニス
トーナメント」への特別協賛などを実施しています。海外拠点で
はスイスでワクチン供給サポート車へのタイヤ提供、南アフリカ
ではレディスミスの高等学校に扉のついた水洗トイレの寄贈、ト
ルコでは猛威を振るう新型コロナウイルス感染症対策への支援
としてマスクの配布や2021年7月に発生した森林火災に対する
物資提供、ロシアでは障害のある子どもたちのテニスクラブにテ
ニス用品を寄付するなど、各地で社会貢献のための寄付や協賛
を実施しています。

■ サステナビリティ表彰
　2021年12月8日に全社表彰として「サステナビリティ表彰」を
行いました。「サステナビリティ表彰」は、サステナビリティ活動の
さらなる推進を図るため、2009年に始まった「CSR表彰」の実施
方法を一部変更したものです。2021年は新型コロナウイルス感
染症まん延による影響を受け、活動の制限や中止が相次いだに
も関わらず、世界中から61件のエントリーがありました。その中
から当日は最優秀賞3件、優秀賞7件が表彰されました。また、従
業員一人ひとりのCO2削減のためのアクションや標語の募集を通
して全社のサステナビリティへの意識をさらに高めるべく企画した

「サステナビリティチャレンジ」活動の表彰も行いました。

（サステナビリティ表彰の最優秀賞）
● Ecology部門 

 「臭気改善対策」（住友橡膠（常熟）有限公司 工務課）
● Kindness部門 
「くるみん認定」（株式会社ダンロップゴルフクラブ）
● Integrity部門 個人の部 
「ダーバン暴動による困窮者への食糧等提供活動」

Integrity

社会貢献活動の推進

マネジメント・アプローチ
　1980年代から始まった住友ゴム独自の社会貢献活動「GENKI活
動」を通して地域社会とのつながりをはぐくむことは、今日の企業
活動の継続に欠かせないものとなっています。これからも地域か
ら愛される誠実な企業を目指して、社会貢献活動を推進します。

Integrity for Society

社会への誠実さ

森づくりを通じた地域との交流

■  近隣小学校との田植え、植樹支援、 
オオムラサキ観賞会でのテストコース開放

　ゴルフボールを生産する市島工場では近隣の緑化団体「かど
のでもりもり倶楽部」と協働で、小学4年生を対象とした記念植樹

「1／2成人式」や「古代米の田植え・収穫体験」の支援を行ってい
ます。また、近隣こども園の園児を招いて「オオムラサキ観賞会」
や「どんぐり拾い」などを実施し、楽しみながら生物多様性保全や
環境に興味を持ってもらう機会を提供しています。市島工場の緑
化班は、オオムラサキ育成に欠かせないエノキの生育やゴルフに
は欠かすことのできない芝の手入れにおいてもノウハウを持ち、
他の工場拠点の緑化活動支援にも力を入れ、近隣こども園の園
児を招いた際はこの手入れされた芝生の上で遊べるように、テス
トフィールドを開放しています。このように、緑化活動を通じた工
場拠点間のつながり強化に加え、地域との交流を大切にして、活
発な緑化活動を展開しています。

■  森林整備の実績に対し、近隣住民から感謝状
　名古屋工場では2010年より「GENKIの森」としてお須原山の定
期的な下草刈りや植樹といった森林整備を続けています。2021年
にはこの活動が評価され、お須原山がある東萩平町住民の皆様か
ら、間伐材を使って作成された
感謝状が贈られました。住友ゴ
ムCSR基金の助成団体でもあ
る「お須原山愛好会」との協働
活動も頻繁に行い、名古屋工
場では地域に根ざした森林整
備活動を継続しています。

■  赤面山植林活動
　白河工場では2014年から赤面山の植林活動に参加していま
す。赤面山はスキー場だった斜面が廃業後放置され、荒廃地と
なっています。この活動は「赤面山を緑にする会」主体で進められ
てきましたが、2020年からは福島県主催の活動に発展しました。
白河工場も当初は少人数での植林活動から支援を始めましたが、
2019年にはヤシャブシの種を工場内で預かり、2年間育ててから
山に戻すという活動を始めま
した。2019年にお預かりした
種は2年後の2021年には30
センチほどに育ち、130本の
植林用苗木して、植林活動に
参加の皆様と共に植樹を行い
ました。
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■ 助成額（万円）   ●   助成団体数（団体）

「住友ゴムCSR基金」助成団体数と助成金額

加入者

42％
3,339名

従業員数（単体）

7,883名

加入率（2021年12月）

　これからも持続可能で、安
全・安心に働き、暮らしていけ
る社会の実現に貢献できる企
業として、これらの取り組みを
推進していきます。
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