セグメント別事業戦略
2011 年度の事業戦略についてご紹介します。

木材建材事業
売上高（億円）

経常利益（億円）

2011 2012（予想）

（3 月期）

木材建材事業

2011 2012（予想）

3,902

3,880

海外事業

332

380

住宅事業

3,463

3,670

190

185

不動産事業

509

480

9

5

その他事業

135

110

5

3

(367)

(370)

(92)

(51)

142

185

調整
合計

7,975

8,150

48

43

(18)

0

売上高（億円）
3,902

48
43

20

11

12

（予想値）

10

11

12

（予想値）

住宅事業
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売上高（億円）
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※ 1. 単位未満は四捨五入しています。
※ 2. 各事業の売上高、経常利益はセグメント間取引を含んでいます。また、2010 年 3 月期のセグメント別内訳は旧セグメントの
実績を新セグメントに組みかえた参考値です。
※ 3. 本アニュアルレポートでは、2011 年 3 月期からのマネジメント ･ アプローチ導入に伴い、調整項目に含むことになった「国内
山林事業」については「その他事業」のセクションで説明しています。
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木材建材事業
国内外から木材、建材を仕入れて国内の取引先向けに販売する流通事業、
木質建材を国内で製造する製造事業を行っています。
国内トップシェア（木材 ･ 建材の取扱高 No.1）であるとともに、世界各地からの
安定供給体制を構築しており、サステナブルな商品開発・普及にも取組んでいます。
中長期的な成長に向けた基本方針

既存シェアの拡大及び新規事業の展開

木材建材事業では、震災影響により、しばらくは需給バ

国内トップシェアの強みを活かし、各地域の取引先が抱

ランスが変動的な状況が続く可能性がありますが、当社

える課題の改善に取組むなどのエリア戦略を実施するこ

は国内外の調達ネットワークを活かし、市場ニーズに基づ

とで、さらなるシェアアップを目指します。新興国の需要

いた仕入 ･ 販売と在庫管理を徹底しながら、資材の安定供

が引き続き堅調に推移しているなか、世界中に広がる当社

給に努めていきます。また、当社グループのコア事業の一

の木材・建材調達ネットワークを駆使し、国内への安定供

つとして、安定した収益力を中長期的な視点で向上させて

給にも努めていきます。

いく方針です。そのため、地域戦略を強化することで既存

新規事業の展開については、新たに開始した住宅関連

シェアの拡大に努め、物流・IT インフラビジネスなどの新

事業者向けのクラウドサービス「 JHOP（ Japan Housing

規事業も展開していきます。さらには、グループの総合力

Open Platform ）」、2010 年度に開始した住宅資材の物流

を活かした商品開発にも取組みます。

システム事業の拡大に注力します。また、今後の成長が確
実視されている国内リフォーム市場についても、資材の販
売拡大に向けて当社と地域工務店で築く家づくりネット
ワークであるイノス事業を通じて取組んでいきます。

集成材
「スーパー檜」
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グループの総合力を活かした商品開発

商品開発については、環境や再生可能エネルギー関連の
ビジネス市場が拡大するなか、植林木や森林認証材の取扱
いを強化する一方、アジア市場を対象とした原木・製品の
開発・販売の強化を実施していきます。

2009 年に発売した原材料の 50 % 以上に森林認証材や植

発電設備としては、国内最大の発電量を誇る川崎バイオマ
ス発電所の営業運転を開始しました。当事業は、建設発生
木材等を原料とした木質燃料チップを生産し、発電を行う
ものですが、これにより、木材のリユースを促進し、森林
資源の効率的な活用を図るとともに、CO 2 フリーの発電を
行うことで地球温暖化防止にも貢献していきます。
※ MDF (Medium Density Fiberboard)
木質繊維を原料とする成型板（ファイバーボード）

林木を使用した環境配慮型合板「 KIKORIN-PLYWOOD（き
こりんプライウッド ）」は着実に販売数量を拡大していま
す。また、輸入合板に占める植林木あるいは森林認証材比
率は 40%を超えており、さらにこの比率は上昇する見込み
です。今後は建築材や MDF ※などにおいても国内外の市場
に環境配慮型製品であることをアピールし、取扱いを強化
していきます。また、住友共同電力株式会社及びフルハシ

EPO 株式会社と 3 社合弁で川崎バイオマス発電株式会社を
設立し、2 0 1 1 年 2 月より木質バイオマスのみを燃焼する

川崎バイオマス発電（株）
木質バイオマス発電
プラント

Topics

JHOP (Japan Housing Open Platform)

住宅関連事業者が必要とするソフトやシステムを、クラウドコンピューティングで提供
国内の住宅市場が縮小傾向にあるなか、地域の
住宅産業を担う工務店の活性化が、木材・建材流
通業界の活性化にも不可欠な状況となっています。

2010 年 7 月、当社と日本電気株式会社（ NEC ）との

流通業界の双方に普及活動を展開し、市場の活性化
につながるよう取組んでいきます。
〈 JHOP 内の主なコンテンツ 〉

協業で開始した「 JHOP 」は、住宅関連事業者（工務
店、設計事務所、建材流通業者、建材メーカーなど）
の営業支援・業務合理化に貢献する最先端のソフト
やシステムを、インターネット経由で安価に活用で
きるサービスです。
利用者は無料で登録でき、必要なアプリケーショ
ンを利用した分だけ料金を支払う仕組みとなってい
ます。提供するサービスは、住宅建築の設計、見積
もり、工事の工程管理、施工、アフターメンテナンス
等の各プロセスで生じる業務に必要な機能を網羅す
るものであり、その充実化を進めています。当社は、
戸建住宅市場において流通事業と住宅事業を併せ持

JHOP
3D 住宅展示場
インターネット 上 に 高
品質な 3 DCGの家を出
展できるサービスです。

つ独自のポジションを活かして、工務店・住宅資材
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海外事業
海外における植林事業、建材製造事業、木材・建材流通事業、住宅事業を行っており、
各エリアで垂直統合型の事業を推進しています。
木材加工原料となる植林木の育成や、環境に配慮した認証材及び植林木を使用した木質建材の
開発・販売、さらに国内住宅事業で培ったノウハウを活かした住まいの提供を進めています。
中長期的な成長に向けた基本方針

海外事業では北米、東南アジア、オセアニアそして中国・

植林面積を拡大し早期収益化へ

当社グループは、インドネシア、パプアニューギニア、

韓国をそれぞれ 1 つの事業エリアとし、
「木」に関する事業

ニュージーランドなどで植林事業を展開し、木材製品の原

を川上から川下まで展開する「 垂直統合型ビジネス 」の構

料として育成することに加え、荒廃地の修復、生物多様性

築を目指しています。また、各事業エリア間の横のつなが

の保全などの環境貢献に努めています。植林事業単体での

りを活かした、グループ企業間の取引拡大、製造事業の相

早期収益化を目指し、グループ内の連携を強め、情報収集

互補完、経営手法の応用等による「水平シナジー」の創造に

力や販売体制の強化を図るとともに、植林面積の拡大によ

も取組んでいます。

るスケールメリットの発揮に努めていきます。また、イン

こうした戦略のもと、海外事業全体の収益安定化に向け
て、損益改善が必要な既存事業については対策を急ぎ、今

ドネシアにおける大規模植林事業では 2010 年より本格的
な植林活動を開始しています。

後の収益の柱として育成中の事業においては経営資源を
継続的に投入していきます。

木質建材の製造工程
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インドネシアにおける
植林活動

成長市場における製造事業の早期収益化

海外住宅市場におけるグループ間のシナジー創造へ

堅調な新興国の需要拡大を見据え、海外における建材製

当社グループは、米国、中国、韓国、オーストラリアの 4

造事業の強化を図ります。2010 年に商業生産を開始した中

カ国で海外住宅事業を展開しています。 なかでも好調な

国・阜新の合板製造事業については、フル生産体制の早期

オーストラリアの住宅事業については、Henley Properties

確立を目指します。また、ベトナムのパーティクルボード製

Group ※を通じた戸建住宅事業の展開に加え、現地における

造事業については、2012 年の生産開始を目指します。新興

宅地開発事業にも着手するなど、成長戦略を推進していま

国成長市場における販売増加を目指し、営業体制の強化及

す。米国における住宅事業については、Henley Properties

び操業体制の効率化をグループとして取組んでいきます。

Groupの経営手法の導入などにより既存事業の損益改善を
進めるなどして、グループ企業間シナジーの最大化を追求し
ていきます。
※当社グループの 100% 子会社オーストラリア住友林業が 50%の持分を取得

阜新住林木業
有限公司

Henley Properties
Group の住宅

Topics

垂直統合型ビジネスの基盤強化
オーストラリアにおける宅地開発事業への進出、米国の事業基盤の強化へ
当社グループは、世界の各事業エリアで「垂直統合
型ビジネス 」を展開するための基盤を強化していま

全株式の取得を 2011 年 3 月に決定し、北米地域に製
造機能を新たに追加します。

す。好調で安定的な住宅需要があるオーストラリア

当社グループは、今後も中長期的な視点で事業基

の都市部周辺では、近年、宅地の供給が不足してき

盤の拡充を図ることで、一層の収益向上を目指し

ています。 当社グループはオーストラリアでの土地

ます。

調達方法の多様化を図るため、宅地開発事業に進出
し、2010 年 12 月、Henley Properties Group を通
じて Grices Road Unit Trustを現地に設立し、メル
ボルン近郊の分譲住宅用地を取得しました。
また、米国住宅事業の再構築に向けて、2 010 年 7
月に Henley USA, LLCを新設し、Henley Properties

Group がオーストラリアで成功を収めている事業手
法を試験的に導入した分譲住宅事業を、米国シアトル
で開始しました。さらに、米国の木質キャビネット製
造・販売会社 Canyon Creek Cabinet Companyの

Sumitomo Forestry  Annual Report 2011
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住宅事業
木造注文住宅の請負事業を軸に、木造アパート事業、リフォーム事業、緑化事業等、
住生活に関わる事業を幅広く展開しています。木造注文住宅では国内トップクラスの
ブランド力と販売シェアを誇り、安全で省エネルギー面に優れ、
「木のすばらしさ」をふんだんに採り入れた安らぎある住まいを提供しています。
中長期的な成長に向けた基本方針

2011 年度は、東日本大震災の影響により、被災エリア周
辺の復旧・復興需要が想定される一方で、住宅取得マイン
ドの低下や資材価格の上昇が懸念されています。こうした
事業環境のなかでも、戸建注文住宅事業では受注面で「安
全性」
「耐震性」に対する顧客ニーズにしっかりと応えると
ともに、地域により密着した営業展開を図り、安定した収
益を確保していきます。また、リフォーム事業、木造アパー
ト事業については、引き続き営業体制の強化と事業拡大に
努めていきます。
エリア戦略の細分化、都市部の受注強化や
WEB 活用など多様な集客戦略を推進

ズをきめ細やかに捉えた商品展開と展示場展開による重点
的な営業活動を強化します。そのなかでも、今後も高い市
場性が見込める愛知県エリアについては、特に重点的に営
業活動を強化していきます。集客戦略については、WEBを
活用した広告やイベントなど手法の多様化を追求していき
ます。当社は住宅商品を体感でき、技術や特徴をわかりや
すく紹介する「住まい博」を開催していますが、2010 年度
はこれを WEB 上で展開した「 WEB 住まい博」も開催し、一
定の効果が得られました。今後も WEBを活用し、より幅広
い顧客層へのアプローチを行っていきます。そのほかにも、
「住友林業の家」のオーナーからのご紹介、一般企業からの
ご紹介に向けた営業活動などの集客施策も積極的に実施し
ていきます。

地域販売において、全国の戦略エリア区分をこれまでの

9 区分から 2 0 区分へ細分化し、地域特性や顧客ニーズに、
きめ細かく対応するエリア毎の営業戦略を強化します。特
に、建替えの顧客層が多く、受注の伸びが期待できる三大
都市圏（東京・大阪・愛知）においては、各地域の住宅ニー
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住まい博

耐震性や環境対応型商品のニーズへの対応を強化

ストックビジネスの強化

当社の木造注文住宅商品の高い耐震性や安全性につい

さらなる需要の拡大が見込まれているリフォーム事業に

て市場での浸透を図るとともに、住居、賃貸、商業利用な

ついては、旧家リフォームの強化や、マンション及び戸建

ど幅広い家づくりの提案を展開します。特に 2 0 1 1 年度

住宅向けの定価制リフォーム商品など、商品内容の充実を

は、
「ビッグフレーム構法」
（ BF 構法）及び「地震エネルギー

図り、受注拡大を目指します。また、販売エリアの拡大に

吸収パネル（ GS パネル）」の拡販に努めるとともに、太陽光

向けて人員体制は継続的に整備・強化し、最大市場である

発電や家庭用燃料電池など環境対応の住宅設備の開発、販

首都圏の営業活動については特に重点的に展開していき

売も強化していきます。

ます。
旧家のリフォーム

（Before）

実物大の構造モデル
による耐震試験

（After）

Topics

リフォームのブランドを「R eforest」に統合
よりわかりやすく、商品ラインナップも充実
当社グループの住友林業ホームテック（ 株 ）が提

を新たに設置し、当社グループならではの木質感あ

供する幅広いリフォームサービスについて、サービ

ふれる室内設計、安心・安全で快適な住まいの提供

ス内容をわかりやすくするとともに、認知度のアッ

を通じて、都市圏を中心に販売体制を強化し、マン

プも目指し、2 0 1 1 年 1 月にリフォーム商品のブラ

ションリフォーム市場の開拓に取組んでいきます。

（リフォレスト）
」に統合しました。
ンドを「Reforest

※出典：東京カンテイ市場調査部

統合ブランドのもと、住友林業ホームテック（株）
は 2011 年 5 月、マンションリフォームの定価制商品
をリニューアルした「 Reforest Ma:Ri（ リフォレス
トマリ）
」を発売しました。マンションリフォーム市
場は近年拡大傾向にあり、2 0 0 9 年の住宅リフォー
ムの市場規模 4 兆 4 千億円のうち、マンション専有
部分の市場規模は 7 ,470 億円※となっています。マ
ンション専有部分のリフォーム市場は前年比で 6 %
増となっており、2 0 2 0 年には 8 千億円規模の市場
になると予測されています。同社では、東京 2 3 区
を対象とする「 マンションリフォーム専任チーム 」

木質感あふれるマンションリフォームの定価制商品
「Reforest Ma:Ri（リフォレストマリ）」
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不動産事業
まちなみや人々のライフスタイルに配慮した戸建分譲住宅事業、
不動産の有効活用の提案、分譲マンションの販売、
賃貸マンションや介護施設の運営などを展開する不動産開発事業、
不動産流通・仲介事業、不動産管理事業などを行っています。
中長期的な成長に向けた基本方針

今後の拡大に向けて収益力を強化

不動産事業は、グループ全体の住宅関連事業を支える周

戸建分譲住宅事業は、年間の販売棟数を着実に伸ばして

辺事業として、事業基盤の確立に取組みます。具体的には、

おり、中長期的には現在の約 200 棟レベルから 500 棟を一

戸建分譲住宅事業や不動産開発事業を中心に、収益力の強

つの目標として拡大を目指していきます。そのために、木

化を進めていきます。また、その他の不動産関連ビジネス

造注文住宅事業で培ったブランド力を活かし、当社が得意

についても、グループ内の連携を深めながら、安定した収

とする木質感あふれる商品の展開など強みを最大限に発

益体制を早期に構築できるよう努めていきます。

揮するとともに、販売体制においては、グループ内の連携
による情報力の強化、コストダウンを図ります。底堅い需
要が見込まれる東京・大阪・名古屋の 3 大都市圏を中心に
用地を取得し、高品質かつ価格訴求力のある商品を展開し
ていきます。

ザ・ハウス港北綱島
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フォレストガーデン
南大沢

より安定した収益源の確保へ

不動産関連ビジネスの強化

安定した収入が見込める不動産開発事業の賃貸マンショ

中古住宅の流通や賃貸物件の管理、PFI 事業、中国人留

ン事業においては、保有賃貸物件の収益安定化を図り、単

学生向けビジネスなど幅広い不動産関連ビジネスを強化

身者向け、家族向け、立地エリアなど、不動産市況の変動

します。また、介護付き有料老人ホームの運営事業におい

に応じ、より収益性の高い物件への入れ替えを検討し、リ

ては、質の高い介護サービスのさらなる向上に努めるとと

スク低減も考慮したポートフォリオを構築していきます。

もに、既存施設の安定運営を図るため、採算性の改善にも

また、分譲マンションについては、新規の開発は控え、す

取組んでいきます。

でに着手した物件からの収益確保を優先した販売活動を
展開していきます。

分譲マンション
レジデンスコート
馬事公苑

介護付き有料老人ホーム
「グランフォレスト
しずおか葵の森」

Topics

「フォレストガーデン京王堀之内」
地域産材を利用し、地域社会との “つながり ”をコンセプトにした分譲プロジェクト
「フォレストガーデン京王堀之内」は、戸建分譲 91

戸建分譲住宅事業では、利便性や環境を重視した

区画、建築条件付土地分譲 15 区画と総区画数が 100

立地の選定から、木造注文住宅事業で培ったきめ細

区画を超える大規模分譲プロジェクトです。

かな設計力、確かな技術力にもとづく安心・安全の

当プロジェクトでは、地域社会との “つながり ”を

戸建分譲住宅の実現、さらにはコミュニティの形成

コンセプトにしており、多摩産材ヒノキを主要構造

や周辺環境との調和に配慮した長く住み続けるこ

材の一部として使用することで、地域に密着し、地

とのできる資産価値の高いまちづくりを推進して

域との絆を深める住まいを実現しています。

います。

フォレストガーデン京王堀之内

主要構造材に地域の山の木を使用

Sumitomo Forestry  Annual Report 2011

29

その他事業
損害保険代理店業務やグループ各社を対象とする情報システム開発、リース事業を行うほか、
農園芸用資材の製造販売事業等を行い、グループ企業を総合サポートしています。
また、国内に約 42,600haの社有林を保有・管理し、サステナブルな林業経営を行っています。
そのノウハウをもとに植林コンサルティングや山林の受託管理などの環境ビジネスにも取組んでいます。
山林事業の効率化

排出権ビジネスの推進

当社の山林事業は、長期的な視点に立った森林施業計画

当社グループは、社有林における CO 2 吸収量をクレジッ

のもと、環境に配慮した持続可能な森林経営を行っていま

ト化する「オフセット・クレジット（ J-VER ）制度」による新

す。山林経営面積の拡大においては、当社社有林と一体管

規クレジットの取得に加え、2010 年度は、インドネシアの

理が可能な山林を取得しています。そして、隣接する国有

木質パネル製造会社 PT. Rimba Partikel Indonesia(RPI)

林等との森林施業の共同実施による効率化に努めていま

の木質バイオマス発電事業※ 1を通じて温室効果ガスの削減

す。急峻で複雑な地形の多い日本の森林に適した林業機械

クレジットである CER ※ 2 を初めて発行するなど、排出権ビ

の開発や、製材工場や合板工場への原木の直送販売、物流

ジネスを推進しています。今後は、森林の減少や劣化の人

コストを低減する販売方式の導入など、さらなるコスト削

為的な防止、森林の保全活動、持続可能な森林経営、植林

減に取組み、収益性の改善を目指していきます。

活動などを通じて維持・増加した森林吸収源をクレジット
化する新たな取組みも検討していきます。

タワーヤーダ
ワイヤーを用いた架線集材を可能とする
移動式集材車であるタワーヤーダを、森林
施業効率化のために導入しています。
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RPI 社の
木質バイオマス
発電プラント
※ 1. 国連の CDM（Clean Development Mechanism）事業に認定されています。
※ 2. CER（ Certified Emission Reduction ）: CDMのルールに則って温室効果ガスを削
減し、その排出削減量に基づき発行される国連に認証されたクレジット。

新規環境ビジネスの拡大

森林管理技術を活かして、他企業などの私有林の山林管
理を受託する事業や、海外植林コンサルティング事業をは
じめとして、木質を中心としたさまざまなバイオマスを利
用したエネルギー分野事業への参入など、当社グループで

この環境ビジネスの拡大を図るために 2010 年 4 月に創
設された環境ビジネス開発部では、国内外におけるグルー
プ内の環境ビジネス案件の統括・支援を行うとともに、将
来の収益に貢献しうる独自の新規環境ビジネスの創出に
取組んでいます。
インドネシアにおける植林事業

は本業を通じて環境へ貢献することを基本に、中長期的な
環境関連ビジネスの創出・育成を実施していきます。

（Before）

山林管理の様子

（After）

Topics

「オフセット・クレジット（J-VER）制度」の活用
国内社有林が創出する “ 新しい価値 ”
オフセット・クレジット（ J-VER（ Japan Verified

する CO 2 排出量のオフセットに当社社有林で取得

Emission Reduction ））制度は、低炭素社会の実現

したオフセット・クレジット（ J-VER ）を寄付するな

に向けた手段として環境省が 2 0 0 8 年 1 1 月に創設

ど当該制度を活用した環境貢献も積極的に推進し

した国内独自のオフセット・クレジット制度です。

ました。

住友林業では 2010 年 1 月に、当該制度内の「持続
可能な森林経営促進型プロジェクト」の第 1 号とし
て、宮崎県にある社有林 233 ヘクタールで吸収され
た CO 2 がクレジットとして認証されました。取得
以降、さまざまな企業・イベントに対するクレジッ
ト販売実績を重ねています。

2010 年度には、外部へのクレジット販売のほか、
全国に展開する当社の全住宅展示場を対象に、その
運営に伴う CO 2 排出量のオフセットを実施。さら
に、愛知県名古屋市で開催された「生物多様性条約
第 10 回締結国会議（ COP10 ）」の併催イベント「生
物多様性交流フェア」に使用された電力等から発生

COP10 の当社イベントブース

※本アニュアルレポートでは、2011 年 3 月期からマネジメント・アプローチ導入に伴い、報告のセグメントの対象範囲外となった「国内山林事業」については
「その他事業」のセクションで説明しています。
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