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先行きの見通しが困難な時代に私たちを導くもの
長期ビジョン「Mission TREEING 2030」
世界中の社会・経済活動を一変させる猛威を振るった

2021 年度の振り返り

新型コロナウイルス感染症ですが、欧米を中心に徐々に
規制が緩和され、日本においても、かつての日常を取り
戻せる希望が見えてきました。2020年初頭からの感染

米国の戸建住宅事業を中心に海外住宅・不動産事業が

拡大に伴い、世界各地におけるロックダウンや半導体不

好調に推移したことにより、全体の売上高は前期比＋

足、そして海上輸送の停滞によるサプライチェーンの混

25.5%の1兆3,859億 円、経 常 利 益 は 同＋134.2%の

乱が、あらゆるセクターの事業活動の基盤を揺るがしま

1,378億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同＋

した。国内では、木材不足と価格高騰、すなわち
「ウッド

213.0%の872億円と計画を大きく上回り過去最高益と

ショック」
をはじめ、各種建設資材、住宅設備機器の供給

なりました。

不足が未だに続いています。さらに、2022年2月末のロ

木材建材事業は、世界的な木材需給のひっ迫に伴う木

シアによるウクライナへの軍事侵攻は、世界中で資源、

材価格の高騰を背景に、輸入製材品や輸入合板、国産材

エネルギー、食糧供給不安をもたらし、急激なインフレ

の販売金額および利益が伸長しました。一方で住宅・建

など世界経済への甚大な影響を及ぼすだけでなく、国際

築事業は、主力の戸建注文住宅事業におけるデジタル

秩序そのものを脅かすもので、グローバルに事業を展開

マーケティングが奏功し、好調な受注とZEH
（ネット・ゼ

するあらゆる企業が予測困難な状況に直面しています。

ロ・エネルギー・ハウス）
仕様比率の向上など、販売単価

2021年11月に英国グラスゴーで開催されたCOP26

の上昇と着工の促進により売上高は増加したものの、木

では、地球温暖化対策に向けて、世界の平均気温の上昇

材を中心とした建設資材コスト上昇の影響を受け、利益

を産業革命前に比べ1.5℃以内に抑える努力を追求する

面では苦戦しました。

ことや、石炭火力発電の段階的削減が合意されました。

代表取締役 社長

前中期経営計画の最終年度だった2021年12月期は、

業績を牽引した海外住宅・不動産事業は、米国におけ

住友林業グループは、これに先立つ9月、SBTイニシアチ

る好調な住宅新築市場を背景に、販売戸数および販売価

ブ が 国 連 グ ロ ー バ ル・コ ン パ クトな どと 主 導 す る

格が上昇したことに加えて、不動産開発事業も好調に推

「Business Ambition for 1.5℃」
に 署 名 し、2050年 に

移し大幅な増収・増益となりました。米国における住宅事

CO2 排出をネットゼロにすることを目標としました。そし

業は、ここ数年、成長市場での規模拡大と多角化に向け

て、2022年2月、地球環境、人々の暮らしや社会、市場

てM&Aや積極的な投資を行ってきたことで、活況を呈し

や経済活動に価値を提供することで、将来世代を含むあ

ている市場で着実に業績を伸ばしグループ全体の収益を

らゆる人々や生き物に地球が快適な住まいとして受け継

大きく牽引しました。

が れ て い くこ と を 目 指 し、長 期 ビ ジョン
「Mission
TREEING 2030」
を発表しました。

資源環境事業は、ニュージーランドやインドネシアにお
ける海外植林事業が好調に推移したほか、国内の山林事
業においても木材価格の上昇が追い風となりました。ま
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た、新たに営業運転を開始した苅田バイオマス発電所を

社会課題の解決と持続的な社会の実現に貢献するため、

含むバイオマス発電事業が利益貢献しました。

事業活動を通じて地球環境、人々の暮らしや社会、市場

これらの議論を踏まえ、
「Mission TREEING 2030」
で

し、伐採された後も大量の炭素を蓄えています。木材を

生活サービス関連事業では、介護事業2社においてコ

や経済活動などに対して価値を提供し、地球が将来の

は、
「森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化とサー

良 質 な 住 宅 や 家 具 な ど に 利 用 す ること は、HWP

ロナ感染対策を徹底しながら事業運営を継続しました。

人々や生き物にとって快適な住まいとして受け継がれて

キュラーバイオエコノミーの確立」
「グローバル展開の進

（Harvested Wood Products）
という京都議定書で導

また、2021年7月には三重県多気町においてホテルヴィ

いくことを目指していきます。

化」
「変革と新たな価値創造への挑戦」
「成長に向けた事

入された概念にもあるとおり、炭素を長期間固定するこ

業基盤の改革」
の4つのテーマを掲げました。

とにつながり、2021年10月には林野庁も建設業者など

ソンを開業しました。

このたびSDGsの 目 標 年でもある2030年を見 据

活動を推進します。

前中期経営計画の3年間の業績は、新型コロナウイル

え、私たちのあるべき姿を長期的な事業構想に落とし

最初の「森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化

に向けて炭素固定量算出のためのガイドラインを公表し

スの感染拡大の状況下にもかかわらず、事業環境の変化

込んだ長期ビジョン
「Mission TREEING 2030」
とし

とサーキュラーバイオエコノミーの確立」では、当社グ

ています。木材の伐採後に植林を行うことで、若返った樹

に臨機応変に対応することで、毎年、過去最高益を更新※

て策定しました。長期ビジョンの策定にあたっては、お

ループが国内外で展開する事業領域において、木材資

木が成長する過程で、より効率よくCO2を吸収・固定しま

して、売上高、利益、主要財務指標いずれにおいても計画

客様や取引先、投資家の皆様や当社グループ社員な

源の持つCO2 吸収・削減効果を訴求し、事業を通じて

す。また、木造建築は鉄骨やコンクリートで建築した場合

を大幅に上回ることができました。

ど、社内外のステークホルダーにアンケートを実施し、

社会の脱炭素化に貢献していきます。第2の「グロー

に比べて排出するCO2を大きく削減することができます。

※ 決算期変更に伴い9ヶ月決算となった2020年12月期は第3四半期決算
として過去最高益を達成。

住友林業グループの取り組みへの期待などを取りまと

バル展開の進化」では、米国・豪州・アジアにおける事

さらに、建築物を解体した後の建築廃材や林地未利用木

めると同時に、今後の当社グループのあるべき姿につ

業プラットフォームを核にして、当社グループの海外事

材、製材工場で発生するおが屑や木材チップは、バイオ

いて、若手社員や管理職を交えた社内での議論を重ね

業のさらなる拡大を進めていきます。第3の「変革と新

マス発電に活用することで、化石燃料の代替や削減につ

ました。これらのプロセスを経て長期ビジョンにおける

たな価値創造への挑戦」では、デジタル化の推進をは

ながります。このように、植林後に成長した木を伐採して

世界は、コロナ収束後の世界、ロシアによるウクライナ

目標を
「地球環境への価値」
「人と社会への価値」
「市場

じめとした事業変革とイノベーションにより、特に国内

再び植林するサイクルを回しながら、生産された木材の

侵攻の動向、
そして脱炭素社会の実現に向けた動きなど、

経済への価値」
という3つの価値の実現に定めました。

主力事業の収益基盤の再構築を図り、稼ぐ力を取り戻

活用を社会全体で進めることで、脱炭素社会の実現に大

将来の見通しが不透明な状況に直面しています。こうし

それぞれの価値を高めることにより、また、これらのい

します。第4の「成長に向けた事業基盤の改革」では、

きく貢献できるのです。

た状況にあって、
住友林業グループでは、
これまでどおり、

ずれも損なうことなく、3つの価値を同時に満たす事業

グローバル化の進展や事業の多様化に対応した人財

長期ビジョン実現の柱となる
「森林」
「木材」
「建築」
の各

を継続的に確保・育成し、社員のエンゲージメントを向

分野における取り組みを紹介します。
「森林」
分野では、

上させるとともに、リスクマネジメント体制を強化して

国内外で所有・管理する持続可能な森林の面積を現在の

いきます。

約28万haから50万haへ拡大するために
「森林ファンド」

長期ビジョンの策定

〜地 球を、快適な住まいとして受け継いでいくために〜

地球環境への価値

人と社 会 へ の 価 値

市場経済への価値

これらの取り組みを通じ、社会の脱炭素化推進に貢献

を設立します。木材の持続的な生産を行う森林経営に加

することで、2030年にはグループ全体で経常利益を

えて、天然林や熱帯泥炭地を適切に維持・管理すること

2,500億円へと伸長させることを目指しています。

で、
「質の高いカーボンクレジット」
を創出し、国や企業の
脱炭素達成も支援できる循環型森林ビジネスの確立を

脱炭素社会実現への貢献

1

森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化と
サーキュラーバイオエコノミーの確立

3

変革と新たな価値創造への挑戦

住友林業株式会社

図ります。
「木材」
分野では、国産材の自給率向上に向けた木の利

事業方針

13

す。木は成長する過程で光合成により二酸化炭素を吸収

2

グローバル展開の進化

4

成長に向けた事業基盤の改革

長期ビジョンの事業方針の一つである
「森と木の価値

用促進を図るウッドチェンジに取り組みます。特に森林蓄

を最大限に活かした脱炭素化とサーキュラーバイオエコ

積が増加している国内において、国産材による木材製品

ノミーの確立」
では、脱炭素への取り組みのみならず、生

の製造からバイオマス発電の燃料利用まで、木を余すこ

物多様性や水資源など自然資本の適切な保護・評価も視

となく使い切るカスケード利用を可能とする木材コンビ

野に入れ、経済的価値の実現に加えて目標設定していま

ナートの設立に向けて、まず鹿児島県志布志市において
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木材加工拠点の事業化に着手しました。

新中期経営計画

「建築」分野では、CO2 排出量の削減や見える化、脱

ち、8都市に進出しています。また、このエリアの住宅価

炭素設計のスタンダード化に取り組みます。具体的に

2022年度から始まった新たな中期経営計画は、長期

は、建築資材や設備へのEPD
（Environmental Product

ビジョン
「Mission TREEING 2030」
のPhase 1と位 置

Declarations）
と呼ばれる環境ラベルの導入と、建築に

付けており、将来の成長と脱炭素化への貢献に向けた基

当社グループは、米国のほか、コロナ禍後には安定的

関わるライフサイクルアセスメント
（LCA）
算定が可能な

盤づくりの期間としています。前中期経営計画期間で収

な人口増加と経済成長が見込まれる豪州やアセアン諸国

ソフトウェア
「One Click LCA」
の国内への普及によって

益の柱となった海外住宅・不動産事業の事業領域の拡大

も重要市場と捉え、厳選した土地仕入やエリア特性に応

建築物の積算時にライフサイクル全体でのCO2 排出量

および資材・労務費などのコスト競争力強化を推し進め、

じた商品展開を図り、海外での戸建住宅販売数を年間2

を可視化できる設計手法の実現です。世界のCO2 排出

前中計で課題を残した国内事業の
「稼ぐ力」
の回復、脱炭

万戸とする計画です。また、戸建賃貸住宅事業の拡大に

量に占める建設部門の割合は4割近くを占めています。

素の核となる資源環境事業への投資と、長期ビジョン実

よる事業領域の拡大と同時に資材や施工合理化による建

そのうちの7割は住宅やオフィスの使用時のエネルギー

現に向けた足場を固めます。木材建材事業では、国産材

設コストの競争力を高め、いかなる事業環境下でも安定

から排出される
『オペレーショナル・カーボン
（＝暮らすと

を活用した木材コンビナートにつながる加工拠点の整

収益を確保できる事業体制を築きます。同時に木造建築

』
と呼ばれていますが、再生可能エネルギーの
きのCO2）

備、脱炭素関連事業、DX推進など、今後の事業の柱とな

を通じた脱炭素実現に向けて、米国、豪州、英国などにお

普 及やZEH
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
やZEB

りうる新規事業への投資を積極的に進めます。住宅・建

いて環境負荷の低い木造による中大規模非住宅建築の

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
の普及により削減は進ん

築事業は、デジタルマーケティングの推進や施工の合理

開発を進めていきます。

でいきます。しかし、残りの3割を占める
「エンボディド・

化などによって競争力を一層強化し、戸建注文住宅事業

」
、すなわち建築資材の原
カーボン
（建てるときのCO2）

においてシェア向上を進めるとともに、分譲住宅事業、非

レジリエントな組織で

ました。また1年前と比べ、エンボディド・カーボン削減や

材料調達から加工、輸送、建設、改修、廃棄時に排出され

住宅建築事業、リフォーム事業などを拡大します。資源環

多様なステークホルダーと協調

森林を活用した脱炭素に対する関心は確実に高まってお

るCO2は、今後、発展途上国を中心に世界中の建築面積

境事業では、国内外における森林経営面積の拡大を積極

が増加する見通しの中、その削減が大変重要になります。

的に進めます。

これは企業単位の取り組みでは限界があり、建設に関わ
る業界全体で建築資材・工法ごとにCO2 排出量の見える

格の所得倍率は全米平均よりも低く、継続的な市場の成
長が見込まれます。

など
「自然資本」
の評価・活用の促進を目指し、TNFD
（自
然関連財務情報開示タスクフォース）
フォーラムに加盟し

り、お取引先やこれまで接点のなかった企業の皆様との
住友林業グループは、多様性を重視したレジリエント

協業についてご相談する機会が増えています。

な組織に成長するべく、さまざまな取り組みに着手して

海外住宅・不動産事業のさらなる成長

化を促し、業界全体でCO2 削減に向けた取り組みを進め

15

り、新築戸建着工許可件数ランキングの上位10都市のう

います。持続可能な成長に向けた経営のコミットメントと

ステークホルダーの皆様へ

して、役員報酬を株価やESG経営指標に連動する制度に
変更し、具体的に長期CO2排出削減目標と紐付けました。

る必要があります。当社は建設業界でEPDの取得と

中期経営計画の目標達成には、当社グループの中核

One Click LCAの普及を通じて脱炭素設計の標準化を

である海外住宅・不動産事業のさらなる成長が欠かせま

また、多様な背景を持つ社員が安心して働くことができ

進めます。

せん。主力市場である米国マーケットは、政策金利の引

個性を活かして力を発揮できるよう、目標達成と社員の

があります。
「住友の事業は住友自身を利するとともに、

当社は1691年の創業以来、国内外で
「木」
を軸にした

き上げに伴う住宅ローン金利上昇の影響によるアフォー

成長を促す新しい業績評価制度を導入したほか、2021

国家を利し、かつ社会を利する事業でなければならな

幅広い事業を行ってきました。この
「木」
を育て、利用し、

ダビリティ
（住宅取得能力）
の低下があるものの、中長期

年10月には
「健康経営宣言」
を行い、働き方改革を進め

い」
「企業は私的な存在であると同時に公的な器である」

再利用し、また植えて育てるというバリューチェーン、つ

的には、ミレニアル世代、Z世代など、新規住宅取得者層

ています。

という意味です。森林の活性化と木材建築の普及で世

まり
「ウッドサイクル」
を継続的に回すことが、自社のみな

の人口増加に対して、400万戸〜600万戸ともいわれる

多様なステークホルダーと協調していくためは、積極

界の脱炭素に貢献し、令和版の
「自利利他」
にしていきた

らず社会全体の脱炭素化、資源循環に貢献できると考え、

住宅供給不足を背景に、今後も底堅い住宅需要が続くも

的にさまざまなアライアンスや団体に加盟し、その要請

いと思います。ステークホルダーの皆様におかれまして

これからも努力を続けていきます。

のと考えられます。また、当社グループは全米平均に比

に耳を傾け、また自社の知見や技術、目指す方向性を共

は、今後ともご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し

べても人口増加率が高い地域を中心に事業展開してお

有することが重要です。これから本格化する生物多様性

上げます。

住友林業株式会社

当社の経営理念に掲げている住友の事業精神には
「自利利他公私一如
（じりりたこうしいちにょ）
」
という考え
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