
三井住友銀行は「ESG/SDGs」、「働き方改革」、「女性の活躍推進」、｢環境｣、「食・農」、｢事業継続｣、
「イノベーション」で先進的な取組をしている企業を「評価型資金調達」を通じて応援しています。
三井住友銀行は「ESG/SDG 」、「働き方改革」、「女性の活躍推進」、｢環境｣、「食・農」、｢事業継続｣、」、「働き方改革」、「女性の活躍推進」、｢環境｣、「食・農」、｢事業継続｣、

ともに考え、ともに進む。新しい時代の企業経営へ。

企業経営の環境配慮・環境ビジネス

SMBC環境配慮評価型
資金調達ソリューション※

SMBC食・農評価融資
／私募債

食生活の向上と農水産業の強化

ＳＭＢＣ働き方改革融資／
私募債

働き方改革推進

REIT版

2018年度2018年度

日本製紙株式会社 株式会社ダスキン新日本空調株式会社

新生ホームサービス株式会社株式会社シーテク 株式会社トモエシステム 丸光産業株式会社

神栄株式会社

杉原エス・イー・アイ株式会社

株式会社三技協 東洋ワークセキュリティ株式会社 株式会社YSK e-com 株式会社長田GH

株式会社ランドビジネス

株式会社白崎コーポレーション 株式会社清光社今津建設株式会社 コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 山﨑建設株式会社

株式会社MICベース株式会社 株式会社小河原建設 株式会社クア・アンド・ホテル

株式会社プラザオーサカ

2018年度

株式会社コスモスイニシア

ジー・オー・ピー株式会社

株式会社研文社株式会社ライフコーポレーション

2018年度

コーナン建設株式会社株式会社ポピンズホールディングス

2018年度2018年度 2019年度2019年度

日本アコモデーションファンド投資法人スマートソーラー株式会社

扶和産業株式会社宮坂産業株式会社

2018年度

富安株式会社

株式会社うかい

ESG（環境・社会・企業統治）の取組と開示

ESG/SDGs評価型
資金調達ソリューション

SMBC事業継続評価融資
／私募債

企業の事業継続マネジメント

株式会社ソディック

2018年度

龍野運送株式会社 日東コンピューターサービス株式会社

2020年度

株式会社YSK e-com 

株式会社トーン・アップ

2018年度2018年度

住友化学株式会社

ESG/SDGs評価
シンジケーション

大商化成株式会社

2019年度2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2019年度 2020年度

2019年度

2019年度

2019年度 2020年度

2019年度

事業を通じてＳＤＧｓの目標達成に貢献

SDGs推進融資／
私募債

ソシオークホールディングス株式会社 株式会社フリーデン

株式会社フリーデン

2018年度

第一水産株式会社

龍野運送株式会社 天昇電気工業株式会社 株式会社浜屋 株式会社サンコーシヤ 株式会社タガヤ 石光商事株式会社 株式会社フクダ・アンド・パートナーズ 株式会社梓設計

株式会社オフィスバスターズ 株式会社三協ホールディングス 株式会社三宝化学研究所 薬樹HD株式会社

住友金属鉱山株式会社

2020年度

株式会社メイコー

株式会社YSK e-com 

医療法人財団岩井医療財団 株式会社上野精機長野 ケミテック株式会社 株式会社コプロ・ホールディングス シグマ紙業株式会社 第一稀元素化学工業株式会社

東京サラヤ株式会社 株式会社ノブレス・セントラル 学校法人聖学院株式会社グリーンシステムコーポレーション

オカダアイヨン株式会社

株式会社クレステック 株式会社ダイヘン 

株式会社シップス 株式会社エリモロジスティクス 株式会社岸本鉄工所 株式会社デジアラホールディングス 白鶴酒造株式会社

ヤヱガキ醗酵技研株式会社 中央総業株式会社 株式会社仙台進学プラザ 清原株式会社 株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ株式会社ソディック

株式会社トレーダー愛 株式会社サンセイランディック 昭和興産株式会社 ダイダン株式会社 株式会社ハートス

株式会社エージーピー 浅井産業株式会社

2019年度 2020年度

大和ガス株式会社

2020年度

中央輸送株式会社 株式会社サンメディカルサービス

2019年度

Intercontinental Specialty Fats Sdn. Bhd. ケネディクス商業リート投資法人 大和ハウスリート投資法人 阪急阪神リート投資法人

タカラ米穀株式会社 ナカリ株式会社 扇港興産株式会社 中部飼料株式会社 タイヘイ株式会社 株式会社山崎食品 宮島醤油株式会社

扇港興産

株式会社いなげや

2019年度

株式会社日本エスコン 極東開発工業株式会社

日本リート投資法人

株式会社高田商店

2019年度2019年度

新明和工業株式会社

株式会社博展 日本パレットレンタル株式会社 日医工株式会社

株式会社アーバンリサーチ 井関産業株式会社株式会社ルネサンス

社会福祉法人聖徳園 沼尻産業株式会社ケイ・アンド・エム・インターナショナル株式会社

2020年度

株式会社メディカル・コンシェルジュ

2020年度2020年度

株式会社オイシス

株式会社諸岡 日本ピラー工業株式会社株式会社ソディック

信和鋼板株式会社エコアールホールディングス株式会社 株式会社公文教育研究会 株式会社トモエシステム

龍江精工株式会社 株式会社はくばく

山口運送株式会社

株式会社ウエダ

株式会社山一地所

株式会社ウテナ

みなと運送株式会社扇港興産株式会社

扇港興産

協立技研株式会社

千代田鋼鉄工業株式会社中央総業株式会社三光合成株式会社

生野金属株式会社

株式会社布引コアコーポレーション

虹技株式会社

株式会社サニコン 株式会社メイスイホールディングス

協栄産業株式会社

伸和ホールディングス株式会社 株式会社VOLLMONTホールディングス

リ・パレット株式会社 阪南倉庫株式会社 熊本利水工業株式会社 白鳥製薬株式会社 天満紙器株式会社 株式会社マツシマホールディングス

株式会社トーン・アップ

学校法人郁文館夢学園

三菱地所物流リート投資法人八海醸造株式会社

大敬ホールディングス株式会社

株式会社山一商事

株式会社カンセキ

日本宅配システム株式會社 ベース株式会社 株式会社グラフィコ 株式会社マーキーズ株式会社コンテック 株式会社ヒガシトゥエンティワン

2020年度

株式会社オガワエコノス

SDGs推進
シンジケーション

2019年度

日本板硝子株式会社 三井化学株式会社 石原産業株式会社 株式会社カネカ 株式会社学研ホールディングス 株式会社トーホー 大建工業株式会社

2020年度 2020年度 2020年度

サステナビリティ・リンク・ローン
およびESG/SDGs評価

ポジティブ・インパクト金融原則適合型
ESG/SDGs評価

ポジティブ・インパクト金融原則適合型
ESG/SDGs評価シンジケーション

2020年度

イノベーションマネジメントの推進

ＳＭＢＣイノベーションマネジメント
融資／私募債

三井住友銀行では環境
面に配慮し、パソコン上で
融資契約の手続が可能
です。くわしくは融資取引
部店までご相談ください。

融資は電子契約の時代へ

融 資 電 子契 約

当行は、お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取り扱いに関しまして、銀行法上の「指定紛争解決機関」である一般社団法人全国銀行協会と契約を締結しております。
《ご連絡先》 全国銀行協会相談室 0570-017109（一般電話から）、03-5252-3772（携帯電話・PHSから）

上記は、「SDGs推進融資／私募債」「ESG/SDGs評価型資金調達ソリューション」「SMBC働き方改革融資／私募債」「SMBCなでしこ融資／私募債」「SMBC環境配慮評価型資金調達ソリューション」「SMBC食・農評価融資／私募債」「SMBC事業継続評価融資／私募債」
「SMBCイノベーションマネジメント融資／私募債」を2018年度～2020年度にご利用いただいたお客さまの一部です。当ソリューションは、調査票とヒアリングにより「体制整備」や「運用状況」等をご評価させていただき、今後の取組推進に活用いただくことを目的として
います。評価は一時点かつサンプリングによるもので、三井住友銀行が一切の保証をするものではありません。※「ESG/SDGs評価型資金調達ソリューション」は「ESG/SDGs評価融資／私募債／シンジケーション」「SMBCサステイナビリティ評価融資／私募債」を活用
した融資等であり、「SMBC環境配慮評価型資金調達ソリューション」は「SMBC環境配慮評価融資／私募債」「SMBC環境配慮評価融資／私募債ecoバリューup」を活用した融資等になります。※「SMBCサステイナビリティ評価融資／私募債」は、2018年4月より
「ESG/SDGs評価融資／私募債」に名称変更および商品改定しています。※「SMBC環境配慮評価融資／私募債ecoバリューup」は、2018年3月に取扱を終了しました。

検 索評価型資金調達  SMBC https://www.smbc.co.jp/hojin/eco/

株式会社モスフードサービス

NADE
SHIKO

SMBC

Finance

NADE
SHIKOKOK

SMBC

SMBCなでしこ融資／
私募債

女性の活躍推進

小 さ な ス キ マ に 、 大 き な 未 来

2020年度 2020年度 2020年度

株式会社明電舎 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 いちご株式会社 テクノプロ・ホールディングス株式会社

島田商事株式会社

ジー・オー・ピー株式会社

信和鋼板株式会社 株式会社多摩流通

三機工業株式会社ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社上新電機株式会社

2018年度 2019年度2018年度 2019年度 2019年度 2020年度

東亜グラウト工業株式会社 株式会社メディカル・コンシェルジュ 株式会社諸岡

2018年度 2019年度 2020年度

粧美堂株式会社

2018年度 2019年度 2020年度

東洋スクリーン工業株式会社

2018年度 2019年度

石坂産業株式会社

2018年度 2019年度

大商化成株式会社

2018年度 2019年度

日興サービス株式会社

2018年度 2019年度 2020年度

株式会社はくばく

2018年度 2019年度

三共木工株式会社

2018年度 2019年度

日本自動ドア株式会社

2018年度 2019年度

株式会社明電舎

2020年度

2020年度2020年度

ユアサ商事株式会社


