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CSRの国際規格であるISO26000は、社会的責任の中核主題として人権を挙げています。企業が人権に与え

る影響はさまざまです。当グループでは、この問題がステークホルダーにどのような影響を与えているかを

徹底的に検討するため、社内の関係部署を集め、人権デューデリジェンス・プロジェクトチーム（PT）を組成

しました。



Materiality 2　社会適合性を向上させるCSR活動

共通価値の創造
当グループの事業活動の中で、最も社会との適合性を求められるものは金融機能そのもの

です。当グループは、この金融機能を安心・安全なものにするために、ガバナンス・コンプライ

アンス、リスク管理の高度化に努めています。また、「人権尊重」の企業風土を醸成することを

重視し、人権が尊重される公正な社会の実現に貢献したいと考えています。事業活動の「環境

負荷の低減」にも注力しており、省エネや廃棄物削減を通じ、気候変動問題や資源循環問題

にも取り組んでいます。このような社会適合性の向上は当グループの体質を強化し、長期的に

は経済的価値の向上に寄与します。

共通価値の
創造

社会的価値の
毀損防止

当グループの
企業体質の強化

社会適合性の向上

組織統治

人権
コミュニティへの
参画および

コミュニティの発展

労働慣行 消費者課題

環境 公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題
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コーポレートガバナンス・内部統制

当グループは、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融合した

本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀行グループとしてふさわ

しい経営管理体制を構築し、経営の透明性・健全性の確保とともに、

環境変化に柔軟に対応できる意思決定の迅速化を図っています。

コーポレートガバナンス体制の概要

グループにおける三井住友トラスト・ホールディ
ングスの役割と機能
当グループでは、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・

アセットマネジメント、三井住友トラスト基礎研究所、およ

び三井住友トラスト・キャピタルが、それぞれの業務執行を

単独で完結できる経営管理体制を有しており、三井住友ト

ラスト・ホールディングス（以下、SMTH）は業務執行管理

型の持株会社として、以下の各機能を担っています。
● グループ経営戦略企画機能
● 業務運営管理機能
● 経営資源配分機能
● リスク管理統括機能
● コンプライアンス統括機能
● 内部監査統括機能

このほか、日本トラスティ・サービス信託銀行（出資比

率66.6%）については、共同出資者である株式会社りそな

銀行と協議会組織等を設置の上、同社に係る重要事項の

協議、業務運営状況のモニタリング等を行っています。

業務執行・監督体制
当グループでは、三井住友信託銀行に持株会社との兼任

取締役を配置し、効果的なグループ経営戦略の遂行を図る

一方、SMTHの専任取締役が内部監査機能を統括するこ

とで、子会社各社に対する牽制機能を確保しています。

取締役会の下には、社長を議長とし、関係役員が参加す

る経営会議を設置しています。経営会議では、取締役会で

決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項につ

いて協議または決定を行うほか、取締役会決議事項の予備

討議等を行っています。

また、経営会議の中に「経営健全化計画推進会議」、

「CSR推進会議」を設置しているほか、「経営管理委員会」

等各種委員会を設置しています。このような体制をとるこ

とにより、経営の透明性や健全性を確保するとともに、意

思決定の迅速化を図っています。

直
接
出
資

子
会
社

業務運営機能
直接出資子会社※3

リスク管理機能 コンプライアンス機能 内部監査機能

持
株
会
社

グループ経営戦略企画機能 業務運営管理機能 経営資源配分機能 リスク管理統括機能 コンプライアンス統括機能 内部監査統括機能

株主総会 監査役
監査役会

委員会※2

取締役会
   経営会議※1

三井住友トラスト・ホールディングス

※2
 経営管理委員会
 統合的リスク管理委員会
 内部監査委員会
 情報開示委員会

※3 三井住友信託銀行以外の直接出資子会社については、三井住友信託銀行に設置した業務所管部が業務遂行全般に主体的に関与し、指導・管理・監督する。

※1
下記推進会議を含む
 経営健全化計画推進会議
 ＣＳＲ推進会議

ガバナンス体制図

組織統治

人権
ミコミュニティへの
参画および

コミュニティの発展

労働慣行 消費者課題

環境 公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題
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内部統制
内部統制とは、企業の中に健全な経営を行うためのさま

ざまな仕組みやルールをつくって、不祥事の発生を防ごう

とするものです。基本的に、①業務の有効性および効率性、

②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、

④資産の保全、という四つの目的があり、企業は内部統制

システムを整備・運用することにより、これらの目的を達成

しています。

SMTHでは、上記の目的を達成するため、①コンプライ

アンス（法令等遵守）体制の整備、②リスク管理体制の整

備、③業務執行体制の整備、④経営の透明性を確保する体

制の整備、⑤当グループ業務の適正を確保するための管理

体制の整備、⑥情報の保存・管理体制の整備、⑦内部監査

体制の整備、⑧監査役監査に関する体制の整備について、

取締役会が「内部統制基本方針」を定めています。

監査
SMTHは監査役制度を採用し、常勤の監査役2名および

非常勤の監査役4名（社外監査役）の合計6名の監査役によ

り監査役会を構成しています。

監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担な

どに従い、取締役会その他重要な会議に出席するなど、取

締役などから職務の執行の状況について報告を受けると

ともに、重要な書類の閲覧、本部部長からの報告の聴取を

行うほか、必要に応じて子会社から事業の報告を受ける等

により、取締役の職務の執行を監査しています。

監査役のうち、常勤の監査役は監査役会等の場で、経営

会議等の重要会議の議案やSMTHおよび子会社の調査の

内容その他日常の監査活動で収集した監査情報を非常勤

の監査役に報告し、情報の共有化に努めています。非常勤

の監査役は法律や企業経営などの多角的な視点での監査

を実施し、取締役会や監査役会などで積極的に意見を述

べています。

監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査に関

する情報、監査計画、監査の実施状況および監査結果等に

ついて報告を受け、意見交換を行うとともに、必要に応じ

て、随時、情報交換を実施しています。さらに、会計監査人

が独立の立場を保持し、適切な監査を実施しているかを監

査しています。

内部監査部門とは、定期的な会合において内部監査結

果の報告を受け意見交換を行うとともに監査役から内部

監査部門へ助言や指摘を行っているほか、必要に応じて、

随時、情報交換を実施しています。

内部監査については、業務執行部門から独立した内部監

査部門が、当グループの内部監査態勢整備方針および内部

監査計画を策定の上、内部監査部門が各業務執行部門な

どに対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を

行っています。

三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友信託銀行など

内部監査

事前討議・報告

内部監査

モニタ
リング

株主総会

取締役会

経営会議

各部 内部監査部

監査役会
監査役

内部監査

株主総会

取締役会

経営会議

本部各部
営業部署内部監査部門

監査役会
監査役

内部監査
委員会

コンプライアンス
（法令等遵守）体制

内部統制システム

監査役監査に
関する体制

内部監査体制

情報の
保存・管理
体制

リスク管理体制

業務執行体制

経営の
透明性を
確保 業務の適正を

確保するための
管理体制

内部統制システム構築の基本方針 内部監査の実施体制

コーポレートガバナンス・内部統制
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報告

審議、検討結果の報告

経営関連
情報

評価

監査役会

監査役

三井住友トラスト・
ホールディングス

情報開示委員会

内部統制統括部署
（財務企画部内部統制グループ）
・内部統制の有効性評価を実施
・評価結果の報告
・発見された不備の是正確認

報告
評価グループ関係会社の

業務所管部 本部各部営業部署 内部統制統括部署

取締役会

社長

経営会議

各部

経
営
関
連
情
報

三井住友信託銀行など

情報開示統制
当グループでは、経営関連情報を適時、正確かつ公平に

開示するため、情報開示委員会を設置し、経営関連情報お

よびそれに該当する可能性のある情報に関する開示の要

否および開示の妥当性、情報開示に係る体制整備・運用の

適切性について検討しています。

また、「内部統制報告制度」への対応として、事業年度

ごとに財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施し、

その評価結果と発見された不備の是正状況について、

SMTH社長や取締役会などに報告しています。この報告に

基づき、社長は財務報告に関する内部統制の有効性を評

価した「内部統制報告書」を作成し、有価証券報告書と併

せ金融当局宛に提出しています。

報酬等に関する開示事項
2012年3月、金融庁より、銀行または銀行持株会社およ

びそれらの子会社等の業務の運営または財産の状況に重

要な影響を与えるものとして、報酬等に関する開示が義務

付けられました。

「対象役職員」の範囲
開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役

員」および「対象従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範

囲については、以下の通りです。

「対象役員」の範囲

対象役員は、SMTHの取締役および監査役であり、社外監

査役は含まれていません。なお、社外取締役は現状いません。

「対象従業員等」の範囲

当グループでは、対象役員以外のSMTHの役員および従

業員ならびに主要な連結子法人等の役職員のうち、「高額

の報酬等を受け取る者」でSMTHおよびその主要な連結子

法人等の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与

える者を「対象従業員等」として、開示の対象としています。

対象役職員の報酬等の決定について
対象役員の報酬等の決定について

SMTHでは、株主総会において役員報酬の総額を決定

し、株主総会において決議された取締役報酬の個人別の

配分については取締役会に、監査役報酬の個人別の配分

については監査役の協議に、それぞれ一任されています。

対象従業員等の報酬等の決定について

当グループにおける対象従業員等の報酬等は、SMTHおよ

び主要な連結子法人等の取締役会等にて制定される方針に

基づき、支払われます。当該方針等は、業務推進部門から独立

したSMTHおよび主要な連結子法人等の人事部等において制

度設計がなされ、給与規則等として文書化がなされています。

また、主要な連結子法人等の報酬体系については、定期的に

SMTH人事部に報告され、人事部はその内容を確認します。

情報開示体制 当グループの対象役職員の報酬等の総額
（自 2011年4月1日 至 2012年3月31日）

（単位：百万円）

区分 人数 報酬等
の総額

退職
慰労金固定報酬

の総額
基本
報酬

ストック
オプション
報酬

変動報酬
の総額 賞与

取締役
（除く社外取締役） 10 493 457 456 1 36 36 ̶

  2 54 54 54 ̶ ̶ ̶ ̶

  2 87 48 48 ̶ 34 34 5

監査役
（除く社外監査役）

対象従業員等

 ※ 報酬額等には、主要な連結子法人等の役員としての報酬額等を含めて
 記載しています。

コーポレートガバナンス・内部統制
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三井住友トラスト・
ホールディングス

三井住友信託銀行
三井住友信託銀行出資 三井住友トラスト・

ホールディングス出資

CSR推進室

CSR推進室

本部各部 ホールセール営業各部 リテール営業各部・国内支店 海外支店

CSR責任者
CSR担当者

CSR責任者
CSR担当者 CSR責任者

CSR担当者
CSR責任者
CSR担当者

CSR責任者
CSR担当者

CSR責任者
CSR担当者

グループ関係会社 グループ関係会社

節電・省エネ省資源に関する一元的管理体制

With You活動推進主体

当グループのCSR体制

三井住友トラスト・グループにおける
CSR推進体制
CSR推進体制
当グループは、PDCAサイクルを踏まえたCSR推進体制

を構築しています。具体的にはSMTH経営企画部CSR推

進室が業務遂行の中心となり、重要な経営会議のテーマと

して開催される「CSR推進会議」において年度計画が策定

され、半期ごとにレビューが行われます。また、同様な推進

体制をグループの中核である三井住友信託銀行において

も構築しています。

CSR業務推進者
当グループでは、グループ各社、三井住友信託銀行の全

ての店部においてCSR業務を推進するCSR責任者、CSR担

当者を設置しています。CSR責任者や担当者の具体的な業

務内容は、省エネ推進や節電対応、オフィスにおける紙や

廃棄物の削減・リサイクルなど環境負荷低減活動の推進、

CSR推進室への活動報告などのほか三井住友信託銀行の

国内外の支店においては、ステークホルダーからの信頼を

高め、事業基盤を堅固なものとするための社会貢献活動で

ある「With You活動」を推進しています。CSR関連商品の

開発や提供など、事業を通じた社会・環境問題の解決への

貢献はCSR推進室が中心となり本部の関連部署と連携し

ながら推進しています。

環境マネジメントシステムとの統合
当グループでは、ISO14001認証の対象となる本店ビ

ル、府中ビル、千里ビルの3拠点において環境マネジメント

体制を構築しています（詳細は51頁）。環境マネジメントシ

ステムを推進するISOワーキンググループメンバーについ

ては、可能な限りCSR責任者・担当者と兼務することによ

り、業務の効率性を高めています。さらに、電力会社からの

節電要請に応えるため全店に配置していた節電担当者に

も兼務させ、これにより環境マネジメント全般の一元的管

理体制を整備しました。

2012年度方針
2012年度は、グループ各社の経営統合直後ということ

もあり、基礎を固める趣旨で下記の年度方針を立てまし

た。三井住友信託銀行および主要なグループ会社は、本方

針に基づきCSRを推進しています。

コーポレートガバナンス・内部統制

 推進体制構築 「三井住友トラスト・グループの社会的責任に関する
基本方針（サステナビリティ方針）」をグループ各社
役員・社員へ周知徹底し、CSR意識の浸透を図り、グ
ループ各社における具体的なCSR活動を推進する。

 関連事業推進 当グループが事業を通じて社会・環境問題の解決
に貢献するための商品・サービスの提供を推進する
とともに、社会の変化・ニーズを捉えた新たな商品・
サービスの開発に取り組む。

 CSRプレゼンスの向上 ステークホルダーとのコミュニケーションを維持・発
展させるとともに、CSRに関する国際社会の動向等
を正確に把握し、内外に積極的な情報発信を行う。
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コンプライアンス（法令等遵守）体制

1 基本的な取り組み方針
昨今、金融業界における規制緩和が進展し、金融取引・

サービスが多様化するなかで、金融機関においては自己責

任原則の徹底と自助努力によりさまざまな課題に取り組

むことが求められています。このような状況において、お客

さまからの信頼を維持・向上させていくためには、厳格な

自己規律に基づく健全かつ適切な経営が不可欠です。かか

る観点より、当グループはコンプライアンスを経営の最重

要課題の一つと位置付けています。

コンプライアンスとは、法令等の遵守、すなわち、法令・

市場ルール・社内規程類等のルールはもとより広く社会規

範を遵守することをいいます。信用が最大の財産である当

グループにとって、コンプライアンスの実現は当然の基本

原則であり、経営者はもとより、社員一人一人が日々の業

務運営の中で着実に実践しなければならないものと考え

ています。

当グループでは、コンプライアンスを徹底し、「The 

Trust Bank」にふさわしい適切な態勢を実現するため、

「行動規範（バリュー）」を定めるとともに、具体的な遵守

基準等を「コンプライアンス規程」に定めています。また、

これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動が遂行できるよ

う、チェック体制・推進体制を整備しています。これらの整

備を通じて、課題や問題点などに対して自己規律に基づき

適切に対処できるよう各種取り組みを進めています。

2 取り組みの概要
グループのコンプライアンス体制
当グループでは、グループ全体のコンプライアンス体制

を統括することを三井住友トラスト・ホールディングス（以

下、SMTH）の最も重要な機能の一つと位置付け、SMTHの

「コンプライアンス規程」において、役員・社員が遵守すべ

き基準を定めています。

SMTHには、グループ全体の統括部署として「コンプラ

イアンス統括部」を設置し、コンプライアンス方針の策定や

管理・運営状況のモニタリングを行っています。コンプライ

アンス統括部において把握した管理・運営状況等は経営会

議等に報告します。

また、コンプライアンスに係る諸施策の具体的な実践計

画については、毎年度「コンプライアンス・プログラム」を策

定し、定期的に進捗状況の把握、評価を行っています。

三井住友信託銀行においても、統括部署として「コンプ

ライアンス統括部」を設置し、SMTHが定めたコンプライ

役員・社員の遵守基準 コンプライアンス・マニュアル

1. 社会からの信頼の確立

2. 反社会的勢力への毅然とした対応

3. 組織的犯罪による金融機能の不正利用の防止

4. 経営の透明性の確保

5. 利害関係先等との健全かつ正常な関係の構築

6. 公正な活動の徹底

7. 情報管理の徹底

8. 職場秩序の向上

　コンプライアンス・マニュアルは、コンプライアン

スを実現するため、役員・社員等が執務をする際に

必要となる主要な事項についての基本的な手引書

として制定されたものです。

　コンプライアンスに関する主要な事項を「役員・

社員等に求められている業務遂行上の重要な事項

に関する行動規範」の形でとりまとめ、併せてその

背景にある法令やルールを解説しています。
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アンス方針に基づき、コンプライアンス方針や「コンプライ

アンス・プログラム」を策定するとともに、管理・運営状況

のモニタリングを行っています。また、コンプライアンス統

括部において把握した管理・運営状況等は、コンプライア

ンス統括部の統括役員を委員長とする「コンプライアンス

委員会」の検証を経て、経営会議等に報告されます。

その他の子会社は、SMTHが定めたコンプライアンス方

針に基づき、それぞれの業務特性に応じた適切なコンプラ

イアンス体制を整備しています。

なお、法令違反行為等が発生した場合に迅速かつ適切

に対応するため、職制に基づく報告制度とは別に、全ての

役員・社員がコンプライアンス統括部や外部の弁護士事務

所に直接通報できるコンプライアンス・ホットライン制度

を設けています。

コンプライアンス意識の浸透への取り組み
コンプライアンス意識の浸透を図るため、SMTHをはじ

めグループ各社において、「コンプライアンス・マニュアル」

等を制定し、法令・諸規則ほか遵守すべき事項等を周知徹

底しています。

また、インサイダー取引規制遵守に関するルールをはじ

めとしてコンプライアンス面の研修の強化を進めており、

全社的なテーマについては各社のコンプライアンスに関す

る統括部署が中心となって研修を実施しているほか、各社

におけるコンプライアンス担当者は、業務・商品の特性や

お客さまの属性に応じ、各職場での研修・勉強会の実施や

日常の指導を通じて、きめ細かに、コンプライアンス意識の

向上・徹底を図っています。

グループのコンプライアンス体制

三井住友トラスト・ホールディングス

取締役会

経営会議

コンプライアンス統括部

三井住友信託銀行

国内営業店部 海外店部事業各部

取締役会

経営会議

コンプライアンス委員会

コンプライアンス統括部

○○支店

コンプライアンス
担当者

○○支店

コンプライアンス
担当者

○○営業部

コンプライアンス
担当者

○○部

コンプライアンス
担当者

○○部

コンプライアンス
担当者

○○支店

コンプライアンス
オフィサー

○○現法

コンプライアンス
オフィサー

その他の子会社

・・・・ ・・・・ ・・・・



信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、当グループが損失を被る
リスクをいう。このうち、特に、海外向け信用供与について、与信先の属する国の外貨事情や政治・経済情勢等により当グルー
プが損失を被るリスクをカントリーリスクという。
金利、為替、株式、コモディティ、信用スプレッド等のさまざまな市場のリスク要因の変動により、保有する資産・負債（オフバラ
ンスを含む）の価値、あるいは資産・負債から生み出される収益が変動し、当グループが損失を被るリスク。このうち、特に、市場
の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより当グ
ループが損失を被るリスクを、市場流動性リスクという。
必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされ
ることにより当グループが損失を被るリスクをいう。
業務の過程、役員・社員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により当グループが損失を被る
リスクをいう。
役員・社員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正などを起こす等、事務が不適切であることにより当グループが損失を被るリスク
情報の漏えい、情報が正確でないこと、情報システムが利用できないこと、情報の不正使用等、情報資産が適切に維持・管
理されないことにより、当グループが損失を被るリスク
コンピュータシステムのダウン、または誤作動等、システムの不備等に伴い当グループが損失を被るリスク、さらにコン
ピュータが不正に使用されることにより、当グループが損失を被るリスク
取引の法律関係が確定的でないことによって当グループが損失を被るリスク、および法令等の遵守状況が十分でないことに
より当グループが損失を被るリスク
人事運営上の不公平・不公正、ハラスメント等、人事・労務管理上の問題により当グループが損失を被るリスク
自然災害、テロ等の犯罪、社会インフラの機能障害、感染症の流行等、事業の妨げとなる外生的事象、または有形資産の使
用・管理が不適切であることにより当グループが損失を被るリスク
マスコミ報道、風評・風説等によってSMTHまたは子会社等の評判が悪化することにより当グループが損失を被るリスク

リスク・カテゴリー 定　義

オペレーショナル・リスク（略称「オペリスク」）
（下の階層のリスクは「リスクサブカテゴリー」）

信用リスク

市場リスク

資金繰りリスク

事務リスク

情報セキュリティリスク

法務・
コンプライアンスリスク

人的リスク

イベントリスク

風評リスク

システムリスク
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リスク管理

1 基本的な取り組み方針
欧州債務問題、中国等新興国経済停滞など、金融市場に

も影響を及ぼす新たなリスクが顕在化してきています。ま

た、新たな銀行の自己資本比率規制（バーゼルⅢ）への対応

も見据えたリスク管理態勢の一段の整備も必要となって

います。このような環境下、従来にも増して、リスク管理の

高度化および予防的な対応の必要性が高まっているもの

と考えています。

その中で三井住友トラスト・ホールディングス（以下、

SMTH）は、本邦最大かつ最高のステイタスを誇る信託銀

行グループとして、業務特性と環境変化に対応したリスク

管理態勢の構築を経営の最重要課題と位置付け、当グルー

プの事業展開と持続的成長を支える強固な経営基盤とし

てのリスク管理の高度化を推進しています。

2012年度においては、外部環境の変化と経営統合に伴

うリスク構造の変化に機動的かつ的確に対処していくとと

もに、当グループの強みを最大限に生かし、実践的かつ効

率的なリスク管理態勢を整備しています。

2 取り組みの概要
リスクの種類
SMTHでは、グループ全体が経営上抱えるリスクの要

因別に、「信用リスク」「市場リスク」「資金繰りリスク」「オペ

レーショナル・リスク」に区分し、それぞれのリスクの特性

に合った管理を行っています。

リスク管理の方法
SMTHは、グループ全体のリスク管理の統括部署を設置

し、グループ全体のリスクの状況をモニタリングするとと

もに、各リスク・カテゴリーのリスク管理を統括するリスク

管理部署を定め、当グループ各社に対して必要に応じ適切

な監督・指導を行っています。

また、グループ全体におけるリスク管理の基本的事項を「リ

スク管理規程」として制定し、リスクの特定、評価、モニタリン

グ、コントロールおよび削減の一連の活動が適切に実行できる

よう権限や組織体制などを明確化し、リスク管理に係る方針・

計画（リスク管理計画、リスク資本配賦計画）を策定しています。

リスク・カテゴリー
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当グループ各社においては、SMTHのリスク管理に係る

方針を踏まえ、それぞれの業務やリスクの特性に応じた適

切なリスク管理態勢を整備しています。

リスク管理体制
リスク管理に係る経営機構および主要部署の役割・責任

は次の通りです。

取締役会
当グループの経営方針、戦略目標を明確化し、戦略目標

を踏まえたリスク管理方針の策定、適切なリスク管理態勢

整備の統括およびリスク管理方針周知のための適切な方

策を講じます。

取締役、統括役員
取締役はリスク管理の重要性を十分認識し、リスク管理

部署の統括役員は適正なリスク管理態勢の整備・確立に向

けて方針や具体的な方策を検討します。

リスク管理部署
リスクの特定、評価、モニタリング、コントロールおよび

削減の一連の活動を通じ、リスクの状況を的確に把握し、

リスクに対して適切な管理・運営を行います。

内部監査部署
業務執行に係る部署から独立した立場でリスク管理態

勢の適切性・有効性を検証します。

統合的リスク管理と統合リスク管理
SMTHは、当グループに所在する各種リスクを統括し、

グループ内のリスクの波及等、各社単独では捕捉できない

グループ体制特有のリスクを総合的に捉え、グループの経

営体力と比較・対照することによってリスク管理を行ってい

ます（統合的リスク管理）。

また、SMTHは統合的リスク管理における管理対象リス

クのうち、VaR※等の統一的尺度で計量可能なリスクを合

算して、当グループの経営体力（自己資本）と対比すること

により管理しています（統合リスク管理）。統合リスク管理

においては、資本の十分性と効率性確保の両立を目指し、

経営体力の範囲で配賦されたリスク資本に基づくリスク限

度枠を遵守するとともに、リスク資本対比の収益の極大化

を追求しています。
※ Value at Risk： リスク計測指標。一定の期間内（保有期間）に、一定の確率
（信頼区間）で、被りうる最大損失額。SMTHでは信頼区間片側99%による計
測を行っています。

リスク管理部署

統合的リスク管理委員会 経営管理委員会

統合リスク管理

統合的リスク管理 ※ 危機管理は、リスク・カテゴリー横断で対応

三井住友トラスト・ホールディングス

協議・報告 監督・指導

三井住友信託銀行 その他のグループ各社

株主総会

取締役会 監査役会

監査役 監査役室経営会議

風評リスクイベント
リスク人的リスク

法務・
コンプライアンス

リスク
システムリスク

情報
セキュリティ
リスク

事務リスク信用
リスク

市場
リスク

資金繰り
リスク

オペレーショナル・
リスク

事務企画部

リスク統括部署 リスク統括部

総務部人事部IT統括部
法務部・

コンプライアンス
統括部

内
部
監
査
部

リスク管理体制
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人権と三井住友トラスト・グループ

金融機関にとって、人材は最大の財産です。当グループでは、一人一人

の個性が尊重され、年齢や性別、国籍などを理由に差別的な扱いをさ

れないように人権啓発に取り組むとともに、適切なワーク・ライフ・バ

ランスを可能にする職場環境づくりなどを通じて、社会の持続的発展

に貢献できる人材を育成しています。

１ 人権啓発への取り組み

人権啓発推進活動
当グループは、人事部統括役員を委員長とする「人事啓

発推進委員会」を中心に、人権問題に関する各種研修や啓

発活動を実施しています。人権啓発推進委員会では、毎月

一回、人権尊重の好事例等を紹介する「人権啓発ツール」

を発信しているほか、2012年度は三井住友信託銀行の全

店部において、職場内人権啓発研修を開催しました。

また、2012年度も引き続き、新入社員に対して企業と人

権の関わりをテーマとした研修を実施しており、同和問題や

在日外国人問題、障がい者の人権などの個別課題に関する

共通意識の醸成に努めています。

さらに、人権週間には、社員から「人権啓発標語」を募集

し、優秀な作品に対しては表彰を行っています。

このほかにも、当グループは、行政などにおける各種事

業に参加するなどして、社員の人権意識の維持・向上を図

るさまざまな取り組みを行っています。これらの活動を通

じて、社員一人一人が個性を尊重し合い、人権尊重の考え

方を職務遂行上のよりどころにする企業風土の醸成に努

めています。

人権デューデリジェンス・プロジェクトチーム
（PT）の設置
設置の経緯
2011年6月、国際連合人権理事会において、事務総長特

別代表ジョン・ラギー ハーバード大学教授の提唱した「ビ

ジネスと人権に関する指導原則」が採択され、組織の社会

的責任に関する国際規格であるISO26000にも同指導原

則の内容が取り込まれる等、近時、国際社会において、企業

と人権の関係が注目を集めています。こうした状況を踏ま

え、当グループは、2012年３月、CSRに関する中期目標とし

て、「人権の尊重に関するCSR活動を海外のCSR先進企業

と同等の高いレベルで実践」していくことを掲げ、この目標

を実現するため、関係各部による人権デューデリジェンス

PTを立ち上げました。

人権
ミコミュニティへの
参画および

コミュニティの発展

労働慣行 消費者課題

環境 公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題

2012年度に発信した人権啓発ツール 人権啓発推進委員会「組織体制」

● 高齢者の人権

● ワーク・ライフ・バランスって何？

● 知的障がい者更生支援施設のご紹介

● こころに残る事例（ハラスメント・いじめ）

● こころに残る事例（障がい者）

● こころに残る事例（社会生活）

 推進委員長 人事部統括役員

 副委員長 人事部長

 推進委員 各店部の店部長および人事担当者

 事務局 人事部 
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設置目的
人権デューデリジェンスPTでは、①人権に関するリスク

管理の高度化、②人権に関する世界基準の規範意識の理

解、③当グループCSR評価の向上――を目指します。具体

的には、当グループの企業活動、また調達先や委託先の企

業活動が人権に与える負の影響（潜在的なものも含む）の

特定を行い、その防止や軽減に向けた対策に取り組んでい

きます。

検討対象事項
人権デューデリジェンスPTは、当グループの影響力の及

ぶ範囲を社員、調達・委託先等の六つのカテゴリーに分け、

それぞれのカテゴリーについて、人権・性別等の生物学的

要素、民族・言語等の文化的要素、信条・宗教等の内面的要

素、門地・職業などの社会階層的要素、また、障がいや年齢

等の身体的要素といった、あらゆる要素から人権への負の

影響の特定を行います。

運営体制
人権デューデリジェンスPTは三井住友トラスト・ホール

ディングスと、三井住友信託銀行との合同組織として設置

しています。人事部をPT長部として、経営企画部が事務局

を担当し、両社の関係各部から、職位にとらわれずに実質

的な議論を行うことができるメンバーを選定しています。

PTでは、2012年度中に、人権に関する新たな規範

を打ち立て、Plan(計画)→Do（実行）→Check（評価）

→Act(改善）を繰り返してリスクを削減する「PDCAサイク

ル」を構築する方針です。

コメント

人権デューデリジェンスPT PT長

三井住友信託銀行 人事部審議役　関　優

　2011年６月、国際連合人権理事会において、事

務総長特別代表ジョン・ラギー ハーバード大学教

授の提唱した「ビジネスと人権に関する指導原則」

(以下、ラギー報告)が採択され、企業と人権の関係

は新たな時代を迎えました。

　これまで、当グループは、日本固有の同和問題を

中心とした人権啓発に注力してきました。今後も同

和問題を重視する姿勢に変更はなく、継続的な啓

発活動に取り組んでいきますが、一方で、人権を取

り巻く国際社会の動向にも留意し、ラギー報告に謳

われた人権デューデリジェンスのプロセスを活用し

て、発展途上国の児童労働問題への対応等の国際

基準での人権の尊重にも取り組んでいきます。

PT構成部

三井住友トラスト・ホールディングス

経営企画部、総務部、人事部、
コンプライアンス統括部、リスク統括部

三井住友信託銀行
経営企画部、総務部、人事部、

コンプライアンス統括部、リスク統括部、
CS企画推進部、海外業務部
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２ 多様な人権を守るために

同和問題、在日外国人問題への取り組み
当グループは、同和問題への対応を、人権啓発推進にあ

たっての特に重要なテーマとしてとらえています。2012年

度も、東京人権啓発企業連絡会等の社外の知見を踏まえ

ながら、同和問題への理解を深め、新人研修をはじめとし

た各種研修や啓発活動を通じ、偏見や差別意識の徹底し

た排除に取り組んでいます。

また、在日外国人問題に関しては、三井住友信託銀行の

全店部で実施した職場内人権啓発研修において、2012年7

月9日から新たに施行された在留管理制度を採り上げ、窓口

での本人確認の場面などを想定し、本人確認書類の取り扱

いやプライバシーの尊重など、外国人の人権への配慮を周

知しました。

セクシュアルハラスメントおよび
パワーハラスメントの防止活動
セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントといった

行為は、個人の人格および人権を傷付ける行為であり、当

グループでは厳禁としています。特にセクシュアルハラス

メントについては、厳格に禁じています。また、パワーハラ

スメントについては、2012年1月30日に厚生労働省より公

表された「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議

ワーキング・グループ報告」を踏まえ、上司から部下に対し

て行われるものだけではなく、先輩・後輩間や同僚間、さら

には部下から上司に対してのものまで、職場の優位性に基

づくハラスメント全てをなくしていくことに努めています。

万一、ハラスメントが発生した場合には、相談・苦情につい

ては各部・営業店のハラスメント防止委員または人事部「ハ

ラスメント等相談窓口」が相談・苦情の申し入れ窓口とな

り、被害者から相談があった場合には、担当者が行為の具

体的態様、当事者同士の関係、被害者の対応などについて、

関係者へのヒアリングなどを行って総合的に調査し、ハラ

スメントの加害者には懲戒など厳正な処分を行います。

なお、ハラスメントについては、職場内人権啓発研修を

はじめ、新人研修や各種階層別研修においても採り上げて

啓発活動を継続的に実施し、全社員への周知・啓発を図っ

ています。

（A） （A）

相談者（被害者・加害者・第三者）

（C） （C）

（B）
ハラスメント防止委員 人事部

（ハラスメント等相談窓口）

問題解決 問題解決

（Ａ） 相談・苦情申し出は各部・営業店のハラスメント防止委員または人事部「ハラスメント等相談窓口」等で行う。
（Ｂ） ハラスメント防止委員は必要に応じて人事部「ハラスメント等相談窓口」へ相談し、アドバイスや対応を依頼する。
（Ｃ） ハラスメント防止委員・人事部「ハラスメント等相談窓口」は相談者の相談内容などを理解し、必要に応じて加害者とされる者や関係者へのヒアリング

などにより事態を的確に把握し、アドバイスなどにより事態の解消を図る。

ハラスメントに関する相談・苦情受付、事後処理体制
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海外拠点での取り組み
海外拠点については、派遣している社員向けに国内で

行っている職場内人権啓発研修と同じ研修を実施すると

ともに、国内と同じ「人権啓発ツール」を発信し日頃から人

権意識の維持・向上を図っています。また現地スタッフ向け

には、各国の実情に応じて、セクシュアルハラスメントやパ

ワーハラスメントの防止に向けた研修を実施しています。

ダイバーシティの推進
女性の登用と支援
当グループは、「個々人の持てる力を最大限に生かすた

めに、能力に応じた適材適所の配置を進めていく企業」と

して、管理職登用に関しても能力本位で決定しています。

三井住友信託銀行では、2012年4月現在、部長級以上役員

未満の女性は3人、課長級以上部長級未満の女性は77人、

係長級以上課長級未満の女性は214人となっています。

女性の課長以上の登用を積極的に進めていくにあた

り、課長未満の女性社員向けに主体的なキャリア形成と

ネットワーク構築を目的とした研修を実施してきました。

今後は、社内外の人材交流や業務遂行上の課題の共有と

解決の仕組みとして、女性課長クラスとリーダークラス間

の情報交換会を設置しており、今後も継続的に実施してい

く予定です。

また、仕事と家庭の両立支援の観点から、出産・育児・介

護などのライフイベントに応じた柔軟な働き方を選択しや

すい各種制度の整備と職場風土の醸成に努めています。

障がい者雇用
当グループでは、働くことを希望する障がいのある方々

の雇用に取り組んでおり、2012年9月30日時点の障がい者

雇用率は、現行法定雇用率（1.8%）を上回る1.95％となっ

ています。また2013年4月1日からは障がい者の法定雇用

率が2.0%に引き上げられることから、新雇用率の達成に向

けて、当グループ全社において障がい者の採用活動を積極

的に行っています。そして、障がい者が、より働きやすい職

場づくりも進めています。

高齢者の継続雇用
当グループでは、一定の基準に達する定年退職者につい

て、希望に応じ65歳までの雇用機会を提供する継続雇用

制度（エルダーパートナー制度）を整備しています。2012

年11月1日現在、本制度を利用して定年後も勤務している

社員は575名となっており、最近では定年に達した社員の

約90%が本制度を利用するようになっています。

 合計（男女計） うち男性 うち女性

 従業員数 2010年度 12,461人 6,029人 6,432人

  2011年度 13,172人 6,645人 6,527人

 平均年齢 2010年度 40.9歳 42.9歳 39.0歳

  2011年度 41.4歳 43.2歳 39.7歳

 勤続年数 2010年度 11.3年 12.7年 9.6年

  2011年度 12.0年 13.7年 10.3年

  2010年度  2011年度

 該当者数  93人  177人

 障がい者雇用率  2.08％  2.01％

従業員の状況 障がい者雇用率推移

※ 旧中央三井信託銀行、旧住友信託銀行の合算

※ 旧中央三井信託銀行、旧住友信託銀行の合算
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環境

１ 働きやすい職場環境づくりの推進

ワーク・ライフ・バランス実現のための取り組み
当グループでは、社員が安心して働き、仕事と家庭の両

立ができる職場環境づくりにも積極的に取り組んでいま

す。具体的には、出産・育児については、子どもが2歳にな

るまで取得可能な育児休業に加え、父親の育児休業、年間

10日まで（対象となる子が二人以上の場合）の子どもの看

護休暇制度、妊娠中および小学校３年生を修了するまでの

子と同居し養育する場合に適用される短時間勤務制度、

時間外勤務・深夜勤務の免除など、安心して子育てができ

る環境を整えています。また、介護については、年間10日

まで（対象家族が二人以上の場合）の介護休暇制度、最長

1年間の介護休業制度や最長２年まで（対象家族一人当た

り）の短時間勤務制度を設けています。

このほか、家族の絆・コミュニケーションを深めることや、

「社会で働く」ということについて家族で考えるきっかけ

とすることなどを目的として、社員の家族を対象とした参

観を実施しています。

また、当グループは、「次世代育成支援対策推進法」第13

条に基づく行動計画の目標達成な

どにより「基準適合一般事業主」に

認定され、“子育てサポート認定事

業主マーク”（愛称「くるみんマー

ク」）を取得しています。

労働環境の改善に向けて
当グループでは、労働環境の改善に向けたさまざまな取

り組みを行っています。具体的には、業務効率化と時間管

理の徹底による時間外労働の削減を進めています。また、

長期休暇の取得促進、早帰り月間・定時退社週間などを実

施し、総労働時間の縮減に努めています。

社員の健康管理
当グループでは、社員の健康管理と健康増進を図るため、

各事業所に産業医・衛生管理者（衛生推進者）を設置し、きめ

細かい健康管理指導を行っています。また、年1回の定期健

康診断を実施し、社員およびその家族に対しても、健康保険

組合を通じて人間ドックなどの受診補助を実施しています。

さらに、企業内診療所などにおいてメンタルカウンセリ

ングタイムを設けているほか、健康保険組合では、電話に

よる無料健康相談なども実施しています。また、管理監督

者に対しては、研修などを通じて社員の健康管理の重要性

についての認識を高める活動を行っています。

金融機関にとって人材は最大の財産です。当グループでは、人材育成

プログラムの充実、適切なワーク・ライフ・バランスを可能にする職場

環境づくりなどを通じて、当グループの成長だけでなく、社会の持続

的発展に貢献できる人材を育成しています。

2012年度 家族参観日の模様
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2 社員のキャリア形成を支援する仕組み
募集・採用
採用ホームページでは、当グループの人事制度の特徴を

はじめ、「信託」の仕組みや意義、各事業の業務内容を分か

りやすく説明しているほか、社員のインタビューを掲載す

るなど、当グループで働く人たちの等身大の姿に多く触れ

られるように工夫を凝らしています。

2013年度の新卒採用活動では、ホームページを活用し

てエントリーした人数が46,386人を超えるなど、年々エン

トリー数は増加しています。

キャリア形成を支える人事制度と人事運営
当グループでは、社員のキャリア形成を推進する「コース

制」を導入しています。コースは、転居・転勤の有無や、対象と

する業務などによってＧコース・Ａコースの二つがあります。

また、各コース社員を業務能力レベルに応じて四つの職

群にランクする全コース共通の枠組みを設け、年齢や性別

に左右されない人事運営を推進しています。

業務公募制度
社員自身による主体的・自律的なキャリア形成を推進す

るために、公募制度を設けています。これは、希望者が人事

部に直接応募し、選考を通過すれば実際にその業務・事業

の部署に異動できる制度となっています。

本人参加型の人材評価制度
当グループにおける人材評価制度は、「本人参加型」とし

ており、期初に上司とすり合わせて策定した課題の達成状

況の評定とフィードバックを通じ、人材を評価しています。

人材育成・能力開発
当グループの人材育成・能力開発は、OJT※をその基本と

していますが、併せて業務スキルやマネジメント能力など

の向上を目的とした集合研修や、自己研さんを促すための

自己啓発についても数多くの選択肢を整備しています。そ

の一つとして、2012年5月、「ＳＭＴＢユニバーシティ」を設

立しました。ＳＭＴＢユニバーシティは、全社員の能力底上

げや高度な専門性の習得、戦略的人材育成を目的とする全

社横断的なプログラムで、階層別・事業別・目的別に研修や

勉強会等を実施しています。
※ Ｏn-the-Job-Trainingの略： 職場内での上司・先輩が、部下に日常の仕事を
通じて、必要な知識・技能・仕事への取り組みなどを教育すること。

 2010年度※ 2011年度※ 2012年度

 新卒採用者数 434人 314人 312人

  男性 176人 122人 130人

  女性 258人 192人 182人

※ 旧中央三井信託銀行、旧中央三井アセット信託銀行、旧住友信託銀行の合算

階層別
カレッジ

事業別
カレッジ

ｅカレッジ（社外学習が可能な環境）

戦略的
人材育成
プログラム

その他
自己
啓発OJT

SMTBユニバーシティ（OFF-JT）
～全社横断的な体系的プログラム～

CSRを推進する人材の育成
新入社員研修のカリキュラムにCSRを組み込んでおり、当

グループのCSRの基本的な考え方や、取り組みの意義などに

ついて講義を行っています。

e-ラーニングによる環境教育
当グループは、サウスタワービル、府中ビル、千里ビルを対

象としてISO14001の認証を取得しました。この認証取得に

伴い、三井住友信託銀行では支店を含む全社員がe-ラーニン

グによる環境教育を履修することを義務付け、環境問題の基

礎や法規制、自社の取

り組み、および生物多

様性問題などの最先端

の知識の習得に努めて

います。
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人権
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労働慣行 消費者課題

公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題

環境

当グループは、環境マネジメントシステムの枠組みを活用し、日常業務

において生じる環境負荷を低減するとともに、業務効率の改善につな

がる取り組みを推進しています。

※ 気候変動対応行動指針（18頁参照）、生物多様性保全行動指針（22頁参照）は、本環境方針を踏まえた具体的な行動指針として定めています。

1． 商品・サービスの提供
 私たちは、「地球環境の保全」、「持続可能な社会の
実現」に貢献する商品・サービスのお客様への提供
を通じ、社会全体の環境リスクの低減・環境価値の
向上に取り組みます。

２． 環境負荷の低減
 私たちは、事業活動に伴う資源の消費、廃棄物の
排出などによる環境への負荷を認識し、省エネル
ギー、省資源、資源循環の取り組みを通じ、環境保
全・持続可能な社会の実現に努めます。

３． 汚染の予防
 私たちは、環境に関する対応の継続的な検証と改
善に努め、汚染の予防に取り組みます。

４． 法令等遵守
 私たちは、環境保全に関連する諸法令・規則及び各
種協定を遵守します。

５． モニタリング
 私たちは、環境に関する短期、中長期の目標を設定
し、定期的に見直しを行い、取り組みの継続的な改
善に努めます。

６． 教育・研修
 私たちは、グループ各社への本方針の徹底と環境
教育に努めます。

７． 情報公開
 私たちは、本方針を一般に公開し、社外とのコミュニ
ケーションを通じた環境保全活動の推進に努めます。

■ 環境方針

三井住友トラスト・グループは、三井住友信

託銀行の誕生に合わせて環境マネジメント運

用体制を再構築するとともに、グループ全体の

環境への取り組みを進めました。当グループ

は、本業による環境問題の解決への貢献と事

業活動による環境負荷の低減を環境マネジメ

ントの両輪と位置付け、持続可能な社会の構

築に積極的な役割を果たしていきます。

環境マネジメントのさらなる推進とグループ展開

新本店ビル屋上に設置した太陽光発電設備
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※1 ISO認証取得サイト（サウスタワービル、府中ビル、千里ビル）の目標値と実績値
※2 ISO認証取得サイト（府中ビル、千里ビル）と認証取得予定の本店ビルの目標値
※3 紙、廃棄物は2008年度比、電力は2010年度比
※4 府中ビル、千里ビルは2008年度比、本店ビルはみなし年間使用量比みなし年間使用量は
2012年度第2四半期の使用量の4倍値をベースラインに設定

※5 府中ビル、千里ビルは2008年度比、本店ビルは2012年度比
※6 電力使用量は電力需給対策への対応、設備利用形態の変更のため単年度ごとに目標を設定

１ 事業活動と環境負荷

主な活動項目と目標
当グループは環境方針を踏まえ、環境マネジメントシス

テムの国際規格であるISO14001の認証を取得した府中

ビル、千里ビル、取得予定の本店ビルの３拠点において環

境目標を設定し、実施計画を策定しており、実績値を測定

した上で定期的な見直しを行い、取り組みの継続的な改善

を目指しています。なお、本社機能をサウスタワーから本店

ビルに移転させたため、本店ビルの目標を新たに設定し直

しました。

紙の使用については、本店ビルは2012年度使用量を基

準として年ベースで10％の削減を掲げ、2013年度末までに

一人当たり15％削減することを目標としています。府中ビ

ルと千里ビルはいずれも、2012年度末までに15％、2013

年度末までに20％の削減（2008年度比）を目指します。

電力の使用については、本店ビルは2012年度を基準と

して、当面は年ベースで1％の削減を目標とします。府中ビ

ルと千里ビルは、2012年度末までにそれぞれ4％、6％の削

減（2010年度比）を目指しています。

廃棄物の排出については、本店ビルは2012年度を基準

として2013年度末までに15％の削減を目指し、府中ビル

と千里ビルはいずれも2012年度末までに15％、2013年

度末までに20％の削減（2008年度比）を目指します。

本店では環境負荷の少ない備品の購入も進めており、文

房具のグリーン調達比の目標を91％に設定しています。ま

た、エコ・トラステューション（18～27頁参照）を踏まえた

環境金融事業の計画も策定しています。

外部審査員による指摘事項
当グループは2012年1月、サウスタワービル、府中ビル、

千里ビルの3拠点で、ISO14001の更新審査を受け、①環境

不動産推進チームで、新たなビジネスモデルになり得る革

新的な活動を推進している、②業務推進部で、共通目標で

ある「紙の削減」で35％減の実績を残した（2011年度上半

期）、③千里ビルの三井住友トラスト・ビジネスサービス集

中事務第二部で、部員全員に「環境ISOアンケートおよび自

己チェック」を実施し、認知度が低い環境配慮活動の実施

手順を周知した点が評価されました（詳細は下表参照）。

一方、紙の削減目標を達成するための方法が一部部署

で前年と同じ内容だったこと、「環境マネジメント実施計画

書」に基づく活動結果について、目標達成項目に対する原

因分析が不十分だったことについては、改善を検討するよ

う指摘がありました。

主な活動項目と目標値

 
活動項目

 2011年度※1 2012年度※2 2013年度※2

  目標値※3 実績値※3 目標値※4 目標値※5

 紙の使用 10％削減 10％削減 府中ビル、千里ビル 府中ビル、千里ビル
    15％削減 20％削減
    本店ビル 10％削減 本店ビル 15％削減
 電力の使用※６ 8％削減 8.5％削減 府中ビル ４％削減
    千里ビル ６％削減 策定中
    本店ビル １％削減 
 廃棄物の排出 10％削減 3.3％削減 府中ビル、千里ビル 府中ビル、千里ビル
    15％削減 20％削減
    本店ビル 10％削減 本店ビル 15％削減
 グリーン調達の実施 91% 84% 91% 91%
 環境関連商品の拡販    
 オフィスにおける
 環境配慮活動    

外部審査員による指摘事項

環境事業推進の一環として新設された環境不動産推進チームで
は、新たなビジネスモデルになり得る革新的な活動を推進してお
り、さらなる成果が期待できました。 

「環境マネジメント・システム実施計画書」の具体策欄は、業務
プロセスの重視と関連部署との協働による経営資源の前向き
な投資を含むものであり、部内の周知活動も良好。合併後に予
想される大量事務作業の克服にもさらなる波及効果が期待で
きるものでした。  

千里ビルでは、情宣活動として2011年11月に全員に対して「環
境ISOアンケートおよび自己チェック」を実施していました。
EMS導入からほぼ3年が経過した時点での認識の再確認とし
て有効な活動と評価されます。  

共通目標である「紙の削減」のために「環境マネジメント実施計画
書」で記載された達成手段には一部の部署では前年同様の記載
にとどまり、前年以上の成果につながるかの懸念がありました。

「環境マネジメント実施計画書」に基づく活動結果は分析・総括
される仕組みが機能していました。未達幅が大きかった場合に
は適正な原因分析が行われていましたが、超過達成時にはコメ
ントは少ない状況でした。達成の幅が大きい場合にも他部門へ
の水平展開の可能性や予期せぬ努力外の内外要因の潜在等勘
案、原因分析の仕組みを組み込むことに検討の余地があります。

指摘事項
（評価できる点）

改善の機会

環境負荷低減に向けた取り組み
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環境パフォーマンス
当グループでは、事業活動で使用するエネルギーや紙な

どのインプットと事業活動から排出するアウトプットの双

方の環境負荷を低減することに努めています。統合後の三

井住友信託銀行の国内拠点を集計した環境パフォーマン

スは下表の通りです。

2011年度のCO2排出量は3万9,309トンで、前年度（4万

5,541トン）から13.7％の大幅減となりました。電力使用量

については、冷房の28℃設定や空調の稼働時間設定など

に取り組み、前年度（95,432千キロワット）比で10.4%減

の85,480千キロワットになりました。ガス使用量について

は、7～9月に厨房や研修棟を使用停止したことなどから

1,087千立方メートルと前年度（2,012千立方メートル）か

ら半減し、水の使用量も前年度の19万9,939立方メートル

から15万900立方メートルに減りました。廃棄物について

は、分別回収の徹底や再資源化可能な製品の再資源化の

促進などを進めており、総排出量は前年度（1,882トン）か

ら6．2％減の1,766トンになりました。

一方で紙使用量は、用度品やパンフレット類では在庫管理

を厳格化するとともに作成費用や廃棄費用の管理徹底などを

実施しましたが、経営統合の影響が大きく、前年度（898トン）

から10.5%増え、992トンになりました。今後、大量に紙を使用

している部門を特定して具体的な削減対策を個別に指導する

とともに、より多くの部門で、すでに成果を出している印刷物

の在庫管理や発注方法の変更を拡大していく方針です。

CO2の排出量が大きい府中ビルでは、東京都の環境確

保条例に基づき温暖化ガス排出量削減対策のため、2011

年度に高効率熱源システムへの更新、電算室基準空調機の

外気冷却時における加湿蒸気の抑制など抜本的な省エネ、

省CO2対策を実施しました。一方で設備導入後に東京電力

管内で実施された夏季の節電対応のため、6月から9月に

おいては省エネ、省CO2目的で導入した電気式の空冷ヒー

トポンプチラーをメインとした運用から、電力使用のピー

クカットを目的としたガス炊きの冷水発生機をメイン機と

した運用に変更せざるを得ず、当初計画したの省CO2効果

（1,070t-CO2）に対して、設備更新による効果は563t-CO2

にとどまりました。運用変更は節電には大きな効果をもた

らしましたが、省エネ、省CO2の効果は達成できませんでし

た。今後も、電力需給バランスや温暖化対策の双方に対応し

たバランスのとれたエネルギーマネジメントに努めます。

環境パフォーマンス（国内拠点）

 
排出量（アウトプット）

 
単位
  2009年度   2010年度   2011年度

  旧中央三井TH 旧住友信託 合計 旧中央三井TH 旧住友信託 合計 旧中央三井TH 旧住友信託 合計
 CO2排出量 ｔ・CO2 20,686 25,211 45,897 19,597 25,944 45,541 16,509 22,799 39,309
 廃棄物等総排出量※3 ｔ 1,265 812 2,077 1,158 724 1,882 1,026 741 1,766
 紙排出量※3 ｔ 1,009 592 1,601 857 503 1,360 860 500 1,360
  うち再利用量 ｔ 967 592 1,559 831 503 1,334 809 500 1,309
  リサイクル率 % 96 100 97 97 100 98 94 100 96
 その他廃棄物排出量※3 ｔ 1,189 176 1,365 1,091 170 1,261 166 240 406
  うち再利用量 ｔ 1,000 144 1,144 921 143 1,064 50 157 207
  リサイクル率 % 84 82 84 84 84 84 30 65 51

 
使用量（インプット）

 
単位
  2009年度   2010年度   2011年度

  旧中央三井TH 旧住友信託 合計 旧中央三井TH 旧住友信託 合計 旧中央三井TH 旧住友信託 合計
 総エネルギー投入量 GJ※4 481,021 600,189 1,081,210 490,638 616,514 1,107,152 414,189 563,803 977,992
　 電力使用量 千kWh 42,477 51,700 94,177 42,821 52,611 95,432 36,819 48,661 85,480
　 ガス使用量 千㎥ 690 1,248 1,938 675 1,337 2,012  1,087 1,087
　 ガソリン使用量※1 kl 58 616 674 55 619 674 56 628 684
 紙投入量※2 ｔ 432 531 963 377 521 898 445 547 992
  うち再生紙 ｔ 53 332 385 0 338 338 61 315 377
水使用量 ㎥ 129,709 71,610 201,319 128,274 71,665 199,939 102,747 48,153 150,900

• 集計期間： 2011年4月1日～2012年3月31日
※1   一部の店舗を除く　　※2  コピー用紙、コンピュータ用紙が対象　　※3  主要拠点ビル　　
※4  GJ：ギガジュール ギガ（giga）は10億。 ジュール（joule）はエネルギー・仕事量・熱量の国際単位。

環境負荷低減に向けた取り組み
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グループ会社における取り組み
グループ会社の三井住友トラスト・パナソニックファイ

ナンスにおいても環境マネジメントシステムを構築して環

境への取り組みを推進しています。同社は「環境にかかわ

るさまざまな課題に事業を通じて取り組むこと」を重要な

CSR活動の一つとして位置付けています。具体的には社内

のEMSを構築して、省エネ、コピー用紙の削減に取り組み

ました。CO2や廃棄物の排出量の環境負荷測定の体制を

整備し、今後は削減対策の実行に注力します。また、リース

会社特有の取り組みとして、リース満了品の売却やNPO

への寄贈による再利用の促進、産廃処理の委託先の現地

確認などを行うとともに、本業で環境保全に貢献すること

を目的として環境配慮型リース・ファイナンス業務を強化

しました。

環境省が制定したEMSの認証制度である「エコアクショ

ン21」を、2012年3月に取得しました。同年8月には活動内

容をまとめた環境レポートを発行しています。

なお、本店ビル、府中ビル、千里ビルの3拠点に所在する

グループ各社はEMSの枠組みの中で環境への取り組みを

行っています。

２ 環境マネジメント体制

統合に伴う環境マネジメント運用体制の再構築
当グループでは2009年3月、エネルギー使用量の多い3

拠点で環境マネジメントシステム（EMS）の国際規格であ

るISO14001の認証を取得し、環境への取り組みを経営戦

略に組み込んだ、より実効性の高い環境活動を推進してき

ました。2012年1月には認証取得から3年目の更新審査を

受審し、組織のEMSが適正に維持されているとして、登録

が継続されました（審査での指摘事項は49頁参照）。

2012年4月の三井住友信託銀行の発足に合わせ、当初制

定した環境マネジメントシステム運用規則を改定しました。

各部のISOワーキングメンバーの内部研修を実施するとと

もに、e-ラーニングを全社員が受講し（47頁参照）、グループ

を挙げてEMSの継続的な実施・改善に取り組んでいきます。

新本店のサイト認証に向けた取り組み
2012年1月に竣工した新本店ビルは、設備やビル管理

がサウスタワービルと異なること、また、新本店ビル所在

の組織構成が変更され、かつ規模が拡大したことから、

2012年度上期はビルの運営状況、環境側面の把握に努め

ました。従来から培ってきたノウハウを活用したEMSの運

用を新本店ビルでも継続しており、2012年度内に新本店

ビルをISO14001の認証サイトに追加する予定です。

経営会議

環境管理責任者
内部環境監査チーム

環境管理委員会

内部監査総責任者

内部監査員
作業内容の説明・指示

ISO事務局

府中ビル

社員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長

各部室

千里ビル

社員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長

各部室

本店ビル

社員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長

各部室

環境ワーキングメンバー 環境ワーキングメンバー環境ワーキングメンバー

環境マネジメント運用体制

エコアクション21の認証・登録証

環境負荷低減に向けた取り組み
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公正な事業遂行の取り組み

インサイダー取引防止
当グループでは、インサイダー取引を二度と発生させな

いため、冒頭に記載の通り、組織体制の強化・見直し、コン

プライアンス意識の醸成、企業風土の構築や倫理観の浸

透、再発防止策の進捗・定着状況のモニタリングなどを厳

格に実施します。

マネー・ローンダリング※等防止態勢
当グループは、本人確認や疑わしい取引の届出等の対策

を的確に実施するため、各種の態勢を整えています。例えば

三井住友信託銀行では所定の研修を実施し、社員の知識の

継続的な維持向上を図っています。
※ マネー・ローンダリング（資金洗浄）とは、麻薬密売などの犯罪収益を金融機
関口座や金融商品間で転々とさせ、不正な資金の出所を隠すことをいう。テ
ロリストや振り込め詐欺犯人等も、金融機関口座等の不正利用を行う場合が
ある。金融機関は、このような金融サービスの不正利用を防止する必要があ
り、これをマネー・ローンダリング等防止対策と称している。

反社会的勢力への対応
反社会的勢力とは暴力団や暴力団員のみでなく、これらに

関係する個人や企業等、市民生活の秩序や安全に脅威を与え

る者・集団を指します。当グループでは、行動規範（バリュー）

等において、反社会的勢力に対する毅然とした対応を貫くこ

とを定めて社内外に宣言しており、反社会的勢力との取引防

止のため、各種取引における調査やシステムチェック等の体

制を構築しています。また、融資や受信等の各種取引に暴力

団排除条項を導入しています。これは、反社会的勢力に取引

を躊躇させ、また、取引開始後に反社会的勢力と判明したと

きに取引を解消させる契約上の根拠付けとなるものです。

外部委託先との公正な取引
当グループでは外部の業者に業務を委託する場合、当グ

ループのお客さまや当グループが不測の損失を被るリスク

を適切に管理するための規則を定め、サービスの質や存続

の確実性等の問題点を認識し、委託した業務を的確、公正

かつ効率的に遂行することができる能力を有する業者に

委託するための措置を講じています。

また、反社会的勢力との取引を防止し、反社会的勢力の

介入を排除するため、新規契約開始前および定期的に外

部委託先が反社会的勢力でないことを確認しています。

利益相反※管理の取り組み
当グループは、適切に利益相反管理を行うため、営業部

門から独立した利益相反管理統括部署および統括者を設

置し、当グループ全体において利益相反管理を的確に実施

するための態勢を整備しています。統括部署および統括者

は、当グループの利益相反管理の有効性について定期的に

検証を行い、継続的に改善を図っています。また、定期的に

研修・教育を行い、周知・徹底を図っています。
※ 利益相反とは、当グループとお客さまとの間で利益が相反する状況、または
当グループのお客さま相互間で利益が相反する状況をいう。

振り込め詐欺の未然防止への取り組み
三井住友信託銀行では、社会全体の要請に応え、お客さ

まに安心してご利用いただくために、支店の店頭にてこま

めにお客さまにお声掛けするなど、日頃より振り込め詐欺

の未然防止に取り組んでいます。

その継続的な取り組みにより、

2012年（10月末現在）も千葉、池袋、

横浜、三軒茶屋、越谷の各支店で振り

込め詐欺を未然に防ぎ、3店では未

然防止に貢献した功績に対し、地元

警察から感謝状を授与されました。

当グループは、インサイダー取引規制違反に関する事態を踏まえ、管

理態勢の強化と再徹底を行い、信頼の回復を図ります。また、反社会

的勢力との取引排除、金融機能の不正利用の防止等、金融機関に対す

る社会的要請に対し、グループ全体として的確に対応していきます。

人権
ミコミュニティへの
参画および

コミュニティの発展

労働慣行 消費者課題

環境
公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題

戸部警察署より感謝状を授与
（横浜支店）
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1 顧客保護等管理
基本的な取り組み方針
従来よりも複雑な仕組みや特徴を持つ金融商品が増加

するなか、金融機関には、その商品の仕組みやリスクなど

をお客さまに適切かつ十分にご説明し、ご理解いただくこ

とが強く求められています。また、お客さまからの苦情や要

望などに対する適切な対応や、顧客情報の適切な管理の

重要性も一層高まっています。

こうしたなか、当グループは顧客保護等を経営上の最重

要課題の一つと位置付け、当グループに対するお客さまの

期待と信頼に応えるため、グループ各社の顧客保護および

利便の向上に向けた基本方針を「顧客保護等管理規程」に

おいて定めています。また、これらを遵守し、誠実かつ公正

な企業活動が遂行できるよう、チェック体制・推進体制を

整備しています。これらの整備を通じて、課題や問題点など

に対して自己規律に基づき適切に対処できるよう各種取り

組みを進めています。

グループ各社においては、三井住友トラスト・ホールディ

ングスが定めた基本方針に基づき、それぞれの業務特性に

応じた適切な顧客保護等管理体制を整備しています。

取り組みの概要
お客さまへの適切な情報提供
三井住友信託銀行では、お客さまに対する金融商品・

サービスの提供にあたり、お客さまの知識、経験、財産の状

況および取引を行う目的を踏まえ、お客さまの理解と納得

が得られるよう適切かつ十分な説明を行っています。

具体的には、金融商品の勧誘や販売に関する方針を店

金融機関には、お客さまに商品の仕組みやリスクを適切かつ十分にご説

明し、ご理解いただくことが強く求められています。また、顧客情報の管理

やお客さまの満足度を高めることも一層重要となっています。当グループ

は、こうした課題達成のためにさまざまな取り組みを進めています。

頭やホームページで公表しているほか、適合性原則※の徹

底や適切な情報提供などを定めた顧客説明マニュアルの

作成による社内規則の整備、さらに研修の充実などを通じ

て、お客さまの立場に立った適正な金融商品の勧誘・販売

を徹底しています。

特に、リスク商品取引については、ご高齢のお客さまへ

の説明が適切に行われているかモニタリングを行い、必要

に応じ勧誘ルールの見直しを行います。
※ 顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、
不適当な勧誘を行ってはならないという規制。

顧客情報管理
当グループは、お客さまの個人情報の保護に万全を期する

ための取り組み方針として個人情報保護宣言を定めている

ほか、お客さまの情報を適切に管理し、グループ内でお客さ

まの情報を共同利用する場合には、個人情報保護に関する法

律、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、

その他関連法令等に従い、適切に対応するようにしています。

顧客サポート等管理
お客さまからの相談・苦情等に対し誠実かつ迅速に対応

し、可能な限りお客さまの理解と納得を得て解決すること

を目指すとともに、「お客さまの声ポータル」の活用により、

発生原因の把握・分析を行い、お客さまの利便性向上のた

め、業務改善に向けた取り組みを行っています。

外部委託管理
業務の外部委託を行う場合には、業務遂行の的確性と

ともに、お客さま情報の適切な管理等お客さま対応の適切

性が確保されるよう、外部委託先の運営状況の確認、評価

を通じたモニタリングを行っています。（52頁参照）

組織統治
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2 お客さま満足向上への取り組み
基本的な取り組み方針
情報化社会の進展などにより、お客さまがご自身の判断

で、自由に取引金融機関を選ぶことができるようになり、金

融機関が提供するサービスには、より高い水準が求められ

ています。このような時代の要請に応えるべく、当グループ

では商品・サービスの改善を継続的に進め、お客さまにお

選びいただける金融機関でありたいと考えています。

当グループは、高度な専門性と総合力を駆使して、お客

さまに総合的な解決策を迅速にご提供してまいります。ま

た、「お客さま本位」を徹底し、最善至高の信義誠実と信用

を重んじ確実を旨とする精神を持って、お客さまの安心と

満足のために行動してまいります。

取り組みの概要
お客さまの声を反映する仕組み
三井住友信託銀行では、全国の営業店やテレホンセン

ター、ホームページに寄せられる「お客さまの声」のほか、

各支店に備え置く「お客さまの声アンケート」により、多く

のご意見・ご要望を頂戴し、より良い商品・サービスの提供

へつなげています。

社員のCS意識向上のための取り組み
三井住友信託銀行では、社員一人一人が日頃からお客

さま本位のサービスを実践できるよう、教育・研修に注力

しています。

＜主な教育・研修内容＞
● CS講演会の開催：テーマパークや航空会社など、異業種の方

を講師としてお迎えし、社員向けの勉強会を実施しています。
● 新入社員研修：あいさつの仕方など一般のビジネスマナー

のほか、お客さまの立場に立った応対とはどういうことか、

といったことを題材にディスカッションを行っています。
● 接客対応ロールプレイング等の実施：接客対応のロー

ルプレイングを実施し、応対スキルの向上を図っていま

す。また、ご高齢のお客さまの日常生活動作を体験する

ことで、サービスの改善を目指す、「高齢者擬似体験セミ

ナー」の受講を行っています。
● CSに関する情報の共有：各営業店におけるCS活動の好

事例や、お客さまからいただいたお褒めの言葉などを、イ

ントラネットを通じて情報共有しています。

バリアフリー・ご利用いただきやすい
店舗環境の整備
三井住友信託銀行では、どなたにも安心してご利用いた

だける営業店環境を目指して、さまざまな取り組みを実施

しています。

例えば、目が不自由なお客さまにも円滑にお取引いただ

けるよう、「視覚障がい者対応ATM」や「誘導用点字ブロッ

ク」の設置・導入を進めるとともに、預金や借り入れなどに

関する代筆・代読に対応した社内手続きを定めています。

また、聴力の弱いお客さまに、より安心してご利用いた

だけるよう、全営業店に「耳マーク表示板」「補助犬同伴可

ステッカー」を掲示するほか、「筆談ボード」「助聴器」「コ

ミュニケーションボード」を窓口に設置しています。

CS講演会の様子



55三井住友トラスト・ホールディングス　2012CSR レポート

M
ateriality1

M
ateriality2

M
ateriality3

お客さまから信頼をいただくための取り組み

三井住友トラスト・グループの個人情報保護宣言

わたくしたち、三井住友トラスト・グループは、お客様や株主様の個人情報の保護に万全を期するため
下記の取組方針を定め、これを遵守することを宣言いたします。

記
1. 関係法令等の遵守
当グループ各社は、個人情報の保護に関する法律、主務
官庁のガイドラインやその他の規範を遵守いたします。

2. 適正取得
当グループ各社は、お客様の個人情報を業務上必要な
範囲で適正かつ適法な手段により取得いたします。

3. 利用目的
当グループ各社は、個人情報の利用目的を通知また
は公表し、法令に定める場合を除いて利用目的の範
囲内において利用し、それ以外の目的には利用いた
しません。

4. 委託
当グループ各社は、個人情報の取扱いを委託する場合
は、個人情報の安全管理が図られるよう、委託先を適切
に監督いたします。

5. 第三者への提供
当グループ各社は、法令で定める場合を除き、お客様か
らお預かりしている個人情報をあらかじめご本人の同
意を得ることなく第三者に提供いたしません。

 

ただし、合併その他の事由による事業の承継に伴って
個人情報を提供する場合、別途定める特定の者との間
で共同利用する場合は、お客様の同意をいただくことな
く、お客様よりお預かりしている個人情報を第三者に提
供することがあります。

6. お客様からのお問い合わせ等への対応
当グループ各社は、個人情報の開示・訂正等の手続きを
定め、個人情報の取扱いについてのご質問・ご意見や内
容照会・訂正等のお申し出につきまして迅速かつ的確
に対応いたします。

7. 安全管理措置
当グループ各社は、個人情報の管理にあたっては、漏え
い等を防止するため組織面、人事面、システム面でそれ
ぞれ適切な安全管理措置を講じ、個人情報保護に必要
な責任体制を整備いたします。

8. 継続的な改善
当グループ各社は、個人情報保護に関するコンプライア
ンス・プログラムを継続的に見直し、改善に努めます。ま
た、すべての役員・社員が個人情報保護の重要性を理解
し、個人情報を適切に取扱うよう教育いたします。

金融円滑化への取り組みについて
三井住友信託銀行では、「中小企業者等に対する金融の

円滑化を図るための臨時措置に関する法律」（中小企業者

等金融円滑化法）を踏まえ、金融の円滑化に関する基本方

針を定めました。

お客さまからの新規借入や条件変更などのお申し込み

には、個別事情をきめ細かく把握し、適切な審査を実施し、

必要に応じ他の金融機関などと緊密な連携の上、迅速な検

討・回答に努めます。やむを得ずお断りする場合は、お客さ

まにご理解・ご納得をいただけるよう、具体的かつ丁寧な

説明を行います。金融円滑化に関する苦情やご相談につい

ては、各営業店のほか専用フリーダイヤル等で受け付けて

います。

また、基本方針に基づき適切な管理運営を図るため、金

融円滑化管理担当役員、金融円滑化委員会、金融円滑化管

理責任者を設置し、金融円滑化に係る関連部署を含め、役

割を定めています。




