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Process 1

新しい
金融事業を
創造する
CSR活動
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共通価値の創造
（持続可能な社会の形成）

社会的価値増加
当グループの
経済的価値獲得

銀行事業 不動産事業資産運用・管理事業

信託銀行ならではの機能を活用したソリューション

共通価値の創造
企業が「顧客ニーズ」に応えるのは当然のことです。しかし、顕在化した「顧客ニーズ」に 応えているだ
けでは、事業革新(イノベーション)を実現することはできません。さまざまな社会問題の解決が「社会
ニーズ」であると捉え、その解決に貢献することは、潜在的な「顧客ニーズ」を先取りしたイノベーション
を生み出すことにつながります。
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金融機能を生かした
気候変動問題への対応

世界気象機関の報告によると、ここ数年、毎
年地球の平均気温は観測史上最高を更新し続
けています。地球規模ではハリケーンや台風の
大型化、頻発する干ばつと洪水、北極海の融氷
や熱帯雨林の破壊が起き、国内でも豪雨の増
加による水害、土砂災害、夏の最高気温の更新
など、事例の枚挙にいとまがない状況になって
います。

当グループは、信託銀行の機能と経験を生
かした付加価値の高い金融ソリューションによ
り、このテーマに貢献してゆきます。

世界の年平均気温偏差
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カナダ

アメリカ

風力発電
水力発電
太陽光発電
その他

国内外の取組実績
国内19カ所、海外2カ所にファイナンスを実施

風力発電や中小水力発電などの
低炭素化プロジェクト

資金構成イメージ

民間金融機関等の
融資

ファンド・
サブファンド
による出資

実施プロジェクト

事業者出資

民間金融機関など

グリーン・ファンド

事業者

地球温暖化対策税の
税収を活用

※ グリーン・ファンドの出資は総出資額の2分の1未満

融資

出資

出資
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1． 気候変動の緩和等に向けた取り組み・支援の実施
 私たちは、自らの事業活動に伴う温室効果ガス排出量

の削減などに積極的に取り組むとともに、企業市民の
一員として、気候変動の緩和やその適応に向けた活動
の支援に努めます。

2． 商品・サービスの提供
 私たちは、金融機能を通じた省エネルギーの推進や再

生可能エネルギーの利用促進など、気候変動の緩和に
資する商品・サービスの開発・提供に努めます。

3． ステークホルダーとの協働
 私たちは、ステークホルダーと対話・協働し、気候変動

への対応に努めます。

4． 教育・研修
 私たちは、グループ各社への本行動指針の徹底と気候

変動への対応に向けた教育・研修に努めます。

5． 情報公開
 私たちは、気候変動への対応状況を積極的に開示し

ます。

再生可能エネルギーの普及・拡大

2012年7月に再生可能エネルギーにより発電された電

力を電力会社で買い取る固定価格買取制度（FIT）が導入

されて以降、国内各地でメガソーラー（大規模太陽光発電

所）の建設ラッシュが巻き起こり、風力発電、地熱発電、小

水力発電の計画が相当数具体化してきました。当グループ

では、これらの取り組みや海外でのプロジェクトを支援す

るために、ファイナンス面でのサポートを行っています。

再生可能エネルギーファイナンス
プロジェクトファイナンスなどを通じて、風力、太陽光など

の再生可能エネルギーの導入を促進しています。

地域低炭素投資促進ファンドの活用をサポートします
2013年6月、再生可能エネルギーな

どのCO2削減に資する事業を地域主導

型で推進するために、地域低炭素化出資

事業基金（グリーン・ファンド）が創設さ

れました。当グループでは、再生可能エ

ネルギー事業者や地方銀行等と連携し、

それらの事業を支援していきます。

三井住友トラスト・ホールディングスの気候変動対応行動指針
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ソーラーリース
小規模から大規模までの太陽光発電設備の導入を、計画・

施工・運営の期間にわたってリース方式でサポートします。
太陽光発電の導入にあたって、発電量予測、設計、資金

計画、系統連系協議、施工、運営、保守管理などの一連の作

業を三井住友トラスト・パナソニックファイナンスがトータ

ルでサポートする体制を構築しています。

お客さまからご提供いただく、太陽光発電設備を設置す

る土地、建物に応じて多様なスキームを取りそろえてお

り、適切なパートナーを選定の上、リース期間にわたりワン

ストップでサービスを提供致します。

2013年11月現在、大規模太陽光発電所へのファイナン

スを33件（計画中を含む）手がけています。

太陽光マーケットと取り組みスキーム

個人
（10kw未満）

中小企業
（50kw未満）

中堅企業
（2Mw未満）

大企業
（2Mw以上）

企業規模

600百
万円

300百
万円

25百
万円

20百
万円

2Mw

1Mw

50kw

10kw

投
資
額
・
発
電
規
模

大企業向け
コーポレート型リーススキーム

中堅企業向け
保全型リーススキーム

中小企業向け
低圧帯リーススキーム

個人向け
ファイナンススキーム

企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提案 資案 資案 資案 資案 資案 資案 資案 資案 資案 資案、資案、資案、資案、資金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画

調査

調査調査調査調査・調査・調査・調査・調査調査調査調査調査調 企画企画企画企画・企画・企画・企画・企画企画企画企画企画画 設計設計設計設計設計設計設計設計設計設計設計設計設計 建設建設建設建設建設建設建設建設建設建設建設建設設 運営運営運営運営運営運営運営運営運営運営運営運営営

メンテメンテメンテメンテメンテメンテメンテメンテメンテメンテメンテナンスナンスナンスナンスナンスナンスナンスナンスナンスナンスナンスリ スリ スリ スリースリースリースリースリースリ スリ スリ ス

基本設計 資金計画 連系協議 詳細設計 施工 運営 保守管理

ワンストップサービスの流れ
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ソーラーローン（販売金融）
一般住宅への太陽光発電やHome Energy Management 

System（HEMS）、家庭用燃料電池、蓄電池の導入を支援し

ています。

太陽光発電に対する意識の高まりを、国や自治体の補助金

制度、余剰電力の買取制度※などが後押ししたことにより、一

般住宅への太陽光発電設備の設置が飛躍的に増えています。

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスでは、販売

店、施工会社などと協力し、ソーラーローンを提供すること

により、金融面での後押しをしています。ソーラーローンの

実行額は2010年度44億円、2011年度109億円、2012年度

148億円と年々増加しており、同社のリフォームローンの

中核的商品となっています。

今後はソーラーだけでなくHEMS、家庭用燃料電池、蓄電

池など家庭のスマートエネルギー化、防災対応全般につい

て金融面で支えていきます。
※ 2009年11月に導入された、太陽光発電によって発電した電力のうち、使

われずに余った電力を電力会社が、10年間一定の価格で買い取る制度。

太陽電池モジュール

リチウムイオン
蓄電池ユニット

HEMSモニター

エネファーム

住宅のスマートエネルギー化を実現する機器

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 
ソーラーローンの実行額四半期推移

三井住友トラスト・ホールディングス　2013CSRレポート16
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住宅・建築物省CO2先導事業に関する取り組み
省CO2を建物評価という視点で促進しています。

建築におけるエネルギー効率性の追求は気候変動対

策および経済効率性の観点からCorporate Real Estate

（CRE）戦略の最重要ファクターの一つとなっています。「住

宅・建築物省CO2先導事業」とは、気候変動対策で他の事業

者の参考となるような先導的な建築事業に対して、国が助

成金を出す制度です。三井住友信託銀行ではそのような事

業者をサポートするコンサルティング※を実施しています。

また、三井住友信託銀行は投資家等がエネルギー/温

室効果ガスを含む環境性能の評価結果を容易に活用で

きるようにするため、不動産の環境性能評価システムの

「CASBEE不動産マーケット普及版」の開発に主導的な立

場で携わってきました。三井住友信託銀行は本システムを

活用したコンサルティングサービス等を行っています。
※ このコンサルティングは、住宅・建築物省CO2先導事業の採択をお約束

するものではありません。

八千代銀行本店 東洋製罐グループホールディングス
大崎フォレストビルディング

CASBEE不動産マーケット普及版の気候変動に関する評価項目

環境配慮型住宅ローン
省エネ、創エネなど、環境に配慮した住宅の普及促進を支

援する住宅ローンを提供しています。

戸建住宅やマンションの購入にあたって、省エネ性能や

緑の豊かさなどの環境に配慮した住宅を好まれるお客さ

まが増加しています。

このようなニーズを踏まえ、三井住友信託銀行では住宅

ローンの金利体系にCSR基準を導入し、自治体独自の環境

性能表示制度を採用しているマンションなどに対して金利

を優遇する環境配慮型住宅ローンを提供しています。

具体的には断熱性能の向

上、太陽光パネルやガスヒー

トポンプなどの導入、敷地内

の緑化など多様な環境配慮

をした住宅を評価する制度

を設けている東京都、川崎

市、大阪府、神戸市、広島市

の五つの自治体と連携し、環

境配慮型住宅ローンを提供しています。

また、くらしの中での省エネ・節電の意識がより高まる

中、三井住友信託銀行は、再生可能エネルギー活用の普

及・拡大についても、ローン商品の提供でサポートしてい

ます。

具体的にはパナホーム株式会社の販売する太陽光発電

設備を搭載した戸建住宅に対して、太陽光発電設備一体

型新築住宅向け提携ローンの取り扱いを2012年12月より

開始しています。

東京都マンション環境性能表示2013年度基準の例 写真提供：パナホーム株式会社

エネルギー/温室効果ガスに
関する評価項目 評価ポイント

省エネ基準への適合、
目標設定とモニタリング、
運用管理体制

①省エネ基準のクリア、②エネルギー消費
量の目標設定、③モニタリングの実施状況、
④運用管理体制の構築状況

使用・排出原単位（計算値） 標準的な運用条件下での年間一次エネル
ギー消費量

使用・排出原単位（実績値） 電力、ガス等の実績値から換算した一次
エネルギー消費量での統計的な位置付け

自然エネルギー
（太陽光発電等）

最大使用電力量または年間消費エネル
ギーに対する割合
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金融が支援するスマートシティのエネルギー・トータルマネジメント
三井住友信託銀行は、電力・ガス・熱システム改革を踏まえ

たエネルギー供給の多様化や太陽光発電をはじめとする再

生可能エネルギーの導入促進といったエネルギー供給者側

の対策、省エネ・省コスト・省CO2を目的とする個々の建築物

や都市・地域全体でのエネルギーマネジメントといったエネ

ルギー需要者側の対策をファイナンス、リースなどの金融機

能や環境性能評価制度の活用によって支援し、社会全体の気

候変動対策による低炭素社会の実現に貢献していきます。

スマートシティは居住環境、経済活動などさまざまな人

間活動におけるエネルギー利用の効率化の取り組みを通

じて気候変動を緩和するものです。また、情報通信の高度

化により、高齢社会への対応、安全社会の構築に貢献し、環

境面のみならず、社会面でも持続可能社会の実現に資する

ものです。

エネルギー供給者、エネルギー需要者、金融の一体的取り組み

エネルギー
供給者

電力・ガス・熱システム自由化、
エネルギー供給の多様化対応

再生可能エネルギーの導入促進

エネルギー・タウンマネジメント

エネルギー
需要者

省エネ・省CO2・省コストの
トータルマネジメント

金融
多様な資金供給による財政的支援

建築環境総合性能評価制度の活用

スマートシティのエネルギー構造

エネルギー供給者 エネルギー需要者

•電気
•ガス
•石油
•熱
•水素
•上水

•省エネ
•節エネ
•蓄エネ
•回生・回収エネ
•低未利用熱活用

•太陽光
•風力
•小水力
•バイオマス
•地熱

•ネガワット
•排出権
•省エネポイント
•フットプリント
•建築環境性能表示

スマートシティ実現に貢献する金融商品・サービス

エネルギー
効率化

経済的
手法

ベース
エネルギー

供給

再生可能
エネルギー

•再生可能エネルギー
ファイナンス
•ソーラーリース
•インフラファンド

•開発資金融資
•建築・設備資金融資
•設備リース
•省エネメニューの
オープンプラット
フォーム
•ESCO導入
ファイナンス

•ソーラーローン
（販売金融）
•環境配慮型
住宅ローン
•オートリース

•スマートシティ企画
コンサルティング
•環境配慮型建築
コンサルティング
•住宅・建築物省CO2
先導事業
•環境付加価値
コンサルティング
•環境不動産ファンド

【ファイナンス】 【法人向け融資・リース】 【個人向け融資】 【不動産】
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三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
（資金調達支援を含むトータルマネジメント）

省エネコンサルティング型エネルギーマネジメントサービス

エネルギーマネジメントサービス

エネルギー使用の見える化 ICT自動制御 メンテナンス 省エネ診断

省エネコンサルティングサービス

ワンストップサービスの流れ

エ
ネ
ル
ギ
ー
状
況
の
把
握

省
エ
ネ
余
地
の
洗
い
出
し

対
策
の
検
討

メ
ー
カ
ー
等
選
定

補
助
金
検
討

補
助
金
申
請

資
金
調
達

実
施
効
果
の
検
証

省エネメニューのオープンプラットフォーム

• 設備投資（ハード）、運用改善（ソフト）のさまざまなメ

ニューを用意し、多様なご要望に対して、最適な対策の

組み合せをご提案する「オープンプラットフォーム方式」

を採用しています。

• 省エネコンサルティング、エネルギーマネジメント、金融

を組み合せたサービスを提供します。

• 省エネ対策の検討、機器選定、補助金申請、資金調達、

運用まで全てをワンストップで提供します。機器の保守

サービスと一体のメンテナンス付きリースでの対応も可

能です。

お客さま

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスのオープンプラットフォーム
さまざまな省エネメニュー

遠隔監視、運用改善、省エネ改修、熱源効率化、照明・空調　等

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス メーカー、エンジニアリング会社、施工会社

最適メニューのご提案

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスではオフィ

ス、商業施設、工場などでの省エネを通じたコスト構造の

変革と環境対策を提案します。
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設備改善

負荷削減

未利用エネルギー
の活用

空調・照明
空調の高効率化
照明のLED化

蓄電池
リチウムイオン
 蓄電池の導入

ボイラー
ボイラーの
 高効率化

排熱回収
工場排熱
温泉熱

地中熱活用
地中熱利用
地下水利用

リジェネ
バーナー

30

20

10

0

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

夏

（月）

出典：地中熱利用促進協会HP

冬

気温

地中の温度
（≒平均気温）

メリット

メリット

温
度

（℃）

ヒートポンプ

熱交換器エネルギー管理
6,000

(kWh)

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

第2の省エネ：負荷削減
断熱性向上やピークカットにより、需要側でエネルギー消
費効率を改善します。

フィルム屋根・外壁・内壁の遮熱
断熱塗装

断熱
効果

ガラス
吸収

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第3の省エネ：未利用エネルギーの活用
今まで廃棄していた未利用エネルギーを回収・利用しエネ
ルギー効率の向上を図ります。

第１の省エネ：設備改善
老朽化した設備の更新、改善やシステム変更によ
り、省エネ化を図ります。

オープンプラットフォームで提供する3つの省エネサービスの考え方
三井住友トラスト・パナソニックファイナンスでは、①設

備の改善、②需要側の負荷削減、③未利用エネルギーの活

用の三つの省エネサービスの提供に注力しています。

世界的にも省エネ投資額が再生可能エネルギーや化石

燃料発電への投資に匹敵する規模になっています※。国内に

おいても、この三つのメニューを中心とした省エネは削減ポ

テンシャルが大きく、まだ導入余地が大きな分野です。
※ 出所： IEA（国際エネルギー機関） Energy Efficiency Market Report 2013
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1. 電力負荷（ピーク電力）の削減は全体の16％程度可能

2. 電力使用量も全体の10％程度削減することが可能

3. 光熱費（ランニングコスト）は全体の21％程度の削減

工場におけるエネルギーコスト削減（提案事例）

光熱費、エネルギー使用量、環境負荷の削減効果 リース活用のメリット

導入
前

導入
前

導入
前

導入
前

導入
前

導入
後

導入
後

導入
後

導入
後

導入
後

792kWh 1,677千
kWh

432kL 644t-
CO2

27.3
百万円

668kWh 1,517千
kWh 391kL 582t-

CO2

21.7
百万円

削減量
124kWh

削減量
160千kWh

削減量
41kL

削減量
62t-CO2

削減量
5.6百万円

導入前
年間電気
使用量

年間削減メリット
（5,625千円）

導入後
年間電気
使用量

1～6年目 7年目以降

↓
16%
削減

↓
10%
削減

↓
10%
削減

↓
10%
削減

↓
21%
削減

リースの活用により、初期投資額なしで資金負担を平準化で
きます

省エネ
機器
導入

1～6年目 7年目以降

削減
メリット 5,625千円 5,625千円

リース料金 5,210千円 521千円

年間お客さま
メリット 415千円 5,104千円

お客さまメリット
リース料金

1. 冷温水の二次側制御のインバータ化で電力量70％の削減が可能

2. 照明の更新で電力量50％の削減が可能

3. 光熱費（ランニングコスト）は年間1,300万円の削減が可能

商業施設におけるエネルギーコスト削減（提案事例）

電力量削減効果 デマンドコントロール導入効果

契約電力
減少目標値

6
2011年 2012年

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8（月）

デ
マ
ン
ド

目標値を超えないように電気機器の制御を継続する
ことで契約電力が減少

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（時）

デ
マ
ン
ド

目標値

1日の最大デマンド抑制のポイント

1日で最も大きく電力を使用する時間帯の電気機器の
管理を行うことで最大デマンドを効果的に制御

導入効果

導入効果

電力負電力負電力負電力負荷荷荷荷
削減量削減量削減量削減量

使用電使用電使用電力量力量力量
削減量削減量削減量削減量

エネルエネルエネルギギギーギ
削減量削減量削減量削減量

（原油（原油（原油（原油換算）換算）換算）換算）

COCO22
削減量削減量削減量削減量

光熱費光熱費光熱費
削減量削減量削減量削減量

省エネ改善項目
削減効果

エネルギー
種類等

エネルギー
削減量（kWh）

削減金額
（円）

CO2削減量
（t-CO2）

1. ポンプの
 インバータ化 電力量 530,000 8,003,000 294

2. 空調機器の自動
風量調整運転化 電力量 24,000 362,400 13

3. 照明（蛍光灯）
 更新 電力量 213,000 3,216,300 118

4. 照明（水銀灯）
 更新 電力量 13,000 196,300 7

5. 動力設備の人感
センサ、手動化 電力量 23,400 353,340 13

6. 設定温度の変更 電力量 82,000 1,238,200 45

7. 電力デマンド
 装置の導入 電力 ̶ ̶ ̶

合計 885,400 13,369,540 490



銀行事業Process 1 Process 2 Process 3

三井住友トラスト・ホールディングス　2013CSRレポート22

ESCO
サービス 設備リースサービス料

※ ESCOの一形態である「シェアード型」導入のケース

取引先 三井住友トラスト・
パナソニックファイナンス

ESCO事業者

ご提案
設備投資計画
資金計画

エネルギー消費量
または

光熱水費支出

エネルギー消費量
または

光熱水費支出

返
却
分

ESCO事業実施前 ESCO事業開始後

顧客の利益

ESCO事業者の経費

金利

初期投資

保
証

ESCO※導入ファイナンス
ESCO事業者と連携した省エネ設備の導入から保守・管理

までの包括的な省エネサービスを提供致します。

　商業施設や工場などで補助金の活用と合わせてESCO

サービスの導入を総合的に提案致します。

※ ESCO：Energy Service Companyの略。ESCO事業は省エネに関する
包括的サービスを提供し、省エネ量の保証により省エネ効果の一部を
報酬として受け取るサービス。水道使用量の削減をサービスに含める
ケースも多い。

金属印刷業向けESCO導入事例

乾燥工程へのファンミックスバーナー導入、コンプレッサーの

台数制御を中心としたESCOにより、15％のエネルギー削減、

年間25,400千円の光熱水費削減を実現しました。

ESCOの概念図

 業種：印刷業　　

資本金：2,200万円

 主要設備：乾燥炉7基、コンプレッサー4台、照明1,500灯

 エネルギー構成（年間）：電気3,759MWh、
　　　　　　　　　　  ガス約120t（LPG） 

光熱水費：約110,000千円

削減額：約25,400千円

種
別 対策

エネルギー
削減量

エネルギー
削減率

光熱水費
削減額

設備
投資額

投資回収
年数

（GJ） （%） （千円） （千円） （年）

電
気
系
統

コンプレッサー
台数制御 2,210 41 3,370 15,172 4.5

LED導入 1,070 79 1,640 6,249 3.8

ライン制御
システム導入 930 16 1,480 12,976 8.8

ガ
ス
系
統

省エネバーナー導入 7,030 20 11,860 43,507 3.7

制御システム導入 3,950 15 7,050 5,780 0.8

監視装置、その他 1,916

合計 15,190 15.5 25,400 85,600 3.4
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環境

責任投資ファンドのポートフォリオ

ビジネス機会の視点（CSV※) リスク管理の視点

気候変動
環境マネジメント

•環境方針・長期ビジョン
•環境マネジメントシステム
•環境管理の経営への統合
•サプライチェーン・マネジメント（SCM）

生物多様性

経営トップ
のコミット
メント、業績
へのインパ
クト、事業の
将来性など
を評価

投資銘柄
候補群の決定

投資銘柄
決定に際し
重視する
ポイント

社会

企業統治

資源循環

化学物質

その他

事業活動における取り組み
•温室効果ガス排出量の削減目標
•事業活動における温室効果ガス排出量削減の取り組み

製品・サービスにおける取り組み
•環境配慮型製品・サービスの開発戦略・方針の開示
•省エネ基準・エネルギー消費効率目標
•環境性能の評価（LCA）
•環境性能の評価(認証制度)

※ CSV：Creating Shared Valueの略。共通価値の創造。社会的な価値と企業の価値をともに追求するという考え方（6頁参照）。

三井住友信託銀行が提供するさまざまな責任投資ファ

ンドにおいて気候変動対策は重要な評価項目です。投資銘

柄の選定に際しては、取り組みの網羅性を踏まえ、ビジネ

ス機会の追求やリスク管理の視点を重視しています。

責任投資における企業評価の考え方

環境格付融資
三井住友信託銀行は、環境格付融資の格付基準に気候

変動/温暖化対策に関する項目を組み込んでいます。この融

資においては、自社の事業活動からの温暖化ガスの排出量

や削減対策にとどまらず、サプライチェーンにおける排出量

を把握しているか、サプライチェーンを通じた取り組みを

推進しているかといった、気候変動のサプライチェーンマネ

ジメントを重要視した評価体系を取り入れています。

三井住友信託銀行の環境格付融資をご利用いただくお客

さまには、オプション（有料）としてサプライチェーンの上流

における温室効果ガスのscope3を算定するサービスをご

利用いただくことができます。この算定結果はCDP（Carbon 

Disclosure Project）やCSRレポートでの情報開示に使用す

ることができます。また、このオプションサービスを利用する

ことによってサプライチェーンの上流における水使用量、土

地利用面積についても計測することができます。
※ 環境格付融資のコンセプトについては27頁参照。

環境格付を通じた気候変動対策の評価とサプライ

チェーンにおけるCO2排出量の計測を行います。

RI（責任投資）における企業の気候変動対策の評価

融資における企業の気候変動対策の評価
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金融機能を生かした
自然資本問題への対応

60-70

10-20

50-60

0-10 40-5030-4020-30豊富度の色分け

90-10080-9070-80

私たち人間の生活は、土壌、大気、水、生物な
どの自然資本に依拠しています。

食糧、飲料水、工業原材料を自然資本から得
ており、排水、温暖化ガス、廃棄物なども自然
資本に起因する生態系サービスによって浄化
されています。しかし自然資本は無尽蔵ではな
く、人類は持続可能な方法で活用しなければ
なりません。
当グループでは、「生物多様性保全行動指針」

を策定し、自然資本の重要な要素である生物の
多様性の保全に取り組んできました。2012年
に、国連環境計画・金融イニシアティブの提唱
する「自然資本宣言」に署名し、取り組みの対象
範囲を生物多様性の基盤となる、土壌、水、大気
に拡大しました。今後も、金融商品・サービスお
よび社会貢献活動で自然資本の維持・保全に
貢献する取り組みを展開していきます。
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自然資本とは

三井住友トラスト・ホールディングスは、2012年6月に
リオデジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会
議（リオ＋20）」において国連環境計画・金融イニシアティ
ブ（UNEP FI）が提唱した「自然資本宣言（The Natural 
Capital Declaration）」に署名しました。三井住友トラス
ト・ホールディングスは国内で唯一の署名金融機関です。

自然資本宣言における金融機関のコミットメント（抜粋）
ローン、投資、保険ポリシーなどあらゆる金融商品・サービス
の意志決定プロセスに自然資本という考え方を統合する場合
の方法論開発を支援する。
  （a） 投資先企業の短期、中期、長期的成長の予測におけるESG（環

境、社会、ガバナンス）リスク分析に、自然資本の考え方を取り
入れることで、 債券や株式の評価に全体的アプローチを適用
する。

  （b） コモディティを含む、自然資本に直接的あるいはサプライチェー
ンを通じて間接的に多大な影響を与える特定セクターのクレ
ジットポリシーに、自然資本を評価する考え方を体系的に取り
入れる。

動物相

基盤サービス
栄養塩循環、土壌形成、一次生産　等

調整サービス
気候調整、洪水制御、水の浄化　等

植物相

供給サービス
食糧、淡水、木材、繊維、燃料　等

文化的サービス
審美的、精神的、教育的　等

水 土壌 大気

自然資本の5要素

生態系サービスの4類型

生物多様性

三井住友トラスト・ホールディングスの生物多様性保全行動指針
1． 生物多様性の保全に向けた取り組み・支援の実施：私た

ちは、希少種や在来種の保護などに積極的に取り組む

とともに、企業市民の一員として、生物多様性の保全に

向けた活動の支援に努めます。

2． 商品・サービスの提供：私たちは、生態系に対する適切

な経済的、社会的評価を行い金融機能を通じた生物資

源の持続可能な利用の促進など、生物多様性の保全に

資する商品・サービスの開発・提供に努めます。

3． ステークホルダーとの協働：私たちは、ステークホル

ダーと対話・協働し、生物多様性の保全に努めます。

4． 教育・研修：私たちは、グループ各社への本行動指針の徹

底と生物多様性の保全に向けた教育・研修に努めます。

5． 情報公開：私たちは、生物多様性の保全への取り組み状

況を積極的に開示します。

自然資本は、多様な生物（植物相、動物相）と、それらをは

ぐくむ水、土壌、大気など、地球の自然財産を要素として構

成されています。私たち人間の生活は、自然資本に起因す

る生態系サービスの4類型（調整サービス、文化的サービ

ス、基盤サービス、供給サービス）によって成り立ち、そこか

ら計り知れないほどのさまざまな恩恵を受けています。

自然資本の構成要素とそれらがもたらす恩恵

三井住友トラスト・ホールディングスの自然資本宣言
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調
達
リ
ス
ク

枯渇リスク
資源の枯渇、収穫の減少で必要な原材料が確保
できなくなるリスク（品質劣化、代替品がない場
合を含む）

規制リスク 購入、入手、排出していたモノに規制が加えられ
るリスク

価格リスク
低廉、無償で入手していた資源（水など）や排出し
ていたモノ（CO2など）に価格がついたり、コスト
アップするリスク

汚染リスク
事故などに起因する環境汚染やその影響により
広範囲な対応を迫られたり、巨額な賠償を求め
られるリスク

評判リスク
管理・監督が及ばないサプライヤーが現地で社会
問題や人権問題を引き起こし自社の評判を低下
させるリスク

原材料
採掘・収穫

原材料
加工

部品
製造

組立
輸送

自社
生産活動

輸送
加工 使用 廃棄

GHG排出 大気汚染 廃棄物

土地利用 水質汚濁サプライチェーン上流での負荷が大きい

現代社会のサプライチェーンは地球規模でかつ複雑な

流れで構成されており、自社事業に起因する自然資本に対

する負荷が生産地、消費地のみならず、サプライチェーンを

通じてグローバルに波及しています。

自然資本に関するリスクは多数ありますが、資源採掘か

ら調達までのサプライチェーンの上流での自然資本に対す

る影響が大きく、直接管理できない二次、三次のサプライ

ヤーが隠れたリスクを抱えているケースもあります。

特に調達リスクはビジネスモデルや日常業務の継続性

に影響する重要なリスクです。この自然資本に関連するリ

スクを回避、低減するためにはサプライチェーン全体での

リスクマネジメントが必要となります。

自然資本に関連するリスク

自然資本リスクとサプライチェーンマネジメント
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自然資本に関連した金融商品・サービスラインアップ

自然資本評価型環境格付融資

企業が事業を継続するためには、資源としての自然資本

の持続可能な利用が重要です。サプライチェーンにおいて

も、自然資本に関する問題に取り組むことが経営戦略上不

可欠だという認識が高まってきました。

三井住友信託銀行は、2013年4月、企業の環境に対する

取り組みを評価する環境格付の評価プロセスに、自然資本

に対する影響や、取り組みを評価する考え方を組み込んだ

「自然資本評価型環境格付融資」を開始しました。自然資

本の評価を融資基準に組み入れるという取り組みは、世界

初の試みです。

環境格付融資
環境格付の評価項目

環境格付に基づく融資条件の決定
（利子補給制度対応）

戦略と環境ママネジメント
気候変動／温温暖化対策
資源循環／汚汚染対策
製品の環境配配慮・環境ビジジネスス
環境配慮型不不動産
生物多様性

自然資本に関する
定性評価を導入

（注） 本オプションはプライス
ウォーターハウスクーパー
ス サステナビリティ株式
会社が提供しますが、オプ
ションのみのご利用はで
きません。

（注） 一定の要件を満たす企業
が本融資を活用し、地球温
暖化対策に資する設備投
資を行う場合は公益財団
法人 日本環境協会の利子
補給事業による利子補給
を受けることができます。

＋
自然資本評価（オプション）

自然資本の5要素

自然資本評価の対象3項目

動物相

植物相

水使用量 土地利用面積 GHG※排出量

水 土壌 大気

サプライチェーン上流での環境負荷、
リスク情報をレポーティング

※ GHG：温室効果ガス

自然資本評価型環境格付融資のコンセプト
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自然資本への影響評価を算定するツールはプライス

ウォーターハウスクーパース株式会社 ドイツ法人が開

発したESCHER（Efficient Supply Chain Emissions 

Reporting）です。調達データを起点に産業連関表およ

び貿易統計データを組み込んだ計算ツールでサプライ

チェーンをさかのぼって、自然資本への依存度、影響度を、

調達品目ごと、国（地域）ごとに算定します。

ESCHERについて
57のGTAP※品目区分、および品目別のサプライヤーの

所在国を129地域区分に集約（マッピング）した購入品目

のデータを定量評価ツール（ESCHER）にインプットし、環

境側面（水使用量、GHG排出量、土地利用面積）をアウト

プットとして算出するモデルです。
※ GTAPモデルは、多国間の貿易政策のインパクトを定量的に把握するこ

とを目的として、1992年に設立されたGTAP（Global Trade Analysis 
Project）により構築された応用一般均衡モデル。

自然資本評価ツール（ESCHER）の概要

石炭、石油、ガス、その他鉱物
電気機器
エネルギー 重工業

工業製品
輸送機器部品
サービス業農林水産業

インプット
金額

アウトプット
環境側面

サプライヤー所在国

購
入
品
目

金額 水、GHG、
土地

GTAPモデルベースの区分
57品目/129地域

ESCHER
変換

アウトプットインプット

0

5%

15%

10%

20%

25%

国別、調達品目別に水使用量を算定した事例

GHG排出量、土地利用面積も同様に算出される。

日本
中国
アジア（日本、中国除く）
オセアニア
米国
米州（米国除く）
欧州
アフリカ

集約
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20％20％
22％22％
28％28％

52％52％
28％28％

6％6％
22％22％
20％20％

48％48％

12％12％
16％16％

46％46％

14％14％
8％8％ 14％14％

日本では購入金額に対して低い環
境負荷。サプライヤー管理は海外
をより重視する必要があります。

インド政府の報告によると国内
の約半分の土地の質が低下。調
達品価格上昇リスクがあります。

中国の黄河流域で水不足が深刻
化。取水制限による操業停止や調
達品価格上昇リスクがあります。

ESCHERの算定結果
（国別比率）

購入金額

GHG排出量

水使用量

土地利用面積

2013年からカリフォルニア州
で排出量取引制度が導入。調達
品価格上昇リスクがあります。

アウトプット（イメージ）

①経営判断に活用可能なサプライチェーンに関する定量

的リスク情報の獲得

• 事業戦略に不可欠な資源利用や環境負荷に関する今ま

で隠れていたリスク情報が得られます。

• 調達状況に基づき算定されるお客さま固有のリスク情

報と国別・地域別の定性的・定量的リスク情報からお客

さまのサプライチェーンリスクが把握できます。

• リスクの大きい国・地域や調達品目について、さらに詳細

に分析すべきポイントが明確になります。

②情報開示に利用可能な環境負荷の定量的情報の獲得

• CDP（Carbon Disclosure Project）やCSRレポートの

「Scope3の情報開示」に活用可能な算定結果が得られ

ます。

ESCHERによる算定結果としてお客さま固有の定量的リスク情報と、

国別・地域別の定性的および定量的リスク情報を提供します。

計測しなければ管理できない…

パバン・スクデフ氏
TEEBプロジェクトリーダー

自然資本評価によるアウトプット（分析結果）

自然資本評価のメリット



銀行事業Process 1 Process 2 Process 3

三井住友トラスト・ホールディングス　2013CSRレポート30

■ 債券（環境関連の国際機関債など）
■ 株式（気候変動問題に関連する企業）

■ 株式（水問題に関連する企業）
■ 株式（生物多様性に関連する企業）

株式運用
気候変動、水、
生物多様性の3
大テーマに関連
した企業

債券運用
世界銀行などの
国際機関債、国
債、政府機関債
などが中心

（運用会社：日興アセットマネジメント）

2010年、傘下の日興アセットマネジメントは三井住友

信託銀行と共同で、自然資本の要素である動物相・植物相

（生物の多様性や生態系サービスの保全）、水（枯渇リスク

の高まっている水資源の保全）、大気（温室効果ガスの排出

削減）に関連する企業へそれぞれ投資する株式ファンドと、

世界銀行などが新興国の環境保全のため、資金調達を目

的に発行する環境関連債券などに投資するファンドで構成

される、グリーンバランスファンドを開発しました。

動物相

植物相

水 土壌 大気

70％

12.5％

12.5％

5％5％

資産運用における取り組み （責任投資）

グリーンバランスファンド

2010年、三井住友信託銀行は生物多様性の保全と持

続可能な利用に取り組む日本企業に投資する株式ファ

ンドを、世界で初めて開発しました（三井住友信託銀行

調べ）。

（運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント）※ リスク対応度を測る基準として、企業のマテリアルバランス報告に着目し、エネルギー、水、廃棄
物と売上高との関係をもとに自然資本効率性（Natural Capital Efficiency Index）を活用。

投資対象企業の評価軸

運用プロセス

ポートフォリオ
投資ユニバース
国内の上場企業

（新興市場を含む）

生物多様性への
取り組み状況の

評価

生物多様性
企業リスト

リスク対応に積極的な企業
Risk Management

事業活動が生物多様性に及ぼす影響を緩和
することに積極的に取り組んでいる企業※

1 事業機会を有する企業
Business Opportunities

生物多様性を保全する技術・サービスを提
供する企業

2 長期目標を設定している企業
Long-Term Goals

生物多様性を保全するアクションプラン等
長期目標を設定している企業

3

STEP1 （日本総合研究所）
生物多様性への取り組み状況の調査・分析

STEP3 （三井住友トラスト・アセットマネジメント）
ポートフォリオの構築

STEP2 （三井住友信託銀行）
投資対象銘柄の選定

生物多様性企業応援ファンド
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東洋製罐
グループホールディングス 
大崎フォレストビルディング

建築面積：約3,400m2

延べ面積：約72,000m2

鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造
地上21階、地下2階、塔屋1階
2011年12月竣工

（詳細61頁）

不動産価値の経年変化（イメージ）

時間

不
動
産
価
値

不動産価値

生物多様性価値

建物価値

環境不動産に関わる取り組み

一般に建物の価値は竣工と同時に劣化が始まりますが、

生物多様性価値は生態系の充実とともに年を追うごとに

高まり、建物価値の劣化を補います。都心のオフィスビル

では生物多様性に配慮することが、知的生産性の向上に寄

与したり、賃料収入に影響するという調査結果もあり、建

築物の環境性能は、省エネ性能や耐久性などに加え、生物

多様性への配慮が重要な指標となります。三井住友信託銀

行では環境建築コンサルティングのメニューに生物多様性

への配慮を取り入れています。

また、個々の建築物の生物多様性の豊かさだけではな

く、その近隣地域の生物多様性の豊かさや、それらの連

なったより広域レベルでの生物多様性の豊かさが、街全体

さらには都市全体の生態系サービスの機能の向上につな

がります。当グループは係る取り組みを面的に展開するこ

とで持続可能な街づくりに貢献します。

生物多様性に配慮する環境建築コンサルティング

生きものが生きていく「場」とその「場」をつなぐ「道」

の確保が「エコロジカルネットワーク」の考え方です。

当グループは、社会貢献寄付信託によるナショナル・ト

ラスト活動への支援やミティゲーション・バンク、環境

不動産など信託銀行の機能を駆使することで日本全

土においてシームレスにエコロジカルネットワークを

構築することに貢献できると考えており、積極的に取

り組んでいます。

エコロジカルネットワーク構想

提供：財団法人日本生態系協会
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建物の環境性能表示制度の
CASBEE不動産マーケット普及版
の評価項目には自然資本に関す
る項目が多数含まれており、建物
の環境配慮による自然資本への
影響を評価することができます。

赤色の文字が自然資本に関連する評価項目です。

野生生物の生息環境（ハビタッ
ト）に着目して環境を評価する
JHEPの認証を取得することで、
対象となる不動産事業の生物多
様性への配慮度を客観的に見る
ことができます。

生物多様性に
貢献する事業とは？

生物多様性の価値を事業の前
後で比較し、事業後の価値が事
業前を上回るものを生物多様
性に貢献する事業として認証
する制度がJHEPです。

STEP1 時間軸の確認：対象となる不動産事業のスタート時点を確定する。基本的
には事業前30年のハビタット価値（評価基準値）と将来50年のハビタット価値（総
ハビタット価値）を比較する

STEP2 保全目標の設定：目標とすべき植生（目標植生）の姿とそこに生息すべき動物
（評価種）を設定する

STEP3 総ハビタット価値の算出：動物評価種のすみやすさ指
数×目標植生に基づくみどりの地域らしさ指数×時間＝総ハ
ビタット価値

STEP4 評価値の算出：事業から得られる総ハビタット価値
からもともとあったハビタット価値（評価基準値）を控除して
評価値を算定

STEP5 認証の可否の判定

STEP6 評価ランクの確認

JHEP（ハビタット評価認証制度、
Japan Habitat Evaluation and 
Certification Program）
公益財団法人日本生態系協会が
開発した生物多様性の保全や回
復に資する取り組みを定量的に
評価、認証する制度。事業主体向
けのJHEP以外に工事受注者向
けのCHEPがある

認証証書（見本）

指
ハ

JHEP（ハビタット評価認証）

事業前

≦

事業後

評価ランク
AAA
AA＋
AA
A＋
A
P（将来見込型）

高

低

建物敷地の生物多様性配慮に焦点を当て、CASBEE不

動産マーケット普及版とJHEP評価認証制度の双方を活用

することにより、建物や地域の総合的な価値向上を図るこ

とができます。

CASBEE不動産マーケット普及版

CASBEEと自然資本、JHEPとの統合

エネルギー／
温室効果ガス

目標設定とモニタリング／省エネ基準、使用・排出原単位（計算値）、使
用・排出原単位（実績値）、再生可能エネルギー

水 目標設定とモニタリング、水使用原単位（計算値）、水使用原単位（実績値）

資源利用／
安全

防災・安全（新耐震等）、高耐震・免震等、再生材利用、躯体材料の耐用年数、
主要設備機能の更新必要間隔／設備（電力等）の自給率向上／維持管理

生物多様性／
敷地

特定外来生物等を使用しない、生物多様性の向上、土壌環境品質／ブ
ラウンフィールド再生、公共交通機関の接近性、自然災害リスク対策

屋内環境 建築物衛生管理基準等クリア、昼光利用、自然換気機能、眺望
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三井住友トラスト・ホールディングス（以下、SMTH）は

2012年6月、Rio+20で50の国、50の企業が自然資本の保

全に努めることを表明する50：50キャンペーンに参画しま

した。実際には世界の88の民間企業と、59カ国の政府と欧

州委員会が名を連ね、日本からはSMTHのみの参画となり

ました。本キャンペーンは、自然環境を効果的に管理するこ

とを経済開発政策の前提とし、生態系の価値を国民経済

政策に組み込む世界銀行の取り組み（WAVES※）に呼応し

た活動です。
※ WAVES：生態系サービスの経済的価値評価パートナーシップ（Wealth 

Accounting and the Valuation of Ecosystem Services）

三井住友信託銀行は、自然資本宣言、50：50キャンペー

ンの実践にあたり、自然資本の維持、保全、持続可能な利

用の取り組みを推進するためには自然資本の定量的評価、

とりわけ経済的評価の知見を得ることが急務であると考

え、公益財団法人 トラスト60の助成を受け、2013年4月に

学識経験者、NGO、行政、企業等が参画する自然資本研究

会（委員長 鎗目 雅 東京大学公共政策大学院特任准教授）

を立ち上げ、研究を進めています。

50：50キャンペーン

自然資本研究会

国内外の活動

貴重な自然資本である生物多様性の豊かな熱帯雨林な

どで、製紙原料調達のための伐採や単一種での植林による

森林破壊が進行し、深刻な問題となっています。紙の大口消

費者である三井住友信託銀行は、同様の問題意識を持つ企

業やWWFジャパン（公益財団法人 世界自然保護基金ジャ

パン）とともに「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」

を設立しました。より環境や社会に配慮した紙製品を選択

し、持続可能な紙利用の社会全体への浸透を目指します。

SMTHは、2008年5月にドイツで開催された生物多様性

条約第9回締約国会議（COP9）において、ドイツ政府が主導

した「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」に賛同し、世界

の33社とともにリーダーシップ宣言に署名しました。以来、

世界のリーダー企業の一員として、生物多様性問題に積極的

に取り組んでいます。

持続可能な紙利用のためのコンソーシアム

ビジネスと生物多様性イニシアティブ

宣言内容 2012-2013年の取り組み状況

 1. 企業活動が生物多様性に与える影響について分析を行う 企業活動が自然資本、生物多様性に与える影響を評価する投資商品、融資商品を開発し、
お客さまに提供した。

 2. 企業の環境管理システムに生物多様性の保全を組み込み、生物多
様性指標を作成する

CSR推進体制の中で生物多様性に関するPDCAサイクルを構築、中期計画に基づく単年
度計画を策定し、半期ごとに実績をレビューしている。

 3. 生物多様性部門の全ての活動の指揮を執り、役員会に報告を行う
担当者を企業内で指名する 経営企画部CSR推進室長が全ての活動の指揮を執り、経営会議への報告を行っている。

 4. 2～3年ごとにモニターし、調整できるような現実的かつ測定可能
な目標を設定する CSRに関する中期計画において目標を設定して、経営会議でレビューしている。

 5. 年次報告書、環境報告書、CSR報告書にて、生物多様性部門にお
ける全ての活動と成果を公表する

2009年度CSRレポートから活動内容を開示し、ホームページにおいても同様の内容を公
開している。2013年度より本レポートを作成。

 6. 生物多様性に関する目標を納入業者（supplier）に通知し、納入業
者の活動を企業の目標に合うように統合していく

WWFジャパンが提唱した「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」に参画し、生物多様
性に対する影響の大きい紙資源の調達において他のユーザーと協働で環境面、社会面に配
慮した取り組みを推進する。

 7. 対話を深め、生物多様性部門の管理システムを引き続き改善して
いくために、科学機関やNGOとの協調を検討する

UNEP FIが主導した「自然資本宣言」に署名し、国際的な連携を図っている。公益財団法
人 日本生態系協会をはじめとしたNPOと自然資本に関するビジネス、教育、普及啓発活
動で協働している。
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金融機能を生かした
超高齢社会問題への対応

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

（年）2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060

実績値 推計値

0～14歳 15～59歳 60～64歳
65～69歳 70～74歳 75歳以上

総人口
（千人）

年齢区分別将来人口推計

資料：2010年は総務省「国勢調査」、2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本
の将来推計人口（平成24年1月推計）」の出生中位・志望中位仮定による推計結果

（注）2010年の総数は年齢不詳を含む。

日本では少子化が進展し、急速に人口が減
少しています。さらに高齢化率は24％と世界に
例を見ない超高齢国となり、さまざまな社会の
歪みが現れ始めています。高齢のお客さまの多
い三井住友信託銀行は、金融機関の立場から
シニア世代のお金の問題への解決策の提案や
さまざまな情報の提供など、お客さまが健康
で心豊かに年齢を重ねる「サクセスフル・エイ
ジング」を積極的にサポートしています。
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サクセスフル・エイジング

1. 自分らしく生き生きとしたライフスタイルを送るために
ラップ口座・人生安心パッケージ

三井住友信託銀行（以下、SMTB）の投資一任運用商品

（ラップ口座）は、お客さまにふさわしい運用プランを提案

し、投資一任契約を結ぶことで、運用に係る投資判断や売

買、管理などを、SMTBがお客さまに代わって一括して行う

商品です。ラップ口座に申し込まれたお客さまで、満40歳

～満65歳の方は、保険料の負担のないガン保険・介護保険

を付帯するサービス「人生安心パッケージ」に無料で申し

込むことができます。（保険料はSMTBが負担します。）

リバースモーゲージ
リバースモーゲージは、豊かなセカンドライフをサポー

トするためのローンです。SMTBは2005年3月、自宅を担

保に老後のゆとり資金を融資する「リバースモーゲージ」の

取り扱いを始めました。ご自宅を担保に、年金のように毎

年一定額を受け取れる方法と、設定した一定の枠内で随時

受け取れる方法があります。

なお、本商品は事業性資金を除き、資金使途は自由のた

め、余暇を楽しむための資金だけでなく、ご自宅のリフォー

ムや老人ホームへ入居する際の入居一時金など、さまざま

な資金に利用することができます。

住み替え・リフォーム
リフォームローン

住み慣れたご自宅に住み続けるには、バリアフリーや介

護に対するリフォームの備えが必要な場合も出てきます。

三井住友信託銀行と三井住友トラスト・パナソニックファ

イナンスでは、リフォームローンにより、お客さまの快適な

住環境・老後に合う住まいづくりをサポートしています。

不動産売却つなぎローン

家族構成やご自身の体調に合わせて、ご自宅を売却し老

人ホームや交通の便の良いマンションへの住み替えを希

望される方も少なくありません。三井住友トラスト・ローン

&ファイナンスは、お客さまが大切な不動産を売り急ぐこ

とがないよう、不動産売却担保ローンを通じて、老後の生

活に合う住まい探しをサポートしています。

また、ご自宅の売却・新たな住まい探しは、不動産仲介

会社の三井住友トラスト不動産がお手伝いしています。

人生安心パッケージの仕組み

ラップ口座の契約金額500万円ごとに、ガンまたは介護

のいずれかの保険金100万円（1口）をSMTBが用意します。

契約金額を追加投資で増やすことにより、ガンと介護とを

組み合わせた保障水準を積み上げていくことが可能です。

※ イメージ図

契約金額を増やすと
あんしん（保険金）も
増えます

（
契
約
金
額
）

500万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 2,500万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

介護保険1口
100万円

介護保険1口
100万円

介護保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円
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教育資金贈与信託〈愛称：孫への想い〉
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設

され、30歳未満のお孫さま等に対して、授業料等の教育資

金を非課税で一括贈与することが可能となりました。

本商品を通じて、お孫さま等への教育資金としてSMTB

にお預け入れいただいた場合、SMTBはお孫さま等からの

払出請求に基づき、教育資金をお支払いします。お預け入

れいただいたご資金のうち、学校等の教育機関へのお支払

いであれば、お孫さま等1人あたり1,500万円まで贈与税

が非課税となります。

曾祖父母・祖父母・父母など
（委託者）

三井住友信託銀行
（受託者）

学校や塾などの
教育機関等子・孫・ひ孫など

（受益者）

信託財産の払出のご請求
教育機関等からの領収書等の提出

信託財産のお支払い
信託財産に関する報告

支払い

領収書等

「教育資金贈与信託」へ
  お預け入れ

贈与する方

贈与を受ける方

被後見人さま
（委託者兼受益者）

親族後見人・
専門職後見人
（法定代理人）

申込書等の提出
金銭の信託

家庭裁判所の指示書に
即した金銭の交付

家庭裁判所

報告 指示

三井住友信託銀行
（受託者）特約付指定金銭信託
金銭を管理

後見制度支援信託

安心サポート信託(金銭信託型)
SMTBは、お客さま自身とご家族などの方々のために、

大切な財産をオーダーメードかつ中・長期間のサポートに

よって保全・管理を行う「信託銀行」ならではの機能を生か

した商品「安心サポート信託」を取り扱っています。安心サ

ポート信託には、「金銭信託型」、「生命保険信託型」の二つ

の商品タイプがあります。

「金銭信託型」は、信託の受益者をご本人とする(自益

信託)、もしくはご本人以外の方とする(他益信託)ことに

より、ご本人やご家族、寄付先などのお客さまのご意向に

沿った形で信託財産を交付していくことができます。例え

ば、老人ホームに入居を検討しているが、大切な財産の管

理・保全を任せられる人がおらず、将来認知症になった時

を心配されている場合、SMTBがお客さまに代わり月々の

老人ホーム使用料を確実に支払っていくことができます。

お客さま
（委託者）

① 信託の設定
 （契約または遺言）

③ 生活費や教育資金等の
 お支払い

受益者への財産の交付に
関する同意・指図等

（特約付）

② 金銭の信託

ご本人・
ご家族・
寄付先など
（受益者）

指図権者
（信託関係人）三井住友信託銀行

（受託者）

「金銭信託型」の仕組み

2. 老後の資産を安全に管理するために

3. ご家族・ご親族の生活のために

後見制度支援信託
日本では、認知症や知的障がいなどによって、物事を判

断する能力が十分ではない方の権利を守るため、後見人を

指定する「成年後見制度」が設けられています。

後見制度支援信託は、被後見人の財産を保護し、将来に

わたる生活の安定に資するための信託です。信託金は、家

庭裁判所の指示書に基づいて設定された特約によって、定

期的に一定額が被後見人に交付されます。
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家族おもいやり信託(年金型)
お客さまに相続が発生した後、のこされたご家族の方が

安心して生活できるよう、お預かりしている信託財産を定

期的にお支払いする商品です。

あらかじめ法定相続人の中からご指定いただいたお受

取人に、月々の生活資金を定期的にお支払いすることで、

お預かりした信託財産を管理し、ご家族を支えます。

特定贈与信託
特定贈与信託とは、特定障害者の方の将来にわたる生活

の安定に資する目的で贈与されたご資金を、SMTBが合同

運用金銭信託等で安定的な運用を行い、お客さまに代わっ

て特定障害者の方にお渡しする商品です(1,000万円以上)。

特別障害者の方は6,000万円、特別障害者以外の特定障

害者の方は3,000万円まで非課税で、生活費や医療費等に充

てる資金として定期的にお支払いします。

安心サポート信託(生命保険信託型)
「生命保険信託型」は、お客さまの親族が、将来にわたり

経済的に安心して暮らすために、または、社会貢献したい

というお客さまの願いを実現するために、プルデンシャル

生命保険株式会社と共同開発した商品で、保険の「財産創

出機能」と信託の「財産管理機能」を組み合わせたオーダー

メードのサービスをご提供します。

特定贈与信託の仕組み

信託銀行
（受託者・
当グループ）

お客さま

委託者
兼
贈与者

特別障害者

受益者
兼
受贈者

指定管理人

（受益者代理人）

特定贈与
信託契約

金銭の
信託

生活費、
医療費等
の支払い

同意・連絡等

受益者の各種取引に
関する代理・同意・指図などみなし贈与

家族おもいやり信託(一時金型)
相続が発生した場合、「葬儀の段取り」「相続関係の手続

き」など、のこされたご家族の方には、さまざまな手続きが

待っています。「家族おもいやり信託(一時金型)」は、お客

さまに相続が発生した際、あらかじめ法定相続人の中から

ご指定いただいたお受取人に対し、お預かりしている信託

財産を迅速に、一括でお支払いする商品です。

当面の必要資金や葬儀費用など、万一の際、すぐに必要

となる資金を備えておくことができます。

家族おもいやり信託(一時金型) 家族おもいやり信託(年金型)

お客さま
（委託者兼
受益者）

ご家族の方
（信託財産の
お受取人）

「家族おもいやり信託（一時金型）」のお申し込み
金銭の信託
信託財産のお受取人のご指定

三井住友
信託銀行
（受託者）

お支払方法のご案内
信託財産のお支払い

SMTB本支店にて
  「家族おもいやり信託（一時金型）」の支払いのご請求

お客さまに相続が発生

信託財産のお受取人の方が
一括でお受け取りになれます。

信託財産のお受取人の方が、一括でお受け取りになれます。

イメージ図

お
申
し
込
み

（一時金型）
信託金

金銭信託で
お預かりします
（元本保証）

ご
相
続
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生

（一時金型）
信託金

当面の必要資金や
葬儀費用として

お客さま
（委託者兼
受益者）

ご家族の方
（信託財産の
お受取人）

「家族おもいやり信託（年金型）」のお申し込み
金銭の信託
信託財産のお受取人のご指定

三井住友
信託銀行
（受託者）

お支払方法のご案内・受取口座のご確認
信託財産のお支払い

SMTB本支店にて
  「家族おもいやり信託（年金型）」の支払いのご請求
受取口座のご指定

お客さまに相続が発生

信託財産のお受取人の方が
定期的にお受け取りになれます。

信託財産のお受取人の方が、定期的にお受け取りになれます。

イメージ図
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（年金型）
信託金
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リテールカレッジにおける老年学講座
高齢者の健康と福祉、社会参加、衣食住、お金のこと、メン

タルケアなどを広くカバーする学際的な研究分野は老年学
（ジェロントロジー）と呼ばれています。SMTBは、個人のお
客さまと接触する機会が多いリテール業務の社員向けの集
合研修「リテールカレッジ」において老年学講座を設置し、高
齢社会問題に対する社員のリテラシー向上を図っています。

本研修は、特定非営利活動法人
「生活・福祉環境づくり21」が主催す
る「生・活（いきいき）」知識検定試験
の受験講座を企業で初めて取り入れ
たもので、柴田博人間総合科学大学
院教授をはじめとする一流の講師陣
から、老年学がカバーする広範な分
野を網羅的に学ぶことができます。

認知症サポーター養成講座
認知症サポーターの育成は、厚生労働省が「認知症になっ

ても安心して暮らせるまち」の実現を目指した取り組みで
す。認知症サポーターの方は地域住民、金融機関の社員から
学生まで幅広く、2013年12月末現在、全国で約470万人以
上にものぼります。
SMTBは、認知症サポーターとして社員を育成することを

認知症サポーターの証
であるオレンジリング

認知症サポーター養成講座

5. 高齢社会問題に関するリテラシー向上のための取り組み

リテールカレッジ
受講テキスト

4. さまざまな資産を次の世代へ円滑に承継するために
エステートプランニング
エステートプランニングとは、お客さまの資産承継に

対する考え方を整理し、具体的な資産承継計画の作成に
向けたサポート（コンサルティング）を行うサービスです。
SMTBは、資産管理・相続・遺言関係業務などに関して、長
年にわたり培ってきたノウハウにより、以下のコンサルティ
ングを行います。
• 少子高齢社会の到来と資産承継の理解に関する支援
• 資産承継に関わる法制度・税制度などの理解に関する支援
• ご資産等のさまざまな角度からの分析結果の理解に関
する支援

• 法定相続した場合の資産承継資料、お客さまのご希望に
基づく遺産分割を行った場合の資産承継計画・納税資金
対策などの作成に関する支援

• その他上記項目に付随する支援
そしてコンサルティングを行った結果、ご家族関係・資産

明細・資産承継に関するお客さまのご希望を反映した報告
書を提出致します。

遺言信託
SMTBでは、お客さまのご意思に従って、預金、有価証

券、不動産などのさまざまな資産を次の世代に承継するこ
とを支援するサービスとして「遺言信託」を取り扱っていま
す。遺言信託によって、相続におけるトラブルを未然に防止

したい、実情に合わせて合理的な遺産分割がしたい、相続
人以外の方に遺贈したいと考えるお客さまのニーズにお
応えします。

相続手続トータルサービス
SMTBは、複雑な相続手続きを円滑に進めるための「相

続手続トータルサービス」を取り扱っています。具体的に
は、相続人の方のお申し込みに基づき、次のような手続き
代行・サポートを行います。
• 法定相続人の確定
• 相続財産の調査、把握
• 遺産分割協議のアドバイス
• 預貯金、有価証券などの換金、名義変更（各金融機関の
所定の手続きを代行します）

• 不動産の名義変更
• 所得税・相続税など納税資金の手当てのアドバイス

弁護士紹介制度
遺言・相続に関する紛争でお悩みのお客さまが、法律の

専門家に直接相談し、適正・迅速に問題を解決できるよう、
SMTBは、日本弁護士連合会(以下「日弁連」)との間で、弁
護士紹介制度を設けています。お客さまが弁護士紹介を希
望する場合、SMTBは日弁連を通じて、弁護士を紹介して
います。
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目的に、全国の営業店で、認知症サポーター養成講座を実
施しています。参加した社員は、認知症の症状や金融機関で
起こりうる問題、認知症の方への対応方法などについて約1
時間の講座を受講した後、認知症サポーターとして認定さ
れます。SMTBは、今後も認知症の方が安心して暮らせる地
域づくりに貢献します。

ILC-Japanとの連携
SMTBは、老年学の国際連携組織である国際長寿セン

ター（International Longevity Center）の日本組織ILC-
Japanの企画運営委員となっており、同団体主催の「長寿
社会研究会」において、超高齢社会における企業のあり方
の研究への参画など、さまざまな連携を行っています。その
一環として、SMTBは「持続可能な社会の形成に向けた金
融行動原則（21世紀金融行動原則）」のワーキンググルー
プとして新しく「持続可能な地域支援ワーキンググループ」
を提言、組成（共同座長；第一生命保険株式会社）しまし
た。2013年度はILC-Japanの協力により、トップレベルの
有識者を招いたセミナーを開催し、超高齢社会の問題点に

シルバーカレッジのチラシ

2014年度開催シルバーカレッジ講座メニュー例

ついて署名金融機関が共有する取り組みを進めました。
また、全国の営業店では、ILC-Japanが作成した高齢社

会についてのミニ知識集「元気百歳百科」をお客さまにお
配りしています。

シルバーカレッジの開催
SMTBは、老年学をベースとした知識を最も必要とす

るシニア世代のお客さまを対象に、セミナー「シルバーカ
レッジ」を開始しました。セミナーはILC-Japanの協力に
より構成しており、シニア世代のお金の問題に関する講座
なども交えたプログラムとなっています。

SMTBは、社員が振り込め詐欺防止のポイントを
再確認することを目的に、全国の営業店で社員を対
象とした振り込め詐欺防止講座を実施しています。講
座は警察署の方にご協力いただき、地域における振
り込め詐欺発生状況、犯行手口、未然防止のポイント
を解説していただくとともに、振り込め詐欺のロール

プレイングも実施し
ています。
また、日頃から支

店の店頭では、振込
手続きをされるお客
さまへのお声掛け
や、内容確認の徹底を行っており、2013年度は52件の
振り込め詐欺被害を未然に防ぎました。また、18の支
店がその貢献に対し、地元警察署から表彰され、名駅
南支店での事例は地元新聞でも取り上げられました。
SMTBは、今後もお客さまへの積極的な声掛けを行

い、犯罪の未然防止に努めていきます。

振り込め詐欺防止に向けた取り組み

難波中央支店の「元気百歳百科」パネル

第1回：老後の生活の安全と安心 第2回：老後の住まいの選択肢 第3回：もしものとき…備えは大丈夫?

講座名

高齢者の健康の常識と非常識
～肉を食べる人は長生きする～

住み続けるという選択肢
～建て替えとリフォーム～

認知症を正しく理解し安心の備えを
～介護の最前線からのアドバイス～

振り込め詐欺への備えは万全?
～「私だけは大丈夫」が一番危険～

高齢者住宅という選択肢
～老人ホームの選び方～

納得できる旅立ちのために
～人生の最期をどう迎えるか～

あなたの資産どう守る?
～増やす運用から守る運用へ～

住み替えのバリエーション
～老いる前に考えておこう～

知っておきたい「成年後見制度と相続・遺言」
～今から準備できること～

三軒茶屋支店 新宿支店 立川支店 山口防府支店

荻窪支店 町田支店 大宮支店 熊本支店

杉戸支店 船橋支店 前橋支店 吉祥寺中央支店

高松支店 阪急梅田支店 横須賀支店 大分支店

名駅南支店 八王子支店

表彰店部一覧
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社会的問題の解決に向けて

当グループは、信託ならではの「サービス」
と「機能」を活用し、株式の処分や取得、財産
の管理が難しい方のための財産保全のサポー
ト、社会貢献活動に取り組む団体への寄付な
ど、お客さまのさまざまな資産管理ニーズにお
応えします。

0

500

1,500

1,000

2,000

2,500

3,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

（億円）

（年）

2004年10月
新潟中越地震
2004年12月
スマトラ沖地震

2010年12月
タイガーマスク現象

1995年1月
阪神・淡路大震災

個人寄付金額の推移

出典：総務省「家計調査」、「住民基本台帳に基づく全国人口世帯数」
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公益信託の信託目的別一覧公益信託の仕組み

社会的問題を解決するための寄付金等の活用の仕組み

公益信託
公益信託は、個人が公益活動のために財産を提供する

場合や、法人が利益の一部を社会に還元する場合に、信託

銀行に財産を信託し、信託銀行があらかじめ定められた目

的に従って財産を管理・運用して公益活動を行う制度で、

奨学金の支給や自然環境保護活動への助成、国際協力・国

際交流促進など、幅広い分野で活用されています。

三井住友信託銀行は、1977年に公益信託第1号を受託

して以来、受託件数を着実に増加させており、さまざまな

公益分野で助成事業を行っています。2000年には、経団連

自然保護協議会より公益信託「経団連自然保護基金」を受

託し、その後、日本経団連加盟企業をはじめとする民間企

業や個人の方の寄付を受け、NPO・NGOなどが行う国内

および開発途上地域における自然保護活動に、助成を行っ

ています。

2013年3月現在、公益信託の受託は212件272億円とな

り、2012年度は計13億円を計3,118団体（個人含む）に助

成金として給付し、ご活用いただきました。

信託財産状況
報告書を提出

信託法上の権限行使、
重要事項の同意

助成先の推薦と
重要事項に
関する助言、勧告

お客さま
（ご資金提供者＝委託者）

信託管理人 運営委員会など主務官庁

三井住友信託銀行
（受託者）助成先

助成先

助成先

助成先

助成先
コンサル
テーション

公益信託
契約締結 公益目的執行

日常的運営

財務管理

申請

助成金の給付

許可
監督

お客さまの意思を反映した商品・サービス

公益信託 木豊会林材振興奨励基金は、森林の保全

および育成に寄与することを目的に、1987年12月、故

吉岡 豊氏の意志により創設されました。本基金は、千

葉県の林業および木材産業の振興に係る活動に対し

て、表彰、活動助成を行うというものです。

故 吉岡氏は、長年木材産業に関わり、千葉県の森

林・林業振興に生涯を捧げた人物です。「木には魂があ

る」との信念を持ち続け、「木魂の森」造成をはじめとす

る多くの実績を重ねた吉岡氏は、その功績が認められ、

千葉県知事から農林功労者として表彰されました。

木豊会林材振興奨励基金は2013年12月に終了し

ましたが、趣旨に賛同する多くの方からの寄付金によ

り、表彰事業70件、助成事業47件の事業を実施し、26

年の間に多くの成果を上げました。

公益信託 木豊会林材振興奨励基金

分類 件数

奨学金支給 73

自然科学研究助成 41

人文科学研究助成 6

教育振興 25

社会福祉 10

芸術・文化振興 9

動植物の保護繁殖 1

自然環境の保全 8

都市環境の整備・保全 18

国際協力・国際交流促進 16

その他 5

総計 212
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社会貢献寄付信託
三井住友信託銀行は、社会貢献活動に取り組む公益法

人などへの寄付を目的とする「社会貢献寄付信託」（愛称:

明日へのかけはし）を取り扱っています。本商品を通じ、お

客さまは、三井住友信託銀行が提示する寄付先一覧から

団体を選び、毎年1回、当初信託元本の5分の1を寄付する

ことができます。寄付先からは、寄付金の活用実績や活動

内容の報告書が送られます。寄付先として公益財団法人 日

本生態系協会を指定すると、寄付金は、希少な生きもので

あるアマミノクロウサギ、ツシマヤマネコ、北限のブナ林の

生息地を買い取る費用に充てられます。

三井住友信託銀行は、社会貢献寄付信託を通じ環境だ

けでなく、教育、医療、学術、文化など多様なテーマにおけ

る活動を支援します。

寄付先一覧（2013年11月6日現在）

寄付金領収書の送付
活動報告の送付

「社会貢献寄付信託」
のお申し込み
寄付先の指定 寄付金の送金（毎年11月）

三井住友信託銀行
（受託者）

お
客
さ
ま

寄
付
先

社会貢献寄付信託の仕組み

特定寄附信託
三井住友信託銀行は「特定寄附信託」を取り扱っています。

これは2011年度税制改正によって新たに創設された制度に

基づく信託で、ご指定いただいた寄附先に5年または10年に

わたり定期的に寄附を行います。寄附先は、三井住友信託銀

行が提示する「寄附先一覧」以外の団体を指定することもでき

ます（なお、寄附先の指定には、三井住友信託銀行の審査およ

び手続きを要するほか、信託報酬がかかります）。

2012年7月には、東日本大震災の被災地で活動する医

療関係者の支援を望む個人のお客さまに、特定寄附信託

をご利用いただきました。今後5年間で総額約1,200万円

が認定NPO法人「ピープルズ・ホープ・ジャパン（PHJ）」に

寄附されます。PHJは別途、このお客さまからの寄附により

石巻市立病院に対し、往診で使う「ドクターカー」を寄贈し

ており、本件特定寄附信託によるPHJへの寄附は、その維

持管理費に充てる予定です。

遺贈による寄付
三井住友信託銀行では、ご自身の遺産を世の中のために役

立てたいとお考えの方々のニーズにお応えするため、遺言信

託において、公益団体や大学などと遺贈による寄付に関する

提携を行い、遺産寄付の支援サービスをご提供しています。

環境 公益財団法人 
世界自然保護基金ジャパン （WWFジャパン）

環境 公益財団法人 日本生態系協会

教育 公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

医療 公益財団法人 日本対がん協会

社会福祉 公益財団法人 日本盲導犬協会

国際医療支援 特定非営利活動法人 国境なき医師団日本

学術 公益財団法人 国際科学技術財団

文化 独立行政法人 日本芸術文化振興会

災害復興支援 社会福祉法人 
中央共同募金会（東日本大震災復興支援）

子ども支援 公益財団法人 日本財団

障害者スポーツ支援 公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本
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事業と一体となった社会貢献

ベルマーク事業への支援
身近な商品に付いている“ベルマーク”を学校単位で集

め、その点数に応じて学校に必要な備品を購入する「ベル

マーク運動」は、1960年にスタートしました。当初は複数の

銀行が関わっていましたが、1982年からは入出金に関わる

一切の業務を三井住友信託銀行が担当しています。

現在、全国28,143（2013年8月末現在）にのぼるPTAの

口座管理事務を行っており、協賛会社からのPTAへの入金

や協力会社からのベルマーク教育助成財団への援助金送

金などの業務を取り扱っています。このほか、被災地などへ

の援助資金の送金事務（友愛援助）も行っています。

ベルマーク運動では、学校の備品を購入する際に購入金

額の10%がベルマーク財団に寄付されて、それがへき地学

校や災害被災学校、発展途上国などへの援助資金として使

われています。三井住友信託銀行は、事業と一体となった社

会貢献として、ベルマーク事業への支援を継続しています。

三大疾病保障・ガン保障
ガン、急性心筋 塞、脳卒中は「三大疾病」と呼ばれ、日本

人の死亡原因の約55%を占めています。三井住友信託銀行

は、お客さまがガンと診断されたとき、または急性心筋

塞、脳卒中で60日以上所定の状態が続いたと診断されたと

き、住宅ローン残高を保障するサービスを取り扱っていま

す。本サービスには、「三大疾病保障」と「ガン保障」の二通

りがあり、それぞれにローン残高が0円になる「100%給付

型」と、ローン残高が半分になる「50%給付型」があります。

また「三大疾病保障」には、お客さまが三大疾病以外の病気

や怪我によって入院された場合も、①たった1日の入院か

ら10万円の入院一時金、②1回の入院につき最長2カ月の

ローン返済を保障、③入院が2カ月継続したらさらに30万

円の入院一時金、といった「トリプル入院保障」も付いてい

ます。今後は、対象となる疾病を拡大して保障内容をさらに

充実させる予定です。

ベルマーク運動での役割

PTAなど口座
への入金

集めたベルマーク点数に
応じた金額を請求

ベルマーク財団の
口座をとおして援助

援助品納品

注文品発注

注
文
品
納
品

集めたベルマーク
備品の注文

PTAなど口座から
注文品代金の
10％を寄付

PTAなど口座から
注文品代金の
代金支払

ベルマーク
財団

協力会社
（教材備品
取り扱い会社）

信託銀行
（当グループ）

信託銀行
（当グループ）

へき地学校
特別支援学校
災害被災学校
発展途上国

協賛会社
（商品に
ベルマークを
付けている
会社）

PTAなど
（学校、
公民館など）

ベルマーク運動の主な流れ
ベルマーク運動のお金の流れ

100%給付型の場合

待機
期間

（3カ月） 返済済
ローン残高

ローン残高が0円に！

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中と診断

融資実行

住宅ローン残高が0円に 50%給付型の場合

待機
期間

（3カ月） 返済済

ローン残高

ローン残高が半額に！

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中と診断

融資実行

住宅ローン残高が半額に
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証券保管振替機構など

誤記録をした口座管理機関

口座管理機関 投資家

運営委員会

加入者保護信託

口座管理機関

投資家投資家

信託契約

連帯保証
不履行

連帯保証
履行

支払い指図

請求・支払い

請求・支払い
損害

損害

損害なし

三
井
住
友
信
託
銀
行

信
託
管
理
人

（
日
本
証
券
業
協
会
）

破綻

破綻

加入者保護信託スキーム

加入者保護信託
有価証券のペーパーレス化は、紛失・盗難・偽造などのリ

スク軽減や運搬・保管に係るコストの削減を通じて、証券

取引の利便性を引き上げる一方で、振替機関や口座管理

機関※の誤記録などがあれば、投資家（「加入者」）が損害を

受ける危険性があります。こうした損害が生じ、かつ口座管

理機関が損害賠償義務を果たさないまま破綻した場合に、

1,000万円を限度に加入者が被る損害を補償するための

セーフティネットが、「加入者保護信託」です。

三井住友信託銀行は、公益信託の受託実績や資産運用

能力などが認められ、2003年の制度設立以来、単独で加入

者保護信託を受託しています。
※ 証券会社などの金融機関。

IR・SRコンサルティング
1999年1月、三井住友信託銀行は株主名簿管理人とし

て初めて、委託会社のIR(インベスター・リレーションズ)

およびSR(シェアホルダー・リレーションズ)活動をサポー

トする体系的なサービスを開始しました。国内外のネット

ワークを通じて、ESG（環境・社会・ガバナンス）を含むIR・

SR活動推進に欠かせない以下のデータおよび情報を提供

します。

国内実質株主判明調査 

国内カストディアン銀行の背後に存在している国内機関

投資家を調査します。決算説明会、One on OneのIRミー

ティング対象機関の選定や、株主総会に向けたコミュニ

ケーション構築に利用いただけます。

外国人実質株主判明調査 

海外カストディアン銀行の背後に存在している海外機関

投資家を調査します。海外IRの訪問先の選定、さらに株主総

会に向けては、議決権行使促進サービスも提供しています。

個人株主分析 

株主名簿をIR活動の観点から分析します。IR戦略立案

のための個人株主の現状把握や個人向けIR・SR活動の効

果測定等に活用いただけます。

議決権行使分析 

国内外機関投資家の議決権行使動向を分析します。株

主総会に向けた議決権行使予測、株主総会後の振返りな

ど、社内向け報告や検討の資料として活用いただけます。

Focus Club

会員企業のIR総務、法務部門に海外機関投資家などの

日本株投資動向およびコーポレートガバナンスの考え方に

ついて情報提供を行っています。その一環として、近年ESG

の取り組みを強化している海外投資家が、どのような情報

を求めているかをヒアリングし、IR活動やレポート作成の

基本情報として提供しています。

幅広い人脈とホットラインの構築

国際機関

三井住友信託銀行
証券代行コンサルティング部

IRチーム

委託会社さま 海外年金基金

海外機関投資家

議決権行使推奨機関国内機関投資家国内年金基金

国内外調査機関
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貸し付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の数
（お客さまが中小企業者である場合）

貸し付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の数
（お客さまが住宅資金借入者である場合）

（単位：件） （単位：件）

※ 上記計数は、旧住友信託銀行、旧中央三井信託銀行の合算ベースです。
※ 2013年9月末時点で、信託勘定に係る債権を以下の通り含みます。
 申し込み1件、実行1件、謝絶0件、審査中0件、取り下げ0件。
 なお信託勘定に係る債権とは、他の金融機関等が流動化等を目的として

三井住友信託銀行に信託した貸付債権のうち三井住友信託銀行がお客
さまから貸付条件の変更等の申し込みを受け付けたもの等を指します。

 受託者である三井住友信託銀行は、信託契約の定めにより複数の信託
関係者の判断に基づき対応しています。

※ 上記計数は、旧住友信託銀行、旧中央三井信託銀行の合算ベースです。
※ 2013年9月末時点で、信託勘定に係る債権を以下の通り含みます。
 申し込み427件、実行364件、謝絶12件、審査中6件、取り下げ45件。
 なお信託勘定に係る債権とは、流動化等を目的として三井住友信託銀

行に信託した貸付債権のうち三井住友信託銀行がお客さまから貸付
条件の変更等の申し込みを受け付けたもの等を指します。

 受託者である三井住友信託銀行は、信託契約の定めにより複数の信託
関係者の判断に基づき対応しています。

三井住友トラスト・グループでは、中小企業のお客さ

まや住宅ローンをご利用のお客さまへの円滑な資金

供給を最も重要な社会的使命の一つと位置付け、その

実現に向けて取り組んでいます。

三井住友信託銀行は、中小企業のお客さまや住宅

ローンをご利用のお客さまからの各種ご相談やご返

済条件の変更などのお申し込みに迅速かつ適切にお

応えするなど、さらなる円滑な金融仲介機能を発揮し

ていくため、金融の円滑化に関する基本方針を定めて

います。

また、円滑な金融仲介機能を発揮するため、営業

店におけるお客さまからのご返済条件の変更などに

関するご相談やお申し込みに適切に対応する体制、本

部における営業店の対応状況を適切に把握する体制

を整備するとともに、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。

2013年3月末に「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」の期限が

到来致しましたが、今後も引き続き、中小企業のお客

さまの事業活動の円滑な遂行と住宅ローンをご利用

のお客さまの生活の安定のため、適切かつ積極的な

金融仲介機能の発揮に向けて取り組んでいくととも

に、東日本大震災の影響を直接または間接に受けて

いるお客さまからのご返済条件の変更などに関する

ご相談やお申し込みがあった際には、お客さまのご事

情に応じて柔軟かつ適切に対応するよう努めていき

ます。

金融円滑化への取り組みについて

2010年
9月末

2011年
9月末

2012年
9月末

2013年
9月末

貸し付けの条件の変更等
の申し込みを受けた
貸付債権の数

1,002 2,035 2,799 3,536

うち、実行に係る
貸付債権の数 894 1,892 2,601 3,248

うち、謝絶に係る
貸付債権の数 2 20 40 59

うち、審査中の
貸付債権の数 57 54 50 57

うち、取り下げに係る
貸付債権の数 49 69 108 172

2010年
9月末

2011年
9月末

2012年
9月末

2013年
9月末

貸し付けの条件の変更等
の申し込みを受けた
貸付債権の数

1,107 1,950 3,026 3,822

うち、実行に係る
貸付債権の数 808 1,597 2,523 3,154

うち、謝絶に係る
貸付債権の数 8 22 34 45

うち、審査中の
貸付債権の数 118 102 99 80

うち、取り下げに係る
貸付債権の数 173 229 370 543
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