
Process 2

社会適合性を
向上させる
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

共通価値の創造
金融機関は本業において社会に適合し、その要請に応えていくことが強く求められます。当グ

ループにおいても、その観点から、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

てきました。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。
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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および三井住友トラスト基礎研究所

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

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

体制としています。

SMTHの取締役会は、議長を会長（執行役員を兼務して

いない）とする10名で構成しています。2013年6月には新

たに社外取締役2名を選任し、経営の透明性向上と監視機

能の強化を図っています。なお、経営環境の変化が激しい

状況下、経営の責任を明確化する観点から、取締役の任期

は1年としています。

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「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※2

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※1

取締役会
経営会議

三井住友トラスト・ホールディングス

※1
 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

※2 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。

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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さらに、三井住友信託銀行では、経営の基本方針に関す

る事項および各事業の重要事項等に関する役員間での情

報共有・知見の向上を随時図っています。2013年には、①

会社法改正を踏まえたコーポレートガバナンスと役員の

コンプライアンス、②金融機関の業務範囲規制と近年の

法令改正・政策、③税制改正などについて、識者の方を招

き、最新の動向や専門家の見解について全役員・執行役員

を対象に解説していただきました。

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、監査役設置会社としてコーポレートガバナン

ス体制を構築しています。

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、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。ま

た、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、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
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役員の独立性について
(1)取締役関係
SMTHは、三井住友信託銀行に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体制としています。

2013年6月には社外取締役2名を選任し、経営の監視機能強

化を図っています。また、選任した社外取締役2名は、その経

歴等から、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと認め

られるため、独立役員に指定しています。

社外取締役選任理由

星野　敏雄：元 花王株式会社代表取締役専務執行役

員。上場会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を

SMTHの経営に生かしていただくため、社外取締役に選任

篠原　総一：同志社大学経済学部教授。国際経済学および

マクロ経済学を専門とする経済学者としての、国内外の経

済に関する豊富な知見と高い見識をSMTHの経営に生か

していただくため、社外取締役に選任

(2)監査役関係
SMTHの監査役会は、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名で構成しています。監

査役のうち4名を社外監査役としており、監査機能の独立

性を確保しています。また、社外監査役4名は、その経歴等

から、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと認めら

れるため、独立役員に指定しています。

社外監査役選任理由

中西　宏幸：三井化学株式会社顧問。上場会社経営者とし

ての豊富な経験と幅広い見識をSMTHの監査に生かして

いただくため、社外監査役に選任

高野　康彦：弁護士。弁護士としての専門的知見および企

業法務に関する豊富な経験をSMTHの監査に生かしてい

ただくため、社外監査役に選任

吉本　徹也：元 高松高等裁判所長官。法曹界における豊

富な経験と高い倫理観をSMTHの監査に生かしていただ

くため、社外監査役に選任

齋藤　進一：ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ

株式会社代表取締役社長。大手総合商社の財務部門や大

手監査法人のコンサルティング部門での勤務経験を踏ま

えた財務・会計、海外事業、ファイナンス、企業再生などに

関する豊富な経験と知見をSMTHの監査に生かしていた

だくため、社外監査役に選任

※１ SMTHとの関係についての選択項目
 a 関係会社出身である
 b SMTHの大株主である
 c 他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している
 d 他の会社の業務執行取締役、執行役などである
 e SMTHまたはSMTHの特定関係事業者の業務執行取締役、執行役

などの配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
 f 本人とSMTHとの間で責任限定契約を締結している
 g その他

※１ SMTHとの関係についての選択項目
 a 関係会社出身である
 b SMTHの大株主である
 c 他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している
 d 他の会社の業務執行取締役、執行役などである
 e SMTHまたはSMTHの特定関係事業者の業務執行取締役、執行役

などの配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者である
 f 本人とSMTHとの間で責任限定契約を締結している
 g その他

SMTHとの関係（1） SMTHとの関係（2）

氏名 属性
SMTHとの関係※１

a b c d e f g
星野　敏雄 他の会社の出身者 ○ ○ 
篠原　総一 学者 ○ ○ 

氏名 属性
SMTHとの関係※１

a b c d e f g
中西　宏幸 他の会社の出身者 ○ ○ 
高野　康彦 弁護士 ○ ○ 
吉本　徹也 その他 ○ ○
齋藤　進一 他の会社の出身者 ○ ○ ○
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役員紹介（2013年6月27日現在）
取締役

1977年 4月 住友信託銀行株式会社入社
2004年 6月 同社執行役員企画部長
2005年 6月 同社執行役員本店支配人
  同社取締役兼常務執行役員
2008年 1月 同社取締役社長
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役会長（現職）
  住友信託銀行株式会社取締役会長兼取締役社長
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社取締役社長（現職）

取締役会長（代表取締役）

常陰　均

1977年 4月 三井信託銀行株式会社入社
2003年 7月 中央三井信託銀行株式会社

執行役員融資企画部長
2006年 5月 同社常務執行役員融資企画部長
2007年 10月　同社常務執行役員
2009年 7月 同社専務執行役員
2010年 6月 同社専務執行役員退任
  中央三井トラスト・ホールディングス株式会社

取締役副社長
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役副社長
  中央三井信託銀行株式会社取締役副社長
2012年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役社長（現職）
  三井住友信託銀行株式会社取締役会長（現職） 

取締役社長（代表取締役）

北村　邦太郎

1976年 4月 住友信託銀行株式会社入社
2002年 4月 同社執行役員東京法人信託営業第一部長
2004年 6月 同社執行役員本店支配人
  同社常務執行役員
2008年 6月 同社取締役兼専務執行役員
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役
  住友信託銀行株式会社取締役兼副社長執行役員
2012年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役副社長執行役員
  三井住友信託銀行株式会社取締役副社長（現職）
2012年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役副社長（現職） 

取締役副社長（代表取締役）

大塚　明生

1978年 4月 三井信託銀行株式会社入社
2005年 1月 三井トラスト・ホールディングス株式会社

執行役員経営企画部長
2006年 5月 同社常務執行役員経営企画部長
  中央三井信託銀行株式会社常務執行役員
2007年 10月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社

常務執行役員
2010年 6月 同社専務取締役
  中央三井信託銀行株式会社専務執行役員
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役専務執行役員
2012年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役副社長執行役員
  三井住友信託銀行株式会社取締役副社長（現職）
2012年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役副社長（現職）

取締役副社長（代表取締役）

岩崎　信夫

1980年 4月 住友信託銀行株式会社入社
2006年 6月 同社執行役員業務部長
2007年 6月 同社執行役員本店支配人
  同社執行役員
2008年 1月 同社常務執行役員
2008年 6月 同社取締役兼常務執行役員
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役常務執行役員
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員
2013年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役専務執行役員（現職）
2013年 4月 三井住友信託銀行株式会社

取締役専務執行役員（現職） 

取締役専務執行役員

大久保　哲夫
取締役常務執行役員

橋本　勝

1980年 4月 三井信託銀行株式会社入社
2007年 10月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社

執行役員経営企画部長
2010年 7月 同社常務執行役員経営企画部長
2011年 2月 同社常務執行役員経営企画部長兼財務企画部長兼

中央三井信託銀行株式会社常務執行役員財務企画部長
2011年 3月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社

常務執行役員退任
2011年 4月 中央三井信託銀行株式会社常務執行役員総合資金部長
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員
2013年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

常務執行役員
  三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員（現職）
2013年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役常務執行役員（現職） 

1973年 4月 三井信託銀行株式会社入社
1999年 6月 同社取締役総合企画部長
2000年 4月 中央三井信託銀行株式会社執行役員総合企画部長
2002年 2月 同社退任
  三井トラスト・ホールディングス株式会社

常務取締役経営企画部長
2002年 7月 同社常務取締役
2004年 1月 中央三井信託銀行株式会社常務執行役員
2006年 5月 同社専務執行役員
2006年 6月 三井トラスト・ホールディングス株式会社専務取締役
2007年 10月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社専務取締役
2010年 2月 同社取締役
  中央三井信託銀行株式会社取締役社長
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役（現職）
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社取締役副会長(現職） 

取締役（代表取締役）

奥野　順
取締役（代表取締役）

向原　潔

1975年 4月 住友信託銀行株式会社入社
2003年 6月 同社執行役員審査第一部長
2004年 4月 同社執行役員ホールセール企画部長
2004年 6月 同社常務執行役員ホールセール企画部長
2005年 6月 同社常務執行役員
2006年 6月 同社取締役兼常務執行役員
2008年 6月 同社取締役兼専務執行役員
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役副社長
  住友信託銀行株式会社取締役兼副社長執行役員
2012年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役(現職）
  三井住友信託銀行株式会社取締役副会長(現職） 

取締役（社外）

星野　敏雄

1969年 4月 花王石鹸株式会社（現花王株式会社）入社
1992年 6月 花王株式会社取締役
1996年 6月 同社常務取締役
1998年 8月 同社常務取締役兼ニベア花王株式会社代表取締役社長
2000年 6月 花王株式会社代表取締役専務取締役兼

ニベア花王株式会社代表取締役社長
2002年 6月 花王株式会社代表取締役専務取締役執行役員兼

ニベア花王株式会社代表取締役社長
2003年 6月 花王株式会社代表取締役専務執行役員兼

ニベア花王株式会社代表取締役社長
2007年 7月 ニベア花王株式会社代表取締役社長退任
2008年 6月 花王株式会社代表取締役専務執行役員退任
2009年 6月 住友信託銀行株式会社監査役
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社監査役
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社監査役（社外）
2013年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役（社外）（注）(現職）
  三井住友信託銀行株式会社取締役（社外）（注）(現職）

1973年 3月 ウォータールー大学経済学学部講師（カナダ）、
同大学助教授を経て

1978年 4月 同志社大学経済学部講師
1979年 4月 同大学経済学部助教授
1984年 4月 同大学経済学部教授（現職）
2006年 2月 中華人民大学特別客座教授（中華人民共和国）（現職）
2013年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

取締役（社外）（注）(現職）
  三井住友信託銀行株式会社取締役（社外）（注）(現職）

取締役（社外）

篠原　総一

（注）星野敏雄氏および篠原総一氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役です。
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常任監査役

杉田　光彦
常任監査役

上神田　隆史

監査役
1975年 4月 住友信託銀行株式会社入社
2003年 6月 同社執行役員東京営業第一部長
2005年 6月 同社執行役員本店支配人
  同社常務執行役員
  同社常務執行役員審査部長
2007年 6月 同社常務執行役員
2008年 6月 同社取締役兼専務執行役員
2009年 5月 同社取締役兼専務執行役員資産金融部長
2009年 7月 同社取締役兼専務執行役員
2011年 3月 同社取締役兼専務執行役員退任
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

常任監査役（現職）
  住友信託銀行株式会社監査役
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社常任監査役(現職） 

1976年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入社
2003年 7月 中央三井信託銀行株式会社執行役員総務部長
2003年 10月 同社執行役員審査第二部長
2006年 5月 同社執行役員審査第一部長
2008年 3月 同社常務執行役員
2010年 2月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社常務執行役員
2012年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社専務執行役員
  三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員
2013年 3月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

専務執行役員退任
  三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員退任
2013年 4月 三井住友信託銀行株式会社常任監査役（現職）
2013年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

常任監査役（現職） 

監査役（社外）

中西　宏幸
監査役（社外）

高野　康彦

1966年 4月 三井石油化学工業株式会社入社
1987年 6月 同社本店経営企画室企画調整部長
1991年 6月 同社取締役岩国大竹工場長
1993年 6月 同社常務取締役本店経営計画室長
1996年 6月 同社専務取締役本店経営計画室長
1997年 6月 同社取締役副社長本店経営計画室長
1997年 10月 三井化学株式会社代表取締役副社長経営企画本部長
1999年 6月 同社代表取締役社長
2003年 6月 同社代表取締役社長兼会長
2005年 6月 同社取締役会長
2009年 6月 同社相談役（現職）
  中央三井信託銀行株式会社監査役
  中央三井トラスト・ホールディングス株式会社監査役
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

監査役（社外）（注）（現職）
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社監査役（社外）（注）（現職） 

1984年 3月 弁護士登録
1984年 4月 樋口法律事務所入所
2002年 8月 樋口・高野法律事務所経営（現職）
2003年 1月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官
2006年 1月 同退任
2006年 6月 中央三井信託銀行株式会社監査役
  三井トラスト・ホールディングス株式会社監査役
2007年 6月 中央三井トラスト・ホールディングス株式会社監査役
2011年 4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

監査役（社外）（注）（現職）
2012年 4月 三井住友信託銀行株式会社監査役（社外）（注）（現職） 

監査役（社外）

吉本　徹也
監査役（社外）

齋藤　進一

1967年 4月 東京地方裁判所判事補
1994年 4月 東京高等裁判所判事
1997年 10月 旭川地方・家庭裁判所長
1999年 2月 札幌地方裁判所長
2000年 4月 東京高等裁判所判事
2002年 6月 横浜地方裁判所長
2004年 9月 高松高等裁判所長官
2005年 12月 同退官
2005年 12月 国家公務員倫理審査会会長
2012年 3月 同退任
2013年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

監査役（社外）（注）（現職）
  三井住友信託銀行株式会社監査役（社外）（注）（現職） 

1971年 4月 丸紅飯田株式会社（現丸紅株式会社）入社
2001年 4月 同社執行役員財務部長
2002年 4月 同社執行役員広報・IR部長
2002年 9月 同社執行役員退任
2003年 1月 アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・ファイナンス・

サービス株式会社入社
2005年 7月 株式会社整理回収機構企業再生検討委員会委員（現任）
2005年 7月 アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・

アドバイザリー・サービス株式会社代表取締役
2009年 7月 同社代表取締役CEO
2010年 7月 新日本有限責任監査法人マネージングディレクター 

グローバル・マーケッツ本部アカウントアンド
ビジネスデベロップメント部長

2013年 4月 同監査法人退職
2013年 5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社

代表取締役社長（現職）
2013年 6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

監査役（社外）（注）（現職）
  三井住友信託銀行株式会社監査役（社外）（注）（現職） 

社外取締役の取締役会への出席状況 社外監査役の取締役会・監査役会への出席状況

中西　宏幸※2 取締役会　19回中18回
監査役会　15回中15回

高野　康彦※2 取締役会　19回中19回
監査役会　15回中15回

吉本　徹也※1 取締役会　12回中12回
監査役会　10回中10回

齋藤　進一※1 取締役会　12回中12回
監査役会　10回中10回

星野　敏雄※1 取締役会　12回中12回

篠原　総一※1 取締役会　12回中11回

（注）中西宏幸氏、高野康彦氏、吉本徹也氏および齋藤進一氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役です。

※1 2013年6月27日から12月26日までの出席状況
※2 2013年4月1日から12月26日までの出席状況

※1 2013年6月27日から12月26日までの出席状況
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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、社外取

締役、社外監査役は含まれていません。

「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 2012年4月1日 至 2013年3月31日）

※ 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。

（単位：百万円）

区分 人数 報酬等
の総額 固定報酬

の総額
変動報酬
の総額

ストック
オプション
報酬

退職慰
労金基本

報酬 賞与

取締役
（除く社外取締役） 8 424 387 387 35 35 2 ̶

監査役
（除く社外監査役） 2 59 59 59 ̶ ̶ ̶ ̶

対象従業員等 2 101 55 55 46 46 ̶ ̶
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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

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

経営会議

ＣＳＲ推進会議

CSR推進室

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
当グループでは、CSR業務の最高意思決定機関として、

社長を議長とする「CSR推進会議」を経営会議の中に設置

し、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、まずCSRも含めて決定した会社全体の

中期経営計画を踏まえESGリスクへの対応方針や情報開

示方針を含むCSRとしての中期計画が策定され、それに

沿って単年度のCSR方針が策定されます。この年度方針

は、半期に一回CSR推進会議の場で推進状況がレビューさ

れ、必要に応じ追加施策が講じられます。

また、エコ・トラステューションなどCSRビジネスの取り

組みは、各事業において行われます。従って、CSRの年度方

針は、各事業と入念な協議を行って決定され、それらは各

事業の年度計画にも織り込まれることになります。

「CSR推進会議」には、CSR業務の担当役員が出席し、決

議事項の執行に関する全ての責任を負います。日常におけ

るCSR業務の執行は、経営企画部CSR推進室長に権限が

移譲されており、CSR推進室が環境・社会に関するグルー

プ全体の活動を統括します。また、CSR推進室長は、CSR

業務の担当役員の指示に従い、「CSR推進会議」の報告事

項、決議事項を取りまとめ、発表する役割を担っています。

このような仕組みの構築により、当グループは、CSR業

務の最高意思決定機関である「CSR推進会議」の決定事項

を、確実に日常業務に反映させています。

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、「With You活動」を推進し

ています（102頁参照）。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。

CSR業務担当役員 高倉　透（常務執行役員）

経営企画部CSR推進室長 金井　司（理事・CSR担当部長）
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CSR推進室について
CSR推進室は、室長以下合計8名のメンバーで構成され

ています(内1名が他部所属の兼務者)。CSR推進室は主に

以下の取り組みを行っています。

• CSR推進会議の事務局

• CSR中期計画、年度方針案の策定

• ESG情報開示方針案策定、サステナビリティレポート

作成、季刊With You編集、ホームページ担当、各種アン

ケート類の取りまとめ

• ESGリスク対応プロジェクト・チーム事務局

• グローバルESG会議事務局

• 人権デューデリジェンス連絡会事務局

• 環境管理責任者(CSR推進室長)

• トラスト60「サステナブル不動産研究会」「スマートシ

ティ研究会」「自然資本研究会」事務局

• UNEP FI、国連グローバル・コンパクト、21世紀金融行

動原則、ビジネスと生物多様性イニシアティブ、自然資

本宣言などの活動の参加

• CSR関連商品・サービスの企画立案、商品化に向けた関

連事業、関連会社との協議

• With You活動のプロモーション、予算付与、ポイント制

度管理等の取りまとめ

• その他

ステークホルダーとの健全な関係構築
当グループは、「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）」において、お

客さま、株主・投資家、役員および社員、事業パートナー、地

域社会、NPO、行政、国際機関などの全てのステークホル

ダーとの対話を尊重し、持続可能な社会の構築に積極的

な役割を果たすことを規定し、公表しています。 

また、本方針において、「ステークホルダーとの健全かつ

正常な関係を構築するとともに、公正な競争、企業情報の

適切な開示等、社会の構成員としての責任を全う」すること

を規定し、CSRレポート、ホームページなどを通じた情報

提供を行っています。 

環境・社会をテーマとしたステークホルダーとの協議は、

主にCSR推進室が行っています。ただし、協議を通じ重要性

が高いと判断された問題については、CSR推進室長がCSR

業務の担当役員に報告し、その指示に従って対応します。

2013年度方針
2013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。

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。

2010年にとりまとめられた中央環境審議会「環境
と金融に関する専門委員会（委員長:末吉竹二郎国連
環境計画金融イニシアティブ特別顧問）」提言を受け、
金融業界が横断的に集まり、2011年10月「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）」が策定されました。
三井住友トラスト・ホールディングスは、起草委員

会・総論ワーキンググループの座長として、原則の策

定に中心的な役割を担いましたが、発足後も運営委
員会委員長（共同委員長;オリックス株式会社）として、
署名企業（約190社）をとりまとめる役割を担ってきま
した。

また、2013年度からは、新たに「持続可能な地域支
援ワーキンググループ」を組成し（共同座長;第一生命
保険株式会社）、超高齢社会の問題を中心に議論しま
した（39頁参照）。

21世紀金融行動原則について
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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

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。

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。

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 海外拠点事業各部

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

・・・・ ・・・・ ・・・・
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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

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。同制度では、通報者保護のため、情報管理

やプライバシー保護を徹底し、また、適正な通報である限

り、通報者の不利益な取り扱いを厳禁しています。

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。

講座名 内容 対象範囲 実施月

12年度版コンプライアンスの基礎 コンプライアンス全般 全社員 5月

コンプライアンス担当者のために コンプライアンス全般 全店部長・全店部コンプライアンス担当者 5月

12年6月版インサイダー取引防止対策研修 インサイダー取引等防止 全社員 6月

12年度上期マネー・ローンダリング等
防止対策研修 マネー・ローンダリング等防止 マネー・ローンダリング等

防止対策担当責任者設置店部社員 7月

12年8月版インサイダー取引防止対策研修 インサイダー取引等防止 全社員 8月

12年11月版インサイダー取引・顧客情報漏えい等防止 インサイダー取引防止・顧客情報漏えい防止 全社員 11月

12年版外務員資質向上研修 金融商品販売の基礎 外務員資格登録者または予定者 11月

12年度版反社会的勢力対応 反社会的勢力との取引防止 全役員・社員 12月

12年度下期マネロン研修（改正犯収法研修） マネー・ローンダリング等防止 マネー・ローンダリング等
防止対策担当責任者設置店部社員 1月

13年2月版インサイダー取引防止研修・
顧客情報漏えい防止対策研修 インサイダー取引防止・顧客情報漏えい防止 全社員 2月

13年4月犯罪収益移転防止法改正研修 マネー・ローンダリング等防止 マネー・ローンダリング等
防止対策担当責任者設置店部社員 2月

Eラーニングによるコンプライアンス研修　2012年度（三井住友信託銀行）

役員・社員の遵守基準

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
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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、インサイダー取引規制違反を踏まえ、

再発防止の観点から情報管理等ルールや組織体制の強

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、また、それらに関する研修・教育に取り組

んでいます。

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。

取引開始後に取引の相手方が反社会的勢力と判明した場

合については、警察等外部専門機関と緊密に連携し取引解消

等に向けた対応を行っていく体制を構築しています。

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。

当グループは、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。

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

インサイダー取引 再発防止策の進捗状況について
当グループが2012年3月および6月に公表したインサイダー

取引の再発防止策については、現在全て対応済みですが、引き
続き、実施状況・定着状況について第３者（外部機関）による検
証結果を含め、定期的なモニタリングを継続しています。

外部機関によるモニタリングでは、「各種再発防止策の有
効性、実効性、十分性などに特段の問題は見受けられず、本
件再発防止策の適切な運用が着実に定着している状況が確
認された」（2013年度第3四半期モニタリング結果）との評価
をいただいています。
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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。

2 取り組みの概要
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。

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 事務企画部・
 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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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。

リスク管理の状況
SMTHでは、グループ全体で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。また、各リスクの総括を年4

回、経営会議、取締役会で報告するなど、リスクの顕在化を

抑えるため、万全の態勢で取り組んでいます。

信用リスク

定　義

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。

基本方針

• グループ全体の信用リスク管理の基本方針を定め、与信関連業務の健全性および適切性の
確保を図る観点から、信用リスク管理態勢および資産査定管理態勢の整備を行うこととして
います。また、与信先の実態を把握し、与信先に対する経営相談・経営指導および経営改善に
向けた取り組みへの支援を行うことは信用リスク削減の観点からも重要であると認識し、対
応を図っています。

• 傘下銀行においても同様に、上記方針に則って、リスク管理態勢を整備・確立し、適切な信用
リスク管理を行うこととしています。
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信用リスク（つづき）

リスク管理体制

• SMTHにおける信用リスク管理部署はリスク統括部と定めています。リスク統括部はグルー
プ全体の信用リスクの状況をモニタリング・分析するとともに、傘下銀行等に対して監督・
指導を行っています。

• 傘下銀行においても同様に、信用リスク管理部署をリスク統括部と定めています。また、信
用リスク関連の管理部署として、審査部署、問題債権管理部署および資産査定管理部署を
定めています。

リスク管理手法

• 与信先の状況等について、当グループを一体的に管理するとともに、貸出金のみならず、信
用リスクを有する資産およびオフバランス資産を統合的に管理しています。

• 信用格付等を用いて信用リスクの評価・計測を行うとともに、リスク限度枠の設定や与信集
中リスクの管理等を通じて、信用リスクを適切にコントロールしています。また、与信ポート
フォリオ状況（特定の業種または特定のグループに対する信用集中の状況等）を適切に把
握・管理しています。

2013年度において重点的に
取り組んだ事項

基礎的内部格付手法から先進的内部格付手法移行を目指し、グループ横断的な対応の推進・
強化を図っています。また、ヒストリカルシナリオ・仮想シナリオによるストレステスト実施態
勢の高度化を図っています。

市場リスク

定　義

金利、為替、株式、コモディティ、信用スプレッドなど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。

基本方針

• グループ全体の市場リスク管理の基本方針を定め、業務の健全性および適切性の確保を図
る観点から、当グループの戦略目標、業務の規模・特性およびリスクプロファイルに見合った
適切なリスク管理を行うこととしています。

• 傘下銀行では、上記基本方針に則って、リスク管理方針を定め、それに基づいて市場リスク
管理を行っています。

リスク管理体制

• SMTHにおける市場リスク管理の統括部署をリスク統括部と定めています。
 リスク統括部は、グループ全体の市場リスクの状況についてモニタリング・分析を行うとと
もに、傘下銀行に対して監督・指導を行っています。

• 傘下銀行においては、市場リスク管理にあたり、フロントオフィス(市場部署)、バックオフィ
ス(事務管理部署)およびミドルオフィス(市場リスク管理部署)を分離し、牽制機能が発揮
される体制を構築しています。
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市場リスク（つづき）

リスク管理手法

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や損失拡大防止を目的として
設定したアラームポイントの遵守状況等を管理しています。
市場リスクをVaR(一定の保有期間に一定の信頼区間で被りうる最大損失額)により計測す
るとともに、VaRによる市場リスク計測の補完を目的としてストレステストを実施しています。
バーゼルⅡにおけるアウトライヤー基準の銀行勘定金利リスクに関し、定期的にモニタリング
を行い管理しています。

2013年度において重点的に
取り組んだ事項

予兆管理指標の継続的モニタリング、フォワードルッキングな仮想シナリオによるストレステ
ストの活用等により、市場環境の急激な変化への備えを強化しています。

資金繰りリスク

定　義
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。

基本方針

• グループ全体の資金繰りリスク管理の基本方針を定め、業務の健全性および適切性の確保
を図る観点から、当グループの戦略目標、業務の規模・特性およびリスクプロファイルに見
合った適切なリスク管理を行うこととしています。

• 傘下銀行では、上記基本方針に則って、リスク管理方針を定め、それに基づいて資金繰りリ
スク管理を行っています。

リスク管理体制

• SMTHにおける資金繰りリスク管理の統括部署をリスク統括部と定めています。
 リスク統括部は、グループ全体の資金繰りリスクの状況についてモニタリング・分析を行う
とともに、傘下銀行に対して監督・指導を行っています。

• 傘下銀行においては、資金繰りリスク管理にあたり、資金繰りリスク管理部署について、資
金繰り管理部署、市場部署などからの独立性を確保し、牽制機能が発揮される体制を構築
しています。

リスク管理手法

内外の情報を収集・分析し、現状においてどの資金繰りの逼迫度区分に該当するかを適切に
把握するとともに、資金繰りリスクを回避するため、あらかじめ定められた適切な限度枠を遵
守する資金繰り運営を行うほか、ストレステストを実施の上、コンティンジェンシープランを
策定し危機管理に万全を期しています。

2013年度において重点的に
取り組んだ事項

バーゼルⅢ流動性規制対応では、指標（LCR；流動性カバレッジ比率）変動の要因分析を強化
するとともに、算出システムの開発を進めています。
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オペレーショナル・リスク

定　義
業務の過程、役員・社員等の活動若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。

基本方針

• グループ全体のオペレーショナル・リスク管理の基本方針を定め、業務の健全性および適
切性の確保を図る観点から、オペレーショナル・リスクを業務遂行に伴い発生する不可避
なリスクと認識し、業務やリスクの規模・特性に応じた適切なリスク管理を行うこととして
います。

• 傘下銀行では、上記基本方針に則って、リスク管理方針を定め、それに基づいてオペレー
ショナル・リスク管理を行っています。

リスク管理体制

• SMTHにおけるオペレーショナル・リスクの総合的な管理部署をリスク統括部と定めてい
ます。また、事務リスク管理部署およびシステムリスク管理部署を設置しています。

 リスク統括部は、グループのオペレーショナル・リスク全般をモニタリングし、傘下銀行等に
対して監督・指導を行っています。

• 傘下銀行においても同様に、各リスク管理部署を定めています。

リスク管理手法

当グループでは、定期的に内部統制にかかる自己評価（CSA）やオペレーショナル・リスク計測
を実施し、定性・定量の両面からオペレーショナル・リスクを適切に評価・把握し、その顕在化
防止のための予防的措置、顕在化した場合の対応・発生原因分析および再発防止策の策定に
より、リスクの削減を図ることとしています。また、策定したリスク削減策の効果について検証
を行い、リスク削減策の見直し・改善につなげています。

2013年度において重点的に
取り組んだ事項

オペレーショナル・リスクの計測手法について、粗利益配分手法から先進的計測手法への移
行を目指し、グループ横断的な対応の推進・強化を図っています。
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ESGリスク対応
プロジェクト・チーム（PT）の設置
設置の経緯
近年、企業のグローバル化に伴い、持続可能な社会の発

展に向けて、企業をE(環境)、S(社会)、G(ガバナンス)の三

つの側面から評価する動きが拡大しています。企業は取引

先のサプライチェーンを含めた活動に対して高度なマネジ

メントを求められており、ESG課題の未対応・対応の不備

が企業の社会的信用や市場での評価に与える影響も大き

くなっています。

信託銀行グループとして国内外のさまざまな企業やプ

ロジェクトに関わる当グループは、ESGに関連するリスク

への対応を経営課題の一つとして認識しており、2013年

12月、リスク管理の高度化を図るべく、関係各部横断によ

るESGリスク対応PTを設置しました。

設置目的
ESGリスク対応PTの主な設置目的は以下の通りです。

• 投融資先、サプライチェーンを含めた当グループの活動

から生じるESGリスクの洗い出し、対応/未対応分野の

把握

• 適切なリスク管理体制・管理手法の検討

• ESGに関する情報共有

運営体制
ESGリスク対応PTは、三井住友トラスト・ホールディン

グスと、三井住友信託銀行の合同組織として設置していま

す。経営企画部CSR推進室長をPT長として、両者の関係各

部から、職位にとらわれず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。ここでの議論の内容は、適

宜、経営企画部統括役員（CSR業務担当役員）まで報告し

ています。

情報収集体制
ESGリスクに関する議論は海外で進んでいることから、

三井住友信託銀行では2012年4月より、最新のESG情報

共有の場として、関係各部によるグローバルESG会議を開

催しています。また、企業が適切な対応を取るにはステー

クホルダーとの対話が不可欠であることから、PTを主導す

る経営企画部CSR推進室がESGに関する最新情報を集約

し、必要に応じNGO・NPO等とのディスカッションも行っ

ています。

ESG情報収集体制

PT構成部

NGO・NPO等との
ネットワーク

　ESGリスク対応プロジェクト・チーム
（ESG課題に関するリスクの洗い出し、リスク管理体制・管理手法を検討。）

経営企画部CSR推進室
（最新のESG情報を集約、分析）

社外からの
ESG情報の入手

報告

社内関連部署の
ESG情報集約

グローバルESG会議

構成部：経営企画部、ホールセール企画
部、証券代行コンサルティング部、不動産
ソリューション部、受託資産企画部、総合
戦略運用部、海外受託部、HD財務企画部

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

経営企画部、人事部、総務部、
リスク統括部、コンプライアンス統括部

経営企画部、人事部、総務部、
リスク統括部、コンプライアンス統括部、

CS企画推進部、海外業務部、
受託資産企画部、ホールセール企画部
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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、国際規範に基づき、当グループの

企業活動に関わる全てのステークホルダーの人権を尊重し、グローバル

に事業を展開する金融機関としての責任を果たしていきます。

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

私たち三井住友トラスト・グループは、「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）」に基づき、お客さまをはじめ、すべてのステークホルダー

の基本的人権が尊重される企業風土・職場環境の醸成に取り

組み、企業活動のあらゆる局面において、常に高い倫理観と社

会的良識を持って行動し、社会から信頼される企業グループ

として、その持続的発展を目指します。

１． 国際規範の尊重
 私たちは、世界人権宣言や国連グローバル・コンパクトによ

る企業行動規範など、人権に関する国際規範を尊重します。

２． 差別の禁止
 私たちは、あらゆる企業活動において、人種や国籍、性別、

出身、社会的身分、信条、宗教、身体的特徴などを理由とし

た差別や人権侵害を行いません。

３． 人権を尊重する企業風土の醸成
 私たちは、あらゆる人権問題を自らの問題としてとらえ、

相手の立場に立って物事を考えることを励行し、人権を尊

重する企業風土を醸成します。

４． 働き易い職場環境の確立
 私たちは、全ての役員・社員一人ひとりが互いをビジネスパー

トナーとして認め合い、自由に意見を言い合える対等な関係

を構築することで、働き易い職場環境を確立していきます。

 私たちは、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント

等を人間の尊厳を傷つける行為として認識し、これを行い

ません。

５． 公正採用の実施
 私たちは、社員等の採用に当たって、本人の能力と適性の

みを基準とした、厳正かつ公平な選考を行います。

６． 人権啓発研修の実施
 私たちは、人権に関する実際または潜在的なあらゆる課

題の解決に向け、全ての役員・社員一人ひとりが人権に関

する正しい知識と理解を深めるため、毎年の職場内人権

啓発研修を中心として、あらゆる機会を通じ、同和問題を

はじめとする幅広い人権啓発に取り組んでいきます。

当グループは、本方針を海外の拠点に対しても適用するととも

に、海外を含む投融資先や調達・委託先（サプライチェーン）の企

業活動が人権に与える負の影響について情報収集し、法規範等

に反する場合等には、都度必要に応じた対策を講じていきます。

■ 人権方針

人権方針の制定
当グループは、2013年12月に「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)」を補完するものとして、人権に関する行動・判断の

基準となる「人権方針」を制定しました。当グループは本方

針に基づき、当グループの事業活動や商品・サービスに関

わる全てのステークホルダーの人権を尊重します。

1 人権啓発への取り組み
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制定経緯
2011年6月、国際連合人権理事会において「ビジネスと

人権に関する指導原則(以下、同原則)」が採択されたこと

を踏まえ、当グループは人事部を中心としたプロジェクト・

チームを設置し、国際基準での人権の尊重に取り組む体制

構築を目指して議論を重ねてきました。そして2013年12

月、同原則に準拠した「人権方針」制定を含む人権マネジメ

ント体制を構築しました。

人権マネジメント体制概要
三井住友トラスト・ホールディングスと三井住友信託銀

行の合同組織として、経営企画部CSR推進室長を議長とし

た「人権デューデリジェンス連絡会」を新たに設置しまし

た。関係各部の役割は以下の通りです。

人権デューデリジェンス連絡会
• 経営企画部CSR推進室長を議長とし、海外を含む当グ

ループ全社の人権対応状況を調査し、必要な課題の抽

出、改善策を協議します。

• 人権デューデリジェンス自己チェック表※2を用いて、人

権対応状況の調査を半期に一度実施します。

経営企画部
人権デューデリジェンス連絡会での協議に基づき、当グ

ループの人権への取り組み体制の整備・強化に向けた目

標・計画を策定します。

人事部・人権啓発推進委員会
人権デューデリジェンス連絡会での協議に基づき、人権

啓発研修等の計画を策定し、実施します。

海外含む全店部・全関連会社
人権デューデリジェンス自己チェック表に基づき、各々が

「人権方針」遵守状況等を確認します。

人事相談窓口
人権に関する各種相談に応じるとともに、人権への負の

影響が顕在化した場合には、関係各部と連携し、速やかに

必要な対策を講じます。

人権デューデリジェンス連絡会構成部

PDCAサイクルを踏まえた人権マネジメント体制

三井住友トラスト・ホールディングス

三井住友信託銀行

経営企画部、人事部、総務部、
リスク統括部、コンプライアンス統括部

経営企画部、人事部、総務部、リスク統括部、
コンプライアンス統括部、CS企画推進部、海外業務部、

受託資産企画部、ホールセール企画部

ビジネスと人権に関する指導原則に準拠した人権マネジメント体制

※1 人権デューデリジェンスとは、当グループの活動および当グループと関係を有する
他者の活動から生じる、人権への実際または潜在的な負の影響を特定するととも
に、防止・軽減等の措置を講じて、その効果を継続的に検証・開示する一連の取り
組みを指します。

※2 人権デューデリジェンスが実施されているか、「人権方針」が遵守されているか、ま
た、人権侵害が発生していないかなど、人権マネジメント体制関係各部の取り組み
状況を確認するチェック表を指します。

コミットメント 「人権方針」の制定。

人権デューデリジェンス※1

の実施

2013年12月、新たに「人権デューデリジェンス
連絡会」を設置。2013年1月に、海外を含む全
店部・全関連会社に、人権対応状況をチェック
するための「人権デューデリジェンス自己チェッ
ク表※2」を配信。現在課題抽出を行っている。

救済へのアクセス 人事部相談窓口が担当。

（Plan） （Plan）

（Do）

（Do）（Check・Action）

人権デューデリジェンス

人事部

人権啓発
推進委員会

人事相談窓口
（救済へのアクセス）

経営企画部・
経営企画部
CSR推進室

海外含む全店部・
全関連会社

人権
デューデリジェンス

連絡会

NGO・NPO等
との連携
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3 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捉えています。2013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、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「人事相談窓口」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。

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。

（A） （A）

相談者
（被害者・加害者・第三者）

（B）

（C）

ハラスメント防止委員

問題解決

（C）

人事部
（人事相談窓口）

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
「人事相談窓口」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「人事相談窓口」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「人事相談窓口」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

２ 従来の人権問題との関連
当グループは、同和問題や在日外国人問題、障がい者の人権

問題などを、日常業務に密接した人権問題として認識しており、

引き続き個別課題に関する共通意識の醸成に努めています。具

体的には、人事部統括役員を委員長とする「人権啓発推進委員

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」を全社員にメールで発信

しているほか、三井住友信託銀行の全店部において、一人あた

り年平均1時間程度の職場内人権啓発研修を開催しています。

また、階層別研修などの集合研修や事業別会議などにおい

ても、人権に関するテーマを取り上げるなど（2012年度は計23

回実施）、社員の人権意識の向上を図っています。
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労働慣行等に関する相談件数

2012年度 26件

社員と三井住友トラスト・グループ
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

公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題

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。
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。
2012年度は、247人の社員（男性1人、女性246人）が本制

度を利用して育児休業を取得しました。
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年間(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。

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。

出産・育児に関する制度（2013年3月末現在）

項目 妊娠 産前 産後 1歳未満
まで

2歳に達する
日まで

小学校
入学前まで

小学校
３年まで

時差出勤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
通院時間の確保・通勤緩和等 ○ ○ ○ ○
産前・産後休暇（産前・産後８週間／有給） ○ ○
出産・育児休業（最初の1週間は有給） ○ ○ ○ ○ ○
育児時間（1日1回1時間または1日2回各30分／有給） ○
時間外勤務の免除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
深夜勤務の免除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
短時間勤務制度（1日2時間を超えない範囲で勤務を短縮） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
看護休暇 ○ ○ ○
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社員数

2013年3月末 12,790人（男性6,459人）（女性6,331人）

日本 12,311人

中国 117人

韓国 3人

タイ 5人

シンガポール 103人

インドネシア 5人

イギリス 102人

アメリカ 144人

平均年齢 2013年3月末 41.1歳（男性42.4歳）（女性39.8歳）

平均勤続年数 2013年3月末 12.9年（男性14.9年）（女性10.8年）

平均年間給与 2013年3月末 7,409千円

派遣社員数 2013年3月末 1,452人

アルバイト数 2013年3月末 173人

障がい者雇用数
2013年3月末 223人（障がい者雇用率　2.00%）

2013年9月末 249人（障がい者雇用率　2.07%）

継続雇用制度利用者数 2013年9月末 562人

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、2013年9月末現在、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95人、
係長級以上課長級未満の女性は196人となっています。
課長以上への女性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います。ま
た、社内外の人材交流や業務遂行上の課題の共有と解決
を図る仕組みとして、女性による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、2013年9月30日時点の障がい者
雇用率は、2013年4月1日から引き上げられた現行法定雇
用率（2.0%）を上回る2.07％となっています。当グループは
障がい者の採用を引き続き積極的に行うとともに、障がい
者が、より働きやすい職場づくりを進めます。

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。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。

2 ダイバーシティの推進

社員の状況（三井住友信託銀行）

※ 2012年度の欠勤者数は316人（男性152人、女性164人）、離職者数は305人（男性80人、女性225人）、労働災害件数は84件
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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～

3 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。

2015年4月入社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67,000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。
キャリア形成状況については、全社員が定期的に上司と

面談し、評定とフィードバックを受けています。

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、全社員に対して、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、評価を
行っています。

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、当グループは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、「信託
らしい」「三井住友信託銀行ならでは」の独自の付加価値を
発揮し、お客さまにトータルソリューションを迅速に提供す
る人材を育成することを目的とする、全社横断的なプログ
ラムです。「学びの風土構築と自助自立する人材育成」を運
営理念として、人事部が中心に運営する「階層別カレッジ」
と、各事業が中心に運営する「事業別カレッジ」を立ち上げ、
社員の能力伸長を支援する体制を整えています。
※ 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。

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、芝ビル、府中ビル、千里

ビルを対象としてISO14001の認証を取得しています。ま
た、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。

新卒採用者数

　 合計（男女計） うち男性 うち女性
2012年度 312人 130人 182人
2013年度 334人 140人 194人
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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

環境負荷低減に向けた取り組み
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

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（15頁参照）、生物多様性保全行動指針（25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。

環境マネジメントのさらなる推進とグループ展開

1 事業活動と環境負荷
ISO14001による環境マネジメント
当グループは環境マネジメントシステムの国際規格で

あるISO14001の認証を取得しています。環境負荷の大

きい本店ビルと府中ビルおよび千里ビルの二つの電算セ

ンターの3拠点で認証を取得し、PDCAサイクルでの運用

を継続しています。また、規模の大きい芝ビルにおいても

2013年10月から環境マネジメントシステムの運用を開始

し、2014年2月に認証拠点として追加しました。

これらのISO認証拠点では、原則として部門をISOの活動

単位として定めてマネジメントシステムを運用しています。

紙の使用、電力使用、廃棄物の排出、グリーン調達を銀行業

務における重要な環境側面として、それらについて目標を設

定し、部門ごとに活動計画を定めた上で環境負荷削減の活

動を推進しています。

紙の使用については、2012年度は府中ビルでは15%削

減の目標に対して実績値は9.9%の削減、本店ビルは10%

削減の目標に対して実績値は0.7%の削減にとどまり目標

未達となりました。これは統合作業に伴う出力物の増加が

要因です。ただし、千里ビルは15%削減の目標に対して実

績値は19.6%の削減と目標を上回る結果となっています。
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2013年度は、2012年度目標にさらに5%削減を上積みし

た目標を設定し、紙使用量削減に取り組みます。

電力使用量については、2012年度はシステム開発要員

および関係する業務量の増加などにより、府中ビルと千里

ビルの二つの電算センターで若干ながら削減目標未達に

終わりました。府中ビルは4%削減の目標に対して実績値は

3.5%の削減、千里ビルは6%の削減目標に対して5.4%の削

減でした。一方で移転した本店ビルに関しては15.7%の削

減と大幅に達成しました。新本店ビルは建築環境総合性能

評価システム(CASBEE)の最高ランクのSランクを取得し

た省エネ性能の高いビルであり、今後も継続して電力使用

量削減に取り組んでいきます。

廃棄物排出量に関しては、府中ビルでは15%の削減目標

に対して39.1%の削減と大幅に目標を超過達成しました。

一方で、保管書類の見直し等による大量廃棄に伴い、千里

ビルでは15%の削減目標に対して6.5%の削減、本店ビルに

おいては10%の削減目標に対して4.2%の増加に終わりま

した。2013年度は各拠点ともさらに削減量を5%上積みし、

目標達成を目指します。

外部審査員による指摘事項
ISO14001の運用において毎年部門相互間で内部環境

監査員による内部環境監査を実施しています。当グループ

では外部の専門家を交えて内部環境監査を実施することに

より、事務局への牽制機能と客観性を確保しています。直近

では2013年7月に内部環境監査を実施しました。

外部審査員による評価では、ISO認証対象の各拠点にお

いてCSR関連商品について毎年顧客ニーズを踏まえた新た

な開発・普及・拡販を継続的に推進していること、ISO委員

とCSR委員とを統合して運用の効率性を増していること、

中長期計画としてグループ会社や店部への展開を見据えた

マネジメントに取り組んでいることが評価されました。

環境パフォーマンスと環境負荷削減対策
当グループでは事業活動で使用する紙やエネルギーな

どのインプットと、事業活動から排出するCO2や廃棄物な

どのアウトプットの双方の環境負荷の低減に努めていま

す。三井住友信託銀行の国内拠点の環境パフォーマンスは

下記の通りです。経営統合に伴う各拠点の設備容量や業務

量の変更と夏季の電力ピークカット対策などがパフォーマ

ンスに影響しています。

2012年度のCO2排出量は4万7,037トンで前年度の3万

9,309トンから19.7%の増加となりました。電力使用量は

拠点の集約や本店ビルでの地域熱供給の活用などの効果

で昨年度比0.5%の増加でした。一方でガス使用量の増加

などによって全体では19.7%と大幅な増加となりました。

CO2排出量が大きい府中ビルでは東京都の環境確保条

例に基づく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・

主な活動項目と目標値

※1 ISO認証取得サイト（本店ビル、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（本店ビル、芝ビル、府中ビル、千里ビル）の目標値
※3 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
※4 本店ビルは2012年度比、府中ビル、千里ビルは2008年度比（電力は2010年度比）

芝ビルは2013年度第2四半期の4倍値をベースラインに設定

外部審査員による指摘事項

評価できる点

本店ビル、千里ビル、府中ビル
① CSR関連の商品につき、毎年、顧客ニーズを踏まえた新た
な開発・普及・拡販を継続的に推進していることは、まさに
環境と経営の両立であり大いに評価されます。

② 組織体制として、別々であったISO委員とCSR委員を統合
したことは、効率的に取り組みを進めることができること
から大変評価できます。

③ 中長期計画として、グループ会社や店部へのサイト拡大も
しっかり見据え全体のマネジメントをしっかり意識してい
ることは、多少のイレギュラーな予期せぬ出来事にもしっ
かり対応できると考えられ大変評価できます。

芝ビル
芝ビルへの認証範囲拡大に際し、規格や構築されているEMS
に沿って「適合性」「運用状況の有効性」を常に意識し、漏れの
ないよう進められていました。サンプリングの範囲内ですが、
口頭でのアドバイス程度は別にして改善の機会として取り上
げるべき事項が発生しなかったことは評価できます。

活動項目
2012年度※1 2013年度※2

目標値※3 実績値 目標値※4

紙の使用
府中ビル、千里ビル：
15％削減
本店ビル：10％削減

府中ビル：9.9％削減
千里ビル：19.6％削減
本店ビル：0.7％削減

府中ビル、千里ビル：
20％削減
芝ビル：10％削減
本店ビル：15％削減

電力の
使用

府中ビル：4％削減
千里ビル：6％削減
本店ビル：1％削減

府中ビル：3.5％削減
千里ビル：5.4％削減
本店ビル：15.7％削減

府中ビル：4％削減
千里ビル：2％削減
芝ビル：1％削減
本店ビル：5％削減

廃棄物
の排出

府中ビル、千里ビル：
15％削減
本店ビル：10％削減

府中ビル：39.1％削減
千里ビル：6.5％削減
本店ビル：4.2％増加

府中ビル、千里ビル：
20％削減
芝ビル：10％削減
本店ビル：15％削減

グリーン
調達の実施 本店ビル：90％ 本店ビル：94.6％ 本店ビル、芝ビル：91％
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環境パフォーマンス（国内拠点）

省CO2対策を導入しましたが、設備導入後に東京電力管内

で夏季の節電対応が実施されたために温暖化対策で導入

した電気式空冷ヒートポンプチラーをメインとした運用か

ら電力ピークカットを目的としたガス炊きの冷水発生機で

の運転に変更せざるを得ず、電力ピークカットには貢献し

たものの、ガス使用量が大幅に増加したため、当初予定し

たCO2の削減効果が得られませんでした。また、本店ビル

での電力使用量削減は地域熱供給による削減の効果でも

あり、CO2の間接排出量は増加しています。千里ビルは電

算システムの負荷は増加していますが、エレベーターのイ

ンバータ化、LEDの導入で増加分を補っています。

東京都環境確保条例の削減義務達成や省エネ法の努力

義務達成に努めるとともに、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。

紙の使用量に関しては、プリンターでの印刷やコピー機の

使用にあたり紙節減対策を目的としたデフォルト設定や細

かな削減対策の積み重ねにより、使用量を前年度から10.6%

削減することができました。合わせて再生紙の購入比率を増

加させています。紙の排出量に関しては、保管書類の廃棄を

推進したこともあり紙使用量の減少にも関わらず前年とほ

ぼ同量の廃棄量となりました。今後も大量に紙を使用してい

る部門での具体的な削減対策と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。

• 集計期間： 2012年4月1日～2013年3月31日　• 2009～2011年度は旧中央三井ＴＨと旧住友信託の合計値
※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。

使用量（インプット） 単位 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
総エネルギー投入量 GJ※4 1,081,210 1,107,152 977,992 1,019,835
　電力使用量 千kWh 94,177 95,432 85,480 85,901
　ガス使用量 千㎥ 1,938 2,012 1,087 2,475
　ガソリン使用量※1 kl 674 674 684 542
紙投入量※2 ｔ 963 898 992 887
　うち再生紙 t 385 338 377 592
水使用量※1 ㎥ 201,319 199,939 150,900 174,062

排出量（アウトプット） 単位 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
CO2排出量 ｔ・CO2 45,897 45,541 39,309 47,037
廃棄物等総排出量※3 ｔ 2,077 1,882 1,766 1,749
紙排出量 ｔ 1,601 1,360 1,360 1,361
　うち再利用量 ｔ 1,559 1,334 1,309 1,296
　リサイクル率 % 97 98 96 95
その他廃棄物排出量 ｔ 1,365 1,261 406 388
　うち再利用量 ｔ 1,144 1,064 207 96
　リサイクル率 % 84 84 51 25

CO2削減
（電力使用削減）

2020年度における電力使用原単位（電力使用量／
延べ床面積）を2009年度比で10.5%減とする。
（三井住友信託銀行）

循環型社会形成
（廃棄物）

2015年度における再生紙及び環境配慮型用紙購
入率を75%以上とする。
（本店、芝、府中、千里の各拠点）

三井住友信託銀行環境中長期目標

2 環境マネジメントの運用改善
中長期目標の設定
当グループ全体での取り組みを強化することを目的と

して環境マネジメントの中長期目標を設定することとし、

CO2削減と循環型社会形成に関して中長期目標を設定し

ています。環境パフォーマンスデータの情報収集体系の整

備を図りつつ2014年度に見直しを行う予定です。
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環境マネジメント運用体制の
グループ会社、支店への展開
当グループでは経営統合と拠点の集約に伴い、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、同時に
各拠点でのISOの活動をCSR活動と統合させて体制面で
の運用効率化を図りました。
全フロアの約半分にグループ会社が入居している芝ビル

をISO14001の認証サイトに追加したことに伴い、今後グ
ループ会社への環境マネジメントの取り組みを拡大させてい
きます。本店ビル、府中ビル、千里ビルに入居するビル管理、
IT関連、バックオフィス関連のグループ会社は従来より信託

銀行のISO14001の枠組みに組み込まれており、また日興ア
セットマネジメント株式会社、三井住友トラスト・パナソニッ
クファイナンス株式会社は独自の環境マネジメントシステム
を構築していましたが、今後、芝ビルに入居している金融事
業会社等においても環境への取り組みを推進していきます。
国内各地の支店に関しては、従来から全社員を対象に環

境マネジメントに関するe-learningを実施し環境取り組
みの動機付けを図ってきましたが、グループを挙げての取
り組みを推進する観点から、全国の支店においても環境パ
フォーマンス情報を収集し、具体的な環境負荷削減の取り
組みを推進することとしました。

2013年11月に新規開店した新百合ヶ丘支店を環境配
慮型店舗(エコ店舗)の第1号店とし、屋上への太陽光発電
設備の設置、建物の使用電力量を可視化するBEMS(ビル・
エネルギーマネジメント・システム)導入でCO2排出量の削

減に努めます。また、営業車両に電気自動車を採用しまし
た。新百合ヶ丘支店ではCASBEE不動産マーケット普及版
による評価認証を目指して、環境配慮活動を推進します。

環境配慮型店舗第１号店として、CO2排出ゼロを目指します。
当支店は、2013年11月1日に開店しました。三井住友信託
銀行初の「エコ（環境配慮型）店舗」として、屋上の太陽光パ
ネルの設置や電気自動車の使用、建物の使用電力量を可視
化するエネルギー管理システム「BEMS（Building Energy 
Management System）」を導入しており、さまざまな取り組
みを通じCO2排出ゼロを目指します。

三井住友信託銀行（以下、SMTB）では、社内で使用する
文具・備品などの購買にあたっては「グリーン購入対象商
品を始め省エネ型商品等、環境に配慮した商品を優先して
購入する」ことを規定しています。購入品の中でも特に使用
量の多いコピー用紙については、環境負荷とコストに配慮
した商品を総務部が選定し、原則として当該選定品を集中
購買して使用することとしているほか、使用量の削減に向
けた活動を展開しています。
また、さらなる環境負荷削減の取組推進にあたっては、

SMTB単独での取り組みに加えSMTB購入品のサプライ
ヤーとの協力関係が重要になってくると考えています。2013
年11月にはWWFジャパンや紙のユーザーである他の企業
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、サプライチェーンにわたってESGに配慮した紙製品の
提供が普及拡大するような活動を共同で展開していきます。

「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」の
基本的考え方
自らの事業活動に適した責任ある調達方針、行動計画、目標
等を策定し、運用を行うことを基本とし、コンソーシアムとし
ては、2020年までに持続可能な紙利用を実践します。
• 信頼できる認証制度や再生紙を優先的に利用すること
• 保護価値の高い地域を破壊していないこと
• 伐採にあたって原木生産地の法令を守り、適切な手続き
で生産されたものであること

• 重大な環境・社会的問題に関わる事業者の製品ではないこと

4 サプライチェーンでの取り組みの強化

屋上の太陽光パネル

電気自動車の充電発電電力を見える化

店舗外観

新百合ヶ丘支店 支店長
小西　裕子

3 エコ店舗第1号の開店

環境配慮型店舗第1号店 三井住友信託銀行 新百合ヶ丘支店
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お客さまから信頼をいただくための取り組み

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

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

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。

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（98頁参

照）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（80頁参照）。

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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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いきます。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いきます。

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。

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。
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CS講演会の様子

2013年9月の『日経ヴェリタス』に掲載された「銀行
リテール力調査※」において、三井住友信託銀行は、調
査対象となった全国117の銀行中、総合ランキングで
第2位となりました。
特に高い評価を受けたのは、「資産運用」と「住宅

ローン」における商品充実度で、中でも資産運用の充
実度は第1位の評価を得ています。
三井住友信託銀行は、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、お客さまに代わり一

括して行う「ラップ口座」など、信託銀行らしい品ぞろ
えを充実させてきました。また、全ての支店に投資運用
のコンサルティング責任者を配置し、お客さまのご要
望に合うポートフォリオをご提案する営業モデルを徹
底しています。このような地道な取り組みにより、今回
の高評価を獲得することができました。今後も、高い専
門性と総合力を駆使し、きめ細かいサービスの提供に
努めていきます。

※ 「銀行リテール力調査」とは、日本経済新聞社と日経リサーチが共
同で全国の117銀行を対象に、店頭サービスや金融商品の充実度
を比べるものです。

銀行リテール力調査で総合第2位となりました

＜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、対応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。
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