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共通価値の創造
企業は、本業においてISO26000（組織の社会的責任に関する国際規格）の中核課題
に真 に取り組むことを通じて社会に適合し、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」にも注力してきました。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（以下、SMTB）、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、SMTBにSMTH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、会長を議長とし、10名で構成して

います。また、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。

さらに、SMTBでは、経営の基本方針に関する事項およ

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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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。2014年には、日本版スチュ

ワードシップ・コードの導入など、コーポレート・ガバナン

スに大きな影響を与える資本市場改革が急ピッチで進ん

でいる現状を鑑み、執行役員以上を招集し、企業価値の向

上に資する投資家との対話のあり方について勉強会を開

催しました。

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、SMTB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。また、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：株式会社ルネサンス社外監査役、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、元同社代表取締役

社長。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、ユニチカ株式会社社外取締

役。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

このような体制のもと、SMTHは、社外取締役および

社外監査役と経営者との意見交換会を定期的に開催す

るなど、経営の透明性を高めるための取り組みを行って

います。

※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（2014年12月24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（社外）
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）
2011年 6月 株式会社ルネサンス社外監査役（現職）
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、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。



Process 1 Process 2 Process 3

72 三井住友トラスト・ホールディングス　2014CSRレポート

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
2005年 10月 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
  中央三井信託銀行株式会社監査役（社外）
  中央三井トラスト・ホールディングス株式会社監査役（社外）
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）
2013年 6月 三井化学株式会社顧問（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（社外）
  三井トラスト・ホールディングス株式会社監査役（社外）
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（社外）
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） 

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

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 6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
2004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）
2014年 7月 ユニチカ株式会社社外取締役（現職） 

（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、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

※ 2014年4月4日から11月末までの出席状況

※ 2014年4月4日から11月末までの出席状況

中西　宏幸※ 取締役会　14回中14回
監査役会　11回中11回

高野　康彦※ 取締役会　14回中14回
監査役会　11回中11回

吉本　徹也※ 取締役会　14回中14回
監査役会　11回中11回

齋藤　進一※ 取締役会　14回中12回
監査役会　11回中10回

星野　敏雄※ 取締役会　14回中14回

篠原　総一※ 取締役会　14回中11回
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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 2013年4月1日 至 2014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） 9 485 405 405 63 63 17 ̶

監査役
（除く社外監査役） 3 64 64 64 ̶ ̶ ̶ ̶

対象従業員等 4 202 102 102 100 100 ̶ ̶
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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CSR会議 グループCSR会議

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。日常の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、SMTB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、SMTBの国内外の支店においては、

「With You活動」を推進しています（112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。

グループCSR会議
グループ関係会社は、各社が共通して行う取り組みと、

それぞれの業務特性に応じて行う取り組みについてそれ

ぞれ方針を策定しており、情報連絡会としてグループCSR

会議を開催しています。

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
（チーフサステナビリティオフィサー） 金井　司（理事・CSR担当部長）
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（１）企業価値向上のためのグループCSRの基本ポリシーの策定

• CSR中期計画、年度方針案の策定

• ESG情報開示方針案の策定とESG報告書（サステナビ

リティレポート）の作成

• ESG評価機関等との対話（各種アンケート類の取りまとめ）

• CSR推進会議の事務局

（２）グループ全体にあまねくCSRを浸透させるための活動

• グループCSR会議の主催

• グローバルESG会議の主催

• ESGリスク対応プロジェクト・チーム事務局

• 人権デューデリジェンス連絡会事務局

• 支店と連携したWith You活動のプロモーション、予算

付与、ポイント制度管理、ブログ管理

• CSRに関連した各種勉強会の開催

（３）革新的な商品・サービスの開発サポートと

　   CSV型ビジネス推進支援

• CSV型商品・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

• CSV型商品・サービスの販促支援

• トラスト未来フォーラム「自然資本研究会」「サステナブル

不動産研究会」「スマートシティ研究会」を組成（事務局）

• シルバーカレッジ企画案の策定と運営サポート

• 季刊With You、CSRホームページなどCSR広報の推進

（４）国内外のステークホルダーとの健全な関係構築

• 国内外のNPO・NGOとの対話

• 行政や大学等とのCSRに関連した情報交換

• UNEP FI、国連グローバル・コンパクト、ビジネスと生

物多様性イニシアティブ（ドイツ）、自然資本宣言など

国際的な活動に参加

• 21世紀金融行動原則の取り組みを積極支援

• メディアとの関係構築

（1）SMTHの中期方針

（2）SMTHの2014年度CSR方針

日常業務にESGとの統合を図り、当グループの持続的な成長を支える礎としてCSRの位置付けを確立する。

テーマ 中期方針

国際基準のESGマネジメント体制の構築
• 投融資を含む業務全般のESGリスクへの対応力を高め、全体リスク管理体制に統合
する。

• 非財務情報が財務価値向上につながるストーリーを開示する統合報告を発行する。

持続可能な社会の構築に貢献する
SCV型ビジネスの展開

• SMTHのグループ力を生かし、社会的課題の解決への貢献と企業価値向上が両立さ
れたトータルソリューション型のESGビジネスモデルを展開する。

• 優先的に取り組む社会的課題を超高齢社会問題、気候変動問題、自然資本問題と位
置付ける。

ビジネス環境拡大への貢献 • SMTHのステータスを生かし、ステークホルダーへの働き掛けを通じ、ESGが事業と
して成立するマーケットの育成にリーダーシップを発揮する。

テーマ 2014年度CSR方針

国際基準のESGマネジメント体制の構築
• 人権マネジメント体制の定着、ESGリスクの洗い出しと対応優先順位の決定。
• 長期CO2削減計画の策定とグループ全体の環境データ収集体制の構築。
• 統合報告作成に向けた検討に着手（開示項目の洗い出しとKPI等の開示手法の検討）。

持続可能な社会の構築に貢献する
SCV型ビジネスの展開

• 優先解決課題に関連したSMTB内、グループ各社の関係部署の連携とCSR推進室の
外部ネットワークとの連携を図るインキュベーションモデルを確立する。

• 課題解決型商品・サービスの整備とC&MM型のビジネスモデルの構築。

ビジネス環境拡大への貢献 • 注目の集まる責任投資市場の拡大に特に注力。
• トラスト未来フォーラムの3研究会からの情報発信の強化。

CSR推進室について
CSR推進室は、室長以下合計7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。
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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。係る

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

・・・・ ・・・・ ・・・・

コンプライアンス（法令等遵守）体制
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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。

コンプライアンス・ホットライン制度
当グループでは、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。

e-ラーニングによるコンプライアンス研修　2013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

講座名 内容 対象範囲 実施月
2013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
2013年度版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・コンプライアンス担当者 5月
2013年6月版インサイダー取引防止研修・守秘義務情報漏えい等
防止研修 インサイダー取引防止 全社員 6月

2013年度上期顧客サポート等管理研修 顧客保護 全社員、顧客と接する嘱託・派遣社員 6月

2013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
置店部の全社員 7月

ソーシャルメディア利用時における留意点について コンプライアンス全般 全社員 7月
2013年8月版インサイダー取引防止研修・守秘義務情報漏えい等
防止研修 インサイダー取引防止 全社員 8月

2013年度下期顧客サポート等管理研修 顧客保護 全社員、顧客と接する嘱託・派遣社員 10月
2013年11月版インサイダー取引防止研修・守秘義務情報漏えい等
防止研修 インサイダー取引防止 全社員 11月

取引時確認実務研修 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
置店部の全社員 11月

2013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 12月
2013年度版反社会的勢力への対応 反社会的勢力との取引防止 全役員・社員 12月
2014年1月版インサイダー取引防止研修・守秘義務情報漏えい等
防止研修 インサイダー取引防止 全社員 1月

2013年度版課長層に求められるコンプライアンス、リスク管理 コンプライアンス全般 課長層 1月
2013年度下期FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)対応 FATCA 全社員 2月
2013年度生命保険継続教育 金融商品販売の基礎 生命保険募集人登録者 2月
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インサイダー取引防止
当グループでは、業務遂行にあたり知り得たインサイ

ダー情報を厳正に管理し、インサイダー取引等を防止して

います。

具体的には「インサイダー情報管理規程」において、イ

ンサイダー情報らしい情報を取得したときは直ちに上席

に報告することを義務付けています。インサイダー情報は

店部長が厳格に管理し必要な部署に報告しており、不要

な部署への伝達を一切禁止しています。なお、受託事業運

用部門の場合は、受託監理部がインサイダー情報を管理

します。

また、インサイダー情報が投資(運用)を行う部署に伝達

されないよう特に厳格な情報遮断を行っているほか、受託

事業では「証券会社等との接触等に関するガイドライン」

を定め、運用担当者と証券会社営業担当者の接触を原則

全面禁止にしています。

三井住友信託銀行（以下、SMTB）では全社ベースでの

研修態勢を整備しており、2013年度は全社員を対象とし

たインサイダー取引防止研修を年４回（受託事業ではさら

に年4回）実施するとともに、全役員・社員等から、インサイ

ダー取引未然防止に係る社内規程類の遵守を約する内容

を含む誓約書の提出を年2回(受託事業ではさらに年4回)

受けています。

マネー・ローンダリング等防止態勢
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指します。また、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

場合がありますが、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ます。

SMTBは、マネー・ローンダリング等を防止するため、継

続的な取引関係の開始時や大口現金取引等を行うとき、特

定の国に居住・所在する者との取引を行うときなどには、

氏名・住居など本人特定事項の確認や取引目的・職業など

顧客管理事項の確認を行います。

また、犯罪収益やテロ資金などの疑わしいと思われる取

引に遭遇した場合は、担当者は直ちに責任者に連絡し、当

局に届け出ます。振り込め詐欺等の不正目的の口座使用が

判明した場合は、速やかに口座凍結等の措置を行い、被害

の拡大防止に努めます。

なお、関連する店部に対しては、定期的にマネー・ロー

ンダリング等防止に関する研修受講を義務付けており、

2013年度については、半期に1回ずつ、該当店部の全社員

を対象に研修を実施しました。

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

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。

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三者（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」（2014年度第2四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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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。

また、意識や体制を強固なものとするため、2013年12

月に、全役員・社員を対象とした反社会的勢力との取引防

止研修を実施しました。

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。

談合・カルテル防止
独占禁止法は、消費者の利益を確保し国民経済の民主

的で健全な発達を促進するために、「公正かつ自由な競争」

の促進を目的としており、不当な取引制限(カルテル)の禁

止など自由経済の基本ルールを定めています。当グループ

では、独占禁止法を遵守するため、独占禁止法遵守に係る

コンプライアンス・マニュアルを制定し、さらに各事業にお

ける共同行為や優越的地位の濫用、虚偽・誇大な広告表示

の禁止等につきチェックルールを設けて、厳格に運営して

います。

贈収賄防止
贈収賄は明らかなコンプライアンス違反であり、当グ

ループが厳禁していることはいうまでもありません。また

贈収賄と疑われる行動についても防止するため、当グルー

プでは「取引先との接待」「交際費の使用」「無償の利益供

与」「政治献金」に関するルールを制定・運用しています。ま

た国民全体の奉仕者であり、職務執行の公正さが求められ

ている公務員に対しては、もたれ合いや癒着と受け取られ

る行動は厳に慎まなければなりません。当グループでは全

国銀行協会の「公務員等との接触に関するコンプライアン

ス・ハンドブック」に則り、公務員やみなし公務員への接待

や贈答は自粛を原則としています。

利益相反※管理の取り組み
当グループは、グループ各社およびその関係者が提供す

る多様なサービスに伴い、お客さまの利益を不当に害する

ことのないよう法令等に従い、「利益相反のおそれのある

取引」「利益相反管理の方法」「利益相反管理体制」などを

まとめた、利益相反管理方針の概要を公表するとともに、

この方針に則り利益相反のおそれのある取引を適切に管

理し、適正に業務を遂行致します。

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。

知的財産権の保護
著作権等の知的財産権の無断利用は著作権法等の法律

で禁止されています。当グループは、グループ各社の知的

財産権を保護するとともに、コンプライアンスマニュアル

等で他人の著作物等の無断複製・利用の禁止を明記し、社

員に遵守を徹底しています。
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CSR調達方針
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、環境・社会に配慮した物品・サービ

スを優先的に購入することに努め、また、環境・社会に配慮

するサプライヤーと協働することにより、社会から信頼さ

れる企業グループとして、社会の持続的発展に貢献します。

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CSR調達の推進に努めます。

三井住友トラスト・グループの税務
コンプライアンスに関する基本方針
私たち三井住友トラスト・グループは、お客さま、投資

家、政府、地域社会など、さまざまなステークホルダー全体

のバランスの中で、税について適正な管理を行い、社会規

範にもとることのない企業活動を推進していきます。

(2)持続可能な紙利用のためのコンソーシアム
コピー用紙については2013年1月から、ボリュームディ

スカウントによる経費削減と環境配慮を同時達成する集

中購買を開始しました。古紙配合率100%の用紙を原則と

する環境配慮を実施しています。

また、紙の調達量が多い金融機関のCSRとして、熱帯雨

林の違法伐採等が問題視されていることから、2013年11

月に持続可能な紙利用のためのコンソーシアムに参画し、

自らの事業活動に適した責任ある調達方針、行動計画、目

標などを策定することとしました。

(3)人権方針
2013年12月に制定した人権方針においては、「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、法規制

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

く」ことと規定しています。当該対策として、違反状態の解

消の要請や取引停止・不買があります。

1. 公正な取引
 私たちは、経済合理性、適正な品質、納期の厳守、社会規範の
遵守、社会的課題への配慮、環境配慮などを総合的に勘案し、
公正、透明な方法でサプライヤーを選定します。

 正当な理由なく、特定の取引先に利益を供与したり、不当な
不利益を課すようなことはしません。

2. 法令等遵守
 私たちは、調達にあたって法律及び社会規範を尊重し、いか
なる場合もこれらに違反しません。反社会的勢力とは一切の
関係を持たず、不当な要求は拒絶します。

3. 社会的課題への配慮
 私たちは、基本的人権を尊重し、労働安全衛生に配慮し、不当
な差別や強制労働や児童労働などの人権侵害を行わない、サ
プライヤーとの取引、製品・サービスの調達に努めます。

4. 環境への配慮
 私たちは、環境負荷低減の取り組みを推進し、気候変動、生物
多様性などの環境問題の抑制や緩和に資する、サプライヤー
との取引、製品・サービスの調達に努めます。

5. サプライヤーとの協働
 私たちは、調達にあたって社会的課題や環境への配慮をサプ
ライチェーンにわたって実践するため、サプライヤーに協力を
求め、協働して取り組みを推進します。

コンプライアンス
税法や通達、そして国際標準に則ったルールを厳格に遵守し、
誠実に税務戦略を推進していきます。

ガバナンス
トップマネジメントは税務リスクを正しく認識し、経営に直結
する重要な課題であるという観点から、ビジネス戦略と合わせ
て税務戦略を推進していきます。
また、社員に対する指導を行うなど、税務コンプライアンスの
維持・向上に取り組んでいきます。

税務当局との関係
情報開示等、透明性を高めることで税務当局との信頼関係を
築き、税務リスク削減に努めていきます。

(1)ISO14001におけるグリーン調達
ISO14001に基づく環境マネジメントにおいて、グリー

ン調達を環境目標として設定し、2014年度末の文房具の

グリーン調達比率を93%とすることを目標としています。

本規則制定後は文房具以外にも適用商品を拡大していき

ます。
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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（体制図は前頁をご参照ください）。

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。

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。

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。

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。
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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。

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。

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等を設置しています。

 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係る自己評価（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。

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移行し、管
理態勢の高度化を図りました。
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三井住友トラスト・ホールディングス（以下、SMTH）・三

井住友信託銀行（以下、SMTB）では、自然災害やシステム

障害、新種感染症の流行などの危機発生時において、緊急

時対応を迅速に実行するため、コンティンジェンシープラ

ンを整備しています。

さらに、資金決済などの重要な業務については、BCP（業

務継続計画）やバックアップオフィスなど、業務継続体制を

整備し、その実効性を確保するため、定期的な訓練、BCP見

直しの実施など、業務継続のための体制を整備しています。

発生した危機が重大で影響が広範囲に及ぶなど、

SMTBや当グループの正常な業務活動に重大な支障を及

ぼし、その対応に緊急に総合的かつ高度な経営判断を要す

る場合には、全社的対応組織として緊急対策本部を設置し

て、緊急時対応を迅速に実行していきます。

特に、全国に店舗を持つSMTBでは、大規模な地震が発

生した場合に備え、お客さま、社員の安全や業務の継続な

どに配慮した対応を行うとともに、その実効性を確保する

ため、定期的に訓練を実施しています。

全社的な対応においては、緊急対策本部機能の実効性

を高めるため、定期的な訓練のほか、情報収集・情報連携

の体制強化とともに、東京地区での発災を想定して大阪地

区の体制強化も推進しています。

また、支店においては、定期的な訓練を通じ対応力の強

化を図るとともに、立地条件や主要設備の状況等、店舗固

有事情を踏まえた災害対策への取り組みを推進し、また、

支店間での支援体制も整備しています。

役員・社員の行動基準
1. 役員・社員は危機管理の重要性を十分に認識・理解し、緊急事態の発生に備えるとともに、緊急事態が発生した場合
には、迅速かつ的確に対応できるよう、平素より知識の涵養等に努めなければならない。

2. 緊急事態が発生した場合には、役員・社員の判断・行動にあたっては、以下の原則に基づき対応しなければならない。

(1)生命の安全確保
緊急事態が発生した場合は、お客さま、役員・社員とその家族
の安全を最優先で確保する。また、各種緊急時対応において
は、常に人道面での配慮を優先させる。

(2)三井住友信託銀行の企業資産の保全
緊急事態が発生する場合に備え予防と減災措置をとり、緊急
事態が発生した場合には三井住友信託銀行の企業資産を保全
する。また、業務活動に支障となる悪影響に対して、可能な限り
リスク軽減措置を講じる。

(3)業務継続と早期復旧
緊急事態が発生した場合、優先する業務の早期復旧と継続を
図る。

(4)地域社会との連携
緊急事態が発生した場合、地域における救命活動等、地域との
連携を図る。

SMTHは、サイバー攻撃に対応するため、SMTBのシステムを24時間監視するとともに、外部専門機関からの情
報収集と対処、役員・社員への啓蒙も含め、万全の態勢構築に向けて日々取り組んでいます。
特に、インターネットバンキングのセキュリティ強化は重要な経営課題と捉えており、引き続き他社の動向や新

規技術の情報収集に努め、必要に応じて新たな対策を行っていきます。

サイバー攻撃に対する対応

災害時における危機管理・業務継続（BCP）
三井住友トラスト・ホールディングス、三井住友信託銀行の取り組み
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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、SMTHと、SMTB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、

SMTBでは2012年4月から、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

2014年度の取り組み
今年度のESGリスク対応PTでは、以下の取り組みを強化

しています。

1. 投融資に関するESGリスク対応の強化

2. 海外拠点における各国固有の課題を踏まえたESGリス
ク(特に人権・環境リスク)の洗い出しと対応の強化

3. 全社レベルでのESGリスクの洗い出しと管理体制のレ
ベルアップの検討（全体リスク管理との統合）
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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

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。

人権方針の制定
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)」において個

人の尊重を掲げ、あらゆる企業活動において、個人の人権、

多様な価値観を尊重し不当な差別行為の排除をうたって

います。また、この方針を徹底するために2013年12月、人

権に関する行動・判断の基準となる「人権方針」を制定して

います。当グループは本方針に基づき、日々の事業活動や

商品・サービスを提供する上で関わる全てのステークホル

ダーの人権を尊重します。

1 人権マネジメント

人 権 方 針

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。

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。
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基本的な考え方
当グループの人権マネジメントは2011年6月、国際連合

人権理事会において採択された「ビジネスと人権に関する

指導原則」に基づいて構築されています。

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を用いて、人権

対応状況の調査を1年に一度実施します。

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。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。

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。（89頁参照）

2013年度の相談案件総数は39件、全て対応解決済みです。

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。

（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

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。
 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 

人権啓発推進委員会「組織体制」
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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

の職場内人権啓発研修のテーマは、当グループが人権啓発

をさらに積極的に取り組むようになった原点である同和

問題をテーマとしました。2014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、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、各階層別研修に

おいて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

の配慮を周知しています。

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。

クラスター弾等に関わる投融資
当グループは人道上の懸念が大きい武器と認識されて

いるクラスター弾の製造を資金使途とする融資は、国内外

を問わず行いません。資産運用においてもクラスター弾お

よび対人地雷の製造に関わる企業への投資については、ア

クティブ運用では原則禁止、パッシブ運用ではエンゲージ

メント活動を行います（51頁参照）。

（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 人権尊重についての教育
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、当グループ全社・全店部において、一人当た

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。2013年度は、283部署23,294名の対象者に対して、

22,164名が合計566時間の研修を受講しました（受講率

95.15％）。

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、社員の人権意

識の向上を図っています。2013年度は各階層別研修を26回

開催し、延べ2,015名が合計17時間の研修を受講しました。

2013年度　人権関連研修

受講人数 受講時間

職場内人権啓発研修 22,164 566

各階層別研修 2,015 17
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社員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、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。

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

2 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。SMTBでは、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。2014年3月末時点で268人、

2015年3月末時点で290人（見込）の

社員が、本制度を利用して育児休業

を取得、取得予定となっています。

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

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（以下、SMTB）では、2014年9月末現在、部

長級の女性は6人、課長級の女性は179人、係長級の女性は

1,051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、より働きやすい職場づくりを

進めています。2014年3月末時点の障がい者雇用率は

1.86％と前年同期に比べ0.14％低下しましたが、これは、

障がい者の採用数を増やしたものの、派遣社員を直接雇

用としたことなどにより、全体の社員数が増加したことが

影響しています。

高齢者の継続雇用
SMTB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。

1 ダイバーシティの推進

2013年3月末 2014年3月末 2014年9月末

部長級 3 6 6

課長級 158 180 179

係長級 1,007 1,030 1,051

女性管理職人数
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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。

労働慣行等に関する苦情に対する対応態勢
SMTBは、適切な労務管理を推進する観点から、人事運

営上の不公平・不公正、ハラスメントなど、人事・労務管理

上の問題発生時等において、職制とは別に、社員が相談で

きる窓口として、人事部内に「人事相談窓口」を設置してい

ます。労務トラブルに対するセーフティネットとして、相談

事項については、関係者と速やかに連携を図り、適切な対

応を行うよう努めています。

嘱託社員については、職場における人事管理とは別に、

関係会社（三井住友トラスト・ビジネスサービス）を通じて

巡回面談等を行う「人事サポート業務」を開始しています。

個々人のコンディションの把握に努めるとともに、職場で

は伝えにくい意見・声を吸い上げることで、労務トラブルの

未然防止・予防につなげています。

社員満足度調査の結果
SMTBは、会社施策の浸透度、人事制度・運営や、職場環

境・エンゲージメントなどについて、社員の認識状況を客観

的に把握するため、全社員を対象として「意識調査」を実施

しています。

SMTBの出産・育児に関する制度（2014年3月末現在）

活性度…将来への期待感、前向きな思考傾向、組織への貢献意識、仕事へ
のモチベーションの高さなどを示す指標。

満足度…業務内容や職場環境、人間関係からどれだけ満足度を得ている
かを示す指標。

SMTBの労働慣行等に関する相談件数

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 ○ ○ ○

2013年度 39件

2011年度 2012年度 2013年度

活性度 60.6 63.0 62.3

満足度 65.4 62.3 61.3

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職

場参観を実施しています。
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5 社員のキャリア形成を支援する仕組み（SMTB）

募集・採用
優秀な人材の採用が、強靭な企業体質を構築する出発点

であることはいうまでもありません。SMTBの採用ホーム

ページでは、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。

SMTB従業員組合の加入者数は8,709人で社員の64%

を占めています（2014年3月末現在）。

会社および組合は、会社の健全な発展と組合員の地位

向上を図るために労働協約を締結し、双方誠意をもって遵

守しています。

また、労働協約の下、社長以下の経営幹部と組合代表者

が出席する経営協議会や各支部ごとに労使が出席する店

部内協議会を定期的に開催し、組合員の労働条件や労働

環境の維持等について協議しています。

組合では各職場単位でオルグを開催するとともに、社員

の満足度や職場環境等に関するアンケート調査を実施し、

経営協議会や店部内協議会を通じて、社員の声を経営に反

映させる取り組みを行っています。

なお、他のグループ会社においても、会社と組合や社員

代表との対話を通じて、会社の円滑な業務運営と職場環境

の維持改善に取り組んでいます。

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

2014年度 377人 152人 225人

3 社員との対話

4 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。

人 事 の 基 本 方 針

個々人の多様性と創造性が組織の付加価値として存分に生かされ、働くことに夢と誇りとやりがいを持てる職場を提供するとと

もに、高度な専門性と総合力を駆使してトータルなソリューションを提供できる人材集団を形成し、その活躍を推進します。

1 幅広い分野における創造性発揮、付加価値の創出に向けて、個々人の多様性を尊重し、主体的な取り組みを促していく。

2 信託銀行としての専門性と総合力を高めるために、社員の切磋琢磨と自律的成長を促していく。

3 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。

4 個々人が自己実現と会社貢献に意欲とやりがいを持てるように、能力・役割・成果に応じた公平・公正な評価・処遇を行っていく。

人事制度・運営理念
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象とする業務などによってＧコース・Rコース・Ａコースの

三つがあります。

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。

なし 全業務
• 部・営業店のマネージャー
   または
• 各業務のプロフェッショナル

Aコース
（Area） 地域限定型

2015年4月入社の新卒採用活動では、Webを活用してエ

ントリーした人数が80,000人を超えるなど、年々就職希望

者数は増加しており、厳選を重ねて採用者を決定します。

自らのキャリアを主体的に選択するコース体系
SMTB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

配属における主体性の尊重
配属は、入社前に内定者一人ずつと面談し本人の適性を

見極めて行います。他方、各自の主体性・意欲も重視してお

り、内定者が自ら希望する資格取得（年金アクチュアリー、

不動産鑑定士）、当初配属業務（資産運用・管理業務、マー

ケット業務等）にチャレンジする機会を提供しています。

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、業務公募制度を設けています。これは、さまざま

な部署が設定する公募枠にエントリーした希望者が人事

部の選考を通過すれば、実際にその業務・事業の部署に異

動できる制度です。

本人参加型の人材評価制度
SMTBにおける人材評価制度は、「本人参加型」です。

SMTBの社員は、期初、上司と入念にすり合わせて具体性

を持った業務遂行課題を決定します。当期終了後、上司は公

平・公正に評定することで、社員の行動変革、能力開発を促

すとともに、生み出した成果と発揮した能力を適正に評価

することで、適切な配置、公正な処遇につなげていきます。

会社業績を反映した賞与制度
SMTBでは、社員一人一人の最大限の能力発揮を促して

いく観点から、「グループ全体・事業・店部貢献へのインセ

ンティブ」「業績反映プロセスの明確化を通じた公正で透

明性の高い制度運営」を狙いとして、グループ全体の業績

から個人の業績・成果までを適切に賞与金額に反映させる

体系を導入しています。

当グループは適切な人材評価と業績を反映した賞与の

支払いを通じ、優れた人材が最大の力を発揮する環境を整

えています。

評価対象となる社員

コース社員9,854人（2014年3月末）

業績賞与を決定する際の会社業績指標

連結実質業務純益の達成率、
連結当期純利益の達成率

個人業績を測定する際の評価方法

人事評価制度に定める業績評定結果をベースに、
所属社員間の相対配分により決定

コース名称 転居転勤 対象業務 主に期待する役割

全国転勤型 あり 全業務
• 部・営業店レベルの組織のリーダー
   または
• 各業務の高度なプロフェッショナル

Gコース
（General & Global）

対象業務・地域限定型 対象地域内※
あり リテール業務

• リテール業務の部・営業店レベルの組織のリーダー
   または
• リテール業務の高度なプロフェッショナル

Rコース
（Retail & Region）

※ 全国型、地域型（首都圏・近畿圏・中京圏）
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SMTBユニバーシティ概念図

OJT
配属先で、計画的かつ継続的な現場教育を
実施

OFFJT（各種研修）

『学びの場』であるSMTBユニバーシティで、
体系的に知識やスキルを習得
◆ 各種研修
• 新入社員研修・階層別研修・業務別研修・
語学研修（英語・中国語）
 経験や習熟度に応じて段階を分け、きめ細
かに対応
◆ Web Campus
• e-ラーニングをはじめとしたWebを活用し
た学習システム 

自己啓発支援 各種資格・検定試験の受験料援助

公募制度
自らが希望する業務にチャレンジする機会を
提供

各種トレーニー制度

資格取得、語学トレーニー制度などの能力開
発研修を実施
《海外派遣研修、語学トレーニー制度（英語・
中国語）、業務トレーニー制度（ニューヨー
ク、ロンドン、上海、シンガポールなど）》

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、社員の能力伸長を支援する体制を整えています。

SMTBユニバーシティは、社長が学長に、人事部統括役

員と社外有識者が副学長に就任しており、運営に関するア

ドバイス等を一橋大学院からいただいています。
※ 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。

• 目指すべき人材に必要な能力(SKILL)と志(WILL)を明示。
• 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、さらにこれらを、全員に受講してもらう「教養課程」
と、高度なスキル、専門知識を身に付けるための「専門課程」に整理、体系化することにより、カリキュラムを充実。

• 役員や社外有識者に事業や仕事の哲学、経験談などを語ってもらい、社員の自己啓発に役立ててもらうべく、「SMTB50講」というオープン形式の講演も立ち上げ。

人事部主催講座 各事業主催講座

学びの風土醸成

ゼミ、塾・道場
【ゼミ】任意のテーマについて、自主
的かつ継続的に学び研究する活動。
【塾・道場】知見・ノウハウ・経験の共
有・継承を図っていくために、自ら塾
や道場として立ち上げ、店部内にと
どまらず有志を募り活動。

SMTB50講
役員や社外有識者によるオープン
形式の講演。事業や仕事の哲学、経
験談を知り、自己啓発に生かす。

必要な能力（SKILL）と志（WILL）を明示の上、体系化

次世代リーダー育成
グローバル目線、全社目線に立った戦略
思考トレーニングを通じ、次世代のリー
ダーを育成。

高度な専門性を有する人材の育成
業界をリードする、高度な専門性を発揮
する人材を各事業ごとに定義し、育成。

階層別カレッジ
各階層ごとの役割期待を理解し、必要と
される知識、スキルを習得するとともに、
次の職位に向けた能力を開発。

事業別カレッジ
各事業ごとに必要となる知識・スキルを
習得。レベル別、担い手別に学ぶ、誰でも
参加可能なオープンプラットフォーム。

専
門
課
程

教
養
課
程

人材育成のための研修関連データ（2013年度）

※ 自ら学ぶ風土醸成の観点から、積極的にチャレンジングな環境で学ぶ意思のある社員を支援することを目的に、各種研修を提供する制度。

各事業実施分

393.5日（3,148時間）

人事部実施分

56日（448時間）

SMTBアカデミー※

9日（72時間）

合計

3,668時間
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CSRを推進する人材の育成
当グループは、戦略的CSR活動を持続的に続けていくた

めに、CSRを推進する人材の育成に取り組んでいます。

CSRに関する研修は、新入社員研修のカリキュラムに組

み込まれており、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。

また、CSR推進室メンバーが支店を往訪し、支店長や

CSR責任者、CSR担当者を交えた勉強会を随時開催して

います。勉強会は若手を含め社員同士の自由闊達な意見

交換を通じ、顧客基盤の拡大にもつながる創造的なWith 

You活動※のアイデアを引き出すことが目的です。

さらに、SMTBの本店ビル、府中ビル、千里ビルを対象と

してISO14001の認証を取得しており、この認証取得に伴

い、全社員がe-ラーニングによる環境教育を履修すること

を義務付けており、気候変動や生物多様性問題など環境

問題の基礎や、自社の取り組みなどに関する最先端の知識

の習得に努めています。

※ 114頁をご参照ください。

CSRインターンシップ
SMTBでは、大学生や中高生に職場体験をしていただくイ

ンターンシップにCSRのカリキュラムを組み込んでいます。

信託銀行の業務内容を説明した後に、数人のグループに

分かれて信託や金融の機能を活用して気候変動や生物多

様性保全に貢献する金融商品を考えてもらいます。

CSRインターンシップでは環境問題などから距離がある

と思われている信託銀行が、本業を通じて具体的な課題の

解決に貢献できる

可能性を秘めている

ということを体験し

てもらっています。

私たちロンドン支店は、当支店のみならず、他の海外支店に関わる業務に
も携わっています。私たちは香港、ニューヨーク、シンガポール、上海のユー
ザーやITスタッフと定期的に連絡を取り、現地の要望を聞いて可能な限り対
応するよう努めます。この業務にはグローバルな視野も求められるため、仕
事の優先順位やスケジュールを決める際は、公平であるようバランスを意識
しています。
私がここで経験した主なプロジェクトは2013年の香港支店開設ですが、

幸運にも他支店から経験豊富なメンバーが参加したことで、非常に順調に
進めることができました。
ITには、知識だけでなく、人、チームワーク、そしてコミュニケーションが大

切です。ロンドン支店では、およそ20名のメンバーがそれぞれの役割を担い
ながら、協力して働いています。複数のプロジェクトを同時に遂行するため
には、メンバーがさまざまなスキルと多様性を持つことが極めて大切なので
す。私はCSRとは、人が自分の役割、ポジション、能力を生かしながら、CSRの
目的に貢献する機会を意識し、正しく行動することだと考えています。

海外現地採用社員の声

ロンドン支店IT班 シニアマネージャー　
Cliff Dowton さん
(クリフ・ドートン)

CSRインターンシップでのカリキュラムの様子
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社員の状況（三井住友信託銀行）

2013年3月末 2014年3月末

社員数 12,790人（男性6,459人）（女性6,331人） 13,587人（男性6,430人）（女性7,157人）

香港 ̶ 35人

日本 12,311人 13,011人

中国 117人 129人

韓国 3人 3人

タイ 5人 5人

シンガポール 103人 114人

インドネシア 5人 6人

イギリス 102人 129人

アメリカ 144人 155人

平均年齢 41.1歳（男性42.4歳）（女性39.8歳） 41.8歳（男性42.8歳）（女性41.0歳）

平均勤続年数 12.9年（男性14.9年）（女性10.8年） 12.5年（男性15.4年）（女性9.9年）

平均年間給与 7,409千円 7,246千円

派遣社員数 1,452人 651人

アルバイト数 173人 171人

障がい者雇用数 223人（障がい者雇用率　2.00%） 259人（障がい者雇用率　1.86%）

継続雇用制度利用者数 565人 542人

欠勤者数（年間） 316人（男性152人）（女性164人） 390人（男性149人）（女性241人）

離職者数（年間） 305人（男性80人）（女性225人） 332人（男性88人）（女性244人）

労働災害件数（年間） 84件（うち業務上災害：46件、通勤途上災害：38件） 106件（うち業務上災害：63件、通勤途上災害：43件）

6 社員の状況
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環境負荷低減に向けた取り組み

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。

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

※ 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（27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 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、府中ビル、芝ビル、千里ビルの4拠点で認証を取

得しています。これらのISO14001の認証サイトでは、原則

として部門を活動の単位として、マネジメントシステムを運

用しています。本業の業務プロセスを環境マネジメントシス

テムと連動させることにより、環境への取り組みを経営戦

略と連動させ、環境負荷低減、経費削減、業務効率化を同時

に達成する取り組みを推進しています。多くのグループ会社

が入居する芝ビルでは2014年2月に認証を取得しており、

グループ会社への活動の展開を本格化させました。

当グループでは、紙の使用、電力の使用、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、活動単位ごとに活動計画を

定めた上で環境負荷削減の活動を推進しています。紙の

使用に関しては、Step3対応や業務の集約化に伴い本店ビ

ル、芝ビルにおいて紙の使用量が増加し、それぞれ15%、

10%の削減目標に対して2.3%、2.1%の削減にとどまり目

標を達成することができませんでした。一方で千里ビルで

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、業務活動
から生じる環境負荷の低減と業務活動の効率化につながる取り組み
を推進しています。

三井住友トラスト・ホールディングス環境方針

環境マネジメントのさらなる推進とグループ展開
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はStep3関連の業務がピークアウトしたことから20%削減

の目標設定に対して26.9%の削減と目標を達成することが

できました。電力使用量については、本店ビルで人員増や

業務量増加のため5%の削減目標に対して1.9%の削減に

とどまり、府中ビルでは事務室部分で電力使用量を削減し

ましたが、IT系機器増設に伴うコンピューター用電源の使

用量が増加し全体では目標の4%削減に対して1.3%の削

減にとどまり、目標達成に至りませんでした。千里ビルでは

電算棟の電力使用量は増加したものの事務棟へのLED照

明の導入効果などによって全体では2%の削減目標に対し

て2.8%削減と目標を達成しました。廃棄物発生量は紙の

使用量との相関があり、府中ビル、千里ビルでは20%の削

減目標に対して、それぞれ45.1%、34.7%と大幅に目標を

達成しました。シュレッダーごみや溶解処理する書類が大

幅に減少したことに加え、生ごみやペットボトルの大幅削

減が貢献しています。本店ビル、芝ビルでは紙ごみの増加

や拠点統廃合による一時的な廃棄物増加により目標は未

達成です。文房具のグリーン購入については、購買システム

においてグリーン商品のマーク表示のある商品を優先的に

購入することが定着し、グリーン購入比率91%の目標に対

して93%の実績となりました。

2014年度の環境マネジメントシステムの活動方針の策

定にあたって、削減対象項目と目標値の見直しを実施しま

した。直接管理できる直接影響の項目については、著しい

環境影響等に大きな変化がないことから、従来と同様に紙

の使用、電力の使用、廃棄物の発生、グリーン購入の4項目

を選定しました。一方で、環境目的と目標値については、新

銀行統合初年度となる2012年度を基準年度とすることを

原則とし、全拠点一律の目標を設定することとしました。紙

の使用、廃棄物の削減は実質年率5%削減、電力使用量の

削減は全国銀行協会の目標である年率1%相当の削減を

上回る実質年率1.5%削減を目標としました。グリーン購入

は2013年度の実績値93%を単年度の目標としつつも、中

期的には過去の最大値である94.6%(2012年度実績値)

を上回ることを目標としています。

※ 2012年度の実績値

2013年度の目標と実績 今後の目標

項目 対象ビル 基準年度 目標 2013年度実績 基準年度 2014年度
環境目標

2016年度末
環境目的

紙の使用

本店 2012年 △15% × △2.3%

2012年 △10% △20%府中 2008年
△20%

× △16.9%

千里 2008年 ○ △26.9%

芝 2013年 △10% × △2.1% 2013年 △5% △15%

電力の使用

本店 2012年 △5% × △1.9%

2012年 △3% △6%
府中 2010年 △4% × △1.3%

千里 2010年 △2% ○ △2.8%

芝 2012年 △1% ○ △2.6%

廃棄物

本店 2012年 △15% × 0.5%

2012年 △10% △20%府中 2008年
△20%

○ △45.1%

千里 2008年 ○ △34.7%

芝 2012年 △10% × 5.2% 2013年 △5% △15%

グリーン購入 本店・芝 2012年 91% ○ 93% 2012年 93% 94.6%※
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外部審査員による指摘事項内部環境監査と外部審査員による指摘事項
ISO14001のPDCAサイクルの一環として毎年各部門相

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。外部の専門家を交えて内部環境監査を実施すること

によって事務局への牽制機能と客観性の確保に努めてい

ます。直近では2014年11月に52部門を対象として内部環

境監査を実施しました。

内部環境監査では活動状況や目標達成状況を確認する

とともに、部門間で有効な取り組みに関する情報交換をす

る場としても活用しており、環境負荷削減にとどまらず、業

務効率化や経費削減の取り組みとの連携などの効果が表

れています。

事業活動に伴うエネルギー使用量および
CO2排出量削減の取り組み
当グループでは、事業活動に投入する電力、ガスなどの

インプットと、事業活動から排出されるCO2のアウトプット

の双方の環境負荷削減に努めています。三井住友信託銀行

（以下、SMTB）は省エネ法の適用を受けており、全国の全

ての拠点におけるエネルギー使用量、CO2排出量を共通の

システムを活用して集計しています。

2013年度における国内全拠点での電力使用量は80

百万kWhと前年度の86百万kWhから6.9%削減しました。

評価
できる点

① 内部監査結果の一覧表を作成して、指摘内容を評
価ランクごとに見える化し分析しやすく、また監
査結果がイントラネットを通じて各部署に分かる
よう工夫されました。

② 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。（昨年同様ですが、金融と環境を
一体化した商品を提供していくことは重要であ
り、かつ会社としての度量も必要なことから今年
も取り上げたもの）

③ 2015年に予定されている規格改定を意識し、
EMSの簡素化に取り組み始めたことは評価でき
ます。

エネルギー使用量とCO2排出量の推移（国内拠点）

算定範囲： 省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に関する法律）の対象となるSMTBの国内の施設。一部の施設にはグループ会社も入居
算定方法： 排出係数は「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出に関する省令」の排出係数を使用

排出量原単位の算定での電力の排出係数は電気事業者別の排出係数および調整後排出係数を使用 

東京都環境確保条例による「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」におけるSMTBの府
中ビル、芝ビル、調布ビル、目黒ビルの削減状況（４拠点の合計）。2013年度時点で排出量取引は行って
いません。
※ 基準排出量、各年度のCO2排出量は第三者機関による検証を受けています。

東京都環境確保条例の対象拠点のCO2排出量の推移
2013年度は拠点の集約により設備の密度は増加し
たものの、LED化の推進などオフィス部分における
省エネの推進で電力購入量を削減しました。総エネ
ルギー使用量は前年度比5.1%減少し、原油換算で
のCO2排出原単位は前年度並みを維持しました。一
方で電力会社の排出原単位が増大したため、CO2排
出量は増加しました。
SMTBの拠点ビルのうち4拠点が東京都環境確保条
例の排出削減義務の対象となっています。これらの
ビルについては従前からの熱源の高効率化などの対
策により、義務量を上回る削減を達成しています。

エネルギー使用 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
総エネルギー使用量（熱量） GJ 1,081,210 1,107,217 999,891 1,000,431 949,345
総エネルギー使用量（原油換算） ｋl 27,895 28,567 25,797 25,811 24,493
エネルギー使用原単位 kl/㎡ 0.062 0.063 0.055 0.053 0.055
電力 千kWh 95,656 96,831 87,081 85,901 79,933
都市ガス 千㎥ 2,019 2,116 1,875 2,475 2,502

CO2排出 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

温室効果ガス排出量 t-CO2 45,900 45,545 40,233 47,867 50,380

調整後温室効果ガス排出量 t-CO2 42,607 40,562 38,788 46,531 41,994

排出量原単位 t-CO2/㎡ 0.102 0.101 0.086 0.099 0.114

排出量原単位（調整後） t-CO2/㎡ 0.095 0.090 0.083 0.096 0.095

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 累計
基準排出量 t-CO2 27,690 27,690 29,904 29,904
削減義務率 % 8 8 8 8
排出上限量 t-CO2 25,476 25,476 27,513 27,513 105,978
削減義務量 t-CO2 2,214 2,214 2,391 2,391 9,210
CO2排出量 t-CO2 20,810 18,186 18,860 19,304 77,160
排出削減量 t-CO2 6,880 9,504 11,044 10,600 38,028
超過削減量 t-CO2 4,666 7,291 8,653 8,209 28,819
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都市ガスの使用量は2.5百万m3と前年度比ほぼ横ばいと

なっています。

最もエネルギー消費量の多い府中ビルでは、CO2削減

のため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の抜本的な省

エネ・省CO2対策を導入し、電気式空冷式ヒートポンプチ

ラーをメインとした運用を行っていましたが、震災以降は

夏季の電力ピークカットへの対応を優先するためにガス炊

きの冷水発生機での運転をメインとするよう運用を変更し

ています。そのため、電力使用量は2011年度以降減少して

いるものの、都市ガスの使用量は大幅に増加しています。

2013年度は個別の対策の積み上げで原油換算での総エ

ネルギー使用量を前年度比5.1%削減しました。

2013年度の年間CO2排出量は前年度比5.2%増の50

千トンとなりました。これは電力事業者の排出係数の増

加が大きく影響しています。拠点の床面積当たりの排出量

原単位は2011年度以降0.1t-CO2/m2を下回っていまし

たが、拠点の統廃合による床面積の減少や電力事業者の

排出原単位の増加により0.11t-CO2/m2と前年度比15%

増加しました。

SMTBには東京都環境確保条例によってCO2の排出量

削減義務の対象となっている拠点が本店ビル、府中ビル、

芝ビル、目黒ビルの4拠点あります。これらのビルに関して

は従前からの熱源の高効率化などの対策により削減義務

量を上回る削減量を達成しています。

その他の環境負荷削減の取り組み
紙の使用量についてはプリンター、コピー機に紙使用量

削減を目的としたデフォルト設定をするなど細かな対策を

積み重ねることにより、使用量を前年度から5.4%削減する

ことができました。コピー用紙は再生紙の購入比率を改善

することにより新たな森林の伐採量を削減し資源保護に

貢献することに努めていきます。紙の排出量については保

管書類の廃棄が一段落したこともあり21.8%の削減がで

きました。リサイクル率もほぼ横ばいで95%を維持してい

ます。今後も大量に紙を廃棄している部門で削減策を実施

し、印刷物の在庫管理や適正な量の発注を徹底して紙の廃

棄量を削減するとともに、紙ゴミの回収業者や再生技術を

有する企業との協働によるリサイクル率向上の施策の検討

を重ねていきます。

紙以外の廃棄物の発生量に関しては、拠点の統廃合や

賃借物件の契約解除の際に大量の廃棄物が生じたため、

年間廃棄量が前年度比約2.3倍と大幅に増加しました。リ

サイクル率は前年度比14%向上していますが、紙ごみ以外

の廃棄物についても今後排出量削減と排出した場合のリ

サイクルの推進に努めます。

単位 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 備考

紙投入量 ｔ 963 898 992 808 764 拠点ビルのみ

　うち再生紙 t 385 338 377 592 524

水使用量 千㎥ 201 200 151 210 193 一部の支店を除く

廃棄物等総排出量 ｔ 2,077 1,882 1,766 1,749 1,972 拠点ビルのみ

紙排出量 ｔ 1,601 1,360 1,360 1,361 1,064 拠点ビルのみ

　うち再利用量 ｔ 1,559 1,334 1,309 1,296 1,015

　リサイクル率 % 97 98 96 95 95

その他廃棄物排出量 ｔ 432 471 406 387 909 拠点ビルのみ

　うち再利用量 ｔ 177 233 207 96 357

　リサイクル率 % 41 49 51 25 39

紙、水の使用、廃棄物排出、リサイクルに関するパフォーマンス

集計範囲：拠点ビル（水使用量は一部支店を除く）
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棄の向上と焼却ゴミの削減、グリーン調達については目標

値を設定し、社員への周知徹底を図ることにより2013年

度はほとんどの項目で目標を達成しました。

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CO2排出量削減と循環型社会形成に関して環境マネジ

メントの中長期目標を設定しています。全国銀行協会の設

定した数値目標を参考にしていますが、今後公表される国

のエネルギー基本計画などをベースにSMTB独自の目標

を設定する予定です。

グループ会社での環境負荷削減の取り組み
2013年10月に全フロアの約半分にグループ会社が入

居する芝ビルにおいて環境マネジメントシステムの運用を

開始しました。当初からISO14001の認証取得サイトの本

店ビル、府中ビル、千里ビルに入居していたビル管理、IT、

バックオフィス関連のグループ会社はすでにSMTBと同じ

枠組みのもと環境負荷削減の取り組みを推進しており、そ

れらに加えて芝ビルに入居するグループ会社でも環境負

荷削減の取り組みを拡大していきます。

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では独自の環境

マネジメントシステムを運用しています。日興アセットマネ

ジメントは1999年8月に国内で初のSRIファンドである「日

興エコファンド」を開発するなどSRIのパイオニアです。

2001年には日本の資産運用会社として初めて環境マネジ

メントシステムに関する国際規格(ISO14001)の認証を

取得し、国内金融機関の中でも先進的な環境の取り組みを

推進しています。コピー用紙の削減、省電力、ゴミの分別廃

三井住友信託銀行環境中長期目標

グリーンインベスターの拡大
社会的責任投資（SRI）ファンドによる資金の流れは、環境保全
に大きな意義を持つことから、これらの投資家（グリーンインベ
スター）の拡大に取り組みます。

省エネルギー・省資源等のオフィス活動の推進
オフィスの省エネルギー・省資源、廃棄物のリサイクルの促進や
グリーン購入の拡大に取り組みます。また、環境に関する法規制
その他の要求事項を遵守し、環境汚染の予防を図ります。

情報開示（ディスクロージャー）の充実
環境に関する情報開示（ディスクロージャー）の社会的システム
としての定着と充実は環境保全の観点から極めて重要との認識
のもとに、環境方針をはじめとする日興アセットマネジメントの
環境への取り組みについて、積極的に公開し、情報開示の充実
に努めます。

日興アセットマネジメントの三つの環境方針

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および環境配慮型用紙
購入率を75%以上とする。
（本店、芝、府中、千里の各拠点）

日興アセットマネジメントの環境パフォーマンス

2012年度 2013年度 2013年度目標 達成状況

電力使用量 千kWh 1,068 1,025 前年レベルを維持 △4.0% ○

総エネルギー使用量 GJ 13,928 13,279 前年レベルを維持 △4.7% ○

CO2排出量 t-CO2 532 508 前年レベルを維持 △4.5% ○

1人当たりのコピー用紙購買量 枚 660 628 前年度比5%削減 △4.9% △

文房具グリーン購入比率 % 57.2% 58.6% 60% － △

対象範囲：本社ビル（ミッドタウン）
CO2排出量：東京都環境確保条例の特定温室効果ガス排出量の計算式による
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SMTBでは、社内で使用する文房具、備品などの購入に

あたっては、グリーン購入対象商品をはじめ、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としてい

ます。購入品の中でも特に使用量が多いコピー用紙につい

ては2013年1月から経費削減と環境負荷削減の同時達成

を目指し、本部各部と全営業店部で発注方法を統一して

集中的に購買することとしました。再生紙比率100%のコ

ピー用紙を導入することにより、紙資源の積極的な有効利

用を推進し、資源節約とともに森林資源の保全に貢献する

ことを目指しています。

また、資源の量的節約以上に熱帯雨林の違法伐採を防

止し、自然資本の持続可能性を確保するためにはSMTB

単独での取り組みにとどまらず、サプライヤーとの協力関

係が重要となってくると考え、2013年11月に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」を設立しました。森林の管

理、紙の製造・販売に至るまでのサプライチェーンにわたる

ESGに配慮した紙製品の普及に貢献することを共通の目

的として、コンソーシアム設立以来、製紙メーカー、用紙販

売会社、印刷会社などと対話を重ねています。

ISO14001でのグリーン購入の推進、持続可能な紙利

用のためのコンソーシアムへの参画とCSR調達の取り組

みを推進してきました。さらに三井住友トラスト・グループ

として環境・社会に配慮した物品・サービスを優先的に購

入することを定めたCSR調達方針を制定し、グループ会

社も含めたCSR調達に取り組みます。CSR調達を確実に

推進するためにはユーザーである当グループの活動のみ

ならず、生産、販売に関わるサプライヤーの協力が必要と

なります。CSR調達の対象とする品目についてはサプライ

ヤーとの協働で紙製品、印刷物、文房具類をはじめ、業務

用の機器類に拡大していく予定です。（CSR調達方針につ

いては80頁参照）

3 サプライチェーンでの取り組みの強化

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスでは、電力

使用量削減、コピー用紙削減、ガソリン使用量削減を目的

としています。電力使用量は拠点ビルの移転によるフロア

面積の削減、ガソリン給油量は車両台数の削減とともに近

隣の営業に電動自転車を導入したことにより、ともに前年

度の実績を下回っています。ペーパーレス会議の導入、社

内の申請書の電子化による業務フローの変更によってコ

ピー用紙使用量を14.1%削減することができました。ペー

パーレス会議の導入によって、コピー用紙使用量の削減に

よる資源節約と環境負荷削減だけでなく、紙代のコスト削

減、コピー作業時間の削減による業務効率化の推進という

三つの効果を同時に達成することができています。特に、

年間で100回以上の会議がペーパーレス化されたため、導

入前にコピー作業に充てていた毎月30時間以上を他の業

務に振り替えることができた計算となります。

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスの環境パフォーマンス

2011年度 2012年度 2013年度

コピー用紙 枚 20,947,200 20,988,000 18,016,100

ガソリン l － 186,384 167,991

電力 kWh 2,574,005 1,950,228 1,683,804

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

「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
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お客さまから
信頼をいただくための取り組み
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。

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（以下、SMTB）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

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

1． 基本方針についてご説明します
 当社は、三井住友トラスト・グループの行動規範（バリュー）
「お客様本位の徹底」および「法令等の厳格な遵守」を実
践し、お客様が適切にご判断頂けるよう、この勧誘方針に
基づき、金融商品・サービスをお勧めしてまいります。

２． お客様に適した金融商品・サービスをお勧めします
 当社は、お客様の「知識」、「経験」、「財産の状況」、「お取引
の目的」などに応じて、お客様に適した金融商品・サービス
をお勧めします。

３． 金融商品・サービスの内容をわかりやすく説明します
 当社は、提供いたします金融商品・サービスにつき、その内
容やメリットだけでなく、リスク、手数料なども十分ご理解
いただけるよう、適切でわかりやすくご説明します。

４． 適切な説明や勧誘を行います
 当社は、事実と異なる情報をお伝えしたり、不確実なこと
を断定的に説明するなど、お客様の誤解を招くような説明
や勧誘はいたしません。

５． ご都合に合わせた勧誘に努めます
 当社は、電話や訪問による勧誘を、お客様のご都合に合わ
せた時間帯、場所、方法で行うように努めます。

６． 社内体制の整備に努めます
 当社は、お客様に適した金融商品・サービスを提供できる
よう、社内体制の整備に努めます。また、正しい知識とわか
りやすい説明方法の習得に努めます。

７． ご相談窓口を設置しております

勧誘方針（三井住友信託銀行）



Process 1 Process 2 Process 3

104 三井住友トラスト・ホールディングス　2014CSRレポート

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。

三井住友トラスト・グループの個人情報保護宣言

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。

※ お客さまの知識、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（79頁参照）。
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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。

新商品・新規業務導入等のフロー

リスクチェック担当各部

リスクについて相談 リスクについて相談

商品所管部 リスク統括部
商品審査事務局商品審査

要否相談

商品審査申請
承認

商品審査委員会

商品審査付議

新商品・新規業務導入における体制
新商品の取り扱いを開始する場合、新規の業務に取り

組む場合などには、内在するリスクの所在および種類を特

定・評価して、管理に必要なインフラを整備し、管理が適切

に行われるよう事前に十分な検討を行うことが必要であ

り、このために商品審査規則と商品審査事務取扱要領が

定められています。商品審査にあたっては各種リスクにつ

いての確認が行われます。この中ではお客さまが負担する

リスクに対する確認とリスクの説明・勧誘体制の確認が行

われます。また商品の販売にあたってお客さまの適合性に

関する適切な確認を行うなど、お客さまからの信頼を意識

したリスク管理を実施しています。

SMTB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。

お客さまの声を反映する仕組み

三井住友信託銀行の

CS（お客さま満足）
推進サイクル

取り組みの概要

改善策の
検討・実施

お客さまの
声の分析

お客さまの
声の収集１3

2
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「お客さまの声アンケート」や郵送式アンケー

ト調査を通じて、ご意見としていただく声のほか、

日常のお問い合わせ・ご相談・ご要望の中に含ま

れる「お客さまの声」も、SMTBの宝物となってお

り、業務改善に生かしています。

お客さまの声の収集1

お客さまの声の分析2

お客さまの声アンケート
「お客さまの声アンケート」を、全国の営業店に備え置き、郵送のほか、店頭に設置しているお客
さまの声ポストに投函いただくことで、お客さまからご意見・ご要望をお寄せいただいています。ま
た、訪問先のお客さまからもご意見・ご要望をお寄せいただいています。

お客様サービス室
お電話やお手紙、ホーム

ページをとおして、お客さまの
ご意見・ご要望をいただいて
います。

各種アンケート調査
SMTBの商品・サービス等へ

のご意見等をお伺いするなど
の、各種アンケート調査を実施
しています。

営業店（店頭・電話）
お客さまからいただいた声

を専用システムに記録し、改善
につなげているほか、本部とも
連携して全社で共有できるシ
ステムを構築しています。

三井住友信託ダイレクト
お電話によるお手続きのほ

かに、ご照会・ご相談・ご意見な
どを承り、自ら改善を行うほか
関係部にお客さまの声を伝え、
共有しています。

年間数十万件を超えるお客さまの声をご満足

につなげていくために、お客さまの声を分析する

システム「CSお客さまの声ポータル」を活用して

います。さまざまなお客さまの声を“見える化”し、

“気づき”を得やすくすることで、お客さまのニー

ズにお応えしていけるよう、努めています。

お客さまの声をいただく 5 つの手法

営業店
（店頭・電話）

三井住友信託銀行の
お客さまの声を収集する仕組み

お客さまの声
アンケート 各種アンケート

調査

お客様
サービス室

三井住友信託
ダイレクト？ !

お客さま
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改善策の検討・実施3

お客さまからいただいたご意見・ご要望は、営

業店および本部が連携して原因の調査・分析と問

題点の把握を行います。また、その結果をもとに

改善策を検討し、より良い商品・サービスのご提

供に努めています。

個人のお客さまの声に基づく改善事例
お客さまの声一つ一つに耳を傾け、満足いただけるようカタチにしていきたいと考えています。

お客さまの笑顔や「ありがとう」の一言が、私たちのやりがいや喜びにつながっています。
これからも今に満足することなく、もっとお役に立つ銀行を目指して努力していきます。

スロープ化工事を行い段差をなくしまし
た。また手すりも設置致しました。

ATMの間仕切りを以前より大きいもの
に変えました。安心してご利用ください。

ロビー2カ所にヘルメットを配置しまし
た。必要に応じロビーアテンダントがお
配り致します。

非常時に備え『八尾
市防災マップ（地震
編）』をロビーに掲示
して避難場所が分か
るようにしました。

照明の配置をより明るくなるよう
にしました。併せて蛍光灯を省エ
ネ仕様のものに変えました。

備 『

出入り口の段差をなくしてほしい。
（池袋東口支店）

新しい店舗でも、地震に備え、ヘル
メットを分かりやすい所に置いてほ
しい。（仙台支店・仙台あおば支店）

隣の人が気になるので、ATMの間仕
切りをもう少し大きくしてほしい。
（大森支店）

この店舗にいる時に地震が発生したらどうしたらいいの？
（八尾支店）

店内の照明が暗い。（豊中支店）

お客さまの声

本部 各店舗

CS委員会

課題の調査・共有

改善策の検討

改善策の実施

お客さま満足の向上

各営業店での改善事例

改善

改善 改善 改善

改善
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法人のお客さまの声に基づく改善事例

個人のお客さまの声に基づく改善事例（続き）

ウェブサービスの改善事例

商品の改善事例

商品・サービスの改善事例

サービスの改善事例

バリアフリー化の取り組み

前払式支払手段（プリペイドカード・IC型電子マ
ネーなど）を発行するお客さま向けに、「発行保証金
信託」※の取り扱いを開始致しました。

※ 前払式支払手段の未使用残高に係る保全義務の改正により
　追加された信託を利用した保全方法

委託会社さま宛て、加入者さまへの投資教育
のお手伝いをさせていただくとともに、研修、ウェ
ブサービス、e-ラーニングツールなどの投資教育

サービスを提供しています。

ホームページの「投資信
託基準価額一覧」から、比較
したいファンド（最大五つま
で）の右端にチェックを入
れ、「ファンド比較ボタン」を

クリックすると、グラフが表示され、現在までの基準価額
の推移（6カ月／1年／3年）を比較することができます。

投資信託基準価額推移比較画面の新設

信託業務

ローン関連約定書の変更

確定拠出年金業務

お客さまのご意見を参考に、
返済方法等について実態に合わ
せた詳しい表記を契約書に明記
するよう見直しました。

SMTB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。

投資信託は数が多く、どの商品を選んだらよいか迷う。 カードローンの契約書を読んでも返済方法等の詳しい
内容がよく分からない。

改善

改善

改善

改善

全国の店舗にて、お客さまの声をもとに改善したそれぞれの取り組みを、
ポスターで掲示しています。お立ち寄りの際にぜひご覧ください。

改善事例を全国店舗内のポスターでご紹介!!
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社員のCS意識向上のための取り組み

2014年9月の『日経ヴェリタス』に掲載された「第10
回銀行リテール力調査※」において、SMTBが総合第3
位となりました。特に高い評価を受けた項目は商品充
実度における「資産運用」や「住宅ローン」で、いずれの
項目も首位となっています。
SMTBは、お客さまに代わって資金を運用する「ラッ

プ口座」で強みを持っていますが、さらに投資信託「コ
アラップ」や保険商品「ラップライフ」など、ラップ口座
のノウハウを活用した商品も拡充させています。また、
商品を販売する社員が、幅広い投資の知識を持ち、商
品についてお客さまに分かりやすく説明できるよう、

社員のスキルアップを促進しています。
住宅ローンについても、営業や事務の効率運営を徹

底し、競争力の高い金利で提供しているほか、中古住
宅の購入とリフォーム費用を一体で融資するなど、お
客さまの安心や利便性の向上にも力を入れています。
今後はさらに、インターネットバンキングやコール

センター機能の強化も図り、サービスの向上に取り組
んでいきます。

※ 「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3位となりました

SMTB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。

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
の勉強会を実施するなど、
サービス・接遇の質の向上
に取り組んでいます。

新入社員研修
あいさつの仕方や名刺の渡

し方といった一般のビジネスマ
ナーにとどまらず、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い、お客さまにご満足いただける応
対を自然に身に付けられるよう、意識付けを図っています。

店頭窓口係研修
日々お客さまと接する機会の多い

店頭窓口係の研修において「お客さ
まにご満足いただくためにはどうす
べきか」というようなテーマについて
講義やディスカッションを行い、お客
さまの立場に立った、より質の高い
サービスについて学んでいます。

接客応対ロールプレイングの実施
社員をお客さまと見立てた接客応

対のロールプレイングを実施し、社
員同士で評価し合うほか、その様子
をビデオ撮影し、自らがチェックを行
うことなどにより、一人一人の応対ス
キルの向上を図っています。

高齢者疑似体験セミナー
社員がメガネや重りなどを装着

し、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、「高齢者疑似体験セミ
ナー」の受講を進めています。

取り組みの概要

主な教育・研修内容
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