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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。かか
る観点より、当グループはコンプライアンスを経営の最重
要課題の一つと位置付けています。
コンプライアンスとは、法令等の遵守、すなわち、法令・
市場ルール・社内規程類等のルールはもとより広く社会規
範を遵守することをいいます。信用が最大の財産である当
グループにとって、コンプライアンスの実現は当然の基本

原則であり、経営者はもとより、社員一人一人が日々の業
務運営の中で着実に実践しなければならないものと考え
ています。
当グループでは、コンプライアンスを徹底し、「The 
Trust Bank」にふさわしい適切な態勢を実現するため、
「行動規範（バリュー）」を定めるとともに、具体的な遵守
基準等を「コンプライアンス規程」に定めています。また、
これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動が遂行できるよ
う、チェック体制・推進体制を整備しています。これらの整
備を通じて、課題や問題点などに対して自己規律に基づき
適切に対処できるよう各種取り組みを進めています。

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

を統括することを当社の最も重要な機能の一つと位置付
け、当社の「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。

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。
なお、取締役会、経営会議などの役割は以下の通りです。

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・公正な事業遂行
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取締役会、経営会議、
コンプライアンス統括部統括役員の役割
1)  取締役会は、当社等におけるコンプライアンスの徹底
を経営上の最重要事項とし、コンプライアンスに係る
方針、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアン
ス・プログラムの整備・周知および組織体制の整備、進
捗状況の把握・評価等を通じ、コンプライアンスに関す
る態勢整備を統括します。

2)  経営会議は、コンプライアンスに関する事項の決定およ
び取締役会決議・報告事項の予備討議を行うものとし、規
程・規則の承認・周知に関する事項や統括部署の態勢整
備に関する事項等について取締役会に付議・報告します。

3)  取締役・執行役員は、コンプライアンスの重要性に鑑み、
特に担当業務に関しては法令に照らして留意すべき点を
認識し、コンプライアンス重視の経営を行います。また、
コンプライアンス統括部統括役員は、状況を的確に認識
し、適正なコンプライアンス態勢の整備・確立に向けた方
針および具体的な方策を検討します。

4)  コンプライアンス統括部は、コンプライアンス態勢に必
要な規程類の整備、施策・指導等の実施、課題等への対
処、研修体制の充実等を通じ、当社等におけるコンプライ
アンス全般を統括します。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おり、把握した
管理・運営状況等は経営会議等に報告します。

また、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、当社が定めたコンプラ
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、当社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。

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、通報者に不利益な取り扱いを厳禁し
ています。
なお、コンプライアンス・ホットラインは、使用言語や連
絡時間等の制限はありません。
また、当グループは社外からのご意見・ご要望につい

て、ホームページにおいてお問い合わせ先を掲載してい
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

コンプライアンス違反発生時の対応
当グループでは、コンプライアンス違反が発生した場
合、リスク統括部が、適切な対応、事故の発生抑止・削減お
よび事務品質等の向上を目的として、顧客対応、社内・当
局宛報告、再発（未然）防止策等、報告・管理態勢を整備し
ています。
三井住友信託銀行において、かかる事態が発生した場

合、以下のプロセスで対応、管理しています。
1)  コンプライアンス違反部署は、コンプライアンス違反が
発生した場合、適切かつ迅速に報告を行い、発生から解
決に至るまで責任をもって管理・対応を行います。そし
て、その発生原因を調査・分析の上、再発防止策を策定・
実施します。

2)  事業統括部等は、発生部署と協働し、処理対応、発生原因
調査、再発防止策の策定を行い、必要に応じ事業内の事
例調査・注意喚起・再発防止策の事業内への展開等を行
います。

3)  リスク管理部署（コンプライアンス統括部）は、必要に応
じて発生部署・事業統括部等への指導等を行います。重
要事案については原則としてコンプライアンス小委員会
等を開催し、報告内容の十分性や再発防止策の適切性を
検証します。

■ 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
 03-6256-6000（代表番号）
グループ各社もそれぞれお問い合わせ先をホームページに掲
載しています。三井住友信託銀行のお問い合わせ先は以下の通
りです。

■ お客様サービス室
 0120-328-682
 平日 9：00～17：00
     （土・日・祝日および12/31～1/3はご利用いただけません。）

※ お問い合わせの際にお伝えいただいた個人情報は、三井住友信託銀行で責任を持って管
理し、お問い合わせへの回答のみに使用させていただきます。お問い合わせいただいたご
本人の承諾なしに第三者への開示や他の目的には使用しません。
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• 顧客情報の漏えい
• 個人情報の不適切な取得・利用
• 提供する商品・サービスの信頼性欠如
• 適合性の原則の違反
• お客さまへの不十分な説明
• お客さまからの相談や苦情等への不誠実な対応
• お客さまとの節度を超えた交際
• 利益相反取引
• 不適切な会計処理

• 情報開示の軽視
• 違法な利益供与
• 自由・公正な競争の阻害
• インサイダー取引等の不公正取引
• 外為法違反
• 知的財産権の侵害
• 行政との不透明な関係
• 反社会的勢力との取引
• マネー・ローンダリング

主要なコンプライアンス・リスク

eラーニングによるコンプライアンス研修 2016年度

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、当社をはじめ
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。

3. 主要なコンプライアンス・リスクへの対応

コンテンツ名 内容 受講対象者 開催

16年5月版
インサイダー取引・守秘義務情報漏えい等防止研修、誓約書

インサイダー取引防止、守秘義務情報管理等
の基礎的な事項の学習 全社員 5月

2016年度版
コンプライアンスの基礎

コンプライアンス・顧客保護等の基本的事項
に関する理解推進 全社員 6月

ボルカー・ルールの基礎 ボルカー・ルール遵守に関する
基礎知識 業務上関連のある社員全員 7月

2016年10月1日
改正犯収法による取引時確認（本人確認）等の変更点

改正犯収法、OECD多国間情報交換制度の
理解推進 全社員 8月

非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度
（日本版CRS：実特法）の開始

OECD多国間情報交換制度の
制度概要の理解推進 全社員 11月

16年11月版
インサイダー取引・守秘義務情報等漏えい防止研修、誓約書

インサイダー取引防止、守秘義務情報管理等
の基礎的な事項の学習 全社員 11月

2016年度版
反社会的勢力への対応 反社会的勢力への対応の基礎 全役員・社員 12月

2016年度
マネー・ローンダリング等防止対策

マネー・ローンダリング防止対策の
意義と実務

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 1月

取引のデューデリジェンス
三井住友信託銀行では個別の取引を行う際に反社会的
勢力への該当性チェックおよび犯収法（犯罪による収益の
移転防止に関する法律）、外為法に基づく取引時確認を実
施しています。また、犯収法上リスクが高いと位置付けら
れた国のお客さま等との取引については、より慎重な取引
時確認を行っています。外為取引にあたっては、資産凍結
等の経済制裁の対象の指定を受けた個人・法人等に該当

するかどうか確認を行っています。お客さまが、該当する先
向けの支払い、あるいは資本取引を行う場合は、当局から
の許可を得ているかどうかの確認を厳格に行っています。

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、
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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など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。
当グループは、「マネー・ローンダリング等防止に関する
法令等遵守方針」を公表し、マネー・ローンダリング等に
毅然とした態度で臨む意思を明確にしています。また、海
外拠点も一体となったマネー・ローンダリング対策を実現
するため、「AML/CFTグローバル・ガイドライン」（AML
はAnti-Money Laundering、CFTはCombating the 
Financing of Terrorismの略）を制定し、顧客管理や疑わ
しい取引検知などの高度化に取り組んでいます。
三井住友信託銀行は、「マネー・ローンダリング等防止

に関する法令等遵守方針」および「AML/CFTグローバル・

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、2016年度に
ついては、半期に1回ずつ、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。

法令改正への適合管理
三井住友信託銀行では、本部各部が法令改正について

の情報を収集し、コンプライアンス統括部に報告します。
同部は法令改正情報を一元的に管理し関係部署に対して
対応の指導・管理等を実施します。

ガイドライン」に沿って、マネー・ローンダリング等防止態
勢を整備しています。 
具体的には、継続的な取引関係の開始時や大口現金取

引などを行うとき、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、AMLシステムを導入しており、不正な口座移動等

がないかシステムにて検証しています。
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、関連する店部の社員は、定期的にマネー・ローンダ

リング等防止に関する社内研修を受講しています。

マネー・ローンダリング等防止に関する法令等遵守方針

1. マネー・ローンダリング等防止態勢の整備 
当グループは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止
するための体制とコンプライアンス・プログラムを整備し、強化を
図ります。

2. 経営の関与
経営陣は、責任をもってマネー・ローンダリングおよびテロ資金供
与防止対策に取り組みます。

3. マネー・ローンダリング等にかかるリスク評価
当グループは、定期的にマネー・ローンダリングおよびテロ資金供
与にかかるリスク評価を行い、その結果に基づきコンプライアン
ス・プログラムを実施・強化します。

4. 顧客デュー・デリジェンス
当グループは、リスクベースで、顧客デュー・デリジェンスや本人確
認等の手続を行います。

5. 制裁対象者スクリーニング
当グループは、その活動する国の経済制裁関連法令等を遵守し
て、適切に制裁対象者スクリーニングを行います。

6. 疑わしい取引のモニタリングと報告
当グループは、疑わしい取引を検知するため、取引モニタリングを
実施します。疑わしい取引を検知したときは、適切に監督当局に
報告します。

7. 研修
全ての役員および社員は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金
供与防止に関する適切な研修を定期的に受講します。

8. 書類の保存
当グループは、法令等で定められた期間を遵守して、マネー・ロー
ンダリング等に関する書類・記録等を適切に保存します。

9. 懲戒手続
全ての役員および社員は、法令・社内規則に違反した場合は、解
雇も含め、懲戒処分を受ける可能性があります。

10. モニタリングおよびテスティング
当グループは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止
対策について、リスクベースで定期的にモニタリングおよびテス
ティング（内部監査を含む）を実施します。
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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、定期的なモニタリングを継続しています。

※ 2012年に発生したインサイダー取引規制違反についての詳細は、2012年CSRレポートに
記載しております。

   URL：http://smth.jp/csr/report/2012/04.pdf

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との不適切な
接触を禁止しています。
三井住友信託銀行では全社ベースでの研修態勢を整備

しており、2016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。

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（76頁参照）。

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。

贈収賄防止に向けた取り組み
当グループでは、贈収賄・汚職に係るリスク評価を実施

し、その結果に基づき「贈収賄・汚職防止に関する法令等

贈収賄・汚職防止に関する法令等遵守方針

1. 経営の関与
経営陣は、責任をもって贈収賄・汚職防止プログラムの監督に取
り組みます。

2. 贈収賄・汚職にかかるリスク評価 
当グループは、定期的に贈収賄・汚職にかかるリスク評価を行い、そ
の結果に基づき贈収賄・汚職防止プログラムを実施・強化します。

3. 接待・贈答の実施に先立つ事前承認
全ての役員および社員は、公務員等に対していかなる接待、贈答、
または寄付等の便益供与を実施するにも、関連法令等によって明
示的に許容されている場合であっても、事前承認を得ることが必
要となります。

4. 適切な贈収賄・汚職リスクのデュー・デリジェンス
代理人またはコンサルタント等の第三者、もしくは合併・買収先と
の関係を新たに構築するにあたり、当グループはリスクベースで
贈収賄・汚職リスクに関するデュー・デリジェンスを実施します。

5. 採用やトレーニーの受入の管理
当グループは、公務員等に対して違法な利益供与を実施している
との疑念を払拭するべく、採用やトレーニー受入手続の適切性を
検証します。

6. 研修
全ての役員および社員は、贈収賄・汚職防止に関する適切な研修
を定期的に受講します。

7. 内部通報制度
贈収賄・汚職に関する違反を発見した場合、全ての役員および社員
は内部通報制度を利用することができます。同制度では、善意の通
報者について不利益処分を行うことが禁止されています。

8. 懲戒手続
全ての役員および社員は、法令・社内規則に違反した場合には、
解雇も含め、懲戒処分を受ける可能性があります。

9. モニタリングおよびテスティング
当グループは、接待および贈答に関して贈収賄・汚職防止プログ
ラムに準拠して、リスクベースで定期的にモニタリングおよびテス
ティング（内部監査を含む）を実施します。
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■ 三井住友トラスト 会計ホットライン
当社および三井住友信託銀行をは
じめとするグループ関係会社にお
ける、会計、会計に係る内部統制、
監査事項についての不正または不
適切な処理に関する情報（ただし、
いずれも日本国内の行為に関する
情報に限る）についての通報窓口
を以下の通り設置しています。通報
は、郵便または電子メールで受け
付けています。

通報窓口
【 郵 便 】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
 丸の内三井ビル　シティユーワ法律事務所内
  「三井住友トラスト会計ホットライン」宛
【電子メール】 sumitrust-hotline@city-yuwa.com

遵守方針」を定め、贈収賄・汚職防止プログラムを実施して
います。
接待・贈答はもちろんのこと、経費負担、寄付・助成に至

るまで贈収賄・汚職につながる企業行動に対し事前承認
制度を設けています。また、採用・トレーニーの受け入れを
通じて、不正な利益供与が行われることがないように、人
事部による一元管理の仕組みを取り入れています。その
他、最近摘発事例が増加しているコンサルタント等の第三
者を通じた資金提供リスクに対応するため、一定の契約類
型については契約締結前に、当該第三者に対するデューデ
リジェンスの実施を義務付けています。
これら諸規定の遵守を確実なものとするために、当グ
ループでは役員・社員全員に対する研修を毎年実施すると
ともに、その履行状況を個別に確認するために、定期的に
モニタリングおよびテスティングを実施しています。さら
に贈収賄・汚職リスクが特に高い海外拠点については、現
地弁護士事務所と海外拠点との緊密な連携を構築して、
万一の事態にも迅速かつ適切な対応がとれるように態勢
整備に努めています。

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。

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
移転価格税制やタックスヘイブン対策税制などグローバ

ル企業が直面する税務課題がクローズアップされるなか、
当グループでは、これまでも税務コンプライアンスに関す
る基本方針を定めて適正な納税に取り組んできましたが、
2016年8月に移転価格に係る文書化対応を追加するなど
この方針を改定し、グローバル企業の一員として国際的な
税務にもきちんと取り組むことを明確にしました。最近で
は英国において、英国に拠点を有する一定の企業に対し税
務戦略を策定して公表する義務が課されたため、当グルー
プではこの方針のもと、適切に対処しています。

このように当グループでは役員および社員の税に対する
意識を一層高め、税法等を遵守し適正に納税することを通
じてお客さま、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。

税法等の遵守
当グループは、各国の税法、通達ならびに租税条約等税に
関するルールを遵守し、適正に納税していきます。

税に関するリスクへの対応
当グループは、税に関するリスクが経営上の重要な課題の
一つと認識し、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、企業活動を推進していきます。

税務当局との関係
当グループは、情報開示等透明性を高めることで税務当局
との信頼関係を築いていきます。
当グループは、グループ内の国を跨ぐ取引が独立企業間原
則を遵守した取引であることを文書化し、各国の税務当局
に対し説明可能な体制を整備していきます。

税務コンプライアンス方針
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