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中央三井トラスト・グループのプロフィール  
（平成 20 年 9 月 30 日現在）

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（銀行持株会社）
所 在 地

資 本 金

株 式 の上場

自己資本比率

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

2,616 億円

東京・大阪・名古屋の各証券取引所第一部

11.95％（連結ベース。第二基準（国内基準））

88 人

　

　

　

＊1

中央三井信託銀行株式会社（個人・法人のお客さま向けサービス）
本 店 所在 地

資 本 金

信託財産残高

総 資 金 量

拠 点 数

長 期 格 付

自己資本比率

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

3,791 億円

7 兆 4,327 億円

10 兆 9,617 億円

国内 67 店舗（出張所 3 店舗、コンサルプラザ 24店舗＊ 2を除く）

A1（Moody’s ）、A（S ＆ P）、A（日本格付研究所）、A  −（Fitch）

11.14％（単体ベース。国内基準）

6,348 人

　

　

　

＊1

中央三井アセット信託銀行株式会社（機関投資家のお客さま向けサービス）
本 店 所在 地

資 本 金

信託財産残高

総 資 金 量

長 期 格 付

自己資本比率

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 23 番 1 号

110 億円

39 兆 6,679 億円

24 兆 769 億円

A1（Moody’s ）、A（日本格付研究所）

30.55％（単体ベース。国内基準）

634 人

　

＊1

中央三井アセットマネジメント株式会社（個人・機関投資家のお客さま向けサービス）
所 在 地

資 本 金

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 23 番 1 号

3 億円

87人

　
　

＊1

中央三井キャピタル株式会社（法人・機関投資家のお客さま向けサービス）
所 在 地

資 本 金

従 業 員 数

東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 8 号

12 億円

40 人

　
　

＊1

＊ 1　在籍出向者および派遣社員・アルバイトを除いた職員・嘱託など。
＊ 2　平成 20 年 12 月末現在、コンサルプラザは26 店舗となっています。

C h u o  M i t s u i  T r u s t  G r o u p



59 中央三井信託銀行

22 ディスクロージャーポリシー「経営情報の開示について」

中間ディスクロージャー誌 2008

c o n t e n t s
2 中央三井トラスト・グループ トップメッセージ

4 平成20年度中間期の決算概要

5 グループの経営戦略／収益力の強化

8 コーポレートガバナンス

9 CSR（企業の社会的責任）

10 中央三井トラスト・グループの概要

113 中央三井アセット信託銀行

139 バーゼルⅡ関連データ

219 役員・執行役員

220 店舗のご案内

222 開示項目一覧

12 トピックス
12　中央三井トラスト・グループ
13　中央三井信託銀行
20　中央三井アセット信託銀行
21　中央三井アセットマネジメント
21　中央三井キャピタル

23 資料編

23 中央三井トラスト・ホールディングス



2

経営理念
当グループは以下の 3 点をグループの経営理念と

して掲げています。
◆金融機能と信託機能を駆使して社会のニーズに応

え、国民経済の発展に寄与していきます。
◆企業市民としての自覚を常に持ち、その社会的責

任を果たしていきます。
◆リスク管理体制と法令等遵守（コンプライアンス）

体制の充実を図り、経営の健全性を確保していき
ます。

事業戦略
こうした経営理念のもと、当グループでは中央三井

信託銀行と中央三井アセット信託銀行の 2 つの銀行
子会社ならびに中央三井アセットマネジメントと中央
三井キャピタルの 2 つの運用子会社など、グループ
内の各社が、それぞれの事業分野において機動的に
業務を推進するとともに、さまざまな形で互いに連携
を図り、シナジー効果を追求しています。また、持株

会社である中央三井トラスト・ホールディングスが経
営資源を各事業部門に最適に配分することで、グルー
プ収益の極大化をめざしています。

銀行子会社および運用子会社における事業戦略は
以下のとおりです。

中央三井信託銀行
個人取引の分野においては、お客さまのライフス

テージのさまざまな局面で、ローン、資産運用管理、
資産承継などに関する適切なコンサルテーションを通
じて、多様な商品・サービスを一元的に提供します。

また、法人取引の分野においては、これまで信託
銀行として培ってきたノウハウを結集した提案型の営
業活動を推進し、お客さまの経営・財務戦略上のニー
ズに幅広くお応えします。

中央三井アセット信託銀行
年金信託・証券信託や投資運用・助言業務を通じて、

国内外の株式・債券だけでなく代替投資などの多様な
運用商品を的確に組み入れ、お客さまのニーズに応じ
た高度な運用サービスを提供していきます。

また、確定拠出年金や確定給付企業年金などのさ
まざまな年金制度管理に対応し、退職給付制度全般
にわたるお客さまの多様なニーズにお応えします。

中央三井アセットマネジメント
投資信託ファンドの運用を通じて、個人投資家から

機関投資家まで幅広いお客さまを対象に、当グルー
プで培ってきた運用ノウハウを最大限に活用した、高
度な運用サービスを提供します。

中央三井キャピタル
プライベートエクイティ投資に係る高度な投資ノウ

ハウ、広範なネットワークを最大限活用し、幅広い投
資領域で積極的に投資活動を展開します。また、投
資事業組合の組成を通じ投資家の方々に良質で多様
な分散投資機会を提供します。

 中央三井トラスト ･ グループ トップメッセージ

2
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今後の取り組み
米大手証券の経営破綻を契機に世界的な金融危機が

広がり、世界景気の減速が顕著となる中、国内の景気も
停滞が長引く可能性が高まっています。こうした厳し
い事業環境下ですが、当グループでは、業務粗利益の拡
大にグループ総力を挙げて取り組み、着実に収益力の
強化を図っていきます。

順調に拡大している住宅ローン業務、今後の成長が
見込まれる投資信託関連業務、信託銀行の専門性が活
かせる不動産関連業務の３つの業務を引き続き重点業
務として位置づけるとともに、ビジネスチャンスが見
込まれる海外向け投融資、事業会社融資の良質な案件
などについても積極的に取り組んでいきます。

これらの収益性や成長性が高いと見込まれる分野に
は、人員､経費の重点的な配分を行い､事業戦略の確実
な実現を図っていく方針です｡

また､CSR（コーポレート・ソーシャル・レスポンシ
ビリティ＝企業の社会的責任）については､今後とも金

融機関としての公共的使命を十分に意識し､グループ
を挙げて活動を推進します｡

一方､平成19年3月末より自己資本比率に関する新
しい規制（「バーゼルⅡ｣）が適用開始となったことに加
えて､金融商品取引法などが施行された中､リスク管理
や法令遵守の重要性がますます高まっていくものと考
えられます｡このため､当グループでは事業に内在する
リスクを的確に把握し管理するための体制を拡充して
いくとともに､全役職員の法令遵守徹底に対する取り
組みをより強化していきます｡さらに､財務報告の信頼
性確保を目的として平成20年度から導入された ｢財
務報告に係る内部統制報告制度｣についても的確に対
応していきます。これらの取り組みのために､社内の仕
組みの有効性や実効性を自らがチェックする内部監査
機能の充実に努め､主体的に問題を把握し改善してい
く体制も一層強化していきます。

お客さま・株主のみなさまへ
今後とも、みなさまのご期待にお応えできるよう役

職員一同全力を尽くしてまいりますので、一層のご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

平成21年1月

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社
取締役社長　田辺 和夫
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業務粗利益（信託勘定償却前）

与信関係費用 自己資本比率とTier1比率
（中央三井トラスト・ホールディングス連結）

□ 業務粗利益は、市場環境の低迷などにより、財産管理業務の中の投資信託販売業務・
不動産業務における手数料収入が減少したことを主因として、前年同期比 152 億円
減少の1,214 億円となりました。

□ 中間純利益は、上記に加え、株式相場の下落に伴う保有株式の減損処理を行ったこと
などにより、前年同期比 234 億円減少の171億円となりました。

□ 与信関係費用は、前年同期比166 億円減少の 3 億円となりました。

□ 自己資本比率および Tier1 比率は、昨年 7 月に行った公的優先株式の買入れおよび
消却に伴い、資本剰余金のうち 1,273 億円が減少したことを主因に、平成 20 年 3
月末比でそれぞれ低下しましたが、引き続き十分な自己資本比率および Tier1比率を
維持しています。

平成20 年度中間期の決算概要（数値は中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行の 2 社合算）

（億円）

平成18年中間期 平成19年中間期 平成20年中間期
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500
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1,000
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平成17年度中間期 平成18年度中間期 平成19年度中間期 平成20年度中間期
0

200

400

600

800

1,000
800 768

815

実勢業務純益 中間純利益

実勢業務純益と中間純利益
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平成14年度 平成19年中間期 平成20年中間期

従来型業務から戦略業務へ
戦略業務の中でも、より高収益・高成長業務へ注力

債券運用　　　　など

戦略業務

● 個人ローン

● 不動産アセットファイナンス

● 代替投資

● その他資金関連業務

● 投資信託・個人年金保険等
● 不動産
● 年金、証券代行、その他財産管理業務

資
金
関
連
業
務

資
金
関
連
業
務

財
産
管
理
業
務

21％

10％

15％

2％
5％

13％

34％

21％

13％

16％

2％
5％
3％

15％

17％

12％

19％

2％
7％
3％

15％

平成17年度中間期 平成18年度中間期 平成19年中間期 平成20年中間期

● 個人ローン

● 不動産アセットファイナンス

● 代替投資

● その他資金関連業務

● 投資信託・個人年金保険等
● 不動産
● 年金、証券代行、その他財産
　管理業務

グループの経営戦略 / 収益力の強化

順調に拡大している住宅ローン業務、今後の成長が見込まれる投資信託関連業務、信託銀行の専門性が活かせ
る不動産業務を引き続き重点業務として取り組んでいくことで、業務粗利益の拡大を図ります。

■ 業務粗利益　部門別構成比推移（中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の単体合算）

収益構造の転換
のさらなる推進

業務粗利益の
拡大

高収益・高成長事業分野への
取り組み強化

収益構造転換の推進

中央三井トラスト・グループは、収益力の強化を最重点課題として掲げています。戦略業務の中でも、より収
益性や成長性が高いと見込まれる事業分野への取り組みを強化し、「業務粗利益の拡大」を着実に達成するこ
とに努めています。

経営の取り組み
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■ 個人年金保険等販売手数料　　■ 投資信託販売手数料
■ その他投資信託関連収益（管理・運用業務）

平成18年中間期

（億円）

平成19年中間期 平成20年中間期
0

100

200

300

43

96

58

197

47

65

70

182

53

119

78

250

■ 投資信託・個人年金保険等関連収益 ■ 投資信託・個人年金保険等の残高 * および販売額
■ 個人年金保険等残高
■ 投資信託残高

投資信託・個人年金保険等販売額合計

平成18年中間期 平成19年中間期 平成20年中間期
0

10,000

20,000

30,000

40,000

10,572

9,548

20,120

4,411 5,024
2,308

13,633

11,683

25,316

11,720

13,347

25,068

（億円） （億円）

＊ 中間期末残高

0

2,000

4,000

6,000

株式市場低迷の影響により、平成20年中間期の収益および販売額は、前年同期比で減少しました。引き続き
お客さまのニーズに対応した新商品の提供と的確なコンサルテーションに努めていきます。

投資信託・個人年金保険等関連業務
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（%）

＊1 銀行勘定（国内）＋合同＋貸信＋非居住者向け円建貸出。
＊2 一般事業会社＋事業再編・再生関連ファイナンス等。
＊3 社債型を除く。
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100

78

（%）

＊1 銀行勘定（国内）＋合同＋貸信＋非居住者向け円建貸出。
＊2 社債型を除く。

平成14年度 平成18年中間期 平成19年中間期 平成20年中間期

事業会社＊2

不動産
アセットファイナンス＊3

個人ローン25%

4%

71%

29% 33%

10%

57%

37%

10%

53%

9%

62%

平成17年中間期 平成18年中間期 平成19年中間期 平成20年中間期

一般事業会社向け貸出

事業再編・再生関連
ファイナンス、
ビジネスローン

不動産
アセットファイナンス＊2

個人ローン27%

10%

63%

29% 33%

10%

2%

55%

9%

61%

1%0%

平成19年9月末 平成20年3月末 平成20年9月末

（億円）

＊ 証券化実施後の残高。平成18年度以降（平成18年4月～）は
　 証券化の実績なし。

■ 事業性ローン等　■ 住宅ローン

平成19年3月末 平成19年9月末 平成20年9月末

25,799
26,850

22,695
21,409

（億円）

＊ 時価ベース。投資信託・投資顧問の合計

0

6,000

1,2000

18,000

24,000

30,000

■ 個人ローン　■ うち住宅ローン　

0
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4,155

26,850

22,695

29,301

3,982

25,319

30,947

3,787

27,159

■ 個人ローン残高＊ ■ 不動産アセットファイナンス残高＊

■ 貸出平均残高＊1 構成比の推移

平成19年9月末 平成20年3月末 平成20年9月末

7,997
8,758 8,776
7,997

（億円）

＊ 証券化実施後の残高。

0

2,500

5,000

7,500

10,000

個人ローンなど、特にその中でも住宅ローンに積極的に取り組むことで、より収益性の高い貸出ポートフォリオ
の構築を図っています。

資金業務
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■ 不動産収益

■ 業界に占めるシェア

■ 不動産仲介等手数料
■ 不動産信託報酬
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（注）当グループには東京証券代行株式会社分を含む。

管理株主数 上場会社受託社数

当グループ

25.4%
当グループ

24.1%

市場低迷の影響により、平成20年中間期は前年同期比65億円減の102億円となりました。不動産投資ニー
ズを的確にとらえていくことにより、引き続き収益力の向上に努めていきます。

不動産業務

わが国を代表する企業を多数受託しており、上場会
社の約4 社に1社が当グループ受託先です。

証券代行業務

■ 企業年金受託残高＊

■ 中央三井アセットマネジメントの運用資産残高＊ ■ 中央三井キャピタルが運営するファンドの総額＊
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　（投資一任運用残高を含む）。
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　 残存額（残存元本）。
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＊ コミットメントベース
　 （投資家がファンドに出資を約束している金額の合計）。

定評ある資産運用力・コンサルティング力を最大限
に活用し、収益基盤の強化・拡大を進めています。

年金信託業務

平成19年10月の運用子会社2社の直接出資子会社化を機に、グループ全体としての資産運用関連業務を強
化しています。

資産運用関連業務

■ 不動産管理処分信託の受託残高

■ 不動産仲介等手数料
■ 不動産信託報酬
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中央三井トラスト・グループは経営の透明性・健全性
を確保する観点から、経営陣を含む役職員の権限・責任
を明確化するとともに、適切な相互牽制体制を構築して

います。また、意思決定の迅速化を図るために、効率的な
経営体制の整備に努めています。

当グループでは、中央三井信託銀行と中央三井アセッ
ト信託銀行の銀行子会社、および中央三井アセットマネ
ジメントと中央三井キャピタルの運用子会社がそれぞれ
の業務執行を単独で完結できる経営体制を有しており、
持株会社である中央三井トラスト・ホールディングスは「業
務執行管理型持株会社」としてグループ全体の観点から
以下の機能を担っています。

1. グループ経営戦略企画機能
銀行子会社および運用子会社の事業戦略の調整を図

り、グループ全体の収益および株主価値の最大化を図る
経営戦略を策定します。

2. 業務運営管理機能
業務運営は各銀行子会社および運用子会社が担う一

方、持株会社は各銀行子会社および運用子会社の業務運
営状況をグループ戦略との整合性等の観点から管理する
とともに、各業務の業績把握等を行います。

3. 経営資源配分機能
グループの経営資源（人的資源、物的資源、金銭的資源

などの有形資源に、情報、知識、ブランドなどの無形資源

を加えた事業活動上必要な資源の総称）の配分を行うと
ともに、銀行子会社および運用子会社における経営資源
の使用状況を管理します。

4. リスク管理統括機能
グループ全体のリスク管理の基本方針を策定するとと

もに、銀行子会社および運用子会社のリスク管理状況の
モニタリング等を行います。

5. コンプライアンス統括機能
グループの企業倫理としての基本方針および役職員の

行動指針としての遵守基準を策定するとともに、銀行子
会社および運用子会社におけるコンプライアンス遵守状
況のモニタリング等を行います。

6. 内部監査統括機能
グループ全体の内部監査の基本方針を策定するととも

に、銀行子会社および運用子会社の内部監査態勢の整備
状況等を把握し、銀行子会社および運用子会社に対して
必要な指示等を行います。

取締役については、銀行子会社に持株会社との兼任取
締役を配置するなど、効果的なグループ経営戦略の遂行
を図る一方、持株会社の専任取締役が内部監査機能を統
括することで、子会社各社に対する牽制機能を確保して
います。また、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、各社とも取締役の任期は1年
としています。

監査役については、銀行子会社に持株会社との兼任監
査役を配置するなど、子会社各社の経営を監査し、これを
踏まえて持株会社に対しても十分な監査を行うことがで

きる体制とする一方、持株会社の専任監査役との間で相
互牽制が機能する体制としています。

各社の取締役会のもとには、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、持株会社には、経営全般にわたるアドバイスを受
けるため、社外の有識者により構成するアドバイザリー
ボード（正式名称：経営諮問委員会）を設置しています。

コーポレートガバナンス

ガバナンス体制の概要

経営体制

基本的な考え方
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CSR（企業の社会的責任）

中央三井トラスト･グループは企業市民としての社会的責任を果たしていくことを経営理念に掲げCSR
活動に取り組んでいます。

CSRは、当グループが社会の一員として存在し、社会とともに持続的に発展していくためには切り離せな
いものです。当グループでは、企業を取り巻くステークホルダー（利害関係者）との対話を尊重し、着実な対
応をしていくことが、果たすべき社会的責任と考えています。 

CSR の基本的な考え方

【本業を通じた活動】
中央三井信託銀行および中央三井アセット信託銀行では、SRIファンド（設定・運用：中央三井アセット

マネジメント）を取り扱っています。
また、中央三井信託銀行は、平成1�年2月に、わが国で初めて、受託する信託財産の種類に「排出権」を追

加することについて金融庁の認可を取得し、信託機能を活用して排出権を小口販売する取り組みを行って
います。

当グループでは、金融機関としての役割、責任を認識し、金融事業を通じた取り組みにより持続可能な社会
の発展に貢献していきます。

【金融・経済教育支援】
中央三井信託銀行は、大阪電気通信大学が平成21年 4月に新設する金融経済学部アセット・マネジメン

ト学科に、寄付講座を設置することとしました。
このほか、青山学院大学、中国人民大学および中国・清華大学へ寄付講座などを設置しています。当グルー

プでは、将来を担う次世代のための教育および金融・経済分野の研究を支援していきます。（詳細は12ペー
ジをご覧ください）

【従業員参加による活動】
当グループでは、災害発生時に、従業員向けに義援金受付口座を開設し、従業員に対して義援金の呼びか

けを行っています。
平成20年5月に発生した中国四川大地震および同年6月に発生した岩手・宮城内陸地震において従業

員向けに義援金募集を実施しました。集められた義援金は財団法人日本ユニセフ協会および社会福祉法人
中央共同募金会を通じて災害支援などに役立てられています。

CSR 活動ハイライト

当グループでは「グループCSR審議会」を設置し、グループを挙げて、CSRを積
極的に推進しています。当グループのCSR活動に関しては、「CSRレポート」にて
ご紹介していますので、ぜひご覧ください。（最新号は平成21年1月発行予定です）

CSR レポートの発行

CSR レポート 200�
（平成 21年1月発行予定）
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中央三井トラスト・グループの概要

中央三井トラスト・

中央三井アセット信託銀行中央三井信託銀行

銀行子会社

個人・法人のお客さま向けサービスを担う信託
銀行です。

リテール信託業務
お客さまの資金運用ニーズにお応えするた
め、投資信託や個人年金保険などの新商品を
順次投入し、取り扱いを拡大しています。ま
た住宅ローンについても、女性専用住宅ロー
ン「エグゼリーナ」をはじめ、お客さまのライ
フスタイルに合わせて選べる多様な商品ライ
ンアップを取り揃えています。

受託資産関連業務、年金業務など、機関投資家
のお客さま向けサービスを担う信託銀行です。

法人向け金融サービス
従来型の融資だけでなく、保有不動産の証券
化や不動産ノンリコースローンなどのさまざ
まな資金調達手段を提供しています。また、
各種ソリューション提供による企業価値向上
などへの経営支援を行っています。

証券代行業務
株主名簿管理、株式実務支援のほか、新規上
場の準備、法制度や株主総会への対応、IR
活動の積極展開など、受託先企業のさまざま
なニーズに対応しています。

不動産業務
売買の仲介・流動化をはじめとする不動産の
総合的なコンサルティングを提供するととも
に、J-REIT 市場の充実化などを背景に不動
産ファンド関連ビジネスを積極的に展開して
います。

年金制度管理業務
確定拠出年金や確定給付企業年金などのさ
まざまな年金制度の設計・管理に取り組んで
おり、退職給付制度全般にわたる総合的なコ
ンサルテーションサービスを提供しています。

受託資産管理業務
多様な運用資産の保管・決済・会計・記録など、
財産管理の基盤機能を担っており、確実かつ
高精度な事務処理サービスを提供しています。

受託資産運用業務
企業年金、公的機関、非営利法人などからお
預かりするさまざまな性格の資金について、
約 200 名の運用専門スタッフがクオリティの
高い運用を行っています。
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中央三井キャピタル中央三井アセットマネジメント

ホールディングス

運用子会社

中央三井トラスト・グループの投資信託ファンド
の設定・運用を担う資産運用会社です。

投資信託委託業務
一般の個人投資家向けの公募投資信託、変額
年金保険向けの私募投資信託に加え、確定拠
出年金向けや機関投資家向けなど、幅広い投
資家を対象に投資信託ファンドを設定し運用
しています。
多様化する顧客ニーズに対応した新たなファン
ドを開発していくことにより、投資信託市場に
おけるプレゼンスの拡大に努めています。

プライベートエクイティファンド運営
非公開株式などへの投資によって利益獲得を
めざす投資ファンド（プライベートエクイティ
ファンド）において、ファンド運営を担う業務
執行組合員として、複数の投資家から出資を
受け、投資事業組合（ファンド）を組成し投資
を行います。
金融機関、事業会社、年金基金などさまざま
な投資家のみなさまより出資を受け、幅広い
投資領域への投資を行っています。

中央三井トラスト・グループのプライベートエクイ
ティ分野における投資を担う資産運用会社です。

中央三井信用保証㈱
中央三井カード㈱
中央三井信不動産㈱
中央三井証券代行ビジネス㈱
中央三井インフォメーションテクノロジー㈱
中央三井ビジネス㈱
中央三井ローンビジネス㈱
中央三井クリエイト㈱
CMTBファシリティーズ㈱
CMTBエクイティインベストメンツ㈱
中央三井ファイナンスサービス㈱
東京証券代行㈱

信用保証業務
クレジットカード業務
不動産業務
事務請負業務
システム開発業務
事務請負･労働者派遣業務
事務請負業務
研修業務
不動産賃貸業務
有価証券投資・管理業務
金銭貸付業務
証券代行業務

その他の主なグループ会社
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中央三井トラスト・グループは、平成20 年10月に
中国の海通証券グループとの間で、資産運用関連や信
託、証券をはじめとする幅広い業務において、継続的
な業務提携の実施に向けた協議を行うことで基本合
意しました。

当グループは、平成19 年10月に中央三井信託銀行
において邦銀として初めて証券関連業務に係る駐在
員事務所を北京市に開設したのをはじめ、資本市場の
改革・発展がめざましい中国における事業展開の検
討を進めています。こうした中で、海通証券グループ
とは、日中両国で各々が培ってきた経験・ノウハウを
融合し、双方のお客さまに付加価値の高いサービスを
提供していくという基本的な理念の合意が得られた

ものです。
今後、当グループと海通証券グループは、基本合意

の趣旨を踏まえ、両国それぞれのお客さまに対して、
日本の大手信託銀行グループと中国の大手証券会社
グループという異
なる地域・業態の
組み合わせを活か
した、より付加価
値の高いサービス
を提供すべく、提
携協議を進めてい
きます。

トピックス

中国大手証券会社との提携協議開始

大学への寄付講座設置

中央三井信託銀行は、学校法人大阪電気通信大学が
平成21年4月に新設する金融経済学部アセット・マ
ネジメント学科に、寄付講座「資産承継論入門」および

「不動産投資特論」の2講座を設置することとしました。
わが国において、「貯蓄から投資へ」の流れが加速し

ており、また高齢者世帯の増加が進む中で「個人資産
の管理・保全と円滑な承継」が一段と重要なテーマと
なるなど、信託などを活用した魅力ある金融商品の開
発・提供が求められる状況にあります。中央三井トラ
スト・グループは、これらの社会的要請に応え得る人
材の育成が喫緊の社会的課題であると提唱する同大学
の趣旨に賛同したものです。

当グループでは、このほか、青山学院大学へ「中央三
井信託銀行知財信託講座」、中国人民大学へ「中央三井
トラスト・グループ経済学講座」、中国・清華大学へ「清
華−中央三井トラスト金融システム・マクロ経済研究
プロジェクト」を
設置し、将来を担
う次世代のための
教育および金融・
経済分野の研究を
支援しています。

中央三井信託銀行本店ビル食堂では、エームサービ
ス株式会社協力のもと、平成19 年10月より TABLE 
FOR TWO を実施し、1周年を迎えました。

TABLE FOR TWO とは、カロリー摂取過多な先進
国の人が低カロリーメニューを食べ、その料金のうち
20 円（途上国における給食1食分相当額）を「国連世
界食糧計画（WFP）」を通じて途上国の子どもたちの
給食のために寄付する取り組みです。当食堂では毎週
水曜に定食メニューの一部を低カロリーメニューへ変
更し、この1年間で約7,000食分の寄付を行いました。

当食堂では、低カロリーメニューへの高い支持があ
るとともに、食事をしながら手軽に寄付ができること

について多くの賛同の声が寄
せ ら れ て お り、TABLE FOR 
TWO の低カロリーメニューに
ついては、2 年目から食数を増
やして対応しています。

中央三井トラスト・グループ
は、従業員の健康を促進し、同
時に寄付活動で途上国の飢餓
解消を支援する TABLE FOR 
TWO を 今 後も推 進していき
ます。

TABLE FOR TWOの実施

中央三井トラスト・グループ

寄付講座設置発表の記者会見

海通証券グループとの調印式
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長らく続く低金利時代においても、運用成果次第で
比較的高い収益が期待できる運用手段として、投資信
託などの有価証券投資が注目を集めています。中央三
井信託銀行においても、お客さまの多様化するニーズ
にお応えするべく、投資信託の商品ラインアップをさら
に拡充しました。

平成20年度においては、世界のインフラ株式と海
外の債券に分散投資し、毎月の収益分配金の受け取り
が期待できるファンドや、新興国を中心とする世界の高
金利通貨建債券に分散投資するファンド、アジアの成長
国の企業の株式などに投資するファンドなどの取り扱
いを開始しました。

投資信託のラインアップを拡充

個人金融資産の「貯蓄から投資へ」の大きな流れの
中、お客さまの多様化する資金運用ニーズにお応えす
るため、当社では、「中央三井のプライベート・ラップ」
を取り扱っています。「中央三井のプライベート・ラッ
プ」は、1,000万円以上の契約財産を対象に、お客さ
まと「投資一任契約」を結び、投資信託を投資対象とし
て、基本運用プランの策定、組入れファンドの選定、売
買の執行、運用成果のレポーティングなどのサービス
を一括して提供する商品です。

その最大の特徴は、資産配分の策定について、国
内最大級の資産運用マネージャーである中央三井ア
セット信託銀行の機関投資家向けの運用ノウハウを

活用し、また組入れファンドの選定においてモーニン
グスターグループのモーニングスター ･アセット・マ
ネジメント株式会社のファン
ド評価のノウハウを活用して
いることにあります。
「 中 央 三 井 のプ ライベー

ト・ラップ」はお客さまの運
用ニーズとリスク許容度を踏
まえ、お客さまにふさわしい
ポートフォリオをご提案して
いきます。

投信ラップ口座

個人年金保険については、「セカンドライフにおけ
る定期的な収入を確保しておきたい」といったお客さ
まのニーズにお応えするため、最短１年後から一生涯

の年金が受け取れる特別勘定終身年金タイプの変額
個人年金保険商品を新たに２商品ラインアップに加
えました。

特別勘定終身年金タイプの変額個人年金保険のラインアップを拡充

◆投資信託に関するご留意事項
● 投資信託は預金とは異なり元本の保証はありません。

● 投資信託は預金保険制度の対象ではありません。
また、当社で取扱う投資信託は投資者保護基金の支
払対象ではありません。

● 投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、
信託財産に組入れられた株式・債券・不動産投資
信託証券（リート）等の値動きや為替変動に伴う
リスクがあります。このためご購入の価額を下回
る場合があります。また、投資信託の運用により信

託財産に生じた損益は、すべて投資信託をご購入い
ただいたお客様に帰属します。

● 投資信託のご購入から換金・償還までにお客様に
ご負担いただく費用には以下のものがあります。

（平成 20 年 12 月 1 日現在、中央三井信託銀行で
取扱う投資信託の場合）

【申し込み時に直接ご負担いただく費用】
お申込手数料（申込口数、申込金額等に応じ、基準価額
に対して最高 3.15%（税込））

中央三井信託銀行
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◆資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」
　に関するご留意事項
● 資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」

は預金とは異なり元本の保証はありません。

● 資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」
は預金保険制度ならびに投資者保護基金の支払対
象ではありません。

● 資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」
は、投資信託に投資します。投資信託は国内外の有
価証券等で運用されるため、信託財産に組入れられ
た株式・債券・不動産投資信託証券（リート）等
の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。こ
のため、ご契約金額を下回り損失が生じる場合もあ
ります。また運用により生じた損益はすべてお客
様に帰属します。

● 資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」
に関する各種手数料等の上限額の概要は次の通り
です。（平成 20 年 12 月 1 日現在）

【投資顧問報酬】
運用財産の時価評価額の平均残高に対して、最高年率
1.470％（税込）

【組入れ投資信託にかかる費用】
信託報酬（投資信託の純資産額のうち、お客様の保有
額に対して最高年率 2.987％程度 ( 税込 )）
信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対して、最高
0.5%）

その他の費用（監査報酬、組入れ有価証券の売買委託
手数料など。組入れ投資信託毎、および資産配分比率
により異なりますので、その料率・上限額を示すこと
はできません。）
信託報酬・信託財産留保額は組入れ投資信託により異
なります。また、組入れ投資信託によっては、運用成果
に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
成功報酬は、組入れ投資信託の計算期間毎に、基準価
額の騰落率が６ヵ月物譲渡性預金利率を超過した場合
に、当該超過部分の 31.5%（税込）を上限としてご
負担いただきます。

● なお、ご負担いただく上記手数料等の合計額につい
ては、組入れ投資信託毎、資産配分比率および運用
期間等に応じて異なりますので、表示することがで
きません。

● ご契約に際しては、事前に「提案書」および「契約
締結前交付書面」をお渡しいたしますので、内容を
十分お読みいただいたうえ、ご自身でご判断くださ
い。

● 本資料は中央三井信託銀行が作成したものです。

【保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用】
信託報酬（信託財産の純資産総額のうち、お客様の保
有額に対し最高年率 2.2575％（税込））

その他の費用（監査報酬、組入れ有価証券の売買委託
手数料など。運用状況等によって変動するため、料率、
上限額を示すことができません。）

【ご換金時に直接ご負担いただく費用】
信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対し、最高
0.5％）
解約手数料（かかりません）

● 上記手数料等の合計額、計算方法については、お客
様がご購入される商品や投資信託を保有される期
間等に応じて異なりますので表示することができ
ません。

● 商品毎にリスクおよびお客様にご負担いただく費
用は異なりますので、取得のお申し込みにあたって
は当社本・支店の窓口にて事前にお渡しする契約
締結前交付書面（目論見書およびその補完書面）
等の内容を十分にお読みいただいたうえ、ご自身で
ご判断ください。（契約締結前交付書面（目論見書
およびその補完書面）はインターネットバンキン
グではサイト上でもご請求いただけます。）

● 当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご換金
のお申し込みについて取扱いを行います。投資信
託の設定・運用は各運用会社が行います。

● 本資料は中央三井信託銀行が作成したものです。
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中央三井信託銀行株式会社

登録金融機関　関東財務局長　（登金）第 21 号

加入協会：日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人金融先物取引業協会

◆生命保険に関するご留意事項
● 個人年金保険・終身保険は生命保険商品であり、預

金ではありません。また、預金保険制度ならびに投
資者保護基金の対象にはなりません。元本の保証
はありません。

● 変額保険の一時払保険料の運用は特別勘定で行わ
れ、特別勘定資産の運用実績に基づいて将来の年金
額、死亡保険金額、積立金額および解約払戻金額が
変動（増減）します。
特別勘定の運用は、国内外の株式・公社債等に投資
する投資信託等で行われるため、株式・公社債等の
価格変動や為替変動等に伴う投資リスクがありま
す。運用実績によってはお受け取りになる年金額
や解約払戻金額等が一時払保険料を下回ることが
あり、損失が生じるおそれがあります。

● 定額保険の一時払保険料は、契約日の積立利率（固
定利率）で複利運用され、運用期間満了後の年金原
資が確定していますが、契約初期費用をご負担いた
だく場合、一時払保険料から当該費用控除後の積立
金に積立利率を適用するため、一時払保険料に対す
る実質利回りは、積立利率よりも低くなります。
定額保険の一時払保険料の運用は、公社債を中心に
行うことから、解約の際に市場金利の変化等により
生じる運用資産の価格変動を解約払戻金に反映さ
せるため市場価格調整を適用し、払戻金の調整を行
う場合があります。このため、解約払戻金額が一時
払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれ
があります。

● 外貨建生命保険は、為替変動リスクがあります。し
たがって、死亡保険金、解約払戻金、年金等を契約
通貨以外に換算した場合には、為替相場の変動によ
り、受取総額が保険契約時の同通貨に換算した額を
下回ることがあり、損失が生じるおそれがありま
す。また、為替変動がない場合でも、往復の為替手
数料等をご負担いただくため、受取総額が保険契約
時の同通貨に換算した一時払保険料を下回ること
があり、損失が生じるおそれがあります。

● これらのリスクは、すべてご契約者に帰属します。
引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者

保護機構の保護措置の対象になりますが、この場合
にも将来の年金額、死亡保険金額、払戻金額等が削減
されることがあり、損失が生じるおそれがあります。

● ご契約時および運用期間中、年金受取期間中には
「契約初期費用」「保険関係費用」「運用関係費用」「年
金管理費」「為替手数料」等をご負担いただくこと
があります。また、解約時には「解約控除」がかか
ることがあります。各費用の概要は次の通りです。

（中央三井信託銀行で平成 20 年 12 月 1 日現在
取扱いの商品の場合）：契約初期費用（一時払保険
料に対し最高 7％）、保険関係費用（積立金額に対
し最高年率 2.78％）、運用関係費用（各特別勘定
の純資産総額に対し最高年率 1.25％（税込））、年
金管理費（受取年金額に対し最高年率 1％）、為替
手数料（円と外貨の交換の場合最大片道 50 銭（往
復 1 円））、解約控除（解約控除対象額に対し最高
8％）
なお、費用の名称およびご負担いただく費用につい
ては、商品毎に異なりますので、具体的な商品が決
まる前に、これらの合計額を表示できません。詳細
は各商品の「契約締結前交付書面（契約概要・注
意喚起情報）」にてご確認ください。

● 中央三井信託銀行は、お客様と引受保険会社との保
険契約締結の媒介を行いますが、保険契約の引受や
保険金等の支払は、引受保険会社が行います。

● 法令等の規制により、お客様のお勤め先や融資のお
申し込み状況等によりお申し込みいただけない場
合がございます。

● 保険商品のご購入の検討にあたっては、「契約締結
前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」をご契約
前に十分にお読みいただき、内容をご理解くださ
い。また、ご契約時には「商品パンフレット」「ご
契約のしおり・約款」等を必ずご覧ください。

● 詳しくは、個人年金保険・終身保険の販売資格を
持った生命保険募集人にご相談ください。

●  本資料は中央三井信託銀行が作成したものです。



16

中央三井信託銀行では、将来のライフプランに応じ
て必要となるさまざまな資金に対して幅広く利用して
いただける住宅担保型カードローン（α -style）を取
り扱っています。

この商品は、住宅ローンのご利用がない場合はもち
ろん、他行で住宅ローンのお借り入れがあってもご利
用いただけることに加え、平成 20 年 4月からは、二
段階金利制度を導入し、一段階目（契約当初約1年間・
固定金利）は二段階目（一段階目終了以降・変動金利）
よりも低い金利設定（平成 20 年12月現在）とするな
ど、使い勝手の良い商品となっています。

また、そのほかにも、当
社の住宅ローンご利用に
併せてお申し込み・ご成
約となった場合は、同住宅
ローンの繰り上げ返済手
数料が無 料になるなど、
利用特典も充実した商品
となっています。

住宅担保型カードローン（α-style）の取り扱い

中央三井信託銀行では、高齢者に老後のゆとり資
金を融資する「リバースモーゲージ」を取り扱ってい
ます。

リバースモーゲージは、持家を担保に融資金を受け
取り、利用者の死亡時などに持家の売却代金などで
融資金を一括返済する仕組みです。融資金の受け取
り方法は、年金のように毎年1回一定金額を受け取る
方法と、設定した一定の枠内で随時融資金を受け取
る方法（呼称：枠内引出自由型）の 2 通りから、ニーズ
に合わせた選択が可能となっています。

また、この商品は資金使途自由（事業性資金は除き
ます）であり、余暇を楽しむための資金だけでなく、
持家のリフォームや老人ホームへ入居する際の入居

一時金などさまざまな資金にご利用可能となってい
ます。

そのほかにも、取引期
間中に自宅を空けること
となった場合は、東急リ
ロケーション株式会社に
よる賃貸にて自宅を有効
利用することも可能とな
るなど、さまざまなライ
フスタイルとゆとりある
老後生活のためにお役立
ていただける商品となっ
ています。

リバースモーゲージの取り扱い

「大切な財産を円滑に承継させたい」「お世話になっ
た方のために財産の一部を残したい」といったご希望
をかなえるには、遺言書を作成するのがもっとも確実
な方法です。

中央三井信託銀行は、法務・税務などを踏まえた視
点から財産を円滑に引き継ぐための遺言書作成のコ
ンサルティングを行い、遺言書を保管し、相続発生後
に遺言の内容を確実に実現する（遺言執行）など、トー
タルなサービス「遺言信託」を提供しています。

また、遺言書が残されていなかった相続について、
遺産の調査や個々の財産の名義書換など、ご相続人

にとって負担の多い相続手続きを代行する「遺産整
理業務」もお引き受けしています。

これらのサービスを幅広く提供することを目的とし
て、平成 20 年11月、当社はプルデンシャル生命保険
株式会社と「遺言信託並びに遺産整理の取次業務に
関する契約」を締結しました。保険会社による信託業
務の取り次ぎは平成 20 年 3月に保険業法施行規則
の一部が改正されたことによって可能となったもの
で、今回の契約締結は生命保険業界では初の試みと
なります。

遺言関連業務において生命保険会社と業界初の提携
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お客さまから直接営業店の担当者などに寄せられ
たご意見などにとどまらず、「お客様の声アンケート」
はがきや DM アンケート調査などにより、より多くの
お客さまのご意見・ご要望などを積極的に頂戴する
取り組みを継続的に実施しています。

平成 20 年10月には、訪問先のお客さまからもご
意見・ご要望を寄せていただけるよう専用はがきを
新設し、ご意見などをお寄せいただくチャネルの拡
充に努めました。

このような取り組みを通じてお寄せいただいたお

客さまの貴重なご意見・
ご要望をもとに、営業店
の 運営や 全社的な業務
内容、商品・サービスに
ついての改善を行い、お
客さまの満 足 度を向上
させるべく取り組んでい
ます。

お客さま満足度向上への取り組み

中央三井信託銀行では、平成 20 年 8月に「コンサ
ルプラザ柏」（千葉県柏市）を、9月に「コンサルプラ
ザ千歳烏山」（東京都世田谷区）、10月に「コンサル
プラザ学園前」（奈良県奈良市）、11月に「コンサルプ
ラザ西宮北口」（兵庫県西宮市）をそれぞれ新規開設
しました。

いずれのコンサルプラザも、オープン記念キャン
ペーンやセミナーは連日大盛況で、今までお取引のな
かったお客さまにも多数ご利用いただき、大変ご好評
をいただきました。

「コンサルプラザ」は原則として年中無休で、夜間も
営業。資産運用やローン、遺言・相続、不動産など、各
種ご相談を無料でお受けする「身近な生活設計の相
談室」です。平成10 年の1号店開設以来、百貨店など
の商業施設や駅構内など、お客さまの生活に密着した
場所に出店し、今回の 4店舗開設で合計26カ所に展
開することとなりました。

今後も通常店舗（67 支店および出張所 3 拠点）に
加えてコンサルプラザの展開などにより、店舗網の充
実を図っていきます。（平成 20 年12月末現在）

コンサルプラザ開設

中央三井信託銀行では、平成 20 年 4月から、約６
年ぶりとなるテレビコマーシャル（ＣＭ）を放映して
います。

4 ～ 5月はご退職された方向けの「特別金利定期
預金」、6月は「中央三井の住宅担保型カードローン

（α‐style）」を紹介するＣＭを放映し、7月以降は 2
種類のイメージＣＭ（「資産運用編」と「遺言・相続編」）
を放映しています。いずれのＣＭにも当社のイメージ
キャラクターである役所広司さんを起用して、企業イ
メージの浸透やキャンペーンのＰＲを図っています。

今 後 も テ レ
ビをはじめ、さ
ま ざ ま な 広 告
媒体を通じて、
当 社 の 認 知 度
向 上と 業 務 の
ＰＲを行ってい
く予定です。

テレビコマーシャルの実施

コンサルプラザ西宮北口コンサルプラザ学園前

テレビコマーシャル「遺言・相続編」

店頭に設置している
アンケートはがき・投函用ポスト
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中央三井トラスト・ホールディングスでは、排出権取引と市場
の現状を踏まえ、排出権信託のスキームを豊富なケースで詳説
した『 詳解排出権信託―制度設計と活用事例 』（中央経済社）を
平成 20 年 5月に出版しました。

中央三井信託銀行では、豊富な実績と長年培った
ノウハウを活かし、お客さまのニーズに応えるファイ
ナンスを提供しています。

不動産管理処分信託やＳＰＣ（特別目的会社）など
を利用した不動産の証券化やノンリコースローンなど
の不動産アセットファイナンスは、企業が保有する不
動産の流動化のほか、不動産投資案件などに幅広く
活用されています。 

事業再編に係る分野においては、ＭＢＯ *1／ＬＢＯ *2

などによる事業再編を通じた企業価値向上のニーズ
に対して、レバレッジファイナンス*3を提供しています。

事業再生に係る分野においては、再生過程におけ
るニーズに対して、ＤＩＰファイナンス *4 などの資金
提供を行っています。

多様なファイナンス手法を通じた幅広い資金供給

お取引先の「企業価値向上」のため、事業部門や子
会社に関する M&A（企業の合併・買収）の仲介、資
産の流動化、保有不動産の再構築（CRE 戦略）のほ

か、事業の円滑な承継などの経営戦略に至るまで信
託銀行ならではの各種ソリューションの提供を行っ
ています。

企業価値向上に向けた各種ソリューションの提供

中央三井信託銀行では、平成19 年 2 月に、わが
国で初めて、受託する信託財産の種類に「排出権」を
追加することについて、金融庁の認可を取得し、平成
19 年11月から信託機能を活用して排出権を小口販
売する取り組みを開始しました。

地球温暖化問題への関心が高まる中、企業の排出
権取得ニーズは、今後ますます増えていくことが予想

されます。当社は、排出権を活用したカーボンオフ
セット * 商品を提案するなど、お客さまの多様なニー
ズにお応えするためのソリューション提供を行ってい
ます。

排出権取引への信託機能の活用

*1 マネジメント・バイ・アウト。企業買収手段のひとつで、企業の経営者が
当該事業の継続を前提として、投資ファンドなどのスポンサーと共同で
既存オーナーや親会社から株式を買い取り経営権を取得するものです。

*2 レバレッジ・バイ・アウト。対象企業が生み出すキャッシュ・フロー
や同社の資産に依拠して調達した借入金を利用した買収のことです。

*3 買収者が自身の信用力に依存せずに、買収対象企業のキャッシュ・フ
ロー、もしくは資産などを裏付けとして買収資金の大半を調達するファ
イナンス手法です。

*4 再建型倒産手続きである民事再生法、会社更生法の手続き申立後、手続
き終結までの与信を DIP ファイナンスと呼んでいます。

* 自らの温室効果ガス排出量のうち、削減困難な排出量の全部または一部
をほかの場所での削減・吸収量で埋め合わせすることをいいます。カー
ボンオフセット商品とは、自社商品にその排出量を相殺（オフセット）
する仕組みを組み合わせた商品のことです。
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中央三井信託銀行は、企業の株主総会・株式実務
の担当者を対象として、平成 20 年 2 月に『平成 20
年版　株式実務　株主総会のポイント』、同年３月に

『定時株主総会 ― 実務対応のすべて―』、同年 6月に
『株主総会・取締役会・監査役会　議事録作成の実務』
を出版しました。最新の制度改正やモデル例などを
多数踏まえて解説し、執筆陣の豊富な実務経験を活
かした内容となっています。

また、平成 21年1月5日より実施された株券電子

化制度についても、平成 21年1月に『株券電子化後
の株式実務』を出版したほか、実務対応に関する解説
記事を『旬刊商事法務』や『会社法務Ａ２Ｚ』などの
会社法専門誌に多数寄稿しています。

当社の専門スタッフによるこれらの積極的な執筆
活動は、業界に先駆けて実務指針を提示するなど、実
務界全体から注目されるものとなっています。また、
タイムリーかつ実践的な情報の提供が受けられると
高い評価を受けています。

株式実務に関する書籍を出版

不動産関連ビジネスへの取り組み

めまぐるしく変化する経済環境のもとでも、経営・
財務戦略を背景とした各企業の不動産売買・活用ニー
ズには根強いものがあります。中央三井信託銀行で
は、日々の営業活動を通じて、取引先企業や投資家の
みなさまをはじめとする多くのお客さまを対象に不
動産仲介業務やコンサルティング業務などを積極的
に展開し、これら各種ニーズに迅速かつ的確に対応し
ています。

また、不動産の流動化における基本的枠組みのひ
とつである不動産管理処分信託の受託業務にも力を
入れており、平成 20 年 9月末現在の受託資産残高
は約 5.2 兆円に達しています。

加えて、これまで培ってきた豊富なノウハウをもと
に、私募ファンドの組成に関するコンサルティングや
年金基金に対する不動産投資助言など、さまざまな
不動産関連ビジネスにも積極的に取り組んでいます。

平成２０年２月発行
『平成２０年版 株式実務 株主総会のポイント』

（財経詳報社）

平成２０年３月発行
『定時株主総会 ― 実務対応のすべて―』

（第一法規）

平成２０年６月発行
『株主総会・取締役会・監査役会 議事録作成の実務』

（清文社）

平成２1年1月発行
『株券電子化後の株式実務』

（商事法務）

証券代行業務におけるバックオフィスを担う新会
社として平成２０年４月にみずほ信託銀行株式会社
と共同設立した「日本株主データサービス株式会社」
は、平成２１年１月の株券電子化制度施行と同時に本
格的な営業を開始しました。中央三井信託銀行の子

会社である東京証券代行株式会社も新会社への業務
委託を行っており、今後は証券代行業務におけるバッ
クオフィスの「共同利用型プラットフォーム」として、
さらなるＩＴ・事務水準の高度化・先進化を追求して
いきます。

みずほ信託銀行株式会社との共同会社、営業を開始

日本株主データサービス株式会社の概要
日本株主データサービス株式会社（英文 Japan Stockholders Data Service Company，Limited）
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
平成２０年４月１日
４０億円
中央三井信託銀行株式会社 ５０％　　みずほ信託銀行株式会社 ５０％
株主名簿管理および特別口座管理にかかる事務全般、システムの開発・保守・運営など

商　　　 号
本 社 所在 地
設　　　 立
資 本 の 額
出資者・出資比率
事 業 内 容
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中央三井アセット信託銀行は、平成 20 年 9月に厚
生年金基金管理システムをリニューアルし、「厚生年
金基金ネットサービス」のご提供を開始しました。

リニューアル後のシステムは、厚生年金基金さまの
パソコンからインターネット経由でご利用いただけ
ます。

この新システムにより、厚生年金基金さまはイン
ターネットにてご加入者のデータの登録・照会・ダウ
ンロードなどの作業ができるほか、ご加入者の年金
のお支払いなどにあたっては、年金額などの試算・手
続き書類の作成などを即時に行うことができます。

これからも、お客さまにとってより一層利便性の高
いシステムとなるよう、新たなサービスの付加などに
努めていきます。

年金制度管理業務のサービス向上への取り組み

確定拠出年金（DC）制度は、ご加入者（従業員）
個々人の選択により資産運用を行う制度のため、投
資になじみのないご加入者にも投資の重要性を理解
していただくことが必要であり、DC 実施事業主さ
まはご加入者に対して投資教育を行う必要がありま
す。

中央三井アセット信託銀行では、DC 制度や運用
方法・商品内容についてご加入者に十分に理解して
いただけるよう、研修・Web サービス・e- ラーニン
グツールなどのさまざまなメニューを通じて、わかり
やすい投資教育サービスをご提供しています。また、
ご加入者が効率的な投資判断を行えるよう、携帯電
話を利用した運用情報提供や、資産種別ごとの利回
り情報の提供などのサービスを行う一方で、企業の
投資教育の効率を高めることを目的にご加入者の投
資傾向を把握・分析するための情報提供サービスも
展開しています。

さらに、オプションサービスとして、ＤＣご加入者の
ＤＣ積立予想額だけでなく、確定給付企業年金（DB）
や退職一時金の受け取り予想額も加えて試算ができ
るサービスをご用意しています。これは、DC・DB
などの退職給付制度の管理を一元的に行える中央
三井アセット信託銀行ならではのサービスであり、マ
ネーシミュレーション機能によりご加入者のライフプ
ラン、マネープランの検討などにもご活用いただける
ものとなっています。

確定拠出年金業務のサービス向上への取り組み

厚生年金基金さま 中央三井アセット信託銀行インターネット

データの登録・照会

データのダウンロード

パソコン 厚生年金基金
管理システム

中央三井アセット信託銀行は、「年金情報 」（発
行：格付投資情報センター）が全国の企業年金基金
を対象に実施した平成 20 年の運用委託機関に関す
る評価アンケートにおいて、定量・定性両面で引き続
き高評価をいただき、邦銀信託銀行中 No.1となりま
した。また、「新たに採用したい運用会社」として、信
託銀行中 No.1の評価をいただいています。さらに、
運用評価会社マーサージャパン株式会社が平成１３

年より公表しているマーサーＭＰＡアワード 2008
を、国内株式の２ファンドで受賞しました。

これらは、資産運用力や運用コンサルテーション
への取り組みがお客さまから支持され、高く評価さ
れたものと自負しています。これからもお客さまの
多様なニーズを的確にとらえ、お客さまにとっての

「ベストソリューション」を提供できるよう努めていき
ます。

企業年金の運用委託機関として高評価を獲得

中央三井アセット信託銀行
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中央三井キャピタルは、レバレッジファイナンス*1の
中でも、メザニンファイナンスに注力しており、これまで
コバレントマテリアル株式会社（旧社名 東芝セラミック
ス株式会社）、株式会社コメダ（珈琲所 コメダ珈琲店）な
ど、数々の投資実績を積み上げています。

メザニンファイナンスは、近時、MBO（マネジメント・
バイ・アウト）*2、事業承継などの資本再構築や企業の資
金調達など、その用途が多様化しています。当社では 、

今後もメザニンファイナンスの先駆者として、培ってきた
投資ノウハウや広範なネットワークを最大限活用し 、メ
ザニンファイナンスに積極的に取り組んでいきます。

メザニンマーケットにおけるトッププレーヤー

中央三井アセットマネジメントでは、ホームページ上
での情報提供力の強化に取り組んでいます。

新コンテンツとして、「マーケット情報」をリリース
し、主要な株式指標や国債利回り、為替レートなどの
情報提供を開始しました。

また、毎月 Monthly Review と題した「市場の概
況と見通し」や「経済概観」など定期レポートの充実
や、お客さまの利便性向上を目的としたデザインや配

置の変更も適宜行っ
ています。

今 後 も、 ホ ー ム
ページを通じて、お
客 さ まに役 立 つ 情
報提供を行っていき
ます。

ホームページのコンテンツ充実

中央三井キャピタルは、プライベートエクイティ投資*
におけるグローバルな分散投資機会を提供するファンド
オブファンズ、ミドルリスク・ミドルリターンの投資機会
を提供するメザニンファンドなど、金融機関や年金基金
などの投資家のみなさまに良質な投資機会を提供して
います。プライベートエクイティ投資は、今後、金融資産
( 投資資産 ) としての重要性がますます高まるものと考

えられます。当社では、これまで培ってきた投資、ファン
ド運営の高度なノウハウを活用し、投資家のみなさまに
良質な投資機会を提供するため、引き続きファンドの組
成を行っていきます。

投資家に対する良質な投資機会の提供

中央三井キャピタル

*1 買収者が自身の信用力に依存せずに、買収対象企業のキャッシュ・フ
ロー、もしくは資産などを裏付けとして買収資金の大半を調達するファ
イナンス手法です。

*2 企業買収手段のひとつで、企業の経営者が当該事業の継続を前提とし
て、投資ファンドなどのスポンサーと共同で既存オーナーや親会社から
株式を買い取り経営権を取得するものです。

* 未上場株式を取得し、株式上場や第三者への売却によってキャピタル
ゲインを獲得したり、企業の社債や優先株式を取得し、利息や配当に
よって収益を獲得することを目的とした投資です。

中央三井アセットマネジメントでは、投資信託マー
ケットにおけるプレゼンスの拡大を図るため、中央三
井信託銀行による商品の販売に加え、地方銀行やイン
ターネット系証券会社、さらには大手証券会社での商
品の取り扱いも積極的に推進しています。

平成 20 年 5月には日興コーディアル証券株式会社
の SMA（Separately Management Account：資
産運用口座）において当社が運用する SMA 専用ファ
ンドの取り扱いが始まりました。また、東海東京証券
株式会社の SMA でもファンド2本の追加採用が決定
しました。

加えて、株式会社ゆうちょ銀行で取り扱っている三
井住友海上メットライフ生命保険株式会社の変額年
金保険の投資対象としても、当社が設定・運用するファ
ンドが選定されているなど、一層の残高増加に向けて
幅広く販路の拡大を進めています。

また、特に当中間期は、不安定な投資環境を踏まえ、
投資家のみなさまへのセミナーや各販売会社ご担当
者への勉強会を全国各地で延べ600回以上開催する
など、情報発信にも注力しました。

今後とも、投資家のみなさまの多様なニーズに応じ
た商品を、幅広いチャネルで提供していきます。

販路拡大・情報発信に注力

中央三井アセットマネジメント
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中央三井トラスト・グループは社会的責任や公共的使
命の重要性について十分に認識するとともに、経営情報
を積極的に開示することにより、みなさまからの信認の
向上に努めています。

中央三井トラスト・ホールディングスは、グループ全体
の経営状況について、タイムリー（適時）・フェア（公平）・
プレーン（わかりやすさ）を基本に情報開示することによ
り、透明性の高い経営をめざしています。

具体的には、ディスクロージャー誌や各種の開示資料

において経営方針や業績・財務内容のポイントをわかり
やすく説明するよう努めているほか、会社説明会などを
通じて、経営戦略などを説明しています。また、ホームペー
ジでも、幅広く IR（投資家向け広報）情報を開示してい
ます。グループ各社においても、それぞれホームページ
を開設し、取り扱い商品やサービス内容を幅広く開示し
ています。

今後も、多くのみなさまに当グループについてより深
くご理解いただけるよう努めていきます。

中央三井トラスト・ホールディングス ホームページ
http://www.chuomitsui.jp/

中央三井信託銀行 ホームページ
http://www.chuomitsui.co.jp/

中央三井アセット信託銀行 ホームページ
http://www.chuomitsui-asset.jp/

中央三井アセットマネジメント ホームページ
http://www.cmam.co.jp/

中央三井キャピタル ホームページ
http://www.cm-capital.com/

ディスクロージャーポリシー「経営情報の開示について」




