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平成 22年7月発行
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 業務部広報室
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33 番1号
電話　03-5445-3500（大代表）
ホームページ　http://www.chuomitsui.jp/

本誌は銀行法第 21条および第 52 条の 29に基づいた説明書類です。

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述
は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包する
ものであることにご留意ください。

中央三井トラスト・グループの概要（平成22年3月31日現在）

銀行子会社

中央三井信託銀行
株式会社

銀行子会社

中央三井アセット
信託銀行株式会社

運用子会社

中央三井アセット
マネジメント株式会社

運用子会社

中央三井キャピタル
株式会社

銀行持株会社

中央三井トラスト・
ホールディングス株式会社

Chuo Mitsui Trust Holdings, Inc.

中央三井トラスト・グループは、高度な金融商品・サービスを提供する特色

ある金融グループとして、透明性の高い効率的な経営のもとでお客さまの

ご期待にお応えし、広く社会に貢献する企業グループをめざしています。

本店所在地	 東京都港区芝三丁目33番1号
資本金	 2,616億円
株式の上場	 東京・大阪・名古屋の各証券取引所第一部
連結自己資本比率	 13.80%（連結ベース。第二基準（国内基準））
従業員数＊1	 110人

　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目指しています。
　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、決算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。

ディスクロージャーポリシー「経営情報の開示について」

中央三井トラスト・グループ各社のホームページ

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

中央三井信託銀行　http://www.chuomitsui.co.jp/ 中央三井アセット信託銀行　http://www.chuomitsui-asset.jp/

中央三井アセットマネジメント　http://www.cmam.co.jp/ 中央三井キャピタル　http://www.cm-capital.com/
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The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited

Chuo Mitsui Capital Company Limited

Chuo Mitsui Asset Trust and Banking Company, Limited

Chuo Mitsui Asset Management Company, Limited

個人・法人のお客さま向けサービスを担う信託銀行です。

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。

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。

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。

本店所在地	 東京都港区芝三丁目33番1号
資本金	 3,996億円
信託財産残高	 6兆8,519億円
総資金量	 10兆4,156億円
拠点数	 国内67店舗（出張所3店舗、コンサルプラザ28店舗＊2を除く）
長期格付	 A1（Moody's）、A（S&P）、A（日本格付研究所）、A-（Fitch）
単体自己資本比率	 13.04%（単体ベース。国内基準）
従業員数＊1	 6,373人

本店所在地	 東京都港区芝三丁目23番1号
資本金	 110億円
信託財産残高	 30兆9,832億円
総資金量	 15兆3,439億円
長期格付	 A1（Moody's）、A（日本格付研究所）
単体自己資本比率	 29.42%（単体ベース。国内基準）
従業員数＊1	 645人

本店所在地	 東京都港区芝三丁目23番1号
資本金	 3億円
従業員数＊1	 106人

本店所在地	 東京都中央区日本橋室町三丁目2番8号
資本金	 12億円
従業員数＊1	 38人

＊1	在籍出向者および派遣社員・アルバイトを除いた職員など。
＊2	平成22年6月30日現在、コンサルプラザは29店舗となっています。
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ごあいさつ

コーポレートガバナンス

個人情報保護方針

中央三井アセットマネジメント
45　個人・機関投資家のお客さま向けサービス

内部統制基本方針

中央三井信託銀行
23　個人のお客さま向けサービス
32　法人のお客さま向けサービス
 32　金融サービス
 33　不動産業務
 35　証券代行業務

中央三井キャピタル
47　法人・機関投資家のお客さま向けサービス

リスク管理体制・
コンプライアンス（法令等遵守）体制

中央三井アセット信託銀行
39　機関投資家のお客さま向けサービス
 39　受託資産運用業務
 41　受託資産管理業務
 43　年金制度管理業務

CSR（企業の社会的責任）
資料編

ディスクロージャーポリシー
「経営情報の開示について」

社長インタビュー
― 経営方針とその成果 ―

Q1. 中央三井トラスト・グループの経営方針について教えてください。
Q2. 経営統合についてお聞かせください。
Q3. 経営の取り組みの成果について教えてください。
Q4. 平成22年度の経営の取り組みについて教えてください。

業務のご案内

中央三井トラスト・グループは、3つの報告書で企業情報を開示しています。

ディスクロージャー誌

本誌は、銀行法に基づいて作成されたディスク
ロージャー資料（業務および財産の状況に関す
る説明書類）です。法律に基づいた情報開示に
加え、わかりやすい
情報開示に努め、多
くの方々に中央三井
トラスト・グループ
の企業活動をご理
解いただけるように
編集しました。通期
版、中間期版の年2
回、発行しています。

アニュアルレポート

主に海外投資家の方々を対象として作成した英
語版の財務レポートです。ディスクロージャー
誌を元に編集していますが、海外の方がお読み
になって違和感のな
いように記述などに
配慮しています。通
期版、中間期版の年
2回、発行していま
す。

CSRレポート

CSR（企業の社会的責任）の観点から環境・社
会活動についての報告をまとめた冊子です。当
グループの環境・社会活動について、より詳しく
お知りになりたい方は
こちらも併せてお読み
ください。年1回、発行
しています。
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以上の3誌は、すべて中央三井トラスト・ホールディングスのホームページでご覧いただくことができます。
また、ホームページでは、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）を基本に情報を開示しています。http://www.chuomitsui.jp/

ホームページのご案内
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　みなさまには、平素より私ども中央三井トラスト・グループに

格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

　このたび、当グループの平成21年度の業績や各業務の状況、

トピックスなどについてご説明したディスクロージャー誌を作成

いたしました。みなさまの当グループに対するご理解の一助と

なれば幸いです。

　当グループでは、リテール信託業務・バンキング業務・不動

産業務・証券代行業務などを担う中央三井信託銀行と、年金信

託業務・証券信託業務などを担う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投資信託委託業務を担う中央三井ア

セットマネジメントとプライベートエクイティファンド運営業務を

担う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、それぞれの分野で専門性を高めつつ、グループ価値

の向上のためにさまざまな取り組みを行っております。

　昨年11月6日に、当社と住友信託銀行は、株主のみなさまの

承認と関係当局の認可などを前提として、両グループの経営統

合を行うことについて基本合意いたしました。

　統合後は新しい信託銀行グループとして、お客さまとの高度

な信頼関係を重視する「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」を目指してまいります。

　両グループは、経営統合をできるだけ円滑かつすみやかに実

現していくために、当社と住友信託銀行の両社社長を委員長と

する統合推進委員会などを通じて、相互信頼と対等の精神を持

って、具体的な協議および準備を進めております。

　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22年7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

ごあいさつ
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収益構造の転換を進め、
着実に利益の積み上げに取り組んできた

中央三井トラスト・グループ。
当グループの経営方針とその成果を、

取締役社長の田辺和夫がご報告します。

　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。

　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
極大化を目指しています。
　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・証券信託や投資顧問業務を通じて、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。

Q1.  中央三井トラスト・グループの経営方針について教えてください。

経営理念

事業戦略

社 長 イ ン タ ビ ュ ー
─ 経営方針とその成果 ─

04

010_a_0802785682207.indd   4 2010/07/15   17:06:11



　世界経済には依然として下振れリスクが残っているものの、
国内景気は輸出の拡大などを背景に緩やかな回復が続くと
予想され、また金融市場の安定化に伴い、株価の下値も限
定的と考えられます。こうした事業環境下、当グループでは、
業務粗利益を拡大に転ずるべく、グループ各社全ての業務部
門において、収益積上げを図っていきます。
　『貯蓄から投資へ』の流れが戻りつつある投信市場や取引
価格の調整の進展などにより取引量の回復が期待できる不
動産市場に関連する業務について、引き続き重点的に推進し
てまいります。また貸出関連業務については、従来から重点
業務と位置付けている個人ローンへの積極的な取り組みを行
うほか、事業会社向け貸出や不動産ノンリコースローンにつ
いても良質な案件に積極的に取り組んでまいります。
　これらの有望分野におきましては、今後の競争における優
位性を確保していくために、引き続き経費全体では抑制を図

りながら人員、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。
　CSR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ていきます。
　一方、内部管理態勢の整備につきましては、｢当グループ
が社会から信頼される金融グループとして持続的発展を遂げ
ていくためには、コンプライアンスやリスク管理態勢の充実
が不可欠｣ という基本認識に立ち整備を進めてきております。
近時、各金融機関においては自律的な内部管理態勢を構築
していくことが求められています。当グループでは、社会的
に求められる法令等遵守態勢ならびに事業環境・事業内容に
応じて変化するリスクに対応する管理態勢を的確に構築して
いくとともに、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も努め、主体的に問題を把握
し改善していく態勢の構築、強化に努めていきます。

　当社は、住友信託銀行株式会社との間で両社株主総会の
承認と関係当局の認可などを前提として、経営統合を行うこ
とについて基本合意し、昨年11月6日に基本合意書を締結い
たしました。両グループの人材、ノウハウなどの経営資源を
結集し、両グループの強みを融合することで、これまで以上
にお客さまにトータルなソリューションを迅速に提供する専
門性と総合力を併せ持った、新しい信託銀行グループ「The 
Trust Bank」を創り上げることに合意したものです。
　新たに誕生する信託銀行グループは、両グループが永年に
わたり培ってきた信託銀行ならではの高度な専門性を大幅に
強化できるとともに、信託銀行業界のみならず、わが国金融
機関を代表するステイタス・強みを有することになります。新
しい信託銀行グループは、お客さまとの高度な信頼関係を重
視する「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、グローバルに飛躍すべく、以下を目指してまいりま
す。
（1） お客さまから見て
　　　 高度な専門性と総合力を駆使して、お客さまにとっ

てトータルなソリューションを迅速に提供する信頼
できるパートナー

（2） 社会から見て
　　　 社会性・公共性の高い信託業を営む企業として、高

い自己規律に基づく健全性の高い経営を実践すると

ともに、積極的なCSR活動により社会に大きく貢
献する企業

（3） 株主さまから見て
　　　 銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業を融

合し、独自の高付加価値を創出する新しいビジネス
モデルの金融機関

（4） 従業員から見て
　　　 個々人の多様性と創造性が、組織の付加価値として

存分に活かされ、働くことに夢と誇りとやりがいが
持てる職場

スケジュール
●平成23年4月1日目処：株式交換の実施（第1ステップ）
　　 住友信託銀行が中央三井トラスト・ホールディングス

と株式交換を行い、三井住友トラスト・ホールディ
ングス株式会社（仮称）を新たな持株会社とする経
営統合を実施予定

●	平成24年4月1日目処：グループ内3信託銀行の統合
（第2ステップ）

　　 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（仮称）
傘下の3信託銀行を統合し、三井住友信託銀行株式
会社（仮称）とする予定

Q2.  経営統合についてお聞かせください。

今後の取り組み
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　中央三井トラスト・グループは、平成21年度、『利益の着
実な積み上げと将来の飛躍に向けた足固めにグループ総力を
結集して取り組む』との基本方針のもと、重点業務として位
置付ける投資信託・個人年金保険等関連業務、不動産業務、
個人ローン業務を中心に、グループ各社がさまざまな活動を
展開しました。

　平成21年度においては、個人ローン業務や市場関連業務
での収益の積み上げにより業務粗利益は前年度とほぼ同水
準を確保しました。また、与信関係費用の減少、前年度に計
上した保有株式の減損処理および国内株式関連投資の売却
にかかる損失計上といったマイナス要因が発生しなかったこと
により、当期純利益は前年度比で大幅な増益となりました。

　業務粗利益については、市場環境の回復の遅れなどにより、投資信託・個人年金保険等関連業務、不動産業務における手
数料収入が前年度比減少したものの、個人ローン業務や債券運用等の市場関連業務を中心とした収益の積み上げにより、前
年度とほぼ同水準の2,269億円となりました。

　当期純利益は、前年度比1,376億円増益の576億円となりました。主な要因は以下のとおりです。
　●与信関係費用の改善（136億円の増益要因）
　●株式等損益の改善（1,857億円の増益要因）

Q3.  経営の取り組みの成果について教えてください。

業務粗利益

当期純利益

■	業務粗利益

■	当期純利益

■	業務粗利益の増減要因（銀行子会社2社合算）

■	当期純利益の増減要因（銀行子会社2社合算）

（億円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度
0

1,000

2,000

3,000

2,269

2,652

2,287

（億円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度
-1,000

0

500

-500

1,000

576

819

△799

2,287

14 28 12 △29

△2

平成20年度 平成21年度

2,269

事業会社向け
貸出等

債券運用等

個人ローン

不動産
その他

増収要因
減収要因

従来型業務 戦略業務
重点業務

（億円）

△18
△41投資信託

個人年金保険等

増収要因
減収要因

576

平成21年度

△799

△18 △20 136

1,857

△580

平成20年度

業務粗利益 経　費
（うち△48は
　 退職給付費用）

与信関係
費用

株式等損益

その他
（法人税・法人税等調整額等）

（億円）

1,376
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　個別の業務への取り組みおよび財務の状況については、以下のとおりです。

　平成21年度は、個人年金保険等販売手数料の減少を主因に前年度比減収となりましたが、投資信託の販売額の回復に伴
い、収益は回復傾向にあります。引き続きお客さまのニーズに対応した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

　平成21年度の収益は、前年度比で減少しましたが、不動産市場は回復の兆しを見せています。引き続き不動産投資ニーズを
的確に捉え、収益力の向上に努めていきます。

不動産業務

■	不動産管理処分信託の受託残高

（億円）

0

20,000

40,000

60,000

50,57852,507 51,805 51,234

平成20年度
上期

平成20年度
下期

平成21年度
上期

平成21年度
下期

■	投資信託・個人年金保険等関連収益

（億円）

個人年金保険等販売手数料
その他投資信託関連収益（管理・運用業務）

投資信託販売手数料

平成20年度
上期

平成20年度
下期

平成21年度
上期

平成21年度
下期

0

50

100

150

200

138

183

116 28

70

41

71
65

40

3847
34

131

42

51

37

■	投資信託・個人年金保険等販売額

（億円）

0

1,000

2,000

3,000

個人年金保険等販売額 投資信託販売額

平成20年度
上期

平成20年度
下期

平成21年度
上期

平成21年度
下期

2,558

1,331

567

1,083

691
1,990

1,277

640

1,892

832

1,060

2,360

■	不動産仲介手数料と件数の推移

（億円）

不動産仲介等手数料

平成20年度
上期

平成20年度
下期

平成21年度
上期

平成21年度
下期

0

20

40

60

80

100
（件）

0

50

100

150

37

80

16

26

64

95

72

108

不動産仲介件数
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　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

■	業界に占めるシェア

管理株主数 上場会社受託社数

当グループ＊

25.2%
当グループ＊

23.8%

平成22年3月末現在

＊ 東京証券代行を含む。

　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

■	企業年金受託残高＊

73,444
76,571

73,596

64,199

70,03971,707

平成20年3月末 平成21年3月末 平成22年3月末
0

20,000

40,000

80,000

60,000

（億円） 簿価ベース 時価ベース

＊  確定給付企業年金・厚生年金基金・適格退職年金等の合計（投資一任運用
残高を含む）。

　個人ローン、そのなかでも特に住宅ローンについて採算面に留意しつつ推進し、健全性の高い貸出ポートフォリオの構築を図っていま
す。

■	個人ローン残高＊ ■	貸出平均残高＊1構成比推移

貸出関連業務

（億円）

平成20年3月末 平成21年3月末 平成22年3月末

事業性ローン等 住宅ローン

0

10,000

20,000

30,000

40,000

36,549

29,301

33,623 3,236

3,982

3,620

33,312

25,319

30,002

（%）

平成19年度平成14年度 平成20年度 平成21年度

事業会社＊2 不動産アセットファイナンス

0

40

20

60

80

100
個人ローン

50%

71%

8%

42%

4%

25%

56%

10%

34%

52%

10%

38%

＊ 証券化実施後の残高。 ＊1  銀行勘定（国内）＋合同＋貸信＋非居住者向け円建貸出、証券化の影響控除後。
＊2  一般事業会社＋事業再編・再生関連ファイナンス等。
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　運用子会社2社における資産運用関連業務を引き続き強化していきます。
資産運用関連業務

　自己資本比率は平成21年3月末比で1.75%上昇し、
13.80%と引き続き十分な水準を維持しています。

自己資本比率の状況

　金融再生法基準開示債権については、平成21年3月末比209億円減少の1,182億円となりました。
　不良債権比率については、平成21年3月末比0.2%低下し1.2%となっています。

不良債権の状況

■	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＊

（億円）

平成20年3月末 平成21年3月末 平成22年3月末
0

5,000

20,000

10,000

25,000

15,000

22,22622,095

17,308

（億円）

平成20年3月末 平成21年3月末 平成22年3月末
0

2,000

1,000

3,000
2,6022,739 2,626

＊ 投資信託と投資顧問の合計。 ＊ 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）。

■	自己資本比率＊

（%）

平成20年3月末 平成21年3月末 平成22年3月末
0

10.0

5.0

15.0 13.80%
12.05%

13.84%

＊ 数値は中央三井トラスト・ホールディングス連結ベース（第二基準）。

■	金融再生法基準開示債権と不良債権比率＊

（億円） （%）

平成15年3月末 平成17年3月末 平成18年3月末 平成19年3月末 平成20年3月末 平成21年3月末 平成22年3月末
0

5,000

2,500

7,500

1,182

7,023

平成16年3月末

4,680

1,609
2,601

1,443 1,3911,556

金融再生法基準開示債権（左軸）
不良債権比率（右軸）

0

2.5

5.0

7.5

10.0

1.2%

4.9%

1.8%

2.8%

1.7% 1.4%1.7%

7.0%

＊ 数値は中央三井信託銀行。銀行勘定と信託勘定の合算。不良債権比率は、金融再生法基準開示債権ベース。
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　優先株式として株式会社整理回収機構に引き受けていただいていた公的資金は、市場売却と自己株式の取得により
平成20年度には2,003.5億円まで減少しました。
　しかしながら、金融市場の混乱の影響などを受け当社株価が低位で推移したことなどから、平成21年8月1日に定款
の定めにより、2,003.5億円全額が優先株式から普通株式に転換されました。この結果、発行済普通株式の約3割を
株式会社整理回収機構に保有していただくこととなりました。
　残る公的資金につきましては、市場売却（売出し）等の方法により、早期返済に向けて取り組んでいきます。

　なお、優先株式の普通株式への転換により、普通株式数は500,875,000株増加し、発行済普通株式総数は
1,658,426,267株となっています。

公的資金の状況

■ 公的資金の状況

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
（億円）

平成18年3月末 平成19年3月末 平成20年3月末 平成21年3月末 平成22年3月末

公的資金
市場売却
自己株式取得

4,322.5 4,002.5

320

3,632.5

370

2,003.5 2,003.5

864

765

平成18年7月
市場売却 平成19年7月

市場売却 平成20年7月
市場売却

平成20年7月
自己株式取得

　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。特に、平成22年度は、住友信託
銀行との経営統合へ向けた助走期間との位置付けのもと、

これまでの経営方針に沿って引き続き収益力の強化を図って
いきます。
　平成22年度については、以下のとおり取り組んでいきます。

Q4.  平成22年度の経営の取り組みについて教えてください。

経営の取り組み

1. 収益構造の転換による業務粗利益の拡大

2. ローコスト運営の徹底

3. 資産の健全性の維持・推進

 投信・個人年金保険
 不動産
 個人ローン

引き続き
重点業務として注力

 経費の抑制的運営

 貸出資産の健全性維持
 政策投資株式の早期圧縮
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コーポレートガバナンス

　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。

基本的な考え方

経営体制

ガバナンス体制の概要
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前列左より　取締役：奥野 順　取締役社長：田辺 和夫　取締役副社長：北村 邦太郎　取締役：住田 謙
後列左より　常務執行役員：上神田 隆史　専務取締役：岩崎 信夫　常務取締役：落合 伸二　常務執行役員：橋本 勝

（＊1）
経営健全化計画推進審議会
グループCSR審議会

（＊2）
システム戦略委員会
バーゼルⅡ対応推進委員会
グループ経営管理態勢強化委員会
内部監査委員会
内部統制制度準備委員会

業務運営機能

中央三井キャピタル中央三井アセット信託銀行 中央三井アセットマネジメント中央三井信託銀行

持株会社

銀行子会社
運用子会社

グループ経営戦略
企画機能

リスク管理
統括機能

リスク管理機能

業務運営
管理機能

コンプライアンス
統括機能

コンプライアンス機能

経営資源
配分機能

内部監査
統括機能

内部監査機能

中央三井トラスト・ホールディングス

銀行子会社 運用子会社

■ 体制図

株主総会

株主総会 株主総会 株主総会 株主総会

監査役室
取締役会

取締役会 取締役会 取締役会 取締役会

審議会 
＊1

審議会 審議会

監査役 監査役

経営会議

経営会議 経営会議 経営会議 経営会議

委員会 
＊2

委員会 委員会

監査役
監査役会

監査役
監査役会

監査役
監査役会
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内部統制基本方針

　中央三井トラスト・ホールディングス取締役会は、銀行持株会社として、当社および子会社から成る企業集団（以下、「当グルー

プ」）の経営管理を担う責任を十分に認識しつつ、会社法第362条第5項および同条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条

に基づいて、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務の適正を確保するた

め必要な体制の整備について、下記のとおり定めています。

＜ 記 ＞

1.	法令等遵守体制の整備について
（1） 当社及び当グループの基本方針および役職員が遵守すべき遵守基

準を定める。
（2） 法令等遵守に係る重要事項については、社長を議長とし関係役員

が参加する経営会議において審議し、必要に応じ取締役会で決
議・報告を行う。

（3） 本部に法令等遵守に関する統括部署を置き、また、各部の責任
者・担当者を定める。

（4） 毎年度、法令等遵守態勢の整備に関する計画（コンプライアンス・
プログラム）を策定するとともに、銀行子会社および運用子会社
の計画策定を指導する。あわせてその進捗状況・達成状況を確認
する。

（5） 役職員に対し法令等遵守に関する教育・研修を継続的に実施
する。

（6） 役職員に対し当社業務に関する重要な法令違反行為について報告
する義務を課するとともに、報告のための専用窓口を社内・社外
に設置する。

（7） 反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を
持たない。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関
との緊密な提携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に
対応し、利益の供与は絶対に行わない。

（8） 以上の体制を確立するための規程及び役職員のための手引書（コ
ンプライアンス・マニュアル）を、取締役会が定める。

2.	リスク管理体制の整備について
（1）リスク管理に係る重要事項については、社長を議長とし関係役員

が参加する経営会議において審議し、必要に応じ取締役会で決
議・報告を行う。

（2）本部にリスク管理に関する統括部署を置き、また、各部の責任
者・担当者を定める。

（3） リスク管理に関する当グループの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計画（内部管理態勢整備計画）策定を
指導する。あわせてその進捗状況・達成状況を確認する。

（4） 業務執行部門とは独立した内部監査部署が各部門の業務プロセス
を監視し、不正防止及び業務プロセス改善の提言を行う。

（5） 以上の体制を確立するための規程を、取締役会が定める。

3.	業務執行体制の整備について
（1）主要な取締役会決議・報告事項については、社長を議長とし関係

役員が参加する経営会議において、予備討議を行う。
（2）業務の円滑かつ適切な運営を図るべく、当社組織の機構・分掌及

び役職員の職制・権限に関する基本的事項を、取締役会が定める。
（3） 社内規定は関連する法令等に準拠して制定するとともに、当該法

令等の改廃があったときは、すみやかに所要の改廃を行う。

4.	財務報告の適正性確保について
（1） 経理処理及び財務報告にあたっては、銀行法、会社法、金融商品

取引法その他の諸法規等に照らして公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠し、適正で健全な処理を行う。

（2） 経理業務を正確迅速に処理し、財政状態及び経営成績に関し真
実かつ明瞭な報告を行うため、経理に関する基準を定める。

（3） 財務報告の基礎となる各業務プロセスの適切性を確保するため、
業務執行部門とは独立した内部監査部署が各部門の業務プロセス
を監視する。

（4） 以上の体制を確立するための規程を、取締役会が定める。

5.	当グループ管理体制の整備について
（1） 当社は銀行持株会社として、当グループ全体の法令等遵守体制及

びリスク管理体制の整備に努める。
（2） 当グループにおける重要度の高いグループ内取引等は、当社がリ

スク管理面、法務面での検証を行う。
（3） 当グループで発生・取得した適時開示対象情報は、当社が一元管

理し適時適切に開示する。
（4） 当グループの全役職員を対象とする法令違反行為の社外報告窓口

を設置し、万一、グループ会社における法令違反行為を確認した
場合には適切な対応を指示する。

6.	情報の保存・管理体制の整備について
（1） 株主総会、取締役会及び経営会議について、議事の経過及び要

領等を記録する議事録を作成し、関連資料とともに保存する。
（2） 情報管理に関する組織体制や重要度に応じた管理区分など、情報

の保存及び管理に関する基本的事項を、取締役会が定める。

7.	監査役監査に関する体制の整備について
（1）監査役の職務を補助するため監査役室を設置し、監査役の求めに

応じて、使用人を配置する。監査役室の使用人は取締役の指揮命
令に服さないものとし、その人事異動および懲戒処分等にあたっ
ては監査役の意見を尊重する。

（2） 監査役は、取締役会、経営会議のほか、監査役が必要と認める
会議に出席することができる。役職員は、監査役から業務執行に
関する事項の報告を求められた場合には速やかに報告を行う等、
監査活動に誠実に協力する。

（3） 法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事
実、内部監査実施状況及び法令違反行為報告制度による重要な
法令違反行為の報告等について、速やかに監査役へ報告する体制
を整備する。

（4） 監査役は、必要があると認めるときは、内部監査部門による追加
監査の実施その他必要な措置を求めることができるものとする。

（5） 以上の体制を確立するための規程を、取締役会が定める。

以　上
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リスク管理体制・コンプライアンス（法令等遵守）体制

▶	リスク管理の基本方針
中央三井トラスト・グループは、グループ全体およびグループ

各社の経営の健全性や安定性の確保が企業価値の向上に重要で
あり、そのためのもっとも重要な機能のひとつがリスク管理であ
ることを認識して、リスク管理体制の整備に取り組んでいます。

リスク管理は、各業務や各取引固有のリスクに適切に対処して
リスクの顕在化を未然に防止するとともに、リスクが顕在化した
場合においても、その損失が一定の範囲内にとどまるようにコン
トロールしていくことを目的としています。

当グループでは、リスクを総合的に把握し、経営体力の範囲内
に制御するフレームワークとして統合リスク管理体制を構築する
と同時に、経営体力の根幹である自己資本についてその充実度を
リスクテイクの状況や業務戦略などに照らして評価し、管理して
いくフレームワークとして自己資本管理体制を構築し、それぞれ
の整備・高度化を推進しています。

▶	グループのリスク管理体制
当グループでは、グループ全体のリスク管理を統括することを

持株会社（中央三井トラスト・ホールディングス）のもっとも重要
な機能のひとつと位置づけています。持株会社は、グループにお
けるリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」として制定する
とともに、年度毎にグループのリスク管理に関する方針・計画を策
定することで、リスク管理体制の整備・高度化を図っています。

持株会社は、グループ全体のリスク管理の統括部署を設置し、
当グループのリスクの状況をモニタリングするとともに、銀行子
会社・運用子会社に対して適切なリスク管理体制の整備などにつ
いて監督・管理・指導を行っています。また、資本の効率的活用

などの観点から、当グループは資本配賦運営を導入しています
が、持株会社から資本配賦を受けた各業務部門は、その資本額
を遵守して業務運営を行うとともに、リスク管理の統括部署はそ
の遵守状況のモニタリングを行い、各業務部門のリスクが配賦さ
れた資本額を超過または超過する見込みとなった場合は持株会
社に対応を協議する運営としています。

内部監査については、持株会社においてグループ全体の内部監
査体制の整備方針を定め、持株会社各部に対する内部監査を実
施するとともに、銀行子会社、運用子会社の内部監査機能を統
括し、各子会社において実施した監査結果・改善状況などの報
告を受け、必要な指示を行う体制としています。

銀行子会社、運用子会社においては、持株会社が定めたリス
ク管理の方針を運営するため、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の体制を整備しています。

持株会社の取締役会は、銀行子会社、運用子会社から必要な
情報を入手し、当グループのリスクの状況のモニタリング・評価・
分析を行い、適切なリスク管理を行うことで経営の健全性確保に
努めています。

また、持株会社および銀行子会社、運用子会社の取締役はリ
スク管理が戦略目標の達成に重大な影響を与えることを十分に
認識しており、リスク管理部署の担当役員はリスクの所在、リス
クの種類・特性、およびリスク管理の手法・重要性を十分に理解
したうえでリスク管理の状況を的確に認識し、方針および具体的
な方策を検討するよう努めています。それらの取締役・リスク管
理部署担当役員の役割・責任については、持株会社および銀行
子会社、運用子会社がそれぞれ定める「リスク管理規程」におい
て明確にしています。

▶	リスク管理体制全般
銀行子会社・運用子会社においても、リスク管理全体の統括

および信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクの各リ
スクの管理を行う統括部署を設置しています。

リスク管理の統括部署は、持株会社が定めたリスク管理方針
に基づく適切なリスク管理体制を構築するため、取締役会で制定
した「リスク管理規程」において、管理すべきリスクの種類、リ
スク管理手法、管理組織・権限など、リスク管理の基本的なルー
ルを決定したうえで、リスクの種類毎にリスク管理の具体的内容
を個別の規程・規則などで定めています。

また、グループ方針を踏まえ毎年「内部管理計画」を策定し、
諸施策の推進を通じリスク管理の高度化に取り組んでいます。

このほか、子会社独自の取り組みとして、次のような対応をし

ています。中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行の銀行
子会社2社では、取締役会のもとに設置した「内部管理経営会議」

「業務運営経営会議」などにおいて各種経営課題に対しリスク管
理に十分配慮しつつ取り組んでいます。また、リスク管理の統括
部署以外にオペレーショナル・リスクの種類（事務・システム・法
務・人的・有形資産リスク）毎にも管理部署を設置しリスク管理
の徹底を図っています。

中央三井アセット信託銀行および運用子会社2社（中央三井ア
セットマネジメント、中央三井キャピタル）における業務の中心で
ある資産運用業務のリスク管理に関しては、信用リスクや市場リ
スクを負担するのは基本的に受益者・出資者となりますが、受託
者・投資運用業者としての責任を果たす観点から適切なリスク管
理に努めています。

中央三井トラスト・グループのリスク管理体制

中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、中央三井アセットマネジメントおよび
中央三井キャピタルのリスク管理体制
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▶	コンプライアンスの基本方針
　中央三井トラスト・グループは、2つの銀行子会社および2つの
運用子会社を通じ、お客さまの多様なニーズに応えることで国民
経済の発展に寄与するという公共的使命と社会的責任を負ってい
ます。このように当グループは私企業としての存在と社会的責任、
公共的使命を高い次元で実現することが求められており、これを
全うするためには、お客さま、ひいては社会からの揺るぎない信頼
を受けることが前提となります。
　昨今、規制緩和が進み金融取引・サービスが多様化する中で、
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おり、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
アンスを経営上の最重要課題のひとつと位置づけています。
　コンプライアンスとは、法令などを厳格に遵守することはもち
ろん、広く社会規範を全う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、職員一人ひとりが日々の業務
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。
　また、お客さまから負託された信頼の重みを認識し、当グルー
プとのお取引において、お客さまが適切な判断を行うに足りる情
報を提供するとともに、不当な不利益を被ることのないように、
お客さまへの万全なサポート体制整備への取り組みを強化してい
きます。

▶	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
ることを持株会社（中央三井トラスト・ホールディングス）のもっと
も重要な機能のひとつと位置づけており、グループ全体のコンプ
ライアンスの統括部署として「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。具体的には、持株会社は適切な業務運営体制を確
保するため、コンプライアンス面においては企業倫理としての基
本方針および行動指針としての遵守基準を定めた「法令等遵守規
程」「法令等遵守管理規則」ならびに具体的手引書である「コンプ
ライアンス・マニュアル」を制定するとともに、諸施策の具体的な
計画として「コンプライアンス・プログラム」を毎年策定しています。
　また、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
の基本方針などを定めた「顧客保護等に関する基本規程」を制定
するとともに、「顧客保護等推進プログラム」を毎年策定しています。
　内部監査については、持株会社の内部監査部においてグループ
全体の内部監査体制の整備方針を定め、持株会社各部に対する
内部監査を実施するとともに、銀行子会社・運用子会社の内部監
査機能を統括し、子会社において実施した監査結果・改善状況な
どの報告を受け、必要な指示を行う体制としています。
　銀行子会社・運用子会社においては、持株会社が定めたコンプ
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。

▶	コンプライアンス体制全般
　銀行子会社、運用子会社においても、コンプライアンスおよび
お客さまサポートに関する統括部署を設置しています。
　統括部署はグループ方針を踏まえたコンプライアンス体制を確
立するため、「法令等遵守規程」「コンプライアンス・マニュアル」
を制定し、研修・指導などを通じ役職員に周知徹底させるととも
に、その内容についても適宜見直しを行っています。
　またグループ方針を踏まえ、具体的な諸施策を定めた「コンプ
ライアンス・プログラム」を毎年策定し、諸施策の推進を通じコ
ンプライアンス体制の向上に取り組んでいます。
　お客さまサポートにおいてもグループ方針を踏まえ、お客さま
への適切な情報提供、利益相反の適切な管理、不公正取引の防
止および利便性の向上などを図るための諸施策を定めた「顧客保
護等推進プログラム」を毎年策定し、お客さまサポート体制の向
上に取り組んでいます。
　各部門・営業部店にはコンプライアンスの担当者として「内部

管理推進者」を配置し、営業の現場などにおける施策実施を着
実に行っています。さらに内部監査部門による内部監査を通じた
チェックによりコンプライアンスの徹底を図っています。
　このほか、子会社独自の取り組みとして、次のような対応を行
っています。中央三井信託銀行において、個人のお客さまを中心
とするリテール業務を行っていることを踏まえ、上記取り組みに
加え、お客さまサポートに関する実務所管部としてお客様サービ
ス部を設置し、店頭に「お客さまの声アンケート」はがきを備え
置くなどにより、お客さま満足度の向上に取り組んでいます。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、「お客さ
まの声」（ご意見・ご要望）を踏まえ、商品・サービスの改善など
を行い、その結果をホームページを通じて公表しています。また、
中央三井アセット信託銀行および中央三井信託銀行の子会社で
ある東京証券代行では、お客さまの情報管理体制の向上に努め、
プライバシーマークの認証を得ています。

中央三井トラスト・グループのコンプライアンス（法令等遵守）体制

中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、中央三井アセットマネジメントおよび
中央三井キャピタルのコンプライアンス体制
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個人情報保護方針

　中央三井トラスト・グループの各社では、業務における個人情報の取り扱いに関して「中央三井トラスト・グループの個人情報保

護宣言」を遵守し、個人情報の管理に十全の努力をしています。（なお、各社におけるお客さまなどに関する個人情報の取り扱いに

ついて、各社ホームページまたは店頭備置資料をご覧ください）

中央三井トラスト・グループの個人情報保護宣言

　わたくしたち、中央三井トラスト・グループは、お客様や株主様に関する個人情報の取扱いについて、その紛失・
漏洩・改竄等を防止し、保護を図る観点から下記の方針を定め、これを遵守することを宣言いたします。
　また、本方針にもとづき、個人情報保護のための諸規定を定め役職員等全員に周知徹底するなど、個人情報の
適切な管理に十全の努力をいたします。

1.　関係法令等の遵守
当グループ各社は、個人情報の取り扱いについて管理責任者を置き、個人情報保護に関する法律、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.　個人情報の適正な取得
当グループ各社は、適法かつ公正な手段を用いて個人情報を取得します。第三者から間接的に個人情報を取得
する場合、提供者が不正に入手した懸念がある個人情報は取得しません。

3.　機微情報の取得・利用・提供
当グループ各社は、法令上認められた場合や、業務上不可欠であり本人の同意を得た場合等を除いては、「機微

（センシティブ）情報＊」にあたる個人情報を取得・利用等いたしません。

4.　利用目的に沿った使用
当グループ各社は、個人情報を別に定める利用目的の範囲内でのみ使用いたします。

5.　内容の正確性・最新性の確保
当グループ各社は、保有する個人情報について、正確性を確保し最新の内容に更新するよう努めます。

6.　外部への提供
当グループ各社は、法令上認められた場合等を除き、原則として個人データを外部には提供しないものとし、
提供する際には、ご本人の同意を得るか、お申し出により速やかに停止する体制を整備します。

7.　業務委託・共同利用
当グループ各社は、業務委託にともない個人データを預託する場合や第三者との間で個人データを共同利用す
る場合には、相手先の個人情報保護体制を確認し、また契約上の手当てをする等、個人情報保護に配慮した
措置を講じます。

8.　お問い合わせへの対応
当グループ各社は別に定める窓口を通じて、個人情報の取り扱いについてのご質問・ご意見や内容照会・訂正
等のお申し出をお受けし、真摯に対応いたします。

9.　個人情報の安全管理
当グループ各社は、個人情報の取り扱いにあたっては、組織面、人事面、システム面でそれぞれ適切な安全管
理上の措置を講じ、個人情報保護に必要な安全管理体制を整備いたします。

10.　個人情報保護体制の継続的改善
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・プログラムおよび個人情報に関する社内規定を
制定するとともに、これらを継続的に見直し、改善に向けての努力を行います。

平成19年10月1日実施 中央三井トラスト・グループ

＊  政治的見解、信教、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、 
並びに犯罪歴に関する公表されていない情報
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　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の一つに掲げ、CSR活動に取り組

んでおり、ステークホルダー（利害関係者）との対話を尊重し、着実な対応を継続していくことが重要であると考えています。

　そのために、企業の活動主体となる従業員一人ひとりの意識の向上を図り、社会からの要請およびお客さまや従業員からの声を

活かした取り組みを推進しています。

　CSRは、当グループが社会の一員として存在し、社会とともに発展していくためには切り離せないものであり、今後も金融グ

ループとしての公共的使命を十分に認識してCSRを推進していきます。

　当グループは、グループ全体で統一的な方向

性をもってCSRを推進していくための横断的

な統括組織として、中央三井トラスト・ホー

ルディングス社長を委員長とする「グルー

プCSR審議会」を設置しています。

CSR推進体制

CSR（企業の社会的責任）

CSRへの基本的な考え方

CSR推進ネットワーク
　CSR推進ネットワークは、当グループ内各社を横断し
てCSRにかかる情報・意識を共有し、具体策の検討およ
び意見交換などを行うために設置された組織です。関係
各部次課長で構成されています。

従業員のCSR意識向上のための取り組み
　当グループでは、社内報やイ
ントラネットを活用し、CSRに
関する情報の共有化を進めると
ともに、年1回、CSRレポートの
発行に併せたアンケート調査を
行 い、従 業 員の声 を 活 かした
CSR活動を推進しています。
　このほかにも、従業員の家族を対象とし
た「こども参観日」を開催し、「社会で働く」
ということについて、家族で考える機会を
提供するなど、従業員のCSR意識向上の
ための取り組みを実施しています。

グループCSR審議会

CSR推進主体

グループCSR推進事務局CSR推進ネットワーク
中央三井トラスト・ホールディングス

業務部CSR室
グループ関係各部次課長による

CSR推進ワーキング

CSR推進

ステークホルダーとの対話 ステークホルダーとの対話

CSR推進

委員長：中央三井トラスト・ホールディングス社長

中央三井トラスト・ホールディングス
中央三井信託銀行
中央三井アセット信託銀行

中央三井アセットマネジメント
中央三井キャピタル
当グループに属するその他の企業
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▶ 企業のCSR活動促進への取り組み
　当グループは、投資というお金の流れを通じて、企業の社会的責任を促しています。

　当グループでは、従来より個人や機関投資家のお客さまにSRI＊ファンドを提供しており、平成22年1月には、新たに中央三井ア

セットマネジメントがエコファンド（P46ご参照）を設定しました。また、当ファンドを販売する中央三井信託銀行では、株式会社

ジェーシービーが環境省の支援のもと運営する「エコ・アクション・ポイント」＊事業に参加し、当ファンドを購入されたお客さまに

「エコ・アクション・ポイント」を進呈しています。

　このほか、国内最大級の資産運用機関である中央三井アセット信託銀行では、

国連の提唱する「責任投資原則」に署名し、資産運用機関として、ESG（環境・社

会・企業統治）に配慮した投資活動を行う姿勢を表明しています。

▶ 地球温暖化防止への取り組み
　地球温暖化問題への関心が高まるなか、自主的に温室効果ガス排出量削減目標を設定するなど積極

的に環境保護対策を実施する企業が増えています。

　平成21年10月、中央三井信託銀行は、企業から需要の高い「アルゼンチン風力プロジェクト」に由来

した排出権信託受益権を販売し、お取引先より大きな反響を得ました。この排出権信託受益権は、カー

ボンオフセット付き商品やサービスなどに形を変えて、温室効果ガス削減に貢献しています。

　このほか、中央三井信託銀行では、「オール電化」や「ガス省エネ住宅」購入者に対する住宅ローン金

利引き下げを実施しており、省エネ住宅取得のサポートを行っています。

▶ 公益信託の受託者としての社会貢献
　公益信託とは、個人の方が公益活動のために財産を提供する場合や、法人が利益の一部を社会に還元する場合などに、信託銀

行に財産を信託し、信託銀行があらかじめ定められた公益目的にしたがってその財産を管理・運用し、公益活動を行う制度です。

　公益信託は、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への助成、社会福祉、動物の保護、都市環境整備・自然環境保護活動

への助成、さらには国際協力・国際交流促進など、幅広い分野で活用されています。

　中央三井信託銀行の公益信託受託件数、受託信託財産残高は業界トップクラスにあり、これからも、公益信託の目的達成に努

力していきます。

CSR活動ハイライト
■ 本業を通じた取り組み　～持続可能な社会の実現に向けて、金融・信託機能を活かした取り組みを進めています。～

＊ SRI

SRIとは、Socially Responsible Investmentの頭文字
をとったもので、「社会的責任投資」を意味します。社会的
責任投資とは、環境・倫理・地域といった企業の社会的評
価を考慮して行う投資手法です。

＊ エコ・アクション・ポイント

エコ・アクション・ポイントとは、消費者が、温室効果ガス
の削減に効果のある商品やサービス（省エネ型製品、リユー
ス商品など）を購入した際に付与され、貯まったポイントで、
さまざまな商品・サービス、そのほかのポイントや電子マ
ネーとの交換、環境事業への寄付などができるものです。

＊ カーボンオフセット

カーボンオフセットとは、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。

■中央三井信託銀行における公益信託

受託件数（平成22年3月末現在） 140件
信託財産残高（平成22年3月末現在） 139億円

助成額（平成21年度） 2,305の個人・法人に対し、
総額7億5,975万円を助成。
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▶ 国内外の大学への支援
　当グループは、金融機関としての社会貢献の観点から、国内外の大学への寄付講座の設置
などを通じ、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。

▶ ＣＯ2排出量削減への取り組み
　中央三井信託銀行本店ビル、調布センターおよび目黒セン
ターでは、省エネ設備の導入や空調の適正温度管理などによ
り、平成14年度から平成21年度の8年間で、ＣＯ２排出量を
26.2％削減しました。

▶ 当グループの省資源活動
　当グループでは、省エネ対策を推進すると同時に省資源対
策も推進しています。例えば、中央三井信託銀行本店ビルに
おける機密書類の紙ゴミはミックスペーパーとして再利用する
ほか、OA紙類の紙ゴミはトイレットペーパーにリサイクルして
使用しています。結果、同ビルにおける紙ゴミの再利用率は
95.9％となっています。（平成21年度）

▶ 低公害車の導入
　中央三井信託銀行では、全営業部
店における営業車の８割以上に低公
害車を導入しており、都内営業部店に
おける営業車の低公害車比率は平成
１８年３月に９割を超え、それ以降も高水準を維持しています。

▶ 「経済教育ネットワーク」への協賛
　当グループは、平成１８年度より、小中学生に対する経済教育の向上を支援する団体「経済教育ネットワーク」（理事長：同志社
大学篠原総一教授）に協賛しています。

■ 金融・経済教育支援

■ 省エネ、省資源への取り組み

中国・清華大学におけるカンファレンス

■当グループが提供する寄付講座・研究プロジェクト
青山学院大学 中央三井信託銀行知財信託講座
大阪電気通信大学 資産承継論入門、不動産投資特論
中国・中国人民大学 中央三井トラスト・グループ経済学講座

中国・清華大学 中央三井信託銀行－清華大学
中国研究センター研究プロジェクト

東京都内営業部店における営業車の低公害車比率推移（％）

中央三井信託銀行本店ビル、調布センターおよび目黒センターのCO2排出量推移（t）

中央三井信託銀行本店ビルにおける紙ゴミの再利用率（％）
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東京都環境確保条例におけるC02削減目標値
　　第一計画期（平成22年度～平成26年度）の平均値で11,325ｔ
　　第二計画期（平成27年度～平成31年度）の平均値で10,217ｔ
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▶ 地球温暖化防止啓発イベント「太陽と遊ぼう！」の開催
　中央三井トラスト・ホールディングスは、東京都港区に立地する企業などの社会貢献
担当者のネットワーク「みなとネット」の一員として、平成21年7月に地球温暖化防止
啓発イベント「太陽と遊ぼう！」を開催しました（開催場所：東京都港区立東町小学校）。
　同イベントは小学生を対象に、46年ぶりの皆既日食を観察しながら、環境を楽しく
学ぶプログラムを企画したものであり、キャンドル作りやカードゲームを交えながら、
地元の小学生に環境のことを考えるきっかけを提供する機会となりました。

▶ 振り込め詐欺の未然防止に向けた活動
　中央三井信託銀行の各営業部店では、振り込め詐欺の未然防止に向けて、街頭
キャンペーン、セミナー、ATMコーナーの警戒強化といったさまざまな活動に取り
組んでいます。窓口においては、振り込め詐欺が疑われるような場合に、お客さま
に直接注意を呼びかけるなどの活動を行っています。
　これらの活動によって、実際に振り込め詐欺を未然防止した案件のうち数件は、
警察から感謝状を授与されました。

▶ 中学生による「職業体験学習」の実施
　中央三井信託銀行たまプラーザ支店では、地元の横浜市立山内中学校からのご
要望を受け、平成22年2月に地元中学生による「職業体験学習」を実施しました。
　当日参加した生徒の皆さんには、接客やお札の数え方、モデルケースを使った住
宅ローンの審査など信託銀行のさまざまな業務を通じて社会の一員としての意識を高
めていただく機会を提供しました。

▶ ひな人形展の開催
　中央三井信託銀行上野支店では、平成22年2月から3月にかけて、古くからの地
元産業である「人形の製造販売」を紹介するひな人形展を地元人形店のご協力に
より開催しました。
　ご来店のお客さまからは、「待ち時間を短く感じた。」、「ひな人形を見てこども時
代の気持ちが蘇り、懐かしかった。」など、さまざまな好評の声をいただき、地域
の皆さんとの交流を深めることができました。

▶ 車いす講習会の実施
　中央三井信託銀行豊橋支店では、「肢体不自由者ガイドヘルプ　渋茶倶
楽部」から講師をお招きし、平成22年3月に車いす講習会を実施しました。
　講習会では、車いす介助の留意点などを学ぶとともに、実際に従業員が
車いすを体験することにより、車いすを利用されている方の立場に立った
利便性を知ることができました。講習を受講した後は、一層ご利用いただ
きやすい店舗に向けて店内のレイアウトを変更しました。

■ 拠点における取り組み
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