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中央三井信託銀行
個人・法人のお客さま向けサービス

The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited

取締役社長　

奥 野  順

（平成22年3月末現在）

投資信託残高 1 兆1,097 億円
個人年金保険等残高 1 兆3,231 億円

不動産管理処分信託受託残高 5 兆578 億円
不動産関連収益 98 億円（平成21年度）

事業再編・再生関連ファイナンス残高 765 億円
不動産アセットファイナンス残高 6,890 億円

住宅ローン残高 3 兆3,312 億円

上場会社受託社数（当グループ）業界シェア 23.8%

投信・個人年金保険等関連業務

中央三井信託銀行の業務

個人のお客さま向けサービス

法人のお客さま向けサービス

不動産業務

貸出関連業務

個人ローン業務

証券代行業務

お客さまのニーズに沿った高品質な商品の拡充により、邦銀トップクラスの水準を維
持し、業界のメインプレーヤーとしての地位を築いています。

投資信託

個人年金保険等

預金・信託商品等

投信ラップ口座

個人ローン

不動産

遺言・相続

金融サービス
多様なファイナンス手法
アドバイザリー機能
業務提携
各種運用商品

不動産業務
不動産売買の仲介
不動産流動化
不動産鑑定評価
不動産有効活用（コンサルティング）

証券代行業務
株式事務
IPO（新規上場）コンサルティングサービス
株式実務リーガルサポートサービス
IT サポートサービス
IR 支援サービス

お客さまのニーズに合った企業財務ソリューションの提供とともに、不動産ファンド
ビジネスにおける高度な専門性に裏付けされた各種サービスを提供しています。

レバレッジローンなどの事業再編・再生関連ファイナンスや不動産アセットファイナン
スなど、企業の多彩な資金調達ニーズに積極的に対応しています。

お客さまのニーズに沿った商品の提供などにより、順調に残高を伸ばしています。

IPO（新規上場）コンサルティング、株式実務リーガルサポート、株主総会のIT化（電
子化）に対応するサポート、企業のIR（投資家向け広報）活動の支援など、経験と
規模を活かした多彩なサービスを提供しています。
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The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited

個人のお客さま向けサービス  中央三井信託銀行

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

多様化するニーズに応える商品・サービスのラインアップ

邦銀トップクラスの投資信託・
個人年金保険等販売実績

　投資信託・個人年金保険等の販売においては、お客さまの
幅広いニーズにお応えする豊富な商品を取り揃え、質の高い
コンサルティングを展開しています。その結果、投資信託販
売残高、個人年金保険等販売残高ともに邦銀トップクラスの
水準となっています。

▶ 投資信託のラインアップを拡充
　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。当社では、市場のグローバル
化とともにより一層多様化するお客さまのニーズにお応えする
ため、投資信託の商品ラインアップ拡充に取り組んでいます。
　平成21年12月より、社債を中心とした日本の多種多様な
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「ニッセイ日本インカムオープン（愛称：Jボンド）」（設定・
運用：ニッセイアセットマネジメント株式会社）の取り扱いを
開始しました。
　また、平成22年2月には米国ハイ
イールド債券に投資し、為替ヘッジを
活用した3つの通貨コースを選べる

「PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨
選択型ファンド（円コース、ブラジル・
レアルコース、豪ドルコース）＜愛称：
ハイイールドプラス（円
コース、ブラジル・レ
ア ルコ ース、 豪ド ル
コース）＞」（設定・運
用：中央三井アセット
マネジメント 株 式 会
社）の取り扱いを開始
しました。
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▶ 投信ラップ口座
　当社では、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、組み入れファンドの選定、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「中央三井
のプライベート・ラップ」を取り扱っています。
　また、平成21年11月からは、契約財産を1億円以上とした

「中央三井のエグゼクティブ・ラップ」の取り扱いを開始し、
投資経験・知識が豊富にあり、よりリスク許容度が高いお客
さまの資産運用ニーズにもお応えしています。
　昨今、市場の変化要因が複雑化し、専門家の有する高度
かつ専門的な資産運用ノウハウに対する期待が高まるなか、
投信ラップ口座では、お客さまの運用ニーズやリスク許容度
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
ています。

▶  一時払終身保険ならびに定額個人年金保険のラインアッ
プを拡充

　当社では、平成21年9月に一時払終身保険「3増法師」（引
受保険会社：明治安田生命保険相互会社）の取り扱いを開
始しました。
　この商品は、ご契約時から10年間は毎年一定の割合で死
亡保険金が増加します。10年経過後でも死亡保険金が増加
し、市場金利の情勢によってはさらに死亡保険金の上乗せが
期待できます。一度増加した死亡保険金は、その後減ること
はありません。大切な財産を着実に「ふやして」「のこす」と
いうお客さまのニーズにお応えした商品となっています。
　また、平成22年3月には定額個人年金保険「エンジョイラ
イフ」（引受保険会社：マスミューチュアル生命保険株式会
社）の取り扱いを開始しました。
　この商品は「すぐに」「最初多めに」「ずっと」年金を受取る
ことができ、「これから、充実したセカンドライフをエンジョ
イしたい」というお客さまのニーズにお応えした商品となって
います。

ベストクオリティ

当社では、お取引残高1,000万円以上のお客さまなどにご入会いただける
会員制サービス「ベストクオリティ」をご用意しています。
金利や手数料の優遇のほかにもマネープランに関してはもちろんのこと、
劇場案内・チケット販売など、会員だけの情報や特典を提供しています

（サービス内容はお取引残高により異なります）。
また、年2回発行する会員向け情報誌では著名人へのインタビュー記事や、
健康・文化等の特集記事、マネー記事などを掲載し、会員のみなさまに喜
んでいただけるサービスを提供しています。
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The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited

●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、当社で取り
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さまに帰属します。

●投資信託のご購入から換金・償還までにお客さまにご負担いただく
費用には以下のものがあります。（平成22年6月1日現在、中央三井
信託銀行で取り扱う投資信託の場合）

【お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））

【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、お客さまの保有額に対し
最高年率2.1％（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、お客さまがご購入
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さま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
ついて取り扱いを行います。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。

●資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」および「中央三
井のエグゼクティブ・ラップ」（以下、総称して「投信ラップ口座」
といいます）は預金とは異なり元本の保証はありません。また、預
金保険制度ならびに投資者保護基金の支払対象ではありません。

●投信ラップ口座は、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（投資元本）に損失が生じる場
合があります。また、運用により生じた損益はすべてお客さまに帰
属します。

●投信ラップ口座に関してお客さまにご負担いただく費用には、以下
のものがあります（平成22年6月1日現在）。なお、お客さまにご負
担いただく下記費用の合計額については、組入れ投資信託および
運用期間等により異なりますので、あらかじめ表示することができ
ません。

【投資顧問報酬】
◇資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」の場合
　▪ 運用財産の時価評価額の平均残高に対して、最高年率1.47％

（税込）
◇資産運用口座「中央三井のエグゼクティブ・ラップ」の場合
　投資顧問報酬は「固定報酬」と「成功報酬」の合計となります。
　▪ 固定報酬：運用財産の時価評価額の平均残高に対して、最高年

率0.84％（税込）

　▪ 成功報酬：成功報酬計算基準日（毎年3月末日）における運用
財産の時価評価額が、成功報酬の計算基準額＊を上回った場合
に、その上回った額に対して、15.75％（税込）

　　＊  新規契約時の運用財産額が当初の基準額となります。基準額
は、運用財産の追加または一部払い出しがあった場合に、増
加または減少します。成功報酬が発生した場合には、運用財
産の時価評価額から固定報酬・成功報酬を控除した額が新た
な基準額となります。

【組入れ投資信託にかかる費用】
　▪ 信託報酬：投資信託の純資産総額のうち、お客さまの保有額

に対し最高年率1.974％（税込）。年率は組入れ投資信託によ
り異なります。

　▪ 信託財産留保額：投資信託換金時の基準価額に対して、最高
0.5%。割合は組入れ投資信託により異なります。

　▪ 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。組入れ投資信託により異なり、また運用期間等により変
動しますので、料率、上限額を示すことはできません。

●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。

◆投資信託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」「中央三井のエグゼクティブ・ラップ」に関するご留意事項
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●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22年6月1日現在取り扱いの商品の場合）
　・契約初期費用（一時払保険料に対し最高5％）
　・保険関係費用（積立金額に対し最高年率2.98％）
　・運用関係費用（各特別勘定の純資産総額に対し

最高年率0.2205％（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9％）（ 平成22年7月12日

より最高10％）
　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、お客さま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、お客さま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。

◆生命保険に関するご留意事項

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
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ライフスタイルに合わせた多彩な
ラインアップを誇る個人のお客さま向けローン

老後のゆとりある生活をサポートするための
住宅を担保とした高齢者向けローン

中央三井の住宅ローンは、マイホーム
の購入・新築・買い換え・借換えなどに
ご利用いただけるだけでなく、これらに
付随する諸費用も住宅ローンに含めた一
体での取り組みのほか、任意で「三大疾
病保障（トリプル入院保障付）」、あるい
は「ガン保障（入院保障付）」を付帯す
ることで将来の不測の事態にも備えら
れるなど、使い勝手の良さと安心感を兼
ね備えたローンとなっています。また、住宅ローン以外の分野に
おいても、将来のライフプランに応じて必要となるさまざまな資
金に対して幅広くご利用いただける「住宅担保型カードローン 

（α－style）」を取り揃えるなど、お客さまの多様化するライフ
スタイルとさまざまなニーズに対し、多彩な商品ラインアップで
お応えします。

▶		中央三井の女性専用住宅ローン	
「エグゼリーナ」
当社では、女性専用住宅ローン「エグ

ゼリーナ」を取り扱っています。
この商品は、繰上げ返済手数料無料、

出産時の金利優遇、返済支援特約付医
療保障保険による入院時のサポート（保
険料は当社負担）などの特典もある、
働く女性の方の使いやすさを考えたロー
ン商品です。

▶	住宅担保型カードローン（α－style）
当社では、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ご利
用いただける「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
ンのお借入れがあってもご利用いただ
けることに加え、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22年7
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、中央三井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、同住宅ローンの繰上げ返済手数料が無料
になる特典も加わった商品となっています。

当社では、金融業界の中でも他社に先駆けて、高齢者の方に
老後のゆとり資金を融資する「リバースモーゲージ」の取り扱い
を平成１7年3月より開始しています。また、高齢者の方にリフォー
ム資金を融資する「高齢者向けリフォームローン（元本一括返済
型）」の取り扱いを平成21年10月より開始しています。

▶		中央三井の	
リバースモーゲージ

当社では、高齢者の方に
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。

この商品は、ご自宅を担
保に融資金を受け取り、お亡くなりになった時などにご自宅の売
却代金などで融資金を一括返済していただくローンです。融資金
の受け取り方法は、年金のように毎年一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、資金使途は自由（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、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いただけます。

▶		中央三井の高齢者向け	
リフォームローン（元本一括返済型）

当社では、60才以上の高齢者の方に
ご利用いただける新商品として、「高齢
者向けリフォームローン（元本一括返済
型）」を開発し、平成21年10月より取り
扱いを開始しました。

この商品は、ご自宅のバリアフリー工
事や耐震改修工事などにおいて、ご自
宅を担保に融資金を受け取り、お利息のみ毎月お支払いいただ
き、元本はお亡くなりになった時などにご自宅を売却して一括返
済していただくローンです。
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高度なコンサルティングを通じた資産活用に関するノウハウの提供

▶ 不動産の活用
　マイホームの購入や住み替え、投資用・事業用不動産の購
入や売却、所有不動産の有効活用など、不動産をめぐっては
さまざまな種類のご相談・ニーズがあります。
　当社は、長年培った不動産ノウハウと幅広いサービスネッ
トワークをもつグループ会社の中央三井信不動産との連携に
より、お客さまの立場に立ってご要望にお応えします。同社
のホームページ上において多数の物件をご紹介するとともに、

同社とタイアップして個別相談会やセミナーを開催するなど、
幅広い情報力を活かして各種ご相談受け付けメニューを充実
させています。
　なお、当社の会員制サービスである「ベストクオリティ」
の特別会員ならびに会員のお客さまより不動産売買の仲介を
ご依頼いただいた場合には、ご成約時の不動産仲介手数料
を割引させていただく優遇制度もご用意しています。

▶ 遺言信託
　「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。
　法務・税務などのトータルな視点に立ち、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や遺言書の保
管、遺言の内容を確実に実現する遺言執行といった信託銀行
ならではのサービス「遺言信託」を提供しています。
　長年にわたり多くのお客さまのご支持をいただき、おかげ
さまで平成22年3月末にはお預かりしている遺言書の保管
件数（残高）が11,606件となりました。

▶ 遺産整理業務
　遺言が残されなかった場合の相続について、遺産の調査や
財産目録の作成、遺産分割協議の文書化とそれに基づく遺
産分割手続き（不動産の登記、預貯金・株式などの名義変更

や換金処分など）、相続税の納税代行など、ご相続人にとっ
て負担の多い相続手続きを、信託銀行が代行する「遺産整理
業務」もお引き受けしています。

▶ プルデンシャル生命保険との提携により、遺言関連サービスを拡充
　平成20年11月に、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
締結しています。保険会社による信託業務の取り次ぎは生命
保険業界では初の試みであり、平成21年7月から10月にか

けては、同社との共催により、全国9会場で企業オーナーさ
ま向けの事業承継セミナーを開催するなど、着実にサービス
の幅を広げています。

0
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The Chuo Mitsui Trust and Banking Company, Limited

特色ある店舗展開などの多彩なネットワーク

▶ オーダーメイドの信託
　最近の高齢化・核家族化の進展、成年後見制度創設等に
伴う「財産の管理・保全」に対する社会的関心の高まりに対
応するため、オーダーメイド型の信託商品（商品名：中央三
井の「安心サポート信託」）による財産管理サービスをご提供
しています。また、成年後見制度について相談したいという
お客さまのご要望にも対応するため、（社）成年後見セン
ター・リーガルサポートと成年後見制度の相談・利用に関す
る協定を締結しています。
中央三井の「安心サポート信託」は、お客さまの大切な財産
を、お客さまの個別の目的に沿って管理・保全・交付して行
くことにより、「安心」を提供していく、信託銀行ならではの
機能を活かした商品です。信託の受益者はご本人とすること
も、またはご本人以外（個人・法人）とすることもでき、信
託の器を通じてご本人やご家族、寄付先などに対して、お客

▶ コンサルプラザ開設
　当社では、平成21年9月に「コンサルプラザふじみ野」（埼
玉県富士見市）を、平成22年4月に「コンサルプラザ戸塚」

（神奈川県横浜市）をそれぞれ新規開設、また、平成22年6
月に「コンサルプラザ西神中央」（兵庫県神戸市）をリニュー
アルオープンし、連日たくさんのお客さまにご利用いただい
ています。
　「コンサルプラザ戸塚」および「コンサルプラザ西神中央」
は、お客さまがゆっくりとおくつろぎいただきながらご利用･
ご相談いただけるよう、これまでのコンサルプラザよりス
ペースを広く設けた新しいタイプのコンサルプラザです。
　なお、コンサルプラザは、今回の2店舗開設で合計29ヵ
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22年6月末日現在）

「コンサルプラザ」
　百貨店などの商業施設や駅構内など、お客さまの生活
に密着した場所に設置するコンサルティング特化型の拠
点。「土日もあいてる生活設計の相談室」をキャッチフレー
ズに、原則として年中無休で夜間も営業を行っており、
預金や投資信託、個人年金保険のお取引、住宅ローン、
遺言･相続、不動産等の相談を無料でお受けしています。

さまのご意向を反映させた形で信託財産を交付していきま
す。また、「遺言信託」と組み合わせれば、相続開始後に財
産の管理・保全・交付が始まるように設定することもできる
など、お客さまの多様なニーズにお応えすることができます。

お客さま
（委託者）

中央三井信託銀行
（受託者）

指図権者
（信託関係人）

ご本人・ご家族・寄付先など
（受益者）

①信託の設定
（特約付）
（契約または遺言）

②金銭の信託
③生活費や教育資金
などのお支払い

受益者への財産の交付に
関する同意・指図など

コンサルプラザ戸塚

▶ 「遺贈による寄付制度」の提携
　「遺贈による寄付を通じて社会・公益のために貢献したい」
というご希望に応えるため、当社では大学や公益団体と「遺
贈による寄付制度」の提携を進め、遺産寄付の支援サービ
スを行っています。母校や人道支援・自然保護などの活動を

行う団体に遺産の寄付をお考えのお客さまに、遺言書作成
のお手伝いや遺言書に基づいた寄付手続き、ならびに相続さ
れる方への遺産配分を執行させていただきます。現在、99
の法人等と提携しています。（平成22年3月末現在）
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▶ 新営業店端末システムの導入
　当社では、窓口でのお客さまの手続きなどに使用する「新
営業店端末システム（愛称：Palette）」を平成22年5月から
順次導入しています。（通常店舗への導入完了は平成22年
12月を予定）
　この新営業店端末システムは、「お客さまの声アンケート」
はがきなどでお寄せいただいたご意見・ご要望をもとに開発
した新たな機能を備えています。
　新たな機能の一つが、投資信託関連の手続機能です。この
機能では、投資信託の手続きに使用する帳票を印字し、お
客さまにご記入いただく項目を大幅に削減します。さらに、
受付時の確認事項をシステム化することで、手続処理時間を
短縮します。
　また、資産運用のご相談窓口には、インターネットに接続
した、お客さまに窓口の担当者と一緒にご覧いただけるディ
スプレイを設置し、マーケット関連情報などこれまで以上に
詳細でタイムリーな情報を提供していきます。
　システムの愛称「Palette」は、「『お客さまと一緒に将来
を描いていく端末』として育てていきたい」という願いが込
められています。今後はこのシステムを活用し、手続時間の
短縮に努めていくとともに、これまで培ってきた信託銀行と
してのノウハウに情報提供力をプラスし、お客さまの資産運
用を、さらに強力にサポートしていきます。

▶ テレビコマーシャルの実施
　平成20年4月から、当社キャラクターの役所広司さんが
出演するテレビコマーシャル（CM）を放送しています。
　平成21年4月～5月には、映画館でスクリーンに映し出さ
れるサラリーマンの退職シーンを役所さんが見つめ、ご退職
された方向けの「特別金利定期預金」を紹介するCMを、放
送しました。
　また、平成21年6月以降は新たに2種類のイメージCM 

（「資産運用編」と「遺言・相続編」）を放送しています。「資
産運用編」は、役所さんが鉢植の花を庭に植え替え、花が
庭いっぱいに咲き誇るシーンを映し出すことで花に見立てた
資産が大きく育った様子を、また「遺言・相続編」は、役所
さんが亡き父の残したレコードを聴きつつ昔の思い出に浸る
シーンを映し出すことで、資産を残すことは思いを残すこと
であることをイメージさせるものになっています。
　今後もさまざまな広告媒体を通じて当社の企業イメージの
向上や取り扱い商品のPRを行っていく予定です。

新営業店端末システム（愛称：Palette）

積極的な広告展開
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お客さまにご満足いただくための取り組み

営業部店では、「中央三井信託銀行の約束。」というCS向上への取り組みを宣言し
たポスターを掲示し、「お客さま本位の意識」の徹底を図るとともに、CS向上委員
会を設置し、各店舗の特性に応じたさまざまなCS向上活動を積極的に展開しています。

また、従業員一人ひとりが日頃からお客さま本位のサービスを実践することができ
るよう、従業員向けの教育・研修を充実させています。

営業部店における店頭サービスの品質水準については、第三者機関によるモニタリ
ングなどにより、お客さまの目線から検証を行い、その結果をもとにレベルアップに
努めています。

当社は、「真にお客さまに信頼される銀行」を目指して、お客さまにご満足いただくための取り組みを強化しています。

■ 全営業部店におけるCS（お客さま満足）向上活動の展開

当社は、全国の営業部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、各店舗に備え置いている「お客さまの声アンケート」
はがきや郵送によるアンケート調査により、多くのお客さまのご意見・ご要
望を頂戴しています。

平成21年度は、約61,000件の「お客さまの声アンケート」はがきを頂戴
したほか、郵送式アンケートについても約8,000件の回答をいただくなど、
数多くの貴重なご意見を頂戴しました。

お客さまからいただいたご意見・ご要望は、お客様サービス室にすべて
集約し、原因の調査・分析と問題点の把握を行います。

経営層と業務所管部では、その結果をもとに改善策を検討し、より良い
商品・サービスの提供へとつなげています。

このようにいただいたご意見・ご要望をもとに、商品・サービスの改善を
検討・実施するなど、より良いサービスの提供を目指しています。

なお、これらの取り組みの一環として、平成22年4月1日付で、苦情対応
マネジメントシステム「ISO10002」への適合宣言を行いました。

■ お客さまの声を反映する取り組み

お客さまの満足度向上

お客様サービス室
原因の調査・分析と問題点の把握

営業部店・テレホンセンター等
より良い商品・サービスの提供

お客さま

営業部店窓口

「お客さまの声アンケート」はがき

テレホンセンター

郵送式アンケート

お客さまの声

経営層

業務所管部

経営によるレビュー

改善策の検討・立案・実施

報告指示

ISO10002とは、国際標準化機構（ISO:International 
Organization for Standardization）により定め
られた苦情対応に関する国際規格であり、苦情対応
のプロセスや、そのプロセスを適切に運用していくた
めのガイドラインを定めたものです。
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中国瀋陽市等との経済交流に関する協力協定書締結について
当社は、平成２２年６月に中華人民共和国瀋陽市人民政府および瀋陽金融商貿

開発区管理委員会とそれぞれ、経済交流に関する協力協定を、国内の信託銀行で
初めて締結しました。

当社は同市および同区に対し投資の意向のある日系企業の紹介他外資誘致への
協力を行い、同市および同区は当社への同市および同区の投資環境等の情報提
供、日本に投資意向のある中国系企業の当社への紹介を行う内容となっています。

当グループでは、資本市場の改革・発展がめざましい中国において、日本で培っ
た経験・ノウハウを活かした事業展開に取り組んでいます。当社では、本協定の趣
旨を踏まえ、瀋陽市人民政府および瀋陽金融商貿開発区管理委員会の協力のもと
中国に進出意向のある日系企業の誘致､ 進出支援を行っていきます。

金融サービス  中央三井信託銀行

法人のお客さま向けサービス

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

多様なファイナンス手法を通じた幅広い資金供給

当社では、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
不動産の証券化および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＊／LBO＊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、レバレッジドフ
ァイナンス＊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＊などの資金提供を行っています。

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

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。

＊ MBO

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。

＊ LBO

レバレッジド・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。

＊ レバレッジドファイナンス

買収者が自身の信用力に依存せずに、買
収対象企業が将来生み出すキャッシュ・
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。

＊ DIPファイナンス

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。
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不動産業務  中央三井信託銀行

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

不動産業務の概要

専門スタッフによる総合的な不動産コンサルティングの強化

当社には、不動産鑑定士をはじめとする不動産分野のスペシャ
リストが多数在籍しており、長年にわたり培ってきた経験とノウ
ハウを活かし、企業の財務ソリューションニーズに的確にお応え

するため、不動産の仲介・流動化をはじめ、土地有効活用の提
案や不動産鑑定評価など、さまざまな切り口から不動産関連ビジ
ネスに積極的に取り組んでいます。

お客さまの業務用不動産の売却・購入については、税務・法律
などに関する専門知識と豊富な業務経験を備えた専門スタッフ
が、物件調査から引き渡しまでの諸手続きにきめ細かく対応しま
す。また、バランスシートの改善や資金調達に関しても、不動産
流動化などの手法を用いた財務戦略のソリューションメニューを
提案します。

建物の老朽化や土地の遊休化に伴う不動産の利用価値向上
ニーズに対しては、当社の有する不動産開発・管理のノウハウ
をフルに活用して、最適なプランをアドバイスします。また、
国際的な会計基準の流れを背景に必要性が高まっている不動産
鑑定評価については、経験豊富な不動産鑑定士が対応します。

不動産の仲介・流動化 不動産の有効活用・鑑定評価

CRE（Corporate Real Estate（企業不動産））戦略への取り組み
企業の経営戦略における不動産の重要性は高まってきてい

るなか、中央三井信託銀行では、長年培ってきたファイナン
ス・不動産両面におけるノウハウを活かし、お取引先ごとの不

動産保有に対する意識やニーズの変化をとらえ、不動産の保有･
活用戦略の見直しや不動産売買、不動産流動化などの提案活
動を積極的に推進しています。
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不動産ファンド関連ビジネスの積極展開

不動産流動化を通じた企業の資産圧縮・組み替え、J-REIT（日
本版不動産投資信託）＊市場の充実化やさまざまな投資ニーズに

基づく各種プライベートファンドの組成の機会などをとらえ、不動
産ファンドにかかわるビジネスを積極的に展開しています。

＊ J-REIT（日本版不動産投資信託）

多数の投資家から資金を集め、税制上の優遇措置を受けられる投資法人の設立または信
託の設定を行い、これらの器を通じて収益不動産への分散投資を実施し、運用利益を投
資家に分配する仕組みです。また、投資法人の発行する投資口や信託受益権証券は、証
券取引所への上場制度によって株式と同様に市場での取引が可能であり、平成22年3月末
現在で38の投資法人が上場しています。

＊ 総合不動産投資顧問業者

不動産投資顧問業の健全な育成を目的として、国土交通省が平成12年９月に創設した不動
産投資顧問業登録制度に基づくものです。不動産投資顧問業者の業務には、①不動産投
資に関する助言業務と、②投資判断・取引代理を行う一任業務があり、①のみを取り扱う
のが「一般不動産投資顧問業者」、①と②の両業務を取り扱うのが「総合不動産投資顧問
業者」です。

不動産流動化や不動産ファンド組成にあたっては、多くのケー
スで物件管理などを目的として信託が利用されています。不動産
流動化の基本的枠組みの一つである不動産管理処分信託受託業
務については、お客さまごとに最適な流動化スキームの提案を行
うとともに、高品質の受託関連サービスを展開し、受託残高は5
兆円に達しています。（平成22年3月末現在）

J-REITの投資法人は、投資主名簿管理業務のほか、金銭・有
価証券・不動産権利証などの保管ならびにこれらに係る帳簿作成
事務などの資産保管業務や、機関運営事務などの一般事務につ
いて、信託銀行などに委託することが必要です。当社は、複数の
上場投資法人の設立に参画するとともに、上場38投資法人のう
ち10法人から資産保管業務などを受託しており（平成22年３月
末現在）、質の高いサービスで評価いただいています。

不動産流動化の受託 J-REITに係る資産保管業務・
一般事務の受託

投資ニーズに対応した不動産投資コンサルティングの提供

不動産市況の本格的な回復には今しばらく時間を要する見込み
ですが、企業においては経営・財務戦略を背景とした不動産の取
引、投資家においては期待するキャッシュ・フローを安定的に生
み出す収益不動産の取得・運用に対して依然として高い関心を示
しています。当社では不動産投資に関する専門セクションとして

不動産投資顧問部・不動産投資営業部・不動産投資開発部を配
置し、お客さまのあらゆる不動産投資ニーズにお応えできる体制
を整え（総合不動産投資顧問業者＊として登録済み）、充実したコ
ンサルティングサービスを提供しています。

国内外の機関投資家に対する資産運用サービスの一層の拡充
を図るため、不動産を原資産とする信託受益権などの有価証券
を投資対象とした投資運用業などを行う中央三井トラスト・リア
ルティ株式会社を平成21年11月に設立し、平成22年３月より業

務を開始しました。中央三井トラスト・グループの資産運用業務
や不動産関連業務における人材ならびに各種ノウハウを結集し、
不動産信託受益権などへの投資にかかる投資運用・助言業務な
どを行っていきます。

投資運用業等を行う子会社の設立
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証券代行業務  中央三井信託銀行

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

証券代行業務とは

高度なバックオフィス業務

　株主名簿の管理、株主総会の招集・決議の通知の発送、配当
金の計算・支払いといった年間の通例事務に加え、増資、株式分
割や株式移転など多岐にわたるコーポレートアクションに関する
株式事務を発行会社から引き受け、法律や税制に則って正確かつ

スピーディーに遂行する業務が証券代行業務です。
　また、株券電子化制度において、証券会社に口座を開設され
ていない株主さまの権利を保全する目的で開設された特別口座
の管理業務も行っています。

　平成21年1月の株券電子化制度の施行にあわせて新システム
が稼動しており、株券電子化制度下における高度なバックオフィ
ス業務運営を進めています。
　バックオフィス業務は、平成20年4月にみずほ信託銀行株式会
社と両社各50％出資で共同設立した日本株主データサービスに
業務委託を行っています。日本株主データサービスに対しては当
社の100％子会社である東京証券代行も業務委託を行い、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、更なるIT・システムの高度化、事務水準の向上を追求して

います。発行会社の増資手段の一つであるライツ・イシュー（新
株予約権の無償割当て）の株券電子化制度下での業界初の事例
を事務面で支えるなど、高度な事務処理にも対応しています。
　また、東京証券代行では「プライバシーマーク（Pマーク）」＊の
使用許諾の認定を受け、日本株主データサービスも同使用許諾
の申請を行うなど、個人情報保護に力を入れています。

＊ 「プライバシーマーク」

「プライバシーマーク」は個人情報に関する日本工業規格（JISQ15001）に準拠して、個
人情報について適切な保護措置を講ずる体制が整備され、個人情報を適切に取り扱ってい
る事業者であることの証明となります。
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＊ IR（Investor Relations）・SR（Shareholder Relations）

IRとは、投資家（Investor）向け広報活動をさします。企業が株主や投資家に対し、投資
判断に必要な情報を適時、公平に、継続して提供する活動全般のことです。

また、「株主（Shareholder）」を対象とする活動という意味で、SRと称することもありま
す。

IR・SR＊サポートサービス

　株主名簿には現れない国内・海外の機関投資家を判明させる
実質株主判明調査サービスとして、当社が独自に開発した「国内
機関投資家実質株主データ作成サービス」「国内機関投資家株主
調査レポート」のほか、「外国人実質株主判明調査」「外国人実
質株主データ提供サービス」などを提供しています。そのほかに
も、「議決権行使結果分析レポート」から「招集通知閲覧サイト」、
個人向けIR・SR活動のターゲティングや効果測定に活用できる 

「個人株主分析レポート」など、企業のIR・SR活動をきめ細かく
サポートするメニューを幅広く取り揃えています。

株式実務リーガルサポートサービス

　実務経験豊かな専門スタッフによる、会社法や金融商品取引
法、買収防衛策、株主総会への対策に関する発行会社向け勉強
会を実施するとともに、株券電子化制度や株主提案への実務対
応など発行会社にとって関心のあるテーマの講演会を東京証券代
行と共同開催しています。
　また、平成22年3月に『平成22年版　株式実務　株主総会の
ポイント』を出版しました。最新の法制度に基づいた株主総会運
営についてモデル例などを踏まえて解説し、執筆陣の実務経験を
活かした内容となっています。
　さらに東京証券代行においても、平成21年5月に『株券電子化
対応　株式実務ガイダンス』を出版するなど、グループ全体で企
業の株式実務・株主総会の担当者をサポートする活動を行い、タ

『株券電子化対応 株式実務
ガイダンス』（中央経済社）
平成21年５月刊行

『平成22年版 株式実務
株主総会のポイント』（財経詳報社）
平成22年3月刊行

イムリーかつ実践的な情報が得られると、発行会社からも高い評
価をいただいています。

ITサポートサービス

当社では、証券代行システム「AXIS」、株主総会電子化システ
ム「M～O～U～S～E～」という2つのシステムで企業の決算・株
主総会事務をサポートしています。

証券代行システム「AXIS」では、株主名簿を正確に作成・管
理するだけでなく、株主一覧表、統計資料などの資料を作成後、
高いセキュリティ環境のもと、瞬時にインターネットで閲覧できる
サービスを提供しており、企業の決算事務サポートを行っていま
す。

また、株主総会電子化システム「M～O～U～S～E～」では、
議決権行使書の作成から、電子投票、書面投票の行使集計、さ
らに株主総会当日出席者の集計など、短期間に集中する集計事

務に的確に対応しています。
当社ではこのような決算・株主総会事務のITサポートサービス

により高い利便性を提供しています。
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当社では、中小企業のお客さまや住宅ローンをご利用のお客さまへの円滑な資金供給を最も重要な社会的使命の一つ

と位置付け、これまでもその実現に向けて取り組んでいます。「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時

措置に関する法律」の施行などを踏まえ、平成21年12月には、中小企業のお客さまや住宅ローンをご利用のお客さまか

らの各種ご相談やご返済条件の変更などのお申し込みに迅速かつ適切にお応えするなど、更なる円滑な金融仲介機能を

発揮していくため、「金融の円滑化に関する基本方針」を策定しました。

また、金融の円滑化を図るため営業部店におけるお客さまからのご返済条件の変更などに関するご相談やお申し込み

に適切に対応する体制、本部における営業部店の対応状況を適切に把握する体制を整備するとともに、金融円滑化に

関する苦情やご相談については、各営業部店のほか専用フリーダイヤルやホームページにて受け付けています。

さらに、中小企業のお客さまについて経営相談や経営指導、経営再建計画の策定支援など、お客さまの実情を踏まえ

た事業改善や再生に向けた支援などの取り組みを行っています。

当社では、今後とも中小企業のお客さまの事業活動の円滑な遂行と住宅ローンをご利用のお客さまの生活の安定に資

する適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めてまいります。

貸付条件の変更等の実施状況 （平成21年12月4日から平成22年3月末日までの累計）

【お客さまが中小企業者の場合】 （単位：件、百万円）

債権数 債権額

貸付条件の変更等のお申し込みを受けた
貸付債権の数および額 377 15,378

うち、実行に係る貸付債権の数および額 272 12,373

うち、謝絶に係る貸付債権の数および額 0 0

うち、審査中の貸付債権の数および額 101 2,925

うち、取下げに係る貸付債権の数および額 4 79

【お客さまが住宅資金借入者の場合】 （単位：件、百万円）

債権数 債権額

貸付条件の変更等のお申し込みを受けた
貸付債権の数および額 312 7,304

うち、実行に係る貸付債権の数および額 179 4,478

うち、謝絶に係る貸付債権の数および額 0 0

うち、審査中の貸付債権の数および額 119 2,608

うち、取下げに係る貸付債権の数および額 14 218

金融円滑化への取り組みについて
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