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三井住友トラスト・グループのお客さま本位の取り組み

●  三井住友トラスト・ホールディングス（以下、当社）は、当グループの業務全般にわ

たるフィデューシャリー・デューティーを実践・徹底していくために「三井住友ト

ラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」（以下、

取組方針）を策定・公表します。

●  三井住友トラスト・グループでは、信用と信託の担い手としての信頼を根本と

して、お客さまの安心と満足のために行動し、お客さまの真の利益に適う商

品・サービスを提供するにあたり、以下の通りグループの行動原則を定めると

ともに、グループの態勢を整備し、フィデューシャリー・デューティーを実践し

てまいります。

●  この取組方針に基づき、グループ各社が、更なる「お客さま本位」の商品・サー

ビスの提供に取り組み、その取組状況を定期的に公表してまいります。当社と

しても、各社の取組状況をモニタリングするとともに、取り組みの進捗状況な

どを踏まえ、取組方針を見直してまいります。

グループの基本方針（行動原則）

1 お客さま本位のコンサルティングの実践

2 わかりやすい情報提供

3 お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供

信託の力で、新たな価値を創造し、お客さまや社会の豊かな未来を花開かせる存在意義（パーパス）

三井住友トラスト・グループは、私どもの存在意義（パーパス）を共通の思いに据え、お客さま・社会とともに成長し続けることを目指します。その実現のため
に、「お客さま本位の徹底」をはじめとした行動規範（バリュー）を役員および社員が遵守し、フィデューシャリー・デューティーの実践に努めてまいります。

信義誠実 信義誠実
お客さま本位の徹底

奉仕開拓 奉仕開拓
社会への貢献

信頼創造
信頼創造

組織能力の発揮自助自律
自助自律
個の確立

4 お客さま本位の徹底と専門性の向上

5 信託銀行グループの多様な機能を生かした金融サービスの提供

6 お客さまの安心と満足、社会・経済へ貢献
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三井住友トラスト・グループのお客さま本位の取り組み

機能別方針は、グループの基本方針（行動原則）を踏まえて、その内容を機能別に具体化したものです。機能別方針に
記載がない事柄についても、基本方針や機能別方針の趣旨を踏まえ、事柄の性質に応じて、対応してまいります。

機能別方針

販売

1  お客さま本位のコンサルティングの実践......................................................................................................................... 7〜10
2  わかりやすい情報提供..................................................................................................................................................... 11〜13
3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発.......................................................................... 14〜25
4  多様な機能を生かした金融サービスの提供 .....................................................................................................................26
5  お客さまの声や評価のサービス等への反映.................................................................................................................... 27
6  お客さまの安心と満足、社会・経済への貢献.................................................................................................................. 28〜29

資産運用・
商品開発

1  資産運用の高度化............................................................................................................................................................ 31〜32
2  お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供..................................................................................... 33〜37
3  お客さま本位のコンサルティングの実践と情報提供 ..................................................................................................... 38
4  専門性の向上.................................................................................................................................................................... 39
5  ｢責任ある機関投資家」としてのスチュワードシップ活動の高度化................................................................................. 40〜41
6  独立性を確保したガバナンスの構築・強化...................................................................................................................... 42
7  グループ資産運用ビジネスモデルの更なる強化............................................................................................................... 42

資産管理
1  資産管理サービスの堅確性・迅速性の維持・向上.......................................................................................................... 44
2  お客さまのニーズへの対応、社会的インフラとしての事務・システム等の高度化.......................................................... 44
3  お客さまの投資活動やミドル・バック業務に資する情報提供・サービスの高度化........................................................ 45

その他
信託業務等

1  受託者責任の徹底 ........................................................................................................................................................... 47
2  お客さまの資産の保全など、安心、安全への取り組み................................................................................................... 47
3  不動産業務におけるお客さま本位の取り組み................................................................................................................ 47

※本資料は2021年度の「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」に基づいた取り組みの成果等についてまとめた資料となります。
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｢三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する
取組方針」に基づく取り組みを実践する国内会社

｢取組方針」に基づく取り組みを実践するグループ会社

グループの基本方針（行動原則）を遵守し、
業務内容に応じた取組方針（機能別方針）に基づく取り組みを実践

｢顧客本位の業務運営に関する原則」を採択

三井住友信託銀行 販  運  管  他

三井住友トラスト・アセットマネジメント 運

日興アセットマネジメント 運

三井住友トラスト・ライフパートナーズ 販

投信・保険ビジネス総合研究所 販

三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ 販

三井住友トラスト不動産 他  

三井住友トラスト不動産投資顧問 運

三井住友トラスト基礎研究所 運

三井住友トラスト・インベストメント 運

※.「取組方針」のうち、該当する項目についての取り組みを実施。

販 ：販売　 運 ：資産運用・商品開発　 管 ：資産管理　 他 ：その他信託業務等　
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販売
●..R&I顧客本位の投信販売会社評価
●..損害保険更改率
●..投資信託インベスターリターン比較
●..運用損益別お客さま比率（投資信託/ファンドラップ）
●..運用評価別お客さま比率（外貨建保険）
●..投資信託残高上位20銘柄リスク・リターン/コスト・リターン
●..外貨建保険銘柄別コスト・リターン
●..お客さまアンケート（CX指標）

資産運用・商品開発
●..投資信託残高上位ファンドのシャープレシオ
●..投資信託残高上位ファンドのインベスターリターン・
基準価額騰落率

●..投資信託残高上位ファンド平均保有期間
●..ファンドアワード受賞本数
●..PRIレーティング評価
●..コーポレートアクションのあった社数と
エンゲージメント社数に対する比率推移

販売

●..資格保有者数
●..投資教育セミナー等開催数・参加者数

（DCプラン・職域積立）

資産運用・商品開発

●...公募投資信託の繰上償還件数
●...「つみたてNISA」適格ファンド数
●..個人投資家向けセミナー・販売会社向け

勉強会開催回数
●..エンゲージメント対象企業数と実施回数

販売

●..投資信託・投資一任運用商品・保険残高の伸長
●..投資信託残高に対する契約増加額の割合
●..積立投資契約保有お客さま数
●..運用関連商品保有お客さま数
●..信託関連商品保有お客さま数
●..DC投資信託残高・DC加入者数
●..生命保険・損害保険の保有契約数

資産運用・商品開発

●..グループ資産運用残高

資産管理

●..グループ資産管理残高
●..JABIS®サービス受託会社数

目指す姿と定量指標（KPI）

●  フィデューシャリー・デューティーを実践し、お客さまの資産形成・資産管理のお手伝いを通じて、お客さまの安心と満足、社会・経済への貢
献に努めてまいります。

●  また、お客さまや社会からの評価向上を実現し、お客さまの｢ベストパートナー｣になることを通じて、当グループの持続的・安定的な成長を目
指します。

当グループの
持続的・安定的な成長

評価の表れお客さま・社会からの評価

お客さまの「ベストパートナー」を
目指すための「お客さま本位の取り組み」

自らの行動
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機能別方針

販売
｢取組方針」に基づく取り組みを実践するグループ会社

● 三井住友信託銀行
● 三井住友トラスト・ライフパートナーズ
● 投信・保険ビジネス総合研究所※

● 三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ※

※.「取組方針」のうち、該当する項目についての取り組みを実施
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1  お客さま本位のコンサルティングの実践

販売

●  お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供するために、コン
サルティングツールの積極的活用等による質の高いコンサルティ
ングを通じ、商品・サービスのご提案時およびお取引後において
も、ライフサイクルに応じ変化する資産・負債状況やそれに沿った
ニーズをそれぞれのお客さまと共有させていただくよう努めてま
いります。

●  ｢現役世代」、「退職世代」、「シニア世代」など、お客さまの世代やラ
イフイベントを踏まえたライフプラン・マネープランを含めたコン
サルティングをより充実させてまいります。

●  商品・サービスの提案にあたっては、コンサルティングの内容を踏ま
え、また、お客さまの知識、経験、財産の状況および投資目的に照ら
して、ニーズに適った選択肢を提示するよう努めてまいります。

機
能
別
方
針

取組状況

●..三井住友信託銀行では、お客さま本位のコンサルティングを実践するために「お客さまと『会う』」「お客さ

まを『知る』」「ゴール（目標）を明確化」「提案」「振り返り」の5つのプロセスでコンサルティングを捉え、各プ

ロセスごとにコンサルティング内容およびツールの充実に努めています。

●..人生100年のライフステージごとの典型的なお悩みを念頭に置きつつ、お客さまの課題・ニーズを世代別

に体系化した提案書「コンサルティングプラン」を活用し、お客さま本位のコンサルティングをご提供して

おります。お客さま一人一人のお考えや資産背景、ご家族構成を踏まえたコンサルティングをすることで、

多くのお客さまにご利用いただいています。

●..｢コンサルティングプラン」に、ご家族でご相談をいただくお客さま専用のプラン「家族の“想い”を資産にこ

めて」を追加し、世代を超えてご家族で抱える資産のお悩みに対するコンサルティングを充実させました。

●..お客さまの資産やご家族の構成等に合わせたシミュレーションができるツール「ライフサイクルナビ®」の

機能拡張や、お客さまの運用目的に応じて運用プランをご提示する「ポートフォリオナビ」を新たにリリー

スするなど、コンサルティングツールの充実を

図ることで、お客さまのニーズに適った選択

肢を提示しています。

お客さまと「会う」
営業店によるオンライン・
電話でのコンサルティング
もご提供しております。

お客さまを「知る」
「汎用提案書」・「マネーブ
ラン」を利用して、お客さ
まご自身のニーズを把握
し、ニーズに応じた商品・
サービスを確認します。

ゴール（目標）を明確化
シミュレーションツールを使用し
て資産状況、家族構成・資産計画
といったライフプランを可視化し
運用の目標を明確化します。

提案
取引明細、知識、希望する資
産構成を「ポートフォリオ
-Pro」等で確認し、具体的な
商品の提案を行います。

振り返り
「ポートフォリオ報告書」等
を使用して資産推移・資産
構成を定期的に、または市
場急変のタイミングで振
り返ります。

1 2
34

5

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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1  お客さま本位のコンサルティングの実践

販売

●  お客さまを起点とした活動やスキルアップなど、お客さまの真の利益に資するコンサルティングに重点を置いて業務推進を
評価する態勢を整備してまいります。

機能別方針

取組状況

●..三井住友信託銀行では、お客さまの課題・ニーズを世

代別に体系化した提案書「コンサルティングプラン」や、

「ポートフォリオ-Pro」等を活用し、お客さまの意向や

ニーズの変化を捉え、ライフプランに応じた最適な解決

方法が提供できているかを評価する運営としています。

●..投資信託の販売に関するお客さま本位の取り組みやそ

の成果について、客観的な評価による「見える化」として

「R&I顧客本位の投信販売会社評価」を取得しておりま

す。三井住友信託銀行は、グループ一体でのお客さま本

位の業務運営の推進、お客さまに最善の利益を提供する

ために必要となる高度な専門性やフィデューシャリー・

デューティーを企業文化として定着させるための多く

の施策、業績評価における販売・収益項目の除外などの

優れた動機付け等が評価され、.R&I評価で昨年度に続き

「S+」評価を取得しました。

R&I顧客本位の投信販売会社評価
（「R&I顧客本位の投信販売会社評価」に係る注意事項等については、52頁をご覧ください）

1
顧客本位の業務
運営に係る方針等
の策定・公表等

三井住友トラスト・ホールディングスの中核会社としてグループ一体で顧
客本位の業務運営（Fiduciary.Duty：FD）の推進に取り組んでいる。専
任部署や、外部有識者中心の委員会設置、顧客サービス品質に係るPDCA
（計画、実行、評価、改善）の実施など優れた推進体制を構築している。

2 顧客の最善の
利益の追求

顧客に最善の利益を提供するために必要な、高度な専門性や販売ノウハ
ウを従業員に習得させる各種研修及び各種資格取得の支援制度が充実し
ている。また、FD.を企業文化として定着させるために継続して多くの施策
が講じられている。

3 投信販売方針策定
及び販売、レビュー

ストックビジネス、ポートフォリオ提案を推進しており、販売方針は明確で、
実績も方針と一定程度合致している。本部から提供されるツール類や営業
サポートなどを通じ、提案力向上のための優れた取り組みも継続して実施
している。

4 取扱投信の選定・
モニタリング

新規取扱投信の選定・販売停止・モニタリングに関するプロセスや評価項
目、基準が定められており、商品ラインアップに対する考え方も明確であ
る。外部の評価情報も活用し、定性・定量両面から適切に評価している。

5
従業員に対する
適切な動機づけの
枠組み等

営業店、営業員とも業績評価では投信等に関する販売・収益項目を除外し、
残高重視の評価体系になっており、FD.実践を評価する項目も設定してい
る。FD・CS.の観点で営業員を表彰する制度を継続しており、営業員に適切
な投信販売を実践させるための施策に継続して十分に取り組んでいる。

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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取組状況

●..三井住友信託銀行では、お客さまから信頼され、安心してご相談いた

だけるよう、高い専門性をもつ人材の育成に取り組んでいます。特に、

「資産形成」「不動産売買」「相続・遺言・遺産整理等」の分野において

資格取得を支援・推進しています。

●..三井住友信託銀行の全店舗に「相続・遺言・遺産整理等」の社内専門家

である財務コンサルタント・トラストコンサルタントを配置しています。

●..三井住友信託銀行の個人事業では、ご高齢のお客さまへ適切なコンサ

ルティングを提供するため、「金融業務３級シニア対応銀行実務コース

（銀行ジェロントロジスト認定試験）」を事業の必須資格とし、取得推進

を強化しています。（2022年3月10日時点：3,980名合格（個人事業））

●..役員・社員がそれぞれの役割に応じて能力を伸長し、お客さまの中

長期的に安定した資産運用・資産管理に貢献できるよう、オンライ

ン研修や動画コンテンツの拡充を図りました。2021年度は、コミュニ

ケーション力向上を企図した研修等を新たに実施しました。

●..お客さまのリスク許容度に応じたポートフォリオ提案の実践に資する

能力伸長に向けて、店部別の研修を複数回実施しました。2022年度は

スキルを可視化し、習熟度ごとに研修機会を設定することで役員・社

員の更なる能力伸長に努めてまいります。

1  お客さま本位のコンサルティングの実践

販売

●  役職員の研修などを通じて、市場環境、商品・サービスに関する知識や専門能力の向上に努めてまいります。機能別方針

資産形成のお手伝い
（FP関連資格保有者数）

相続・遺言・遺産整理等のお手伝い
（財務コンサルタント・

トラストコンサルタント数） 

資産形成のお手伝い
(「証券アナリスト基礎講座」修了者数） 

不動産売買等のお手伝い
（「宅地建物取引士」合格者数） 

※..三井住友信託銀行のコース社員のうち、以下のいずれかの
資格を保有する社員数を示しています。FP技能士（1級、
2級）、CFP、AFP、金融渉外技能審査（1級、2級）

※..三井住友信託銀行のコース社員のうち、「証券アナリスト
基礎講座」修了者数を示しています。ファンドラップの販売
に必要な要件として、公益社団法人.日本証券アナリスト協
会が開講する「証券アナリスト基礎講座」の受講と修了試
験合格を義務付けています。

※..三井住友信託銀行のコース社員のうち、「宅地建物取引
士」資格試験合格者数を示しています。

2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

8,000

6,000

4,000

2,000

0

（人）

2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

6,000

4,000

2,000

0

（人）

2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

6,000

4,000

2,000

0

（人）

2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

300

200

100

0

（人）

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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1  お客さま本位のコンサルティングの実践

販売

●  平日夜間や休日営業、オンラインでのご相談などを通じて、幅広いお客さまへのご提案やコンサルティングの機会の拡大
に努めてまいります。

機能別方針

取組状況

●..三井住友信託銀行では、幅広いお客さまにコンサルティングの機会をご

提供できるよう、お仕事帰りやお買い物ついでの時間や休日における相

談窓口の拡大を進めた結果、若い世代のお客さまとのコンタクトが増え、

平日勤務のお客さまなどに有効にご活用いただいています。

●..お客さまのパソコン・タブレット・スマートフォンでZoom等をご使用いた

だき、担当者とお気軽にご相談いただける「オンライン相談」を全店舗

で実施しています。お客さまにご利用いただきやすいよう、ホームページ

にご利用方法動画を掲載のうえ、Webからのご予約も可能といたしまし

た。オンライン相談受付用端末も増設し、多くのお客さまにご利用いた

だけるよう取り組んでおり、オンライン相談のご利用件数は日々飛躍的

に伸びています。

●..オンラインにおいても質の高いコンサルティングのご提供を目指し、お客

さまそれぞれに合ったご提案が可能となるよう各種提案ツールを拡充し

ています。また、オンライン相談に関する研修や勉強会などを通じ、継続

的に社員教育を行っています。

●..また、「世代を超えてお客さまが集い・繋がる信託ならではのコンサル

ティング」をご提供する信託型次世代店舗を開設し、オンライン相談機能

により、遠方にお住まいのご家族等も一緒にご相談いただける機会を提

供するなど、お客さまの利便性向上に努めています。

以下リンク先の店舗では平日15時以降や休日も営業しております！

お仕事帰りや、お買い物のついでに、お気軽にお立ち寄りください。

平日夜間・休日営業店舗一覧

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

https://www.smtb.jp/personal/branch/holiday#anchor01


11

2  わかりやすい情報提供

販売

●  お客さまが、商品の特性を理解し他の金融商品との比較を含めた投資判断に役立つよう、商品やサービスの複雑さやご提
供する情報の重要性を踏まえ、商品・サービスの特性、リスク、手数料、想定するお客さまの属性等についてわかりやすく説
明を行い、お客さまのご理解に合わせた丁寧な対応に努めてまいります。

機能別方針

取組状況

●..三井住友信託銀行では、投資信託や生命保険など、複雑またはリスクの高

い商品の販売等を行う場合には、お客さまのご理解に合わせた丁寧な対応

に努め、商品ごとに作成する「重要情報シート（個別商品編）」等を活用し、

商品の目的、想定するお客さまの属性、パッケージ化の有無やリスク、運用

実績、費用、当社の利益とお客さまの利益が反する可能性等を示しながら、

同種の商品の内容と比較する等、わかりやすい情報提供を行っています。

●..｢重要情報シート（個別商品編）」は、金融庁、日本証券業協会から提示され

た雛型をベースに、当社が想定するお客さまの属性を追加記載し、ファンド

のリスクがよりわかりやすく伝わるように外部評価を記載しています。.

●..｢重要情報シート（個別商品編）」の導入に伴い、商品横断比較という顧

客本位の業務運営に関する原則の趣旨を踏まえ、適合性確認を行う際

に、金融商品を限定することなく複数の金融商品との比較説明をするた

めに、同シートを積極的に活用すること、また、個別商品説明時の類似

ファンドの説明において、それぞれのファンドを比較説明するために、同

シートを積極的に活用することを社内ルールにて定めました。

●..ファンドラップについても商品内容、リスク、運用実績、費用、利益相反の

可能性などを記載した「重要情報シート（個別商品編）」を新設しました。

また、ファンドラップの一部解約時の契約金額の考え方について、お客さ

まからのわかりにくいとの声を受け、「三井住友信託ファンドラップの一部

解約に関してご注意いただきたい事項」の資料を新設しました。

●..お客さまに一層のご理解を深めていただくために、それぞれの商品の「特

徴・元本保証・その他のリスク・費用等」を比較・説明した「資産運用・保

険商品をご検討のお客さまへのご案内」を「考えてみませんか？大切なご

資金を“守る”ためにできること」へ合本し、販売時やフォローアップ活動

時の説明資料の充実を図りました。

●..三井住友信託銀行では、ご負担いただく手数料等をお客さまに一層ご理

解いただくため、ご提供するサービス内容や当社が受領する手数料の基

本的な考え方、受付方法（対面とインターネットバンキング）による購入

時手数料の違いを説明する資料を作成し、説明の充実を図っています。

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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2  わかりやすい情報提供

販売

●  お客さまの投資判断に役立つよう、市場動向や保有商品の運用状況について定期的に情報を提供するほか、重要なマーケットイベン
トが発生した際などについては、市場動向、市場見通しについて適時適切に情報を提供するなど、お客さまとの信頼関係を確固たるも
のとし長期的な取引関係を構築するため丁寧なアフターフォローに努めてまいります。また、このような活動を業績評価に取り入れる
態勢を整備してまいります。

取組状況

●..お客さまのライフプランや将来の目標に向けて運用を開始したポートフォリ

オは、時間の経過とともに市場環境に応じて資産配分比率が変化します。三

井住友信託銀行では、その変化をご確認いただける資料として「ポートフォ

リオ報告書（旧称：目標サポート報告書）」を作成し、定期的なアフターフォ

ローを通じて、ライフプランやポートフォリオの点検、新たな運用のご提案等

を実践しています。

●..商品販売後も、お客さまの保有投資信託等の損益状況などを把握し、定期

的な情報提供や当社・投資信託委託会社が作成している各種報告書を定期

的にお送りしています。また、お客さまのライフプランやポートフォリオの変

化を定期的にご確認するとともに、急激な相場変動時には、タイムリーな情

報発信によるお客さまのフォローを実施しています。

●..投資信託・保険商品等を保有するお客さまへの定期的なフォローアップを

通じて、保有商品へのご理解に加え、ご意向の再確認を実施しております。ま

た、高齢のお客さまにおいては、ご本人だけでなく、ご家族を含めて接点を持

つことで、より一層の信頼関係を構築し、お客さまの抱える幅広いニーズへ

の対応と次世代につなげるきっかけづくりを進めています。

●..引き続き、お客さまに対するアフターフォロー活動の取組状況や定期的なご

連絡の徹底状況等を評価する態勢を整備してまいります。

機
能
別
方
針

お伺いしたお客さまの
ご意向や統計データ等
を用いて目標(ゴール)
を設定します。

目標(ゴール)
設定

ゆとりある老後を
過ごししたい

お持ちの資産の現状
から目標達成に必要な
課題を共有します。

保有資産内容
お伺い

○○銀行では・・・

課題解決に向け、 
お客さまひとりひとりに
あった運用プランを設計、

ご提案します。

運用プラン
ご提案
ご提案する

運用プランは・・・

定期的に運用報告、
課題の確認を行い、
目標(ゴール)の実現
まで寄り添います。

定期的な
診断

現在の運用状況は・・・

STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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2  わかりやすい情報提供

販売

取組状況

●..当グループの各社では、お客さまが主体的かつ合理的に金融商品を選択し資産形成のお役に立てるよう、ライフプランニングを含めた金融経済教育や知識向

上につながる活動に取り組んでいます。

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

三井住友
信託銀行

三井住友
トラスト・
アセット

マネジメント

日興アセット
マネジメント

【資産のミライ研究所】 
高校生家庭科における金融教育への取り組み
2022年の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられることから、成

人になる前に金融に関する知識や注意点を学ぶことを目的に課外授業の

ご依頼を受け、三井住友信託銀行の社員が高校に出向き、高校生に向けて

「高校生のいま知りたい！マネー入門」と題した授業を実施しました。同席

されていた先生方からは、「私たちの学生時代にも、このような授業があ

れば、投資に積極的になれたと思う」といった声も聞かれました。

三井住友トラスト・アセットマネジ

メントでは、資産運用や金融商品

に対する理解を深めていただくた

めにレポート、コラム等の情報を

配信しています。

日興アセットマネジメントでは、

投資啓発情報コンテンツに加え、

社内に設けたスタジオを活用した

タイムリーな動画コンテンツにも

注力しています。

｢三井住友トラスト・資産のミライ研究所」は、人生100年

時代に適応した資産形成や資産活用に関する調査・研究

を中立的な立場で発信することを目的として、2019年に三

井住友信託銀行内に設置した組織です。人生100年時代を

安心して明るく過ごすために、資産形成・資産活用に関す

る情報をホームページや書籍を通してお届けしています。

金融リテラシー特設サイト 生活スタイルから考えよう 経済や投資環境を知ろう 動画で解説！基本を学ぼう
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3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

●  お客さまの多様なニーズにお応えするため、お客さまのさまざまな
声や意見を踏まえて、幅広い資産運用会社や保険会社等との連携
や商品・サービスの共同開発などを通じ、お客さまのニーズに合致
した質の高い商品・サービスを、幅広く取り揃えてまいります。

●  ｢人生100年時代」の到来により個人のお客さまに生じるさまざま
な課題に対し、信託銀行グループならではの知見を活かして適切
な解決策を提供してまいります。

機
能
別
方
針

取組状況

●..三井住友信託銀行では、世代別コンサルティング活動を通じて寄せられたお客

さまからの声やご意見を踏まえ、社会課題となっている認知症等による意思能

力低下に備える商品として、「人生100年応援信託〈100年パスポートプラス〉」

の提供を開始しました。

●..住宅ローンのお借り入れ後、万が一相続が発生した場合にご自宅を大切な人に

のこしていくお手伝いをする「ハウジングウィル」（全店舗取扱）や、ペットのため

の遺言「遺言信託（ペット安心特約付）」（店舗限定）の取り扱いを開始しました。

現役世代 退職世代 シニア世代

▶投資信託 ▶NISA制度 ▶外貨預金 ▶ローン ▶不動産

▶ジュニアNISA （贈与の活用）

30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳 90歳

▶個人年金保険・終身保険 ▶収入保障保険・医療保険・がん保険・火災保険

▶投資一任運用商品(ラップロ座)

▶人生100年応援信託
(100年パスポート)(100年パスポートプラス)

▶おひとりさま信託 ▶相続/贈与関連商品・サービス

▶遺言信託・ハウジングウィル・遺産整理業務

大切な資産を、自分の思い通りに引き継ぎたい
将来の認知症や健康への
不安にそなえたい

大事な退職金なのでまかせて
安定的に運用したい

万一のときにそなえたい。
大切な人のためにのこしたい

子どものライフイベントの
ために資金を準備したい

将来のために資産を
ふやしたい

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

取組状況

●..三井住友信託銀行では、お客さまの多様な

ニーズにお応えできるよう、投資信託・投資一

任商品、保険商品についても、質の高い商品・

サービスを取り揃えており、その結果、多くの

お客さまに選ばれています。

●..三井住友信託銀行では、様々な取り組みの推

進を通じ、資産形成層の世代（「現役世代」）、

退職前後層以降の世代（「退職世代」「シニア

世代」）のそれぞれの世代において、お客さま

とのお取り引きが広がっています。

●..三井住友信託銀行が資産に関するお手伝い

をさせていただき、資産承継にそなえる「遺言

信託」、判断能力の低下などにそなえる「人生

100年応援信託」、「民事信託サポート」や「お

ひとりさま信託」といった当社ならではの商品

を保有されているお客さまは、合計で約4.8万

人（前年比+約0.6万人）となりました。

※..三井住友信託銀行で運用関連商品を保有されているお客さまの数を示
しています。
運用関連商品：投資信託、投資一任運用商品、生命保険、外貨預金

※..三井住友信託銀行で「遺言信託」「民事信託サポート」「人生100年応援信
託」「おひとりさま信託」を保有されているお客さまの数を示しています。

お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・
サービスの提供

【 総合的なご提案による投資信託・
投資一任運用商品・保険の残高の伸長 】

資産形成のお手伝い
【 運用関連商品保有お客さま数 】

相続・贈与・遺言等のお手伝い
【 信託関連商品保有お客さま数 】

一任 投信 保険

2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

8

6

4

2

0

（兆円）
現役世代 退職世代・シニア世代

2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

800

600

400

200

0

（千人）

2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

6

4

2

0

（万人）

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

●  当グループでは、お客さまのライフサイクルに応じた安心を提供するため、“信託銀行ならではの多様な商品・サービスやコンサルティ
ング力”の活用などにより、税制・社会保障制度・年金制度を考慮しながら総合提案を行う「信託銀行ならではの保険ビジネス」（トラ
ストバンカシュアランス）※をさらに推進してまいります。
※信託銀行の“トラストバンク”と、銀行による保険販売を意味する“バンカシュアランス”を掛け合わせた、三井住友信託銀行による造語です。

機
能
別
方
針

取組状況

●..三井住友信託銀行では、営業時間内のご来店が難しい現役世代の

お客さまに対して、グループ会社である三井住友トラスト・ライフ

パートナーズの「人生100年安心プラザ」において、良質な対面での

保険コンサルティングをご提供しています。「人生100年安心プラ

ザ.新宿営業所」に続き、2021年6月には「人生100年安心プラザ.名

古屋営業所」を開設しました。開設以来、資産形成層のお客さまを

中心に多くのお客さまにご利用いただたいています。

●..三井住友トラスト・ライフパートナーズでは、お客さまの個々のニー

ズや世の中の環境変化も踏まえ、保険商品等のご提案を行うと

共に、お客さまの生活環境、ライフサイクルの変化に合わせてアフ

ターフォローや見直しのご提案を丁寧に行っています。これらの取

り組みを通じ、保険契約数は増加しており、満期時の更改率は高い

水準で推移しています。引き続き、お客さま一人一人のニーズに応

じたコンサルティングをご提供するために、保険スキルの他にも幅

広い知識・スキル習得に努めてまいります。

保有契約数・損害保険更改率 

三井住友トラスト・ライフパートナーズ

専門資格保有状況

2019 2020 2021（年度）

400

300
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100

0

（千件）
100
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60

40

20

0

（%）
損害保険契約数（左軸）
生命保険契約数（左軸）
損害保険更改率（右軸）

2019 2020 2021（年度）

100

80

60

40

20

0

（人）
100

80

60

40

20

0

（%）
専門資格保有者数（左軸）
募集人に占める割合（右軸）

※.満期の到来した契約数のうち、継続に至った契約数の
割合です。

※..専門資格とは、生保・損保大学課程、FP資格（1級～2
級、CFP、AFP）を指します。

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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取組状況

●..三井住友信託銀行では、各種商品のご提案に

あたって、お客さまの資産・負債の状況や資

産運用の目的など、お客さま一人一人のニーズ

を共有させていただきながらコンサルティン

グを行っています。例えば、投資信託の販売

において、長期的な資産形成のニーズのある

お客さまに対しては、「長期間保有すること

に適した分散・安定型の商品」や「分配頻度

が少ない商品」、「積立投資契約（投資信託自

動購入プラン）」をご提案するなど、それぞれ

のニーズに適ったお客さま本位のご提案に努

めています。

●..投資信託について、資産運用会社への働きか

けや共同開発を通じて、ファンド残高（純資

産総額）の増加に伴い信託報酬率が低下する

等、長期的資産形成に合致した手数料体系の

導入・拡大に継続して取り組んでいます。

●  「長期・分散・安定」型投資の商品を中心に、お客さまの資産形成に資する商品を提供してまいります。
●  お客さまの長期的資産形成に合致した手数料体系を取り入れてまいります。

機能別方針

投資信託残高に対する契約増加額の割合 

積立投資契約保有お客さま数

投資信託残高に対する分配金の割合 

●..長期的な資産形成のニーズに対して、長期・分散・安定に資す
る運用方法として、積立投資（投資信託自動購入プラン）をご
提案しています。お客さま数も引き続き増加しています。

●..長期的な資産形成のニーズに対して、長期間保有すること
に適した商品のご提案に継続して努めています。

●..長期的な資産形成のニーズに対して、分配頻度が少ない商
品をご提案しており、投資信託残高に対する分配金の割合は
低下傾向にあり、かつ市場平均より低く推移しています。

●..「シニア世代」のお客さまにおいては一定の資産取り崩し
ニーズがあり、それらのニーズに応じたご提案の結果、投資
信託残高に対する分配金の割合は「シニア世代」のお客さ
まのほうが高くなっています。

 「現役世代」+「退職世代」 「シニア世代」

20年3月 0.8% 3.5%

21年3月 0.6% 3.1%

22年3月 0.4% 2.3%

※ DCは「現役世代」「退職世代」に含めています。

※..上記グラフは、2017年3月末から起算する契約増加額の累計額の公
募投資信託残高(起算日時点）に対する割合を示しています。契約
増加額＝公募投信（投資一任・DC専用商品等を含む）の販売額ー
解約・償還額。市場平均は、投資信託協会が公表する統計データに
基づき算出しています。

※..上記グラフは、各年度に支払われた分配金額の、公募投資信託残高
(月次平均）に対する割合を示しています。
市場平均は、投資信託協会が公表する統計データに基づき算出して
います。
分配金とは、三井住友信託銀行が販売会社となる公募投資信託の
分配金を指します。
公募投資信託には、投資一任専用商品、DCプラン専用投資信託等
を含みます。

3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等



-12.5

-10.0

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

7.5

投資信託市場（全体） 当社投資信託（全体）

投資信託市場（全体） 当社投資信託（全体）

当社投資一任

2017/4 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2017/4 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2017/4 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3

（％）

（％）

0

50

100

その他

バランス

投資一任

27%
47%

（2022年3月末）

18

取組状況

●..三井住友信託銀行では、お客さまの中長期

の資産形成に資する運用方法のご提案に注

力した結果、お客さまのインベスターリター

ン※は、引き続き投資信託市場（全体）比で

変動幅が抑制された安定的な傾向を示して

います。

●..引き続き、収益性と安定性のバランスを重視

するバランス型ファンドのラインアップ拡充な

ど、お客さまの中長期の運用ニーズに適う商

品・サービスの拡充を進めてまいります。
※..インベスターリターンとは、該当月の時価変動率（ｒ）を示したもの
で、当月末残高・前月末残高・販売額・解約額・分配金をもとに算出
しています。具体的には以下のとおりです。
当月末残高＝前月末残高×（１＋ｒ）＋（販売額－解約額－分配金）×
（１＋ｒ／２）

2017年４月～2022年3月の月次インベスターリターン比較 

「バランス型」および「投資一任」商品の比率 
※..上記グラフの【投資信託市場（全体）】は、投資一任専用
商品、DC専用商品を含みます。
【当社投資信託（全体）】は三井住友信託銀行で取り扱う
投資一任専用商品、DC専用商品を含みます。
【当社投資一任】は、三井住友信託銀行で取り扱う投資一
任運用商品を指します。

※.その他とは、株式、債券、リート等を指します。
(出所).市場：モーニングスター、当社：当社集計

3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

取組状況

●..2022年3月末時点では相場変動の大きい中、

運用損益がプラスのお客さま比率は投資信

託、ファンドラップともに堅調に推移していま

す。なお、各時点の比較で見られるように、お

客さまの運用損益別比率は、市場の動向によ

り変動します。

●..引き続き、投資タイミングの分散やライフイベ

ントを踏まえた長期投資のご提案などお客さ

ま本位のコンサルティングや市場環境の変化

に応じたきめ細かなアフターフォローの実践に

努めてまいります。

（投資信託）実現損益を含む
運用損益別お客さま比率 

（ファンドラップ）実現損益を含む
運用損益別お客さま比率 

（投資信託）運用損益別
お客さま比率（共通KPI） 

（ファンドラップ）運用損益別
お客さま比率（共通KPI） 

※.「実現損益を含む運用損益別お客さま比率」は、過去の売却手続による損益を勘案したお客さまの損益割合を反映した分布となります。
【対象のお客さまの範囲】：基準日時点に投資信託を保有しているお客さま、基準日時点までの1年間投資信託を保有していたお客さま。　
【保有商品の範囲】：現在保有している投資信託、過去保有していた投資信託。.
【運用損益計算の分母】：累計買付金額。.詳細な算出方法等については、49頁をご覧ください。

※..｢実現損益を含む運用損益別お客さま比率」は、過去の売却手続による損益を勘案したお客さまの損益割合を反映した分布となります。詳細な算出方法等については、49頁をご覧ください。
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3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

取組状況
●..2022年3月末時点では相場変動の大きい中、リスク・リターンとも堅調な推移と
なっています。

●..引き続き、各国の金融・財政政策や今後の経済・市場見通し等のタイムリーな情
報発信、丁寧なアフターフォローに努めてまいります。

設定後5年以上の
投資信託の残高
上位20銘柄の

リスク・リターン
（共通KPI）

設定後1年以上の
投資信託の残高
上位20銘柄の

リスク・リターン 

2020年3月末基準

2020年3月末基準

2021年3月末基準

2021年3月末基準

2022年3月末基準

2022年3月末基準

2020年3月末基準 2021年3月末基準 2022年3月末基準

設定後5年以上の投資信託の残高上位20銘柄（◆）（残高加重平均値） リスク リターン リスク リターン リスク リターン
11.7% △1.6% 13.0% 5.4％ 13.5% 6.8％

参考：ファンドラップ（△） 7.9% △1.8% 7.7% 4.6% 7.7% 5.1%

2020年3月末基準 2021年3月末基準 2022年3月末基準

設定後1年以上の投資信託の残高上位20銘柄（◆）（残高加重平均値） リスク リターン リスク リターン リスク リターン
13.9% △1.4% 13.8% 7.1％ 14.0% 6.1％

※.典型的なコア運用の銘柄を対象としています。　（22頁にてファンド名末尾に【コア】と記載）　詳細な算出方法等については、50頁をご覧ください。

※.典型的なコア運用の銘柄を対象としています。　（23頁にてファンド名末尾に【コア】と記載）　詳細な算出方法等については、50頁をご覧ください。

●.サテライト運用の銘柄
▲.コア運用の銘柄
△.ファンドラップ　
◆.残高加重平均値

●.サテライト運用の銘柄
▲.コア運用の銘柄　
◆.残高加重平均値

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

取組状況
●..2022年3月末時点では相場変動の大きい中、.コストは前年比同水準、リターン

は堅調な推移となっています。

●..引き続き、各国の金融・財政政策や今後の経済・市場見通し等のタイムリーな情

報発信、丁寧なアフターフォローに努めてまいります。

2020年3月末基準 2021年3月末基準 2022年3月末基準

設定後5年以上の投資信託の残高上位20銘柄（◆）（残高加重平均値） コスト リターン コスト リターン コスト リターン
2.0% △1.6% 2.0% 5.4％ 2.0% 6.8％

参考：ファンドラップ（△） 1.8% △1.8% 1.7% 4.6% 1.7% 5.1%

2020年3月末基準 2021年3月末基準 2022年3月末基準

設定後1年以上の投資信託の残高上位20銘柄（◆）（残高加重平均値） コスト リターン コスト リターン コスト リターン
2.0% △1.4% 2.0% 7.1％ 1.9% 6.1％

※.典型的なコア運用の銘柄を対象としています。　（22頁にてファンド名末尾に【コア】と記載）　詳細な算出方法等については、50頁をご覧ください。

※.典型的なコア運用の銘柄を対象としています。　（23頁にてファンド名末尾に【コア】と記載）　詳細な算出方法等については、50頁をご覧ください。

●.サテライト運用の銘柄
▲.コア運用の銘柄
△.ファンドラップ　
◆.残高加重平均値

●.サテライト運用の銘柄
▲.コア運用の銘柄　
◆.残高加重平均値

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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預かり残高上位銘柄：設定5年以上経過（共通KPI）

販売

2020年3月基準 2021年3月基準 2022年3月基準

.ファンド名 リスク リターン コスト. シャープ
レシオ※1 .ファンド名 リスク リターン コスト. シャープ

レシオ※1 .ファンド名 リスク リターン コスト. シャープ
レシオ※1

1 オーストラリア公社債ファンド 8.9% △3.6% 2.0% △0.40. J－REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 13.6% 6.7% 1.7% 0.49 J－REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 14.4% 6.6% 1.7% 0.46

2 J－REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 13.0% 1.1% 1.7% 0.09 オーストラリア公社債ファンド 8.8% 1.9% 2.0% 0.22 オーストラリア公社債ファンド 9.3% 2.0% 2.0% 0.22

3 コア投資戦略ファンド（成長型）【コア】 7.7% △2.1% 2.3% △0.27. コア投資戦略ファンド（成長型）【コア】 7.6% 3.4% 2.3% 0.44 コア投資戦略ファンド（成長型）【コア】 7.6% 4.2% 2.3% 0.55

4 コア投資戦略ファンド（安定型）【コア】 5.5% △2.1% 2.3% △0.38. コア投資戦略ファンド（安定型）【コア】 5.6% 1.9% 2.3% 0.34 世界経済インデックスファンド【コア】　 9.8% 7.3% 0.6% 0.75

5 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
（毎月分配型） 13.6% 0.0% 2.5% 0.00 インフラプラス

（豪ドルコース） 24.2% 1.5% 2.5% 0.06 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・
ファンド【コア】 4.3% 2.6% 2.3% 0.61

6 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型
ファンド（豪ドルコース） 22.7% △9.2% 2.5% △0.41. ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 13.8% 4.6% 2.5% 0.34 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 15.2% 9.3% 2.5% 0.61

7 新光.US－REIT.オープン 16.6% △2.2% 2.2% △0.14. グローバル・ロボティクス株式（1年決算型） 18.8% 19.2% 2.6% 1.02 インフラプラス（豪ドルコース） 25.0% 3.9% 2.5% 0.16

8 Jリートファンド 12.8% 1.4% 1.4% 0.11 ジャパン・ロボティクス株式
（1年決算型） 16.7% 12.9% 2.4% 0.77 コア投資戦略ファンド（安定型）【コア】 5.7% 2.6% 2.3% 0.46

9 コア投資戦略ファンド（切替型）【コア】 6.4% △1.7% 2.3% △0.27. 新光.US－REIT.オープン 15.8% 3.7% 2.2% 0.23 グローバル・ロボティクス株式（1年決算型） 19.5% 16.6% 2.6% 0.85

10 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 11.7% △0.7% 2.4% △0.06. Jリートファンド 13.4% 5.4% 1.4% 0.4 新光.US－REIT.オープン 16.8% 9.7% 2.2% 0.58

11 SMT.日経225インデックス・オープン 17.1% 1.3% 0.4% 0.08 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン
（毎月） 25.4% 2.6% 2.3% 0.1 SMT日経225インデックス・オープン 16.4% 9.7% 0.4% 0.59

12 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型
ファンド.（米ドルコース） 18.8% △4.9% 2.5% △0.26. 世界経済インデックスファンド【コア】 10.1% 7.0% 0.6% 0.7 Jリートファンド 14.1% 6.4% 1.4% 0.46

13 世界経済インデックスファンド【コア】 11.0% △0.3% 0.6% △0.02. コア投資戦略ファンド（切替型）【コア】 6.6% 2.8% 2.3% 0.42 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン
（毎月） 27.2% 6.5% 2.3% 0.24

14 アジア社債ファンド.Bコース
（為替ヘッジなし） 8.2% △0.4% 2.3% △0.05. フィデリティ・USハイ・イールドF 11.1% 6.5% 2.4% 0.59 コア投資戦略ファンド（切替型）【コア】 6.7% 3.1% 2.3% 0.46

15 中小型株式オープン 18.8% 3.5% 2.3% 0.19 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・
ファンド【コア】 3.8% 2.9% 2.3% 0.77 ジャパン・ロボティクス株式（1年決算型） 17.7% 8.4% 2.4% 0.48

16 毎月分配パッケージファンド 7.1% △0.8% 2.1% △0.11. インフラプラス（米ドルコース） 19.8% 2.4% 2.5% 0.12 米国成長株式ファンド 18.6% 21.4% 2.5% 1.15

17 バンクローン・オープン
（為替ヘッジなし） 9.3% △1.5% 2.4% △0.16. SMT日経225インデックス・オープン 16.6% 13.4% 0.4% 0.81 インフラプラス（米ドルコース） 19.5% 5.5% 2.5% 0.28

18 ダイワ・グローバルREIT・
オープン（毎月分配型） 16.8% △1.4% 2.2% △0.09. J－REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） 13.8% 6.7% 1.7% 0.49 フィデリティ・USハイ・イールドF 10.0% 6.2% 2.4% 0.62

19 ダイワ・US－REIT・オープン（毎月決算型）
Bコース（為替ヘッジなし） 16.8% △1.9% 2.3% △0.12. 中小型株式オープン 19.0% 10.3% 2.3% 0.54 ダイワ・US－REIT・オープンBコース 16.8% 12.4% 2.2% 0.74

20 グローバル・ソブリン・オープン
（毎月決算型） 5.2% △0.6% 1.7% △0.11. アジア社債ファンドBコース（ヘッジなし） 7.8% 3.0% 2.3% 0.38 J－REIT・リサーチ・オープン（年2回決算型） 14.5% 6.6% 1.7% 0.46

参考 .ファンドラップ※2 7.9% △1.8% 1.8% △0.23 .ファンドラップ※2 7.7% 4.6% 1.7% 0.59 .ファンドラップ※2 7.7% 5.1% 1.7% 0.67

※1.リスクに対するリターンを測る指標。この数値が大きいほど、リスクをとったことによって得られたリターンが大きいことを示します。
※2.ファンドラップに関する算出方法については50頁をご覧ください。

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発



23

預かり残高上位銘柄：設定1年以上経過※2

販売 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

2020年3月基準 2021年3月基準 2022年3月基準

.ファンド名 リスク リターン コスト. シャープ
レシオ※1 .ファンド名 リスク リターン コスト. シャープ

レシオ※1 .ファンド名 リスク リターン コスト. シャープ
レシオ※1

1 オーストラリア公社債ファンド 8.9% △3.6% 2.0% △0.40. J－REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 13.6% 6.7% 1.7% 0.49 J－REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 14.4% 6.6% 1.7% 0.46

2 J－REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 13.0% 1.1% 1.7% 0.09 オーストラリア公社債ファンド 8.8% 1.9% 2.0% 0.22 次世代通信関連世界株式戦略ファンド 20.3% 14.2% 2.5% 0.70

3 コア投資戦略ファンド（成長型）【コア】 7.7% △2.1% 2.3% △0.27. 次世代通信関連世界株式戦略ファンド 19.0% 17.9% 2.5% 0.95 オーストラリア公社債ファンド 9.3% 2.0% 2.0% 0.22

4 次世代通信関連世界株式戦略ファンド 19.4% 2.0% 2.5% 0.1 コア投資戦略ファンド（成長型）【コア】 7.6% 3.4% 2.3% 0.44 ジパング企業債ファンド 3.8% 1.2% 0.9% 0.32

5 コア投資戦略ファンド（安定型）【コア】 5.5% △2.1% 2.3% △0.38. コア投資戦略ファンド（安定型）【コア】 5.6% 1.9% 2.3% 0.34 コア投資戦略ファンド（成長型）【コア】 7.6% 4.2% 2.3% 0.55

6 ジャパン・ロボティクス株式ファンド
（1年決算型） 16.9% 4.8% 2.4% 0.29 日本厳選割安株ファンド2018-04

（繰上償還条件付） 21.9% 2.5% 1.8% 0.11 世界経済インデックスファンド【コア】　 9.8% 7.3% 0.6% 0.75

7 日本厳選割安株ファンド2018-04
(繰上償還条件付) 19.6% △14.2% 1.8% △0.73. インフラプラス（豪ドルコース） 24.2% 1.5% 2.5% 0.06 ピクテ・マルチアセット・

アロケーション・ファンド【コア】 4.3% 2.6% 2.3% 0.61

8 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド
（毎月分配型） 13.6% 0.0% 2.5% 0 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 13.8% 4.6% 2.5% 0.34 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 15.2% 9.3% 2.5% 0.61

9 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型
ファンド（豪ドルコース） 22.7% △9.2% 2.5% △0.41. グローバル・ロボティクス株式（1年決算型） 18.8% 19.2% 2.6% 1.02 インフラプラス（豪ドルコース） 25.0% 3.9% 2.5% 0.16

10 新光.US－REIT.オープン 16.6% △2.2% 2.2% △0.14. グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） 16.5% 15.3% 0.9% 0.92 コア投資戦略ファンド（安定型）【コア】 5.7% 2.6% 2.3% 0.46

11 Jリートファンド 12.8% 1.4% 1.4% 0.11 ジャパン・ロボティクス株式（1年決算型） 16.7% 12.9% 2.4% 0.77 グローバル・ロボティクス株式（1年決算型） 19.5% 16.6% 2.6% 0.85

12 グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） 18.9% 2.5% 0.9% 0.13 新光.US－REIT.オープン 15.8% 3.7% 2.2% 0.23 新光.US－REIT.オープン 16.8% 9.7% 2.2% 0.58

13 グローバル・ロボティクス
株式ファンド（1年決算型） 20.1% 6.7% 2.6% 0.33 ジパング企業債ファンド 4.5% 1.8% 0.9% 0.4 グローバル3倍3分法ファンド（1年決算型） 15.6% 11.3% 0.9% 0.72

14 コア投資戦略ファンド（切替型）【コア】 6.4% △1.7% 2.3% △0.27. Jリートファンド 13.4% 5.4% 1.4% 0.4 日本厳選割安株ファンド2018-04（繰上償
還条件付） 19.9% 3.3% 1.8% 0.17

15 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 11.7% △0.7% 2.4% △0.06. オーストラリアREIT・リサーチ・オープン（毎月） 25.4% 2.6% 2.3% 0.1 SMT日経225インデックス・オープン 16.4% 9.7% 0.4% 0.59

16 SMT.日経225インデックス・オープン 17.1% 1.3% 0.4% 0.08 世界経済インデックスファンド【コア】 10.1% 7.0% 0.6% 0.7 Jリートファンド 14.1% 6.4% 1.4% 0.46

17 世界eコマース関連株式オープン 20.7% 4.2% 2.4% 0.2 世界eコマース関連株式オープン 21.4% 23.5% 2.4% 1.1 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン
（毎月） 27.2% 6.5% 2.3% 0.24

18 オーストラリアREIT・
リサーチ・オープン（毎月決算型） 24.0% △8.8% 2.3% △0.37. コア投資戦略ファンド（切替型）【コア】 6.6% 2.8% 2.3% 0.42 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 33.9% △11.4% 2.5% △0.34

19 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型
ファンド（米ドルコース） 18.8% △4.9% 2.5% △0.26. フィデリティ・USハイ・イールドF 11.1% 6.5% 2.4% 0.59 コア投資戦略ファンド（切替型）【コア】 6.7% 3.1% 2.3% 0.46

20 世界経済インデックスファンド【コア】 11.0% △0.3% 0.6% △0.02. ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド【コア】 3.8% 2.9% 2.3% 0.77 ジャパン・ロボティクス株式（1年決算型） 17.7% 8.4% 2.4% 0.48

※1.リスクに対するリターンを測る指標。この数値が大きいほど、リスクをとったことによって得られたリターンが大きいことを示します。
※2.設定1年以上5年未満はファンド名を色付け

3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発
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取組状況

●  2022年3月に急激な円安ドル高となり、外貨で運

用している外貨建保険の円換算価値が向上し、保

有いただいている外貨建保険のご契約の78%が

プラスとなりました。

●  商品別で見ても急速な円安を反映して、全商品プ

ラスとなっています。

●  保険のアフターフォローのご説明資料の充実の

ため、契約中の商品ごとに証券番号、契約日、払

込保険料、解約時損益を表示した「生命保険ご契

約内容一覧」を2021年3月末にリリースし、お客

さまへの情報提供を行っています。対象となる保

険会社・保険商品を順次拡大しており、外貨建保

険では９社中８社の掲載が完了しています。

●  また、80歳以上のお客さまには、ご家族にもご契

約内容を共有していただく取り組みも行っており

ます。

●  引き続き、ライフイベントやご家族構成の変化、お客

さまニーズを踏まえたコンサルティングの提案なら

びにアフターフォローの実践に努めてまいります。

3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

（外貨建保険）運用評価別お客さま比率（共通KPI） （外貨建保険）銘柄別コスト・リターン（共通KPI）

プラスの
お客さま比率

2022年3月

78％
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販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

※ 外貨建保険は、保障と運用を兼ねており、満期や死亡の際には保険金が支払われます。解約時には解約返戻金が支払われますが、保険商品は長期保有を前提と
しており、特に、契約後の早い段階に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一定額の解約控除等により、一時払保険料を下回る場合が多くあります。

※解約返戻金は基準日時点の為替レートで円貨換算しており、満期まで保有した場合や、外貨で受け取る場合の評価とは異なります。
※詳細な算出方法等については、51頁をご覧ください。

2022年3月末時点
1.05％

2022年3月末時点
0.96％コスト リターン

加重平均値

ファンド名 リターン コスト 

1 ラップライフ 0.65% 1.08%

2 しあわせ、ずっと 1.30% 0.91%

3 ラップパートナー 0.89% 1.15%

4 ラップギフト 0.75% 1.36%

5 マーレ 2.91% 0.50%

6 ロングドリームGOLD 1.71% 1.07%

7 ビーウィズユー（USドル建） 3.14% 0.43%

8 モンターニュ 3.38% 0.32%

9 マーレⅡ 0.86% 0.37%

10 モンターニュ2 3.43% 0.38%

11 シリウスデュアル 2.03% 0.43%

12 世界の果実 2.85% 0.42%

13 シリウスハーモニー 2.48% 0.43%

14 ロングドリーム 3.27% 0.33%

（2022年3月末基準）
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3  お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・サービスの提供・開発

販売

●  インターネット取引など、多様なお客さまのニーズにお応え
するサービス提供に取り組んでまいります。

●  系列や手数料の多寡にかかわらず、常にお客さまの真の利
益に合致した商品・サービスを提供できるよう、商品のラ
インアップを見直しております。

機能別方針

取組状況

●..三井住友信託銀行では、2022年4月からス

マートフォンアプリ「スマートライフデザイ

ナー」のサービスを開始しました。当アプリ

は、人生100年時代に向けて必要なお金をお

客さまとともにデザインし、お金のミライを

創るというコンセプトのもと、理想のライフ

プランの設計や、家計や資産を一括管理する

機能から資産形成に関する情報収集サービ

スなどをまとめて提供するスマートフォンア

プリです。

●..三井住友信託銀行が、ご提供する投資信託・保

険商品を選定する際には、第三者機関である

投信・保険ビジネス総合研究所による調査・分

析を経ることとし、一定以上の評価がなされて

いるものを採用するなどの選定基準を定め、

系列の運用会社の商品や手数料に捉われるこ

となく、幅広い候補の中から品質の高いものを

選定しています。

●..選定した商品が選定した時点から品質の維持

ができているか、投信・保険ビジネス総合研究

所による調査・分析も活用しながら、継続的に

モニタリングを実施しています。また、同一の

ベンチマークに連動した運用成果を目指すイ

ンデックスファンドが複数設定ある場合に新

規募集を１ファンドに絞ること等、引き続き、商

品ラインアップの品質維持に取り組んでまい

ります。

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

主な特徴
理想のライフプランを実現するために必要なお金を
確認することができます。

家計簿機能で収支バランスや金融資産の状況を自動
で把握することができます。

資産形成やライフプランに関するお得で役立つ情報
をお届けします。

便利・安心の機能

インターネットバンキングにボタン一つでログインで
きます。

指紋・顔認証機能で便利、安心です。



三井住友トラスト・ホールディングス
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●  信託銀行グループとして、利益相反管理を徹底しつつ、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業などの多様かつ柔軟な機能を
十分に発揮して、個人・法人を問わず、お客さまにとっての最適かつ総合的な解決策を迅速かつ的確に提供してまいります。

機能別方針

4  多様な機能を生かした金融サービスの提供

販売

取組状況

●..信託銀行グループの業務・商品・サービスの特性を踏まえ、お客さまに信

頼、安心してお取引いただけるよう、実効性のある利益相反管理態勢の構

築をしており、三井住友トラスト・ホールディングス取締役会の諮問委員会

として設置した「利益相反管理委員会」において、グループの利益相反管理

態勢の妥当性・実効性を継続的に検証するとともに、執行側においても利

益相反管理態勢の不断の高度化を目的とした利益相反管理高度化委員会

を設置しています。

●..利益相反管理委員会の委員の過半数は、独立社外取締役および社外有識

者とすることを原則とし、委員長は独立社外取締役および当該分野に専門

的知見を有する社外有識者である委員の中から選定しています。

●..利益相反管理委員会の議事概要は当社ホームページにて公表し「見える

化」を図っています。

●..当グループは、2022年4月より、当社の銀行子会社において、内外の環境変

化に対応し、経済主体に応じた価値創造プロセスを整備するため、事業再

編により「個人事業」「法人事業」「投資家事業」を新設しております。事業

再編後の当グループ各社における業務運営において、適切な利益相反管理

を行うことは最も重要なものであると認識しており、より一層の利益相反

管理の徹底を図ってまいります。

利益相反管理体制

取締役会

経営会議

コンプライアンス統括部
（利益相反管理統括部署）

利益相反管理委員会

利益相反管理高度化委員会

FD・CS企画推進部

その他の子会社等

諮問

答申

指導等

指導等

指導

報告等

報告等

報告

予備討議

お客さま本位の
業務運営推進

三井住友信託銀行

販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等
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●  アンケートなどさまざまな機会にいただいた、お客さまのご意見やサービスに対する評価を、不断のサービスの改善に生かすととも
に、お客さま本位の業務運営の定着のため、そのようなお客さまからの評価を業績評価に取り入れる態勢を整備してまいります。

機能別方針

5  お客さまの声や評価のサービス等への反映

販売 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況

●..三井住友信託銀行では、法人・個人のお客さま向けのアンケートを実施し、商

品・サービスの品質向上に役立てています。アンケート結果から課題を抽出し、

課題改善のための活動を施策に反映する取り組みを展開しているとともに、お

客さまからの評価を業績評価に取り入れる態勢の整備を進めています。

●..三井住友信託銀行の個人事業では、お取引いただいているお客さまを対象に

「CX指標」を取り入れた「お客さまアンケート」を実施しました。「CX指標」は「継

続意向」「取引意向」「推奨意向」の３つを組み合わせたお客さまロイヤルティを

測る指標の一つです。2021年度は約６，４００名のお客さまにご回答いただき、

昨年度より改善し、下表のとおり、銀行業界平均を上回る結果となりました。

●..三井住友トラスト・ホールディングスのグループ各社において、シンクサービス

株式会社が運営する.HDI-Japanより、企業のコールセンターや.WEB.サイトで

のサポート性をお客さまの視点から評価する「モニタリング格付け」、「Webサ

ポート格付け」の2分野で、最高評価となる「三つ星」を獲得しました。

CX指標
≪参考≫.日本人は他者に金融機関を勧めない傾向があり、従来の「推奨意向」のみの調査ではお客さまロイヤ

ルティの測定が不十分であったが、「継続意向」「取引意向」「推奨意向」の3つの指標を組み合わせる
ことで、お互いがノイズを緩和し、お客さまロイヤルティ測定に有効となる。

出所：.CX指標は、株式会社野村総合研究所のCXMM®に準拠しています。CXMM®は株式会社野村総合研究所の登録商標で

す。銀行業界平均は株式会社野村総合研究所が実施したFD/CXベンチマーク調査.2021年度版の結果です。

三井住友信託銀行と銀行業界平均のCX指標

5.85
三井住友信託銀行

5.16
銀行業界平均

+0.69

HDI-Japan「モニタリング格付け」「Web サポート格付け」

対象会社 ・部署  業務内容 調査種別

三井住友信託銀行 ダイレクトバンキング部 銀行業務全般 モニタリング
Webサポート

三井住友信託銀行 確定拠出年金管理部 確定拠出年金 モニタリング
三井住友トラストクラブ
ダイナースクラブカード・TRUST CLUBカード
コールセンター

クレジットカード モニタリング

三井住友トラスト・カード クレジットカード モニタリング
Webサポート

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 総合ファイナンス モニタリング

三井住友トラストTAソリューション 証券代行 モニタリング
Webサポート

三井住友トラスト・ビジネスサービス
ローン モニタリング

紛失・諸届 モニタリング
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●  お客さまが主体的かつ合理的に金融商品を選択し中長期的に安定した資産形成ができるよう、コンサルティングを通じた
ライフプランニングやセミナー等の開催に加え、他団体と連携した取り組みを通じ、金融経済教育や知識向上につながる
活動に取り組んでまいります。

機能別方針

6  お客さまの安心と満足、社会・経済への貢献

販売 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況

●..三井住友信託銀行では、資産運用から相続・

贈与など、幅広い分野でのオンラインセミ

ナーを20種類以上開催し、約30,000人のお

客さまにご視聴いただきました。セミナー視

聴後のアンケート結果では、9割のお客さまに

満足との回答をいただきました。また、資産

運用セミナーなど一部動画の予約制を廃止す

るなど、お客さまがより気軽に情報に触れ、

ご理解を深めていただけるよう、機会を創出

しています。

●..引き続き、お客さまへの金融経済教育や知識

向上につながる活動に取り組んでまいります。

投資教育セミナー等の開催数・参加者数
（DCプラン・職域積立） DC投資信託残高・DC加入者数

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

（回）
400

300

200

100

0

（千人）開催数（左軸） 参加者数（右軸）

20212020201920182017 （年度） 20212020201920182017 （3月末）

20

15

10

5

0

（千億円）
2,000

1,500

1,000

500

0

（千人）DC投資信託残高（左軸）
DC加入者数（右軸）

※..DC投資教育セミナー：「新入社員向け教育」「制度導入時教育」「制度
導入後の教育（継続教育）」を合算した値を集計。

※..DC投資信託：三井住友信託銀行が販売会社となるDCプラン向け投
資信託。



二次元バーコードをスマホで読
み取っていただくことで､音声に
て､ご案内をお聞きいただくこと
ができます。

①二次元バーコードを
　スマホで読み取る　

※  お話しする速度も､お好みに応じ
てゆっくりしたり､早くしたりする
ことが可能です。

＊  音声アシスタントサービスは
 REMEM（株）が提供しています。

②再生ボタンを押す

「シニア世代応援レポート認知症問題を考える3.0」より抜粋

29

●  ご高齢のお客さまの認知・判断能力低下の可能性を踏まえ、金融商品・サービスを引き続きご利用いただける環境づくり、
お客さま本人の意思を尊重した継続的な資産管理等の商品・サービスの提供を推進してまいります。

機能別方針

6  お客さまの安心と満足、社会・経済への貢献

販売 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況

●..三井住友トラスト・グループは、皆さまの大切なご資産の管

理・承継に加え、お住まいや健康についても最後まで安心して

任せていただける銀行でありたいと考え、シニア世代の住まい

や認知症問題を考えるうえで具体的な情報を紹介している冊

子「シニア世代応援レポート」を発行しています。幅広い世代の

お客さまがよりよいシニアライフを過ごすためのガイドブック

としてたくさんの方に活用いただいています。

●..｢シニア世代応援レポート認知症問題を考える3.0」では、成年後

見制度やその他の公的な支援の仕組み、およびそれらを補完す

る金融商品・サービスを分かりやすく整理し、ご提案しています。

●..三井住友信託銀行では、「人生100年応援信託〈100年パス

ポートプラス〉」について、認知症への備えを行うため、運用財

産を換金する必要があったことに対し、お客さまから「必要な

分だけ解約し、余剰資金は運用を継続させたい」とのご要望を

多数いただいたことから、手続代理人さまによる一部解約を可

能とする商品改定を行いました。引き続き、お客さまのニーズ

の多様化や利便性向上を踏まえ、安心、安全をご提供できる商

品・サービスのさらなる開発に取り組み、財産管理に関する幅

広いニーズにお応えしてまいります。
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機能別方針

資産運用・商品開発

｢取組方針」に基づく取り組みを実践するグループ会社

● 三井住友信託銀行
● 三井住友トラスト・アセットマネジメント
● 日興アセットマネジメント
● 三井住友トラスト不動産投資顧問※

● 三井住友トラスト基礎研究所※

● 三井住友トラスト・インベストメント※

※.「取組方針」のうち、該当する項目についての取り組みを実施
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1  資産運用の高度化

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

●  明確で合理性のある投資方針を策定し、資産運用プロセスにおい
てＰＤＣＡを回すことにより、適切な資産運用態勢を維持するよう
努めてまいります。

●  アクティブ運用、パッシブ運用にかかわらずエンゲージメント活動
を展開する等の日本版スチュワードシップ・コードを踏まえた取り
組み、グローバルな視点に基づくＥＳＧ課題への取り組みなどによ

り投資先企業の持続的成長を促し、投資手法の洗練化と合わせて
資産運用の高度化を図ることで、お客さまの利益の最大化を目指し
てまいります。

●  受託した資産について、お客さまにとって最良の取引の条件で執行
するよう努めてまいります。

機
能
別
方
針

取組状況

●..グループ全体で機関投資家や個人投資家のお客さまの多様なニーズにお

応えし、運用力の向上に努めています。

●..機関投資家や個人投資家のお客さまの多様なニーズにお応えすべく、資

産運用プロセスにおいてPDCAを回すことにより適切な資産運用態勢を

維持しつつ、日本版スチュワードシップ・コードを踏まえた取り組みやESG

課題への取り組み等を通じて投資先企業の持続的成長の促進と投資手

法の洗練化を合わせ、資産運用の高度化を図ることで、お客さまの利益

の最大化に努めています。

●..お客さまより受託した資産の運用にあたっては、利用する証券会社等の

評価・選定を適切に実施することにより、執行の迅速性、確実性を確保す

る最良の条件で執行することに努めています。

●..2021年度もグループ資産運用残高は堅調に増加しており、2022年3月末

時点で、約120兆円となっています。

グループ資産運用残高 

150

100

50

0
2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

（兆円）

※グループ資産運用残高：年金信託、投資一任、投資信託等の合計額。
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1  資産運用の高度化

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況

●..グループの資産運用会社において、ファンド運用の効率化への取り組みを

推進しています。

●..一般に小規模ファンドは運用効率が低下すると言われており、ファンド残

高が大幅に減少すると、当初の運用目的の達成が困難になることや各種

取引コストが相対的に高まる等の問題が生じ、お客さまの期待する投資

成果を中長期に継続して実現することが困難となる恐れがあります。こ

のため、グループの資産運用会社では、小規模ファンドについて、信託期

間繰り上げによる償還を積極的に進めています。

●..ファンドの良質な商品性の維持や良好な投資成果の実現を達成し、効率

化を通じた人的資源の再配分等により、一層の資産運用の高度化を推進

することで、中長期的にお客さまの利益を追求してまいります。

三井住友トラスト・アセットマネジメント

公募投資信託の繰上償還件数 

日興アセットマネジメント

公募投資信託の繰上償還件数 

25

20

15

10

5

0

（件）

2017 2018 2019 2020 2021（年度）
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2  お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

●  お客さまそれぞれのライフステージにおける資産運用上の課題を解
決するため、グループ内外を問わず、質の高い商品・サービスのライン
アップを拡充するよう、努めてまいります。

●  お客さまの多様化する資産運用ニーズや投資環境の変化に対応す
るため、グループ内外の知見や機能・ネットワークを総合的に活用し
た、商品・サービスの開発・提供に努めてまいります。

●  年金などの機関投資家等をはじめとした、お客さまからの資産運
用のニーズや、当社の資産運用サービスに対するご評価やご意見
を幅広くいただき、必要に応じ外部機関の評価なども活用して、資
産運用サービスの高度化や態勢の強化につなげるよう取り組んで
まいります。

機
能
別
方
針

取組状況

●..三井住友トラスト・アセットマネジメ

ントおよび日興アセットマネジメント

においては、効率的な運用を図るこ

とで、投資リスクに対して獲得したリ

ターンを計測する指標「シャープレシ

オ※」の向上に取り組んでいます。
※..投資信託の運用成果を図るための指標のひとつ。
ポートフォリオの総リスクを示す標準偏差で計測。

●..適宜適切な投資家向け情報提供や

不断の運用改善等を行い、グループ

の資産運用会社の強みを生かした特

徴的な運用力を発揮し、お客さまの

信頼・支持の獲得に努めています。

三井住友トラスト・アセットマネジメント
ファンド（運用実績5年超）のシャープレシオ

（過去5年）の資産別平均（実績値）

日興アセットマネジメント
代表ファンドの過去3年のシャープレシオ 

ファンド名称 2022/3末
残高（億円） 設定年月

A B A/B

リターン 標準偏差 シャープ
レシオ

グローバル・プロスペクティブ・
ファンド 5,072 2019年6月 — — —

グローバル・ロボティクス
株式ファンド（年２回決算型） 4,156 2015年8月 22.12% 20.33% 1.09

ラサール・グローバルREIT
ファンド（毎月分配型） 3,406 2004年3月 12.77% 20.34% 0.63

スマート・ファイブ（毎月決算型） 3,372 2013年7月 2.86% 4.97% 0.58

デジタル・トランスフォーメーション
株式ファンド 3,203 2020年7月 .— — —

財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型 3,071 2003年8月 4.76% 9.91% 0.48

グローバル3倍3分法ファンド
（１年決算型） 1,892 2018年10月 10.02% 15.50% 0.65

グローバル・フィンテック
株式ファンド 1,522 2016年12月 16.87% 31.55% 0.53

高金利先進国債券オープン
（毎月分配型） 744 2003年8月 3.60% 7.46% 0.48

ジパング企業債ファンド 736 2019年7月 — — —
※..リターン：「ファンドの収益率（基準価額ベース）」-「無リスク資産の収益率」.、リスク：
「ファンドの収益率（基準価額ベース）の標準偏差」
※..(株）野村総合研究所「Fundmark（ファンドマーク）」のデータを基に三井住友トラ
スト・アセットマネジメントが作成したものです。※.2022年3月末時点。　

※..上記データは過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもの
ではありません。

<代表ファンドの定義>
1...公募投信の中から、マネー型、ETF、インデックスファンドを除外し、2022/3/末時点の残高でランキングした
ものです。

2..残高上位ファンドの中にシリーズファンドが複数入った場合は、残高の大きいファンドの方を採用しています。
3..運用期間に関しては、2022/3/末時点で、1年未満のファンドは除外し、上表の10本を代表ファンドとしています。

リスク

JREIT

海外債券

バランス

国内債券

国内株式

海外REIT

海外株式

リ
タ
ー
ン
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0

-3

（%）

0.69

（注意）.各社のシャープレシオは、算出対象ファンド、計測期間が異なるため、数字を直接比較することはできません。
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2  お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

三井住友トラスト・アセットマネジメント

 バランス型ファンド／他社平均以上のファンドの本数比率（％）

100

80
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40

20

0
「リターン」が他社平均以上の

ファンド比率
「シャープレシオ」が他社平均以上の

ファンド比率

2021年3月 → 2022年3月 2021年3月 → 2022年3月

（%）

55%
64% 68%

83%

取組状況

●..三井住友トラスト・アセットマネジメントでは、主力商品として長期分散投

資に適したバランス型ファンドの商品開発に力を入れています。

●..2022年3月末における三井住友トラスト・アセットマネジメントの「バラン

ス型ファンド」と「他社の同種のファンド」との運用実績を比較すると、リ

ターンにおいては同社バランス型ファンドの「64％」、シャープレシオにお

いては同社バランス型ファンドの「83%」が、他社ファンドの平均を上回る

パフォーマンスを示しています。

●..老後資産形成に資するNISAや確定拠出年金（DC）向けの商品、iDeCo（個

人型確定拠出年金）やつみたてNISA向けの低報酬型のインデックスファ

ンドの充実など、お客さまの多様化する資産運用ニーズや高齢化などの環

境変化を捉えた品質の高い商品ラインアップを拡充しています。

※2022年3月末時点。　
※（株）野村総合研究所「Fundmark（ファンドマーク）」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント
が作成。
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2  お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

日興アセットマネジメント

 代表ファンドのインベスターリターンと基準価額の騰落率 (期間は設定来）

ファンドを購入するにあたり、高値で買い付け、安値で売却した人が多ければインベス

ターリターンは低下し、逆に安値の時に購入する人が多く、資金が流入するファンドは、

インベスターリターンが向上します。

順位 ファンド名 インベスターリターン
（年率）

基準価額の騰落率
（年率）

1 グローバル・プロスペクティブ・
ファンド 11.60% 17.86%

2 グローバル・ロボティクス
株式ファンド（年２回決算型） 13.50% 15.94%

3 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド
（毎月分配型） 9.71% 6.10%

4 スマート・ファイブ（毎月決算型） 3.23% 3.73%

5 デジタル・トランスフォーメーション
株式ファンド -18.26% -11.68%

6 財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型 1.34% 4.83%

7 グローバル３倍３分法ファンド
（１年決算型） 7.49% 11.73%

8 グローバル・フィンテック株式ファンド 16.29% 16.96%

9 高金利先進国債券オープン
（毎月分配型） 3.39% 3.91%

10 ジパング企業債ファンド -1.24% 1.24%

<代表ファンドの定義>
1...公募投信の中から、マネー型、ETF、インデックスファンドを除外し、2022/3/末時点の残高でランキングしたものです。
2..残高上位ファンドの中にシリーズファンドが複数入った場合は、残高の大きいファンドの方を採用しています。
3..運用期間に関しては、2022/3/末時点で、1年未満のファンドは除外し、上表の10本を代表ファンドとしています。

取組状況

●...日興アセットマネジメントでは、2019年1月より、大手運用会社では初と

なる投資家の平均的な損益を測定する「インベスターリターン」※の公表

を開始しています。運用会社は運用力の測定指標として「シャープレシ

オ」の数値を計測することが多いですが、ファンドを売り買いするタイミ

ングは投資家によって異なり、ファンドの運用実績と投資家がファンドを

通して得た利益が一致するわけではないことから、もう一つの指標として

公表しているものです。
（※）ファンドの収益率（基準価額の増減）に加えて、ファンドへの資金流入出も加味した指標であり、投資家が得
た平均的なリターンを表すもの。

●...2022年3月末における日興アセットマネジメントの代表ファンドの設定来

のインベスターリターンは右表のとおりです。



36

2  お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

三井住友トラスト・アセットマネジメント

残高上位20ファンドの保有期間 

日興アセットマネジメント

残高上位10ファンドの想定平均保有期間 

順位 ファンド名称 想定平均保有
期間(年) 残高(億円) ファンドの

投資先・タイプ

1 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 4.65 5,072 海外株式・アクティブ

2 グローバル・ロボティクス
株式ファンド（年２回決算型） 7.58 4,156 海外株式・アクティブ

3 グローバル・ロボティクス
株式ファンド（１年決算型） 5.44 3,507 海外株式・アクティブ

4 ラサール・グローバルREITファンド
（毎月分配型） 3.95 3,406 海外リート・アクティブ

5 スマート・ファイブ（毎月決算型） 12.10 3,372 バランス

6 デジタル・トランスフォーメーション
株式ファンド 2.25 3,203 海外株式・アクティブ

7 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）
毎月分配型 6.82 3,071 バランス

8 インデックスファンド225 3.76 2,242 国内株式・パッシブ

9 グローバル３倍３分法ファンド
（1年決算型） 2.10 1,892 バランス

10 グローバル・フィンテック株式ファンド 2.48 1,522 海外株式・アクティブ

※..想定平均保有期間は「年間平均残高÷年間解約額」で計算（計算期間は2021年4月から2022年3月までの1年
間）した理論上のもので、投資家の実際の平均保有期間とは異なります。

※..設定額や残高に比して解約額が非常に少ないファンドは、投資家が実際に保有した期間より大きな値となること
があります。

※..残高は2022年3月末時点です。運用期間が1年未満のファンド、.ETF、MRFを除いた残高上位ファンドを示して
います。

三井住友トラスト・
アセットマネジメント平均
（残高上位20ファンド）

市場平均

7.0年

3.1年

7.3年

3.9年

保有期間（年）残高上位20ファンドの
保有期間

2021年3月 → 2022年3月

2021年3月 → 2022年3月

8

6

4

2

0

（年）

市場平均以上
80%

市場平均未満
20%

※.三井住友トラスト・アセットマネジメント平均、市場平均ともに、ＤＣ（確定拠出年金）向けファンドを含みます。
※.時点は2022年3月末です。　
※..｢三井住友トラスト・アセットマネジメント平均」は（株）野村総合研究所「Fundmark（ファンドマーク）」のデータ
を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成、.「市場平均」は投資信託協会のデータを基に三井住友ト
ラスト・アセットマネジメントが作成したものです。

取組状況

●.....一般的に、長期投資することによりマイナスリターンの発生確率が抑制さ

れると言われており、グループの資産運用会社においてはお客さまに安心

して長期保有していただけるファンドの開発に力を入れています。

●.....2022年3月末時点における、三井住友トラスト・アセットマネジメント残高

上位20ファンド、日興アセットマネジメント残高上位10ファンドの平均保

有期間はそれぞれ下記の通りとなっています。

（注意）各社の平均保有期間は、算出対象ファンド数、計算式、計算方法（ファンド平均値と個別ファンド）が異なるため、数字を直接比較することはできません。
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2  お客さまの多様なニーズに応える商品・サービスの開発・提供

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況

●..｢長期」「分散」「安定」に資する運用方法とし

て積立投資にも力を入れており、「つみたて

NISA」適格ファンドについては、三井住友ト

ラスト・アセットマネジメントがインデックス

投信を中心に15ファンド、日興アセットマネジ

メントがアクティブ運用投信および上場株式

投資信託（ETF）を5ファンド、それぞれライン

アップしています。

●..グループの資産運用会社では、商品開発がお客

さまの利益に適ったものとなるよう日々業務運

営を行っており、外部評価機関による評価では

多くのファンドアワードを受賞しています。

三井住友トラスト・アセットマネジメント

ファンドアワード受賞本数

日興アセットマネジメント

※.集計対象は「R&Iファンド大賞」、「ファンド.オブ.ザ.イヤー」（モーニングスター）、「リッパーファンドアワードジャパン」
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3  お客さま本位のコンサルティングの実践と情報提供

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

●  お客さまの真の利益に適う商品・サービスを提供するために、質の高いコン
サルティングを通じ、ライフサイクルに応じ変化する資産・負債状況やそれに
沿ったニーズをそれぞれのお客さまと共有させていただくよう努めてまいり
ます。

●  商品・サービスの提案にあたっては、コンサルティングの内容を踏まえ、また、
知識・経験・財産の状況および契約締結の目的に照らして、ニーズに適った提
案を行います。また、お客さまの知識・経験・財産の状況および契約締結の目
的に照らして、お客さまのご理解を得られるように適切な情報の提供に努め
てまいります。

●  個人のお客さまや全国の投資信託販売会社の皆さまに、資産形成や商品に
関する正しい知識を学んで理解を深めていただくために、研修プログラムや
各種イベント、ウェブサイトなどを通じ、金融知識の向上に役立つ情報をご提
供してまいります。

●  お客さまの投資判断に役立つよう、市場動向や保有商品の運用状況について
定期的に情報を提供するほか、重要なマーケットイベントが発生した際など
には、市場動向、市場見通しについて適時適切に情報を提供するなど、丁寧な
アフターフォローに努めてまいります。また、お客さまの投資判断に役立つよ
う、商品・サービスの特性、リスク、手数料や、想定するお客さまの属性等につ
いてわかりやすく説明を行ってまいります。

機
能
別
方
針

取組状況
●..グループの資産運用会社では、個人のお客さまや全国
の投資信託販売会社の皆さまに、資産形成や商品に関
する正しい知識を学び理解を深めていただくために、
研修プログラムや各種イベント、ウェブサイトなどを通
じ、金融知識の向上に役立つ情報をご提供しています。

●..2021年度においては、販売会社向けを中心に、三井住友ト
ラスト・アセットマネジメントは4,542回、日興アセットマネ
ジメントは5,754回の勉強会やセミナーを開催しました。

●..オンラインを積極的に活用して、販売会社の販売員の
皆さまに対する支援や販売会社を通じた個人投資家
の皆さまへのマーケット情報等の提供を行い、継続的
なお客さまのサポートに取り組んでいます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント

セミナー・勉強会の開催回数 

日興アセットマネジメント
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4  専門性の向上

●  ｢高度な運用コンサルティング」と「高品質かつ豊富なマルチ・プ
ロダクト」による総合的な解決策の提供を担う、資産運用業務
のプロフェッショナルを、継続的かつ安定的に育成し、人材の定
着と運用の継続性・再現性の確保に努めてまいります。

●  ファンドマネージャーやアナリスト等の運用人材評価にあたって
は、中長期の運用成果を重視した評価・処遇を通じて、高度な専
門性を有する運用体制の確保に努めてまいります。

機
能
別
方
針

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況

●...グループの資産運用会社において、それぞれ

独自の評価・報酬体系や仕組みを通じて、高

度な専門性を有する運用体制・人材の確保に

努め、ファンドのパフォーマンス向上に取り組

んでいます。

三井住友トラスト・
アセットマネジメント

三井住友トラスト・アセットマネジメントでは、ファンドマネー
ジャーやアナリストはその他社員と異なる別の定量／定性評価項
目、昇格／降格基準・目安も定め、また、定量面では運用成績の比
較対象となるファンドを設定し相対評価を行うなど運用会社とし
て特色ある人事評価制度を構築しています。

日興アセット
マネジメント

日興アセットマネジメントでは、運用部門の社員について人事評価
および処遇面においてプロフェッショナルとして明確に位置付け、
ファンドマネージャーやアナリストは独自のキャリア・パスを持っ
ています。また、評価・報酬体系は中長期の運用成績を重視してい
ます。
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5  ｢責任ある機関投資家」としてのスチュワードシップ活動の高度化

●  グループの資産運用会社では、各社が独自に定める方針・ガイドラ
インに基づくスチュワードシップ活動を通じて、「責任ある機関投
資家」としての役割を適切に果たしてまいります。また、日本のみ
ならずグローバルな経済の安定成長と持続的社会の実現を達成す
るために、スチュワードシップ活動による企業への働きかけととも
に、グローバルなESG課題への対応を推進してまいります。

●  エンゲージメント活動に関しては、アナリスト等が投資先企業と企業
価値向上に資する対話を行うことに加え、集団的エンゲージメントや
国連のPRI（責任投資原則）に代表される国際的な枠組みも有効に活
用することにより、グローバルなESG課題に対応するとともに、その
効果を高めるよう努めてまいります。こうしたグローバルな視野での
スチュワードシップ活動を通じて、投資先企業の価値向上とESG課題
の改善に効果的かつ効率的に取り組んでおります。

機
能
別
方
針

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況
●...三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジ
メント、日興アセットマネジメントにおいては、｢責任あ
る機関投資家｣の諸原則（日本版スチュワードシップ・
コード）を受け入れ、当該コードの改訂趣旨に則った対
応方針を公表しています。グループの資産運用会社で
は、投資先企業との対話（エンゲージメント）活動を拡
充するとともに、投資先企業の社外役員を含む役員の
方々との面談など建設的対話の質の向上につながる取
り組みを進めています。

●...議決権行使を重要なスチュワードシップ活動のひとつ
と位置づけ、お客さまの中長期的な投資リターンの最
大化を図るべく、企業価値の向上や株主利益の拡大の
観点から適切な行使を行っています。議決権行使にあ
たっては、各社が公表している議決権行使ガイドライン
に則り行使判断の透明性を高めています。

三井住友トラスト・アセットマネジメント

2020年7月～2021年6月株主総会における議決権行使結果（国内株式） 

日興アセットマネジメント

2017 2018 2019 2020 2021（6月末）
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コーポレートアクションのあった社数（累積）
同比率
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0

対象社数 エンゲージメント回数

コーポレートアクション※のあった社数と
エンゲージメント社数に対する比率推移（累積）

エンゲージメント対象企業数と
実施回数

※..コーポレートアクションとは三井住友トラスト・アセットマネジメントが表明
した意見に合致した企業行動を指します。

会社提案議案への賛否の状況 株主提案議案への賛否の状況
賛成 反対 計 反対比率 賛成 反対 計 賛成比率

三井住友トラスト・
アセットマネジメント 20,321 4,719 25,040 18.8％ 10 203 213 4.7％

日興アセットマネジメント 20,490 2,903 23,393 12.4％ 13 182 195 6.7％
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5  ｢責任ある機関投資家」としてのスチュワードシップ活動の高度化

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況

●...三井住友トラスト・アセットマネジメントおよ

び日興アセットマネジメントは、中長期的な企

業価値の向上の観点から、ESG投資※1への取

り組みを強化しています。両社は、「国連責任

投資原則（PRI）」※2に署名し、これに沿った方

針を策定し、ESG課題の解決に向けた取り組

みを推進しています。　
※1..ESG投資とは、投資先企業を評価する際に財務情報だけでは
なく、企業の環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）の分野にお
ける情報を考慮する投資活動を指します。

※2..金融機関などが投資の意思決定を行う際には、投資先となる
企業のESG課題への取り組みを考慮・反映すべきであるとい
う国連主導により制定された原則です。

三井住友トラスト・アセットマネジメント

 評価機関によるPRI（責任投資原則）のレーティング 2020年 （A+〜Eの6段階評価）

日興アセットマネジメント

戦略とガバナンス（総合評価） A+

上場株式における責任投資への
統合状況

A+

上場株式におけるアクティブ・オーナーシップ A+

エンゲージメント A+

議決権行使 A+

債券投資（国債等） A+

債券投資（社債等） A+

戦略とガバナンス A+

上場株式 
ー ESG課題の組み込み

A+

上場株式 
ーアクティブ

オーナーシップ

エンゲージメント A+

議決権行使 A+

債券 ー 国債等 A＋

社債 ー 金融 A＋

社債 ー 非金融 A＋
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6  独立性を確保したガバナンスの構築・強化／
7  グループ資産運用ビジネスモデルの更なる強化

資産運用・商品開発 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

●  お客さまの利益を最優先する態勢を強化するため、グループの資産運用会社につい

ては、独立社外取締役を導入するなど、グループの販売会社からの経営・運営の独

立性を確保する態勢を構築してまいります。

●  議決権行使などについては、日本版スチュワードシップ・コードに則り外部有識者

のチェックを受けるなど透明性の確保を通じた利益相反管理態勢の高度化を実践

しております。特に、三井住友トラスト・アセットマネジメント、日興アセットマネジメ

ントにおいては、独立性の担保された外部有識者が過半を占める委員会を各社に

設置し、議決権行使やエンゲージメントの適切性などについて検証しております。な

お、同委員会の審議内容についてはその概要を公表し、可視化しております。

●  三井住友信託銀行の運用事業の三井住友トラスト・アセットマネジメントへの統合後

も上記の態勢を不断に高度化していくため、当社の利益相反管理委員会にグループの

資産運用会社の外部委員会の委員を構成員とするスチュワードシップ部会を設置し、

グループ全体のスチュワードシップ活動の監督強化を図っております。

●  また、三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメント、日興アセットマ

ネジメントでは、議決権行使の透明性をさらに高めるために、議決権行使結果につ

いて、個別の投資先企業、個別の議案ごとに公表しております。議決権行使ガイドラ

インについても随時見直しを行っております。

●  三井住友トラスト・アセットマネジメントでは、中長期の資産形成を安心して託して

いただける運用商品の開発に注力し、多くのお客さまから『中長期投資といえば、三

井住友トラスト・アセットマネジメント』と認められる国民的なブランド力を持った

資産運用会社を目指してまいります。

●  また、三井住友トラスト・アセットマネジメントおよび日興アセットマネジメントで

は、業務全般にわたるフィデューシャリー・デューティーの実践とお客さま本位の業

務運営を徹底するため、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行してお

り、独立社外取締役が過半を占める監査等委員会による監査・監督機能を強化する

ことで、経営の透明性等の向上を図っております。

●  このような取り組みにより、当グループによるお客さまの真のニーズ・利益に合致す

る商品等の開発・提供を更に徹底・強化すると同時に、市場への成長資金の供給や

投資先企業との建設的な対話を通じた企業価値向上にも貢献してまいります。

機
能
別
方
針

取組状況
●...グループの資産運用会社各社は、独立社外取締役を導入し、グループの販売会社からの経

営・運営の独立性を確保する体制を構築しています。.

●...日興アセットマネジメントにおいては、取締役会は独立社外取締役が議長を務め、2022年3

月末現在で8名中6名が社外取締役、うち日興アセットマネジメントと資本関係のない独立

取締役は5名という体制であり、本邦の運用業界においては極めて独立性と透明性の高い

ガバナンス態勢を確保しています。また、三井住友トラスト・アセットマネジメントでは、独立

社外取締役及び外部有識者を含む「FD諮問委員会」を定期的に開催し、外部からの独立し

た意見・提言を受け、これを取締役会等に報告して経営に活かしています。

●...議決権行使については、独立性の担保された外部有識者が過半を占める委員会をグルー

プの資産運用会社各社に設置しており、三井住友トラスト・アセットマネジメントにおいて

は「スチュワードシップ活動諮問委員会」が、日興アセットマネジメントにおいては「スチュ

ワードシップ＆議決権政策監督委員会」が、議決権行使やエンゲージメントの適切性など

について検証しています。

●...三井住友トラスト・ホールディングスでは、利益相反管理委員会にグループの資産運用会社

の外部委員会の委員を構成員とするスチュワードシップ部会を設置し、グループ全体のス

チュワードシップ活動の監督強化を図っています。
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機能別方針

資産管理
｢取組方針」に基づく取り組みを実践するグループ会社

● 三井住友信託銀行
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1  資産管理サービスの堅確性・迅速性の維持・向上
2  お客さまのニーズへの対応、社会的インフラとしての事務・システム等の高度化

資産管理 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

●  資産管理サービスの根幹となる事務の堅確性・迅速性向上を図るべく、人材・事務基盤・システム等の適切な資源配分を行ってまいります。

●  資産管理サービスに必要な法制・税制等の高度な専門性を有する人材の育成に努めてまいります。

●  グローバルに多様化・高度化するお客さまの資産運用ニーズにお応えするため、事務・システム等の高度化に取り組んでまいります。

機
能
別
方
針

取組状況

●...グループ全体で機関投資家等のお客さまの多様なニーズにお応えし、資

産管理サービスの充実に努めています。

●...保管・決済・会計・レポーティングといった資産管理の基盤部分において

は、コスト競争力確保の観点から規模拡大によるスケールメリットを追求

し、お客さまの多様なニーズにお応えできる高品質のサービス提供に取

り組んでいます。

●...資産管理サービス業務におけるグループ全体での人材活用に資するべ

く、グローバル化を支える中核的な人材や海外拠点の現地スタッフを含

む人材の育成を推進しています。

●...資産管理サービスに対するお客さまアンケートを実施することで、お客さ

まの声を幅広くいただき、さらなるサービスの改善に向けた活動を推進し

ています。

●...2021年度もグループ資産管理残高は堅調に増加しており、国内資産管理

残高は約183兆円、海外資産管理残高は約5,380億ドルとなっています。

グループ資産管理残高
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20222021202020192018 （3月末）

（兆円） （億ドル）

国内（左軸） 海外（右軸）

※.グループ資産管理残高
（国内）.投資信託・特定金銭信託等の信託財産やカストディ等の合計額
（海外）.海外資産管理現地法人のカストディ、ファンドアドミの残高
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3  お客さまの投資活動やミドル・バック業務に資する情報提供・サービスの高度化

資産管理 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

●  お客さまの投資活動やミドル・バック業務の高度化に資するため、各
種報告書・レポートに加え、海外グループ関係会社および各カスト
ディアン等からの情報をベースに、付加価値の高い情報（法制・税制、
市場情報）を適時提供することに努めてまいります。

●  専業信託銀行として、銀行事業の知見も活用し、お客さまのミドル・
バック業務の効率化、高度化に資するサービスの提供に努めてまい
ります。

機
能
別
方
針

取組状況

●...貯蓄から資産形成への流れのなか、運用ビジネ

スへの新たな参入や、業務を拡張する内外の金

融機関、資産運用会社は増加傾向にあり、投信

会社立ち上げ、業務インフラの構築など資産運

用会社のミドル・バック業務の諸課題に対応する

ソリューションとして、資産運用業務、資産管理

業務、アセットサービスの諸機能をアウトソース・

サービス「JABIS®」※としてご提供しています。
※..JABIS®（ジャビス）：Japan.Asset.Business.Information.Services
の略称で、三井住友信託銀行の登録商標です。

●..クライアントレポート業務のサービスメニューの

拡充やミドル・バック業務のアウトソースソリュー

ションの高度化等を推進し、お客さまの業務効率

化、コスト削減、持続的なPDCAサイクルの確立に

貢献できるサービスの提供に努めています。

●..2022年３月末時点で、32社（国内運用会社26

社、海外運用会社6社）にご利用いただくなど、採

用いただくお客さま数が増加しています。

JABIS® サービス受託会社数 

JABIS®サービス概要 

海外運用会社 国内運用会社40

30

20

10

0
2018 2019 2020 2021 2022（3月末）

（社）

データ提供
ソリューション提供

業務アウトソース
ソリューション実現

業務アウトソース
ソリューション実現

業務アウトソース
ソリューション実現

運用フロント業務 バックオフィス業務

バックオフィス業務

ミドルオフィス業務

ミドルオフィス業務

クライアントレポート業務

クライアントレポート業務フロント業務
サポート

● 投信計理事務
● 目論見書・有報（法定開示）
● 投資顧問経理事務
● 照合・指図業務
● データマネジメント

● パフォーマンス分析
● リスク分析
● 外国権利関係事務
● デリバティブ証拠金管理事務

● 運用報告書
● 投信週月報
● カスタマイズレポート
● BISレポート
● モニタリング資料 等
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機能別方針

その他信託業務等　 ｢取組方針」に基づく取り組みを実践するグループ会社

● 三井住友信託銀行
● 三井住友トラスト不動産※

※.「取組方針」のうち、該当する項目についての取り組みを実施
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●  善管注意義務、忠実義務、分別管理義務などの厳格な受託者責任を誠実に果たし、お客さまの利益を第一に信託業務を進めてまいります。
●  高齢者を中心とするお客さまの資産保全や資産承継に関するニーズにお応えする商品・サービスの開発・ご提供に取り組んでまいります。
●  高齢のお客さまのご不安等を理解したコンサルティングの実践、ジェロントロジー（老年学）等の情報提供に取り組んでまいります。
●  社員教育徹底、有資格者配置、ご提案やコンサルティング機会の拡大など、お客さまにご利用いただきやすい環境づくりに取り組んでまいります。
●  不動産の仲介業務にあたっては、お客さまに安心して取引いただけるよう、丁寧かつわかりやすい説明に努めてまいります。

1  受託者責任の徹底／ 2  お客さまの資産の保全など、安全、安心への取り組み／
3  不動産業務におけるお客さま本位の取り組み

その他信託業務等 販売 資産運用・商品開発 資産管理 その他信託業務等

取組状況
●..三井住友信託銀行は、「三井住友信託ファンドラップ」
による中長期的かつ安定した資産運用機能と、「人生
100年応援信託〈100年パスポート〉」の「まもる」「つか
う」「まかせる」「つなぐ」といった財産管理機能を一体
的に提供し、認知症等に備えながら、お客さまの幸せな
人生100年を応援する商品として、「人生100年応援信
託〈100年パスポートプラス〉」の取り扱いを開始しまし
た。お客さまの大切な財産の運用と保全・管理を同時に
サポートする商品としてご好評いただいています。

●..三井住友信託銀行では、老後のペットとの暮らしにおけ
るお悩みに応えるサービスとして、「遺言信託（ペット安心
特約付）」.を開発しました。家族ともいえる大切なペット
と長く暮らしていけるよう、万が一ペットを遺していくこ
とになった場合に備える遺言信託です。人生100年時代

の重要なテーマである「安心」や「楽しみ」を提供し、お客
さまのWell-being（「幸福」のこと。心身と社会的な健康
を意味する概念）に貢献します。

●..大学等の研究機関や提携企業と連携して、「認知症への
備え」「住まいの選択」「相続・承継」といった人生100年時
代の到来によりフォーカスされるテーマを中心に研究・
開発を継続しています。一例として、医療機関のもつ認知
症に対する知見を活かした意思決定支援サポートにも着
手しています。

●..高齢のお客さまが変化のスピードに遅れることなく、経
済、厚生に対するリスク要因を避けるためには、デジタル
と金融リテラシーの向上を支援する必要があります。ま
た、最新の知識や情報を伝える際は、多様な嗜好、ニーズ、
身体･認知能力、急速に変化する金融環境も考慮に入れ
つつ、平易な言葉でわかりやすく、高齢のお客さまに寄り
添った形で行う必要があるとされています。三井住友信託
銀行は、高齢のお客さまに見やすいよう配慮した文書を
作成することとともに、より容易に理解いただくことを目
的に、マンガや映像でお伝えすることも推進しています。

●..｢人生100年時代のベストパートナー」を掲げる当グルー
プは、社員による老年学（ジェロントロジー）の知識の習得
と、その知識に基づき高齢のお客さまに適合したご説明
や情報提供の方法の習得に力を入れています。三井住友
信託銀行では、2014年より、「ジェロントロジー･コンシェ
ルジュ」資格の取得を個人事業の営業店の全支店長、次長
と課長に義務付け、現在も継続するとともに、医学分野も
含めた老年学知識およびこれに適した金融業務を試験領
域とした「銀行ジェロントロジスト」資格（2021年1月に一
般社団法人日本意思決定支援推進機構（DMSOJ）と一般
社団法人金融財政事情研究会が共同で創設）について、
個人事業に所属する全社員の取得を推進しております。

●..三井住友信託銀行では、障がいのある方とのスムーズな
コミュニケーションをとることを目的に、営業店におい
て筆談ボードの使い方の勉強会等を実施しています。

●..不動産の仲介業務においても、お客さまの属性に応じて、
お取引の条件や物件の内容についてわかりやすい説明や
情報提供に努めております。また、お取引の進捗状況等の
ご報告について適時適切に実施しています。これらの取り
組みについて、審査部署において毎月モニタリングを実
施し、適切な運営を図っています。

機
能
別
方
針
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参考情報
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KPI算出方法 運用損益別顧客比率（投資信託・ファンドラップ）
共通KPI 実現損益を含む運用損益別お客さま比率

対象顧客 ●.基準日時点に投資信託及びファンドラップを保有している個人の顧客

●..【投資信託】.基準日時点に投資信託を保有している個人の顧客、および基準日時点までの1年間に
投資信託を保有していた個人の顧客（＝基準日時点で保有していない個人の顧客）

●..【ファンドラップ】.基準日時点にファンドラップを保有している個人の顧客、および基準日時点までの
1年間にファンドラップを保有していた個人の顧客（＝基準日時点で保有していない個人の顧客）

対象取引
●.自社の投資信託口座による取引
●.他社の金融商品仲介口座による取引（以下、仲介取引）

●..左記と同じ
●..仲介口座未勘案

対象商品

●..基準日時点で対象顧客が保有している投資信託（公募の国内株式投資信託・外国投資信
託）及びファンドラップ

●..投資信託には、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等）、私募投信、確定拠出年金・財
形・ミリオンで買い付けた投資信託は含まない

●..【投資信託】.現在保有している投資信託および過去保有していた銘柄の全てが対象
●..【ファンドラップ】.左記に加え、直近1年間に解約した顧客のファンドラップも対象
●..左記と同じ

全体
●..投資信託及びファンドラップのそれぞれについて運用損益を算出
●..外貨建て投資信託の評価金額の算出には、各社の定める手法（換算レートなど）を適用　

●..左記と同じ
●..外貨建て投資信託は保有なし

投資信託

分子
●..基準日時点の評価金額＋累計受取分配金額（税引後）＋累計売付金額－累計買付金額（含
む消費税込の販売手数料）

●..基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外　

●..左記と同じ

●..基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は、解約時点での同算出式により算出

分母 ●..基準日時点の評価金額 ●..累計買付金額

遡及期間
●..当該銘柄の購入当初まで遡及
遡及できない場合は、各社が顧客に提供している「トータルリターン通知」の手法を適用

●..左記と同じ（当該銘柄の購入当初まで遡及）

ファンド
ラップ

分子
●..基準日時点の評価金額※＋累計払戻金額－累計払込金額
※.投資一任報酬等の期中費用控除後の金額 左記方法で算出でき

ない場合、各社がファ
ンドラップの運用損
益計算に使用してい
る手法を適用

●..左記と同じ（直近1年間の解約顧客は、出金額を評価金額として計算)

分母
●..基準日時点の評価金額※

※.投資一任報酬等の期中費用控除後の金額
●..累計買付金額

遡及期間 ●..取引開始日まで遡及 ●..左記と同じ

顧客名寄せ
●..投資信託口座と金融商品仲介口座の名寄せ不要（例えば、銀行において、１人の顧客が投資
信託口座と金融商品仲介口座の両方で取引を行っている場合は、２人としてカウント）

●..仲介口座未勘案

運
用
損
益
計
算



50

ファンドラップに関するリスク・リターン・コストの算出方法について

ファンドラップに関するリスク・リターン・コストは、設定後5年以上のコース

を単純平均しています。

コースごとのリスク・リターンについては、投資対象となる投資信託の基

準価額と各運用コース毎の基本資産配分比率をもとに、以下の前提にてシ

ミュレーションを行い算出しています。.

●..基本資産配分比率の変更、資産内でのファンド組入比率の変更について

は、お客さまへの比率適用の開始日に全資産に対して実施したものとし

ています。

●..原則として四半期毎に行っている定例のリバランス（時価変動により乖離

した基本資産比率を計画水準まで戻す投資行動）については、実施した

月の月初に全資産に対して実施したものとしています。

●..市場急変時等に、臨時でリバランスを行った場合については、投資行動の

開始日に全資産に対して実施したものとしています。

●..投資信託の売買等により発生する譲渡税等については考慮していません。

コースごとのコストについては、投資顧問報酬に加え、投資対象となる投資

信託の信託報酬等を加えています。

投資顧問報酬については、作成日時点におけるお客さまの契約期間に応じ

た長期保有優遇制度適用後の固定報酬型の報酬料率を単純平均した数値

をもとに算出しています。

KPI算出方法 リスク・リターン、コスト・リターン（投資信託）
 共通KPI（設定後5年以上）   設定後1年以上

対象銘柄
●.預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）
●..自社取引、他社への仲介取引・紹介取引による残高を同一銘柄について合算の上、上位20銘柄を算出
●..DC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信（MRF、MMF等）、私募投信は除く。単位型は含む

●..預り残高上位20銘柄..（設定後1年以上）
●..左記と同じ
●..左記と同じ

コスト

全体 ●..基準日時点の販売手数料（消費税込み）の1/5と信託報酬率（同左）の合算　 ●..左記と同じ

販売手数料率 ●..目論見書上の上限ではなく、取扱い時の最低販売金額での料率（自社取引、他社への仲介取引のうち、最も高い料率を使用） ●..左記と同じ

信託報酬率　 ●..目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず） ●..左記と同じ

リスク・リターン
●..リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）、リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算）
●..騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

●..設定後5年未満の場合は設定来のデータを利用
●..左記と同じ
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共通KPI

対象顧客 ●..基準日時点に外貨建一時払保険を契約している個人の顧客

対象契約
●..自社が保険募集を行った契約
●..基準日時点で解約済みの契約、年金の支払いが開始している年金契約（据置期間の契約も含む）は除外する

対象商品
●..基準日時点で対象顧客が保有している外貨建一時払保険
●..外貨建医療保険、外貨建平準払保険は除外する
●..介護保障や特定疾病保障等、生前給付の保障が組み込まれている商品は除外する

運用評価計算
分子

●..（基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額）－契約時点の一時払保険料（いずれも円換算）
●..解約返戻金額について、時価評価を行うため、金利変動による市場価格調整(MVA)は反映する
●..既支払金を外貨で支払った場合に使用する為替レートは各社の定める手法を適用

分母 ●..契約時点の一時払保険料（円換算）

名寄せ ●..顧客が複数契約に加入している場合の名寄せは不要

KPI算出方法 運用評価別顧客比率（外貨建保険）

共通KPI

対象契約
●..自社が保険募集を行った契約
●..保険契約開始から60か月以上経過した契約
●..基準日時点で解約済みの契約、年金の支払いが開始している年金契約（据置期間の契約も含む）は除外する

対象銘柄

●..外貨建一時払保険のうち、保険契約開始から60か月以上経過した契約が存在する銘柄
●..対象となる契約にかかる.基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額.の合計額で、最大上位20銘柄とする
●..外貨建医療保険、外貨建平準払保険は除外する
●..介護保障や特定疾病保障等、生前給付の保障が組み込まれている銘柄は除外する

コスト

●..個別銘柄のコストは、各契約のコスト率について、保険会社が支払う代理店手数料のうち、新契約手数料率を基準日までの契約期間(月単位)で除したものと年間の継続手数料率を使用することで算出
し、各契約のコスト率を、各契約の契約時点の一時払保険料（円換算）で加重平均する

●..契約期間の途中で継続手数料率の取扱い手数料支払いが完了している場合、支払いがあった年度分の継続手数料率を累積した上で、経過期間に基づき年率換算を行う
●..手数料率を販売会社の個別契約ごとに紐づけることが困難な場合、実態と大きく乖離しない程度に各販売会社が簡易に定めた手数料率※を使用する
※.保険会社における当該銘柄の保有全契約のうち、保険契約開始から60か月以上経過した契約（基準日時点で有効であるもの）を対象に、当該銘柄を組成する保険会社にて算出される、各契約に適用さ
れている新契約手数料率及び継続手数料率を各契約の契約時点の一時払保険料（円換算）で加重平均した値を使用する

リターン
●..各契約のリターン率について、(基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額－契約時点の一時払保険料)÷(契約時点の一時払保険料).を年率に換算し、各契約のリターン率を、各契約の契約
時点の一時払保険料で加重平均する（いずれも円換算）

●..解約返戻金額について、時価評価を行うため、金利変動による市場価格調整(MVA)は反映する

加重平均値 ●..コスト、リターンともに、個別銘柄の対象となる契約にかかる.基準日時点の解約返戻金額＋基準日時点の既支払金額.の合計額で加重平均する

KPI算出方法 コスト・リターン（外貨建保険）
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「Ｒ＆Ｉ顧客本位の投信販売会社評価」について

「R&I.顧客本位の投信販売会社評価」（以下、「本評価」）は､

投信販売業務を行う販売会社の「顧客本位の業務運営」の取

組みに関するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。

R&Iが本評価を行うに際して用いた情報は、R&Iがその裁量

により信頼できると判断したものではあるものの、R&Iは、こ

れらの情報の正確性等について独自に検証しているわけでは

ありません。また、その正確性及び完全性につきR&I等が保証

するものではなく、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は

将来のパフォーマンスを保証するものではありません。本評

価に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&I

に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

この文書は、当社のお客さま本位の取り組みの状況を公表することを目的とするもので

あり、金融商品・サービスの勧誘を目的としたものではございません。 

なお、各商品・サービスに関する注意事項等は以下よりご確認ください。

●.投資信託に関するご注意事項はこちらからご確認ください。

●..投資一任運用商品（ラップ口座）に関するご注意事項はこちらからご確認ください。

●..NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関するご注意事項はこちらからご確認ください。

●.外貨預金に関するご注意事項はこちらからご確認ください。

●.生命保険商品に関するご注意事項はこちらからご確認ください。

●..その他三井住友信託銀行の商品・サービスの詳しい情報はこちらからご確認ください。

「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」ならびにグループ各社の行動計画・行動指針・成果指標は、以下より
ご確認ください。

●.三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針

●.主なグループ各社の行動計画・行動指針・成果指標
●.三井住友信託銀行
●.三井住友トラスト・アセットマネジメント
●.日興アセットマネジメント
●.三井住友トラスト・ライフパートナーズ

https://www.smtb.jp/personal/saving/investment/
https://www.smtb.jp/personal/saving/fund/
https://www.smtb.jp/personal/saving/investment/nisa/
https://www.smtb.jp/personal/saving/foreign/risk.html
https://www.smtb.jp/personal/saving/insurance/
https://www.smtb.jp/personal/service.html
https://www.smth.jp/about_us/management/customer/fiduciaryduty/index.html
https://www.smtb.jp/-/media/tb/about/activity/pdf/actionplan.pdf
https://www.smtam.jp/company/policy/fiduciary/
https://www.nikkoam.com/about/fiduciary
https://www.smtlp.jp/about/bopolicy.pdf
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金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」に示されている内容との対応関係について

顧客本位の業務運営に関する原則
お客さまの「ベストパートナー」を目指すための取り組み
の実施状況と成果指標（KPI）における主な該当箇所

原則１．【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するための明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取組状況を定期的に公表す
べきである。当該方針は、より良い業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。

三井住友トラスト・グループのお客さま本位の取り組み

（注）���金融事業者は、顧客本位の業務運営に関する方針を策定する際には、取引の直接の相手方としての顧客だけでなく、インベスト
メント・チェーンにおける最終受益者としての顧客をも念頭に置くべきである。

三井住友トラスト・グループのお客さま本位の取り組み

原則２．【顧客の最善の利益の追求】　
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業
者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

三井住友トラスト・グループのお客さま本位の取り組み
目指す姿と定量指標（KPI）
販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践

（注）���金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した
顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。

三井住友トラスト・グループのお客さま本位の取り組み
目指す姿と定量指標（KPI）
販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践

原則３．【利益相反の適切な管理】　
金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切
に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

販売�4.��多様な機能を生かした金融サービスの提供
資産運用・商品開発6.�独立性を確保したガバナンスの構
築・強化

（注）���金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべ
きである。
●�販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
●�販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合
●��同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係
等を有する企業を選ぶ場合

販売�4.��多様な機能を生かした金融サービスの提供
資産運用・商品開発6.�独立性を確保したガバナンスの構
築・強化

原則４．【手数料等の明確化】　
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものか
を含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。

販売�2．わかりやすい情報提供
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顧客本位の業務運営に関する原則
お客さまの「ベストパートナー」を目指すための取り組み
の実施状況と成果指標（KPI）における主な該当箇所

原則５．【重要な情報の分かりやすい提供】　　
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則４に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係
る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

販売�2．わかりやすい情報提供

（注１）��重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
●��顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益（リターン）、損失その他のリスク、取引条件
●��顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
●��顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由（顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由
を含む）

●��顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容（第三
者から受け取る手数料等を含む）及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

販売�2．わかりやすい情報提供

（注２）���金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか
否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な
情報について提供すべきである（（注２）～（注５）は手数料等の情報を提供する場合においても同じ）。

販売�2．わかりやすい情報提供

（注３）���金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行
うべきである。

販売�2．わかりやすい情報提供

（注４）��金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきで
ある。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・
推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスク
とリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。

販売�2．わかりやすい情報提供

（注５）���金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調する
などして顧客の注意を促すべきである。

販売�2．わかりやすい情報提供
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顧客本位の業務運営に関する原則
お客さまの「ベストパートナー」を目指すための取り組み
の実施状況と成果指標（KPI）における主な該当箇所

原則６．【顧客にふさわしいサービスの提供】
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・
推奨等を行うべきである。

販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� 3.��お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・

サービスの提供・開発

（注１）���金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
●��顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検
討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと

●��具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商
品・サービスや代替商品・サービスの内容（手数料を含む）と比較しながら行うこと

●��金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと

販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� 2.�わかりやすい情報提供
� 3.���お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・

サービスの提供・開発

（注２）���金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふ
さわしいかについて留意すべきである。

販売�１.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� ２.�わかりやすい情報提供
� ３.��お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・

サービスの提供・開発

（注３）���金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特
定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。

販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� 2.�わかりやすい情報提供

（注４）���金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グ
ループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審
査すべきである。

販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� 2.�わかりやすい情報提供
� 3.��お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・

サービスの提供・開発

（注５）���金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に
応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� 2.�わかりやすい情報提供
� 3.��お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・

サービスの提供・開発
� 6.�お客さまの安心と満足、社会・経済への貢献
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56

顧客本位の業務運営に関する原則
お客さまの「ベストパートナー」を目指すための取り組み
の実施状況と成果指標（KPI）における主な該当箇所

原則７．【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】　　　
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報
酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� 2.�わかりやすい情報提供
� 3.��お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・

サービスの提供・開発
� 5.��お客さまの声や評価のサービス等への反映
資産運用・商品開発4.�専門性の向上

（注）��金融事業者は、各原則（これらに付されている注を含む）に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容に
ついて、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。

三井住友トラスト・グループのお客さま本位の取り組み
販売�1.�お客さま本位のコンサルティングの実践
� 2.�わかりやすい情報提供
� 3.��お客さまの多様なニーズに応える幅広い商品・

サービスの提供・開発
� 5.�お客さまの声や評価のサービス等への反映
資産運用・商品開発4.�専門性の向上
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