事業戦略

個人のお客さまへの
取り組み

重点施策

1

世代別コンサルティングの取り組み

資産形成層、退職前後層、
シニア層のお客さまに対しきめ
細かな商品・サービスの充実を図るとともに、
自らのコンサ

お客さまの人生と真摯に向き合い、お客さまの期待を上回るライフプランに応じた的確かつ高度な
お客さまの課題の解決に貢献し、人生100年時代のベストパートナーを目指します。

ルティングスキルの向上、
ノウハウの蓄積に努めることで、

800

世代ごとのライフイベントを踏まえたライフプラン・マネープ

600

ランに対するコンサルティングに磨きをかけます。
また、休日

400

や時間外営業、オンライン相談を拡充しお客さまの利便性

200

向上を実現するとともに、幅広いお客さまとの接点を通じて

0

コンサルティングの機会拡大を目指します。

2

▍超高齢社会に対応する資産管理、国民の資産形成
資産形成層を中心とする

認知症などの課題解決に貢献する

現役世代の
「資産形成」
をサポート

資産管理・承継サポートの提供
人生100年時代を迎え、
お客さまの「長く充実した人生を

用・形成ニーズが高まっています。
お客さまの働き方・ライフ

過ごすこと」への関心がますます高まるとともに、高齢期に

スタイルの多様化などを踏まえ、
お客さま一人一人のニーズ

おける資産管理・承継に関する悩み・不安が社会課題として

に合わせたコンサルティングや提案を行うために、現役世代

顕在化してきています。当グループは、信託銀行グループの

の方にもご利用いただきやすいオンライン相談・手続き体制

高度な専門性と多彩な商品・サービスを駆使し、お客さま

を業界に先駆けて整備し、
ソリューション提供を行っていき

一人一人が抱えている課題の解決を図っていきます。将来

ます。
また、
より多くのお客さまと長い期間取引を継続する

の認知症や健康の不安に備えた資産管理、次の世代へのス

ことにより、お預かり資産残高の拡大を通じて、お客さまと

ムーズな資産承継など、お客さまの意思に寄り添いながら

共に成長していくことを目指します。

安心・安全な生活をサポートします。

環境認識・課題

機会・強み
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2017年3月末 2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末

資産形成層＋退職前後層（65歳未満）

シニア層（65歳以上）

現役世代の資産形成に関する取り組み

人生100年時代における老後に必要な資金に関する不安
の高まりに対し、
マネープラン作成への関心が強まり、
さら
には自助努力による資産運用・形成のニーズが高まってい
ます。積立型の資産形成として少額から始められる積立投
資や平準払保険の商品ラインアップの充実に努め、的確な
コンサルティングを通じ、
お客さまのライフプラン設計をサ
ポートします。
また、
オンラインによるセミナーや相談機会の
提供など、現役世代のお客さまにもご利用いただきやすい
環境整備に努めます。

重点施策

3

積立投資顧客数
（万人）
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※三井住友信託銀行で積立投資契約（投資信託自動購入プラン）
を契約中のお客さま

職域ビジネスにおけるライフプランサポート

当社では長年にわたり、取引先企業およびその企業の従
ビジネス環境認識
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安心して過ごせる老後に向けた自助努力による資産運

426

※三井住友信託銀行で運用関連商品を保有されるお客さま
※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

重点施策

社会課題として、積極的に取り組むテーマ

422

三井 住友トラスト・ホールディングス

三井 住友トラスト・ホールディングス

60

ソリューションを通じ、安心・安全を提供します。長寿化に伴う資産運用・形成、資産管理、資産承継などの

運用商品保有者数
（千人）

積立貯蓄などの導入社数・加入者数

業員に対し、各社の人事制度を踏まえた資産形成商品の提

（社）

供に努めてきました。人生100年時代を迎え、長期化するセ

800

カンドライフや資産形成への関心が高まるなか、
オンライン

600
400

新型コロナウイルス感染症拡大、
マイナス金利の長期化、金融商品
の手数料低下

お客さま本位のトータル・コンサルティングを軸とした戦略展開

活用による充実したセミナーで有益な情報をお届けすると

中長期的な人口減少やデジタライゼーションに対応する業務プロセ
ス・店舗の変革

資産形成層からシニア層まで幅広いお客さま基盤

ともに、取引先企業の従業員へ各社の退職金・企業年金制

超高齢社会における資産形成や財産管理の必要性の高まりと当グ
ループの多様な商品・サービスラインアップ

度を踏まえた信託銀行グループとしての強みを活かしたラ
イフプラン・コンサルティングを提供します。
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積立貯蓄・財形ビジネスアドバンテージ加入者数（右軸）
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重点施策

4

社会課題解決型ビジネスの取り組み

シニア層への資産管理・承継ニーズへの取り組み

高齢化が進展するなか、将来の認知症や健康などに対す

資産管理系商品※取扱件数

る不安や、次世代への相続・承継において生じる各種課題

（万件）

に対し、お客さま一人一人に合わせたコンサルティングを

2.0

見直しが迫られるとともに、老後も個人が安心して充実した人生を過

4.0

1.6

3.0

め、人生 100 年時代において、
シニア層のお客さまが安心・

3.4

2.5

1.2

1.0

じる課題へ付加価値の高いソリューションを提供し、個人の財産の安

品・サービスの強化・拡充を進めます。

全確保、住まいの安定性の確保、認知症などの判断能力低下の際のご
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3月末

2018年
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3月末

※後見制度支援信託、安心サポート信託、
人生100年応援信託など

重点施策

5

本人、
ご家族への安心提供などで貢献します。
三井住友信託銀行は、
「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、適切なソリューションの提供を目的
とした
「人生100年応援部」
を2019年に設立しました。
「人生100年応

富裕層ビジネス推進の取り組み

援部」
では、
お客さまへの安心や安全、
楽しみを提供すべく、
長年培った
ノウハウを活かし、商品開発やソリューション提供の取り組みを強化、
加速しています。

世界有数の資産運用・証券サービスを有するUBSグルー

三井 住友トラスト・ホールディングス

三井 住友トラスト・ホールディングス

0

ごすため、
さまざまな課題への対応、事前の準備が必要となっていま
す。
当グループは、信託の機能を活用し、超高齢社会において個人に生

2.0
0.3

安全に金融・財産管理サービスをご利用いただけるよう、商

SDGsへのインパクト

が進む日本では、年金や社会保障などの生活を支える社会システムの

（万件）

行います。
ご資金を「まもる」
「つかう」
「つなぐ」機能を兼ね
備えた「人生 100 年応援信託＜100 年パスポート＞」をはじ

「人生100年時代」が到来するなか、
とりわけ世界の中で最も長寿化

遺言書保管件数

プと、相続・資産承継、不動産などの幅広い商品・サービスを
有する三井住友信託銀行は、高度な専門性を有する経験豊
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富な専任スタッフが、両グループの強み・ブランドを融合さ

63
商品・サービスの開発

せた
「トータル・ウェルス・マネジメント」
を、
ワンストップで提

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて新たな生活様式を求められるなか、環境や社会に配慮する企業の取り組

供します。特に運用ソリューションでは、
グローバルなUBS

みへの関心は日々高まりを見せています。三井住友信託銀行は、環境や社会の課題への取り組みを財務面でサポート
します。

グループの強みを活かした特色ある提案で、
お客さまのニー

取り組み事例：グリーン預金

ズに応えます※。

グリーン預金とは、太陽光・風力発電をはじめとする再生可能エネルギー、環境不動

※2021年夏以降、UBS証券からウェルス・マネジメント事業を会社分割して新たな証券会社
を設立し、
その株式の49%を三井住友トラスト・ホールディングスが取得予定

産など、環境改善に資する事業に資金使途を原則限定して調達する外貨定期預金で
す。環境や社会に配慮する企業の取り組みに高い関心を持つ個人のお客さまとESG投
資を行う国内外の企業・投資家をつなぐことが、金融機関としての社会的責任の一環で

重点施策

6

あると考え、
これらの取り組みを通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。

チャネル変革

「人生 100 年時代」において、お客さまに「安心」や「楽しみ」を提供していくことで
社会的価値を創造し、同時に自らの経済価値を創造する「共通価値の創造（ CSV：

デジタル化の浸透や新型コロナウイルス感染症拡大によ
る行動様式の変化を受け、Web 会議ツールを用いた相談
ニーズが急増しています。時間・場所・人数に縛られないオン
ライン上で、店舗と同様、質の高いコンサルティングの提供
を目指し、2021年度上期にオンライン・コンサルプラザを開
設しました。店舗については、
オンライン相談設備の設置を
進めるとともに、信託型次世代店舗化や機能集約型のコン
サルティング店舗化による対面コンサルティング提供の場と
して強化します。

オンライン相談件数

Creating Shared Value）」の考え方に基づき、金融商品・サービスの開発に積極的に
取り組んでいます。

（件）

6,000

5,318

住宅ローンの返済期間中に万が一のことがあった場合に備えて、
お客さまが作成し

4,000

た“ご自宅に関する遺言書（ハウジングウィル）”をお預かりするサービスを開始しまし

2,317

た。大切なご家族が遺産の分割手続きで苦労しないように、手軽に準備しておける本邦

2,000

初のサービスで、
お客さまにこれまでにない
「安心」
を提供します
（遺言書のお預かりは

574

0

取り組み事例：ハウジングウィル

2020年7〜9月

2020年10〜12月

2021年1〜3月

※三井住友信託銀行でオンラインを用いてご相談を受けた件数（ご家族などのオンラインでの
同席件数を含む）

無料です）。
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事業戦略／個人のお客さまへの取り組み

金融包摂の推進
全ての人々の金融へのアクセス拡大を促進していくため、相続や贈与、資産管理、住まいなどに関する商品・サービ
スや、高齢者が積極的に社会参加し続けるプロダクティブ・エイジングの実現に向けた共同研究・情報発信など、信託
銀行の多様な機能やネットワークを活用したさまざまな取り組みを行ってきました。
特に、地域包括ケアシステムの重要性が高まるなか、高齢のお客さまの資産管理を担う金融機関も重要な役割を担
うと考えられることから、地域包括支援センターとの連携や医療従事者が主催する事例研究会に参加するなど、全国
の支店で地域包括ケアの構築に積極的に参画しています
（詳細はP.89ご参照）。

ライフプランの研究・発信
三井 住友トラスト・ホールディングス

人生100年時代の新しい社会モデル創出に向けて、関連するナレッジの開発・更新に取り組んでいます。
取り組み事例：

取り組み事例：

資産のミライ研究所

住まいの選択肢〜Aging ㏌ Placeに向けて〜

100歳を迎えることが当たり前となる社会では、人生
における選択肢や可能性がこれまで以上に広がります。
「三井住友トラスト・資産のミライ研究所」では一人一
人が将来を安心し明るく過ごすための資産形成・資産
活用のあり方を調査・研究し、情報発信しています。

高齢者が生活の質を維持し、安心して暮らしていく上
でのカギを握る
「住まい」
に着目し、
グループのさまざま
な機能を活用して、
シニア世代応援レポート
「シニア世
代の住まいを考える」
の内容を大幅に充実させました。
（詳細はP.91ご参照）
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お客さまとの共有・共感
終活や相続対策をテーマとしたオンラインセミナーや時間や場所を選ばずにお客さまに
「人生100年時代」
のポイン
トをお伝えできる動画コンテンツなど、効果的にお客さまと情報を共有し、共感していただくための方法を拡充してい
ます。
取り組み事例：人生100年時代のリアル

さまざまな年代・ライフスタイルを持つインフルエンサーたちが、
それぞれの課題をリアルに語ります。

