
Materiality2

社会適合性を
向上させる
CSR活動

当グループが事業活動を行う上で考慮しなければならないのは、ガバナンス・コンプライ
アンス体制、リスク管理体制の機能が低下することで当グループが信用を失うだけでなく、
経済全体にマイナスの影響を与えかねないということです。また、社員をはじめ当グループ
のステークホルダーに関わる人権問題、事業活動による環境負荷などにも留意しなければ
なりません。当グループは、事業運営に必要なすべての活動を行う上で発生する可能性が
あり、同時に社会的価値を毀損させかねない問題を防ぐために、事業活動を社会と適合さ
せることを基本的な考え方としています。この基本的な考え方に基づき、当グループはさま
ざまな活動に取り組んでいます。
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共通価値の創造
当グループの事業活動の中で、最も社会との適合性を求められるものは金融機能そのも

のです。当グループは、この金融機能を安心・安全なものにするために、ガバナンス・コンプ
ライアンス、リスク管理の高度化に努めています。また、「人権尊重」の企業風土を醸成する
ことを重視し、人権が尊重される公正な社会の実現に貢献したいと考えています。事業活
動の「環境負荷の低減」にも注力しており、事業活動における省エネや廃棄物削減を通じ、気
候変動問題や資源循環問題にも取り組んでいます。これらの取り組みは当グループの体質
を強化し、長期的には経済的価値の向上に寄与します。

共通価値の
創造

三井住友トラスト・グループの事業活動

社会的価値の
毀損防止

当グループの
企業体質の強化

社会適合性の向上

販促活動

リスク管理ガバナンス・
コンプライアンス CS活動 人材マネジメント CO2削減等

環境配慮活動
金融セミナー
実施

営業活動 提案書作成 顧客サポート 苦情処理

対顧客活動

社内活動
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コーポレートガバナンス体制の概要

（1）グループにおける持株会社の役割と機能
当グループでは、中央三井信託銀行、中央三井アセット

信託銀行、住友信託銀行の各銀行子会社、および中央三井
アセットマネジメント株式会社と中央三井キャピタル株式会
社の各運用子会社が、それぞれの業務執行を単独で完結
できる経営管理体制を有しており、三井住友トラスト・ホー
ルディングス（以下、SMTH）は業務執行管理型の持株会社
として、以下の各機能を担っています。
● グループ経営戦略企画機能
● 経営資源配分機能
● 業務運営管理機能
● リスク管理統括機能
● コンプライアンス統括機能
● 内部監査統括機能

（2）業務執行・監督体制
当グループでは、銀行子会社にSMTHとの兼任取締役

を配置し、効果的なグループ経営戦略の遂行を図る一方、
SMTHの専任取締役が内部監査機能を統括することで、子
会社各社への牽制機能を確保しています。また、SMTH取
締役の任期を1年とし、経営責任を明確化しています。併
せて、銀行子会社にSMTHとの兼任監査役を配置して子会
社各社の経営を監査するとともに、持株会社のSMTHに対
しても監査機能が働く体制としています。なお、監査役の
うち過半数を社外監査役とし、監査機能の独立性を確保し
ています。
取締役会の下には、社長を議長とする経営会議を設置し、
取締役会で決定した方針に基づき、業務執行上の重要事
項の協議等を行っています。また、経営会議と同列の機関
として、「経営健全化計画推進審議会」「CSR審議会」を設置
しているほか、「経営管理委員会」等各種委員会を設置して
います。

持
株
会
社

三井住友トラスト・ホールディングス
株主総会

取締役会

委員会※2

審議会※１

監査役
監査役会

経営会議

グループ経営戦略
企画機能

業務運営
管理機能

経営資源
配分機能

リスク管理
統括機能

コンプライアンス
統括機能

内部監査
統括機能

※１
経営健全化計画推進審議会
ＣＳＲ審議会

※２
経営管理委員会
統合的リスク管理委員会
内部監査委員会
情報開示委員会
統合推進委員会
IT委員会

銀
行
子
会
社

運
用
子
会
社 銀行子会社・運用子会社

業務運営機能 リスク管理
機能

コンプライアンス
機能

内部監査
機能

ガバナンス体制図

当グループは、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ふさわしい経営管理体制を構築し、経営
の透明性・健全性の確保とともに、環境変化に柔軟に対応できる意思決定の迅速化を
図っています。
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（3）内部統制
SMTHは、①業務の有効性および効率性、②財務報告

の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保
全、という4つの目的を達成するため、取締役会において
「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムを整備・運
用しています。

コンプライアンス
（法令等遵守）体制

内部統制システム

監査役監査に
関する体制

内部監査体制

情報の
保存・管理
体制

リスク管理体制

業務執行体制

経営の
透明性を
確保 業務の適正を

確保するための
管理体制

（4）監査
①監査体制

SMTHは、監査役制度を採用し、常勤の監査役2名およ
び非常勤の監査役4名（社外監査役）の合計6名の監査役に
より監査役会を構成しています。常勤の監査役は監査役会
や連絡会等の場で、経営会議等の重要会議の議案や
SMTHおよび子会社の調査の内容、その他日常の監査活
動で収集した監査情報を非常勤の監査役に報告し、情報
の共有化に努めています。非常勤の監査役は法律や企業
経営などの多角的な視点での監査を実施し、取締役会や
監査役会などで積極的に意見を述べています。

②内部監査
SMTHは、業務執行部門から独立した内部監査部門を

設置しています。内部監査部門は、各業務執行部門など
に対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言等を行
い、その結果等および内部監査計画の進捗状況・達成状
況を適時・適切に取締役会に報告しています。

情報開示統制

当グループは、企業情報の適正かつ公正な開示により、
経営の透明性を確保していくことを全役員・社員の遵守基
準に掲げ、関連法令および諸規則などに則った開示を行
うための内部統制態勢を整備しています。この基本的な考
え方に基づき、情報開示のあり方を社内外に周知し、適切
な運営を図っていくために「ディスクロージャーポリシー」を
制定しています。

役員の報酬などの内容
持株会社の役員の基本報酬（2010年4月1日～2011年3

月31日）については、株主総会で承認された役員報酬総額
の上限の範囲内で、取締役は取締役会の決議により、監査
役は監査役の協議により決定しています。

区分

取締役
監査役
計

支給人数

9名
5名

14名

報酬等
（百万円）

130

35

166

役員に対する報酬
（当事業年度 2010年4月1日～2011年3月31日）

内部統制システム構築の基本方針

（注） 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。
2. 報酬等の額には、当事業年度の取締役に対する役員退職慰労引当金繰入額

34百万円および監査役に対する役員退職慰労引当金繰入額6百万円が含ま
れています。

3. 株主総会で定められた報酬限度額は、取締役は月額30百万円、監査役は月
額9百万円であります。

4. 上記には、当事業年度中に退任した取締役3名を含んでいます。
5. 上記には、各役員が兼任する銀行子会社等の報酬は含まれていません。
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1 主要な方針と規程

当グループでは、行動規範（バリュー）のほか、持株会社
や銀行子会社等でコンプライアンスに関する内部規程を
定めています。

三井住友トラスト・グループの行動規範（バリュー）
グループの経営理念（ミッション）実践のための6つの行

動規範（バリュー）において、法令等の厳格な遵守、反社会
的勢力への毅然とした対応等を定めています。

コンプライアンス規程
コンプライアンス規程では、コンプライアンスに関する基

本方針、役員・社員の遵守基準、組織体制を定めています。

コンプライアンス・マニュアル
コンプライアンス・マニュアルでは、役員・社員が遵守す

べき法令等の解説、違法行為を発見したときの対処方法
等を具体的に示しています。

2 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の最も重要な機能の一つと位
置付け、持株会社に「コンプライアンス統括部」を設置し、
コンプライアンスに関する基本方針の策定や管理・運営状
況のモニタリングを行っています。また、同部長を統括部
署管理者として、態勢に必要な規程類整備、施策・指導等
の実施、課題等への対処、研修体制充実等を通じ、当グ
ループのコンプライアンス全体の統括に当たっています。

3 モニタリングと違反行為への対応

当グループでは、コンプライアンスに係る諸施策の具体的
な実践計画について、毎年度「コンプライアンス・プログラム」
を策定し、定期的に進捗状況の把握評価を行っています。
銀行子会社・その他子会社においては、持株会社が定め

たコンプライアンスに関する基本方針に基づき、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。
なお、法令違反行為等が発生した場合に迅速かつ適切

に対応するため、職制に基づく報告制度とは別に、全役
員・社員がコンプライアンス統括部や外部の弁護士事務所
に直接通報できるコンプライアンス・ホットライン制度を設
けています。同制度では、通報者保護のため、情報管理や
プライバシー保護を徹底し、また、適正な通報である限り、
通報者の不利益な取り扱いを厳禁しています。

当グループは、法令等遵守（コンプライアンス）の徹底を経営上の最重要課題としています。
コンプライアンスとは、法令・市場ルール・社内規程類等のルールはもとより広く社会規範
を遵守することをいいます。
当グループでは、全役員・社員が法令等を遵守し、誠実・公正な企業活動を遂行できる
よう、チェック体制・推進体制を整備し、課題や問題点などに対して自己規律に基づいた
適切な対処を実施していくための取り組みを進めています。
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4 取り組みの概要

（1）マネー・ローンダリング*等防止態勢
犯罪者やテロリストは巧妙な方法で身元を偽ります。本

人確認はこのような身元の隠蔽を防止し、金融サービスの
不正利用を水際で食い止めるものです。また彼らは、不正
取引を通常の取引と装います。その検出のため「疑わしい
取引の届出」制度が用意されています。
当グループでは、本人確認や疑わしい取引の届出等の対

策を的確に実施するため、各種の態勢を整えています。例え
ば銀行子会社の営業店や所管本部社員に所定の研修を実
施しており、社員の知識の継続的な維持向上を図っています。
*マネー・ローンダリング（資金洗浄）とは、麻薬密売などの犯罪収益を金融機関口座
や金融商品間で転 と々させ、不正な資金の出所を隠すことをいう。テロリストや振り
込め詐欺犯人等も、金融機関口座等の不正利用を行う。金融機関は、このような金
融サービスの不正利用を防止する必要があり、これをマネー・ローンダリング等防止
対策と総称している。

（2）インサイダー取引防止
インサイダー取引は、内部者が公表されていない情報等

を利用して行う取引であり、一般投資家に不測の損害を与
え証券市場への信頼を損なうものです。インサイダー取引
の防止のため三井住友トラスト・ホールディングスや銀行子
会社等では情報管理や自己売買等についてのルールを整
備し、全役員・社員に対して毎年の研修等で周知を図って
いるほか、毎年全役員・社員より誓約書の提出を義務付け、
社内ルールを遵守し、インサイダー取引等の不公正取引を
行わないよう徹底しています。

（3）反社会的勢力への対応
反社会的勢力とは暴力団や暴力団員のみでなく、これら

に関係する個人や企業等、市民生活の秩序や安全に脅威を
与える者・集団を指します。反社会的勢力の不当介入を許す
ことは、当グループの社会的信用を毀損します。また、反社
会的勢力への毅然とした対応は、健全な経済・社会の発展

金融円滑化に関する基本方針と体制

当グループでは、銀行子会社にて「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」を踏まえ、「金融円滑化に関する基本
方針」を制定し、体制整備を行っています。

基本方針
お客さまからの新規借入や条件変更などの申し込

みには、個別事情をきめ細かく把握し、適切な審
査を実施し、必要に応じ他の金融機関などと緊密
な連携の上、迅速な検討・回答に努め、ご相談・苦
情等にも適切に対応します。やむを得ずお断りする
場合は、お客さまにご理解・ご納得をいただけるよ
う、具体的かつ丁寧な説明を行います。

体制
基本方針に基づく適切な管理運営のため、銀行

子会社において金融円滑化管理担当役員を任命
し、各種規程等の企画立案や、営業店などへの周
知徹底を行っています。

のための企業の社会的責務であり、犯罪対策閣僚会議指
針等による国家的な要請となっています。当グループでは、
行動規範（バリュー）等において、反社会的勢力に対する毅
然とした対応を貫くことを定めて社内外に宣言しており、反
社会的勢力との取引防止のため、各種取引における調査や
システムチェック等の体制を構築しています。また、融資
や受信等の各種取引に暴力団排除条項を導入しています。
これは、反社会的勢力に取引を躊躇させ、また取引開始後
に反社会的勢力と判明したときに取引を解消させる契約上
の根拠付けとなるものです。
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1 基本的な取り組み方針

従来よりも複雑な仕組みや特徴を持つ金融商品が増加する
中、金融機関には、その商品の仕組みやリスクなどをお客さまに
適切かつ十分にご説明し、ご理解いただくことが強く求められて
います。また、お客さまからの苦情や要望などに対する適切な
対応や、顧客情報の適切な管理の重要性も一層高まっています。
こうした中、当グループは顧客保護等を経営上の最重要課題
の一つと位置付け、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、グループ各社の顧客保護および利便の向上に向け
た基本方針を「顧客保護等管理規程」において定めています。
また、これらを遵守し、誠実かつ公正な企業活動が遂行で

きるよう、チェック体制・推進体制を整備しています。これらの
整備を通じて、課題や問題点などに対して自己規律に基づき
適切に対処できるよう各種取り組みを進めています。
銀行子会社・その他子会社においては、持株会社が定め

た基本方針に基づき、それぞれの業務特性に応じた適切
な顧客保護等管理体制を整備しています。

2 取り組みの概要

（1）お客さまへの適切な情報提供
当グループでは、お客さまに対する金融商品・サービスの提

供に当たり、お客さまの知識、経験、財産の状況および取引を
行う目的を踏まえ、お客さまの理解と納得が得られるよう適切
かつ十分な説明を行っています。
当グループでは、銀行子会社等において、金融商品の勧誘や販

売に関する方針を店頭やホームページで公表しているほか、適合性
原則*の徹底や適切な情報提供などを定めた顧客説明マニュアル
の作成による社内規則の整備、さらに研修の充実などを通じて、お客
さまの立場に立った適正な金融商品の勧誘・販売を徹底しています。
*顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当
な勧誘を行ってはならないという規制。

（2）顧客情報管理
お客さまの情報を適切に管理し、グループ内でお客さま

の情報を共同利用する場合には、個人情報保護に関する法
律、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインそ
の他関連法令等に従い、適切に対応するようにしています。

（3）顧客サポート等管理
お客さまからの相談・苦情等に対して誠実かつ迅速に対応

し、可能な限りお客さまの理解と納得を得て解決することを
目指すとともに、発生原因の把握・分析を行い、お客さまの利
便性向上のため、業務改善に向けた取り組みを行っています。

（4）外部委託管理
業務の外部委託を行う場合には、業務遂行の的確性と

ともに、お客さま情報の適切な管理等お客さま対応の適
切性が確保されるよう、外部委託先の選定・モニタリング
等、適切な管理を行っています。

（5）利益相反*管理の取り組み
当グループは、その行う取引に伴って、お客さまの利益を

不当に害することのないよう、法令等および当グループの利
益相反管理関連の規程類等に従い、適切に業務を管理・遂
行し、お客さまや社会からの一層の信頼確立を図っています。
適切に利益相反管理を行うため、営業部門から独立し

た利益相反管理統括部署および統括者を設置し、当グ
ループ全体において利益相反管理を的確に実施するため
の態勢を整備しています。
統括部署および統括者は、当グループの利益相反管理

の有効性について定期的に検証を行い継続的に改善を
図っています。また、定期的に研修・教育を行い、周知・徹
底を図っています。
* ｢利益相反」とは、当グループとお客さまとの間で利益が相反する状況、または当グ
ループのお客さま相互間で利益が相反する状況をいう。

（6）金融円滑化への取り組み
45頁をご参照ください。
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お客さま満足（CS）向上への取り組み

業態にかかわらず、お客さまからの信頼は企業活動の基盤となるものです。
当グループは、お客さまの声に真摯に耳を傾け、商品・サービスの改善に取り組むこと
などを通じて、お客さまに信頼していただける存在であり続けたいと考えています。

1 基本的な取り組み方針

当グループは、役員・社員が遵守すべき行動規範（バ
リュー）の一つに、「お客さま本位の徹底ー信義誠実ー」を
掲げ、最善至高の信義誠実と信用を重んじ確実を旨とする
精神をもって、お客さまの安心と満足のために行動してい
くことを定めています。

2 取り組みの概要

（1）お客さまの声を反映する仕組み
当グループでは、全国の店舗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」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。
お客さまからいただいたご意見・ご要望は、調査・分析

の上、より良い商品・サービスの提
供へつなげています。

改善事例

待ち時間表示の改善
お客さまの声
窓口でどのくらいの時間を待つのか分かりにくい。

改善内容
待ち人数を表示するシステムを導入し、お客さま

が待つかどうかのご判断をしやすい店舗環境の整
備を推進しています。また、各営業店では、それぞ
れの店舗環境に応じ、混雑予想カレンダーの掲示
や、待ち時間案内サービスなどの取り組みを行っ
ています。

「誘導用点字ブロック」の設置
お客さまの声
目の不自由な者でもATMコーナーにたどり着け

るよう、店舗に点字ブロックを設置してほしい。

改善内容
お声をいただいた取引店舗において、ATMコー

ナーまでの「誘導用点字ブロック」を敷設しました。
また、いただいたお声も踏まえ、全国の店舗において
ご利用いただきやすい環境を整備することを目指し、
随時「誘導用点字ブロック」の設置を推進しています。



48 三井住友トラスト・ホールディングス　2011CSRレポート

M
ateriality1

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー・ダイ
ア
ロ
グ

M
ateriality2

M
ateriality3

お客さま満足（CS）向上への取り組み

（2）社員のCS意識向上のための取り組み
当グループでは、社員一人一人が日頃からお客さま本位

のサービスを実践できるよう、教育・研修に注力しています。

主な教育・研修内容
①CS講演会の開催
テーマパークや航空会社など、異業種の方を講師として

お迎えし、社員向けの
勉強会を実施するな
ど、サービス・接遇の質
の向上に取り組んでい
ます。

②新入社員研修
あいさつの仕方や

名刺の渡し方といっ
た一般のビジネスマ
ナーにとどまらず、お
客さまの立場に立っ
た応対とはどういう
ことか、といったことを題材にディスカッションを行い、お
客さまにご満足いただける応対を自然に身に付けられるよ
う、意識付けに取り組んでいます。

③接客対応ロールプレイング等の実施
社員をお客さまと

見立てた接客対応の
ロールプレイングを
実施し、社員が相互
に評価するほか、そ
の様子をビデオ撮影

し自らがチェックを行うことにより、一人一人の応対スキル
の向上を図っています。

また、社員がメガネ
やおもりなどを装着
し、ご高齢のお客さま
の日常生活動作を体験
することで、サービスの
改善を目指す、「高齢者

擬似体験セミナー」の受講を勧めています。

④CSに関する情報の共有
各営業店におけるCS活動の好事例や、お客さまからい

ただいたお褒めの言葉などを、イントラネットを通じて情報
共有し、社員のCS意識向上を図っています。

（3）バリアフリー・ご利用いただきやすい
店舗環境の整備

当グループでは、どなたにも安心してご利用いただける店
舗環境を目指し、ハード・ソフトの両面におけるさまざまな取り

組みを実施しています。
例えば、目が不自由

なお客さまにも円滑に
お取引いただけるよう、
「視覚障がい者対応
ATM」や「誘導用点字ブ

ロック」の設置・導入を進めるとともに、預金や借り入れなど
に関する代筆・代読に対応した社内手続きを定めています。
また、聴力が弱く、耳が聞こえづらいお客さまや話し言

葉・文字によるコミュニケーションに不安のあるお客さま
にも気軽にご利用いただけ
るよう、全営業店に「耳マー
ク表示板」「補助犬同伴ス
テッカー」を掲出し、「筆談
ボード」「助聴器」「コミュニ
ケーションボード」の設置
を進めています。
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東日本大震災とその後の原発問題、欧州の財政赤字問題、中東情勢の緊迫化など、金融
市場にも影響を及ぼす新たなリスクの顕在化に対する備えが必要となっており、従来にも
増して、リスク管理の高度化および予防的な対応の強化に取り組んでいます。

リスク管理

リスク・カテゴリー

信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の価値が減少ないし消失し、当グループが損失を被る
リスクをいう。このうち、特に、海外向け信用供与について、与信先の属する国の外貨事情や政治・経済情勢等により当グルー
プが損失を被るリスクを、カントリーリスクという。
金利、有価証券等の価格、為替等のさまざまな市場のリスク要因の変動により、保有する資産・負債（オフバランスを含む）の
価値が変動し当グループが損失を被るリスク。このうち、特に、市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常
よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより当グループが損失を被るリスクを、市場流動性リスクという。
必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくさ
れることにより当グループが損失を被るリスク。

業務の過程、役員・社員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により当グループが損失を被るリスク。

役員・社員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより当グループが損失を被るリスク。
情報管理（顧客情報管理を含む）の不適切な管理等に起因し、情報の機密性が損なわれる等によって当グループが損失を被
るリスク。
コンピュータシステムのダウン・誤作動・不備・不正使用等により当グループが損失を被るリスク。
取引の法律関係が確定的でないことによって当グループが損失を被るリスク、および法令等の遵守状況が十分でないこと
により当グループが損失を被るリスク。
人事運営上の不公平・不公正、ハラスメント等の問題により当グループが損失を被るリスク。
災害、戦争、犯罪、資産管理の瑕疵等による有形資産（動産・不動産・設備・備品等）の毀損・損害等により、当グループが損
失を被るリスク。
信用リスク・市場リスク・流動性リスク・オペリスク以外で当グループが損失を被るリスク。風評リスク等を含む。
マスコミ報道、風評・風説等によりSMTHおよび子会社等の評判が悪化し、経営に大きな影響を及ぼす（可能性のある）こと
により当グループが損失を被るリスク。

リスク・カテゴリー 定　義

オペレーショナル・リスク（略称「オペリスク」）
（下の階層のリスクは「リスクサブカテゴリー」）

信用リスク

市場リスク

資金繰りリスク

事務リスク

情報セキュリティリスク

法務・
コンプライアンスリスク
人的リスク

有形資産リスク

その他のリスク

風評リスク

システムリスク

基本方針と取り組みの概要

（1）基本方針
当グループは、業務特性と環境変化に対応したリスク管

理態勢の構築を経営の最重要課題と位置付け、事業展開
と持続的成長を支える強固な経営基盤としてのリスク管理
の高度化を推進しています。

2011年度においては、外部環境の変化と経営統合に伴
うリスク構造の変化に機動的かつ的確に対処していくとと
もに、実践的かつ効率的なリスク管理態勢の整備に取り組
んでいます。

（2）取り組みの概要
①リスクの種類
三井住友トラスト・ホールディングス（以下、SMTH）では、

グループ全体が経営上抱えるリスクの要因別に、「信用リス
ク」「市場リスク」「資金繰りリスク」「オペレーショナル・リスク」
「その他のリスク」に区分し、リスク特性に合った管理を
行っています。

②リスク管理の方法
SMTHは、グループ全体のリスク管理の統括部署を設置

し、リスクの状況をモニタリングするとともに、銀行子会社、
運用子会社等に対して適切な監督・指導を行っています。
また、リスクの特定からコントロールおよび削減に至る一
連の活動が適切に実行できる体制を整え、毎年度、リスク
管理の方針・計画を策定しています。
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リスク管理

リスク管理部署

統合的リスク管理委員会 経営管理委員会

統合リスク管理
統合的リスク管理 ※ 危機管理は、リスク・カテゴリー横断で対応

三井住友トラスト・ホールディングス

監督・指導 協議・報告

中央三井
信託銀行

中央三井
アセット
信託銀行

その他住友
信託銀行

株主総会

取締役会 監査役会
監査役 監査役室経営会議

風評リスク有形資産
リスク

人的
リスク

法務・
コンプライアンス

リスク
システム
リスク

情報
セキュリティ
リスク

事務
リスク

信用
リスク

市場
リスク

資金繰り
リスク

オペレーショナル・
リスク

その他の
リスク

事務企画部・
各部

リスク統括部署 リスク統括部

総務部人事部システム
企画部

法務部・
コンプライアンス
統括部

内
部
監
査
部

（3）リスク管理体制
リスク管理に係る経営機構および主要部署の役割・責

任は次のとおりです。

①取締役会
当グループの経営方針、戦略目標を踏まえたリスク管理

方針の策定、適切なリスク管理態勢整備の統括およびリス
ク管理方針周知のための適切な方策を講じます。

②取締役、担当役員
リスク管理の重要性を十分認識し、適正なリスク管理態
勢の整備・確立に向けて方針や具体的な方策を検討します。

③リスク管理部署
リスクの特定、評価、モニタリング、コントロールおよび

削減の一連の活動を通じ、リスクの状況を的確に把握し、
リスクに対して適切な管理・運営を行います。

④内部監査部署
業務執行に係る部署から独立した立場でリスク管理態

勢の適切性・有効性を検証します。

（4）統合的リスク管理と統合リスク管理
SMTHは、当グループに所在する各種リスクを統括し、リ

スクの波及等、各社単独では捕捉できないグループ体制特
有のリスクを総合的にとらえ、経営体力と比較・対照するこ
とによってリスク管理を行っています（統合的リスク管理）。
また、SMTHは統合的リスク管理における管理対象リス

クのうち、VaR*等の統一的尺度で計量可能なリスクを合算
して、当グループの経営体力と対比することにより管理して
います（統合リスク管理）。統合リスク管理においては、資
本の充分性と効率性確保の両立を目指し、経営体力の範囲
で配賦されたリスク資本に基づくリスク限度枠を遵守すると
ともに、リスク資本対比の収益の極大化を追求しています。
* Value at Risk：リスク計測指標。一定の期間内（保有期間）に、一定の確率（信頼区間）
で、被りうる最大損失額。SMTHでは信頼区間片側99%による計測を行っている。
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社員と三井住友トラスト・グループ

（1）人権啓発推進活動
当グループは、人事担当役員を委員長とする「人権啓発推

進委員会」を中心に、人権問題に関する各種研修や啓発活
動を実施しています。

2011年度は、次のような人権啓発推進活動を実施しました。

①新入社員研修における取り組み
新入社員に対し、企業と人権の関わりをテーマとした研

修を実施し、同和問題や在日外国人問題などの個別課題
に関する共通意識の醸成に努めました。

②人権週間における取り組みなど
人権週間には、社内で「人権啓発標語」を募集し、表彰を

行っています。また、当グループは、行政などにおける各
種事業に参加するなどして、社員の人権意識の維持・向上
を図るさまざまな取り組みを行っています。
当グループは、これらの活動を通じて、社員一人一人が

個性を尊重し合い、人権尊重の考え方を職務遂行上のよ

金融機関にとって人材は最大の財産です。当グループでは、一人一人の個性が尊重され、
年齢や性別、国籍などを理由に差別的な扱いをされないように人権啓発に取り組むと
ともに、人材育成プログラムの充実、適切なワーク・ライフ・バランスを可能にする職場
環境づくりなどを通じて、当グループの成長だけでなく、社会の持続的発展に貢献できる
人材を育成しています。

1 人権啓発への取り組み

委 員 長 人事担当役員

副 委 員 長 人事部長

推 進 委 員 各部のコンプライアンス担当者

事 務 局 人事部

（例）三井住友トラスト・ホールディングス 人権啓発推進委員会

り所にする企業風土の醸成に努めています。

（2）セクシュアルハラスメントおよび
パワーハラスメントの防止活動

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントといった
ハラスメント等の行為は、個人の人格および人権を傷つけ
る行為であり、厳禁としています。
特に、セクシュアルハラスメントについては、職場内にお

いて厳格に禁じています。
万一、ハラスメントが発生した場合は、行為の具体的態

様、当事者同士の関係、被害者の対応を総合的に判断した
上、ハラスメントを発生させた行為者に対して、懲戒などの
厳正な処分を行っています。
また、職場内研修をはじめ、新人研修や各種階層別研

修においてもハラスメントを取り上げて啓発活動を継続的
に実施し、全社員に周知・啓発を行っています。

（Ａ）相談・苦情申し出は各部・営業店のハラスメント防止委員または人事部「ハラス
メント等相談窓口」等で行う。

（Ｂ）ハラスメント防止委員は必要に応じて人事部「ハラスメント等相談窓口」へ相談
し、アドバイスや対応を依頼する。

（Ｃ）ハラスメント防止委員・人事部「ハラスメント等相談窓口」は相談者の相談内容な
どを理解し、必要に応じて加害者とされる者や関係者へのヒアリングなどによ
り事態を的確に把握し、アドバイスなどにより事態の解消を図る。

（A） （A）

相談者（被害者・加害者・第三者）

（C） （C）

（B）
ハラスメント防止委員 人事部

（ハラスメント等相談窓口）

問題解決 問題解決

ハラスメントに関する相談・苦情受付、事後処理体制
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ハラスメント等相談窓口
ハラスメントについては、相談や苦情受付、事後の対応の

窓口として、人事部に「ハラスメント等相談窓口」を設置してい
ます。ハラスメントについての相談は、各部・営業店のハラス
メント防止委員に対して行うことができますが、社員それぞ
れが所属にとらわれず直接、人事部の「ハラスメント等相談
窓口」に申し出を行うことができる枠組みも整備しています。

2 社員のキャリア形成を支援する仕組み

（1）募集・採用
採用ホームページでは、当グループの人事制度の特徴を

はじめ、「信託」の仕組みや意義、各事業の業務内容を分か
りやすく説明しているほか、社員のインタビューを掲載する
など、当グループで働く人たちの等身大の姿に多く触れら
れるように工夫を凝らしています。

2011年の新卒採用活動では、ホームページを活用してエ
ントリーした人数が5万3千人を超えるなど、年々エントリー
数は増加しています。

（2）キャリア形成を支える人事制度と人事運営
2012年4月に発足する予定の三井住友信託銀行では、

社員のキャリア形成を推進する「コース制」を導入していく
予定です。
コースは、転居転勤の有無や、対象とする業務などに

よってＧコース・Ｒコース・Ａコースの３つを設定します。
また、各コース社員を業務能力レベルに応じて４つの職

群にランクする全コース共通の枠組みを設け、年齢や性別
に左右されない人事運営を推進することを設定しています。

2009年度 2010年度 2011年度
新卒採用者数* 537人 434人 314人
男性 204人 176人 122人
女性 333人 258人 192人

社員と三井住友トラスト・グループ

（3）業務公募制度
社員自身による主体的・自律的なキャリア形成を推進す

るために、公募制度を設けています。これは、希望者が人
事部に直接応募し、選考を通過すれば実際にその業務・事
業の部署に異動できる制度となっています。

（4）本人参加型の人材評価制度
当グループにおける人材評価制度は、「本人参加型」とし

ており、期初に上司とすり合わせて策定した課題の達成状
況の評定とフィードバックを通じ、人材を評価しています。

3 社員の能力向上の取り組み

（1）各階層に応じた研修の実施
当グループの人材育成・能力開発は、OJT*をその基本

としていますが、併せて業務スキルやマネジメント能力な
どの向上を目的とした集合研修や、自己研鑽を促すための
自己啓発についても数多くの選択肢を整備しています。例
えば、若手・中堅層向けに、各々の役割期待に応じてステッ
プアップを期待する研修などを実施しています。
*Ｏn-the-Job-Trainingの略：職場内での上司・先輩が、部下に日常の仕事を通じて、
必要な知識・技能・仕事への取り組みなどを教育すること。

（2）豊富なカリキュラムを擁する社内講座
社内講座では、多くのカリキュラムを提供しており、そのほか

にも各種ビジネススキルを習得するための研修など、数多くの
学習の機会を社員に提供しています。加えて、自己啓発につい
ては、各種社外資格取得や英語力アップなどを通じて基礎力
を高めることで、業務の幅を広げていくよう指導しています。

（3）CSRを推進する人材の育成
新入社員研修のカリキュラムにCSRを組み込んでおり、

当グループのCSRの基本的な考え方や、取り組みの意義
などについて講義を行っています。

*中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行の合算
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4 働きやすい職場環境づくりの推進

（1）ワーク・ライフ・バランス実現のための取り組み
当グループでは、社員が安心して働き、仕事と家庭の両立

ができる職場環境づくりにも積極的に取り組んでいます。具体

的には、出産・育児については、子どもが2歳になるまで取得

可能な育児休業に加え、父親の育児休業、年間10日まで（対

象となる子が2人以上の場合）の子どもの看護休暇制度、短時

間勤務制度、所定外労働・深夜勤務の免除など、安心して子育

てができる環境を整えています。また、介護については、年間

10日まで（対象家族が2人以上の場合）の介護休暇制度、最長

1年間の介護休業制度や短時間勤務制度を設けています。

このほか、家族の絆・コミュニケーションを深めることや、「社会

で働く」ということについて家族で考えるきっかけとすることな

どを目的として、社員の家族を対象とした参観日を実施しました。

また、当グループは、「次世代育成支援対策推進法」第13条に

基づく行動計画の目標達成などにより「基準適合一

般事業主」に認定され、“子育てサポート認定事業主

マーク”（愛称「くるみんマーク」）を取得しています。

（2）労働環境の改善に向けて
当グループでは、労働環境の改善に向けたさまざまな取り

組みを行っています。具体的には、業務効率化と時間管理の

徹底による時間外労働の削減を進めています。また、長期休

暇の取得促進、早帰り月間・定時退社週間などを実施し、総

労働時間の縮減に努めています。

（3）社員の健康管理
当グループでは、社員の健康管理と健康増進を図るため、各

事業所に産業医・衛生管理者（衛生推進者）を設置し、きめ細か

い健康管理指導を行っています。また、年1回の定期健康診断を

実施し、社員およびその家族に対しても、健康保険組合を通じて

人間ドックなどの受診補助を実施しています。

さらに、企業内診療所などにおいてメンタルカウンセリング

タイムを設けているほか、健康保険組合では、電話による無

料健康相談なども実施しています。また、管理監督者に対し

ては、研修などを通じて社員の健康管理の重要性についての

認識を高める活動を行っています。

5 多様な人材が働ける職場とするために

（1）女性の登用と支援
当グループは、「個 人々の持てる力を最大限に活かすために、

能力に応じた適材適所の配置を進めていく企業」として、管理

職登用に関しても能力本位で決定しています。

特に、女性の課長以上の登用を積極的に進めていくにあた

り、課長未満の女性社員向けに、主体的なキャリア形成と

ネットワーク構築を目的とした研修を実施してきました。

今後は、社内外との人材交流や業務遂行上の課題の共有と

解決の仕組みとして、女性課長クラスとそれ以下のリーダーク

ラスの、それぞれを対象とした情報交換会を継続的に実施し

ていく予定です。

また、仕事と家庭の両立支援の観点から、出産・育児・介護な

どのライフイベントに応じた柔軟な働き方を選択しやすい各

種制度の整備と職場風土の醸成を進めています。

（2）障がい者雇用
当グループでは、働くことを希望する障がいのある方々の雇

用に取り組んでおり、2011年6月1日時点の障がい者雇用率*

は、法定雇用率を上回る2.03%となっています。
* 中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行の合算

（3）高齢者の再雇用
当グループでは、一定の基準に達する定年退職者について、

希望に応じ65歳までの雇用機会を提供する再雇用制度を整

備しています。
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■ 環境方針
1．商品・サービスの提供
私たちは、「地球環境の保全」、「持続可能な社会の実
現」に貢献する商品・サービスのお客様への提供を通
じ、社会全体の環境リスクの低減・環境価値の向上に
取り組みます。

２．環境負荷の低減
私たちは、事業活動に伴う資源の消費、廃棄物の排
出などによる環境への負荷を認識し、省エネルギー、
省資源、資源循環の取り組みを通じ、環境保全・持
続可能な社会の実現に努めます。

３．汚染の予防
私たちは、環境に関する対応の継続的な検証と改善
に努め、汚染の予防に取り組みます。

４．法令等遵守
私たちは、環境保全に関連する諸法令・規則及び各
種協定を遵守します。

５．モニタリング
私たちは、環境に関する短期、中長期の目標を設定し、
定期的に見直しを行い、取り組みの継続的な改善に
努めます。

６．教育・研修
私たちは、グループ各社への本方針の徹底と環境教
育に努めます。

７．情報公開
私たちは、本方針を一般に公開し、社外とのコミュニ
ケーションを通じた環境保全活動の推進に努めます。

当グループは、環境マネジメントシステムの枠組みを活用し、日常業務において生じる
環境負荷を低減するとともに、業務効率の改善につながる取り組みを推進しています。

ISO14001導入による1 環境マネジメント体制のさらなる強化

（1）環境マネジメント体制
当グループでは、2009年3月に、サウスタワービル、府

中ビル、千里ビルの3拠点で、環境マネジメントシステムの
国際規格であるISO14001の認証を取得しました。本業の
業務プロセスと環境マネジメントを連動させ、環境への取
り組みを経営戦略に取り込むことによって、より実効性の
高い取り組みを推進しています。

（2）環境マネジメントシステムの運用状況
当グループでは、社員による内部監査員に外部監査員

（NKSJリスクマネジメント株式会社）を加えた監査チーム
によって、環境マネジメントシステムが有効かつ効率的に運
用されているかを内部監査で検証しています。その結果を
経営層に報告し、さらなる改善に役立てています。

2011年7月に行われた監査では、CSR関連の商品開
発・普及を推進し、環境経営と収益性の両立を図っている
点などが評価されました。
今後は、これらの活動を当グループ全体に広げ、着実に

改善策を実践していきます。

経営会議

環境管理責任者
内部環境監査チーム

環境管理委員会
作業内容の説明・指示ISO事務局

府中ビル

社員
（嘱託・派遣社員含む）

※ 住友信託銀行の体制。 2012年4月の銀行子会社統合後も同様の体制を構築する予定。

各部長、室長
各部室

千里ビル

社員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長
各部室

サウスタワービル

社員
（嘱託・派遣社員含む）

各部長、室長
各部室

環境ワーキングメンバー 環境ワーキングメンバー環境ワーキングメンバー

*気候変動対応行動指針（14頁参照）、生物多様性保全行動指針（22頁参照）は、
本環境方針を踏まえた具体的な行動指針として定めています。

環境マネジメント体制
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主な活動項目と目標値

活動項目
目標値

2010年度 *1 2011年度 *2

紙の使用 5%削減 10%削減
電力の使用 2%削減 8%削減
廃棄物の排出 3%削減 10%削減
グリーン調達の実施 90% 91%

環境関連商品の拡販
オフィスにおける環境配慮活動

ISO認証取得サイト（サウスタワービル、府中ビル、千里ビル）の目標値
*1紙、電力、廃棄物は2008年度比（ただし、府中ビル、千里ビルの電力は2007年度比）
*2紙、廃棄物は2008年度比、電力は2010年度比

2 事業活動と環境負荷

（1）主な活動項目と目標
当グループは、環境方針において事業活動に伴う資源

の消費、廃棄物の排出などによる環境への負荷を認識し、
省エネルギーや省資源、資源循環の取り組みを通じて環
境保全・持続可能な社会の実現に努めていくことを明示し
ています。ISO14001の認証を取得した3拠点では、環境
目標を設定し、定期的な見直しを行うことで取り組みの継
続的な改善を実施しています。

環境パフォーマンス（国内拠点）

排出量（アウトプット） 2009年度 2010年度
中央三井TH 住友信託 合計 中央三井TH 住友信託 合計

CO2排出量（t・CO2）*3 22,437 25,211 47,648 21,072 25,944 47,016 
廃棄物等総排出量（ｔ）*4 1,265 812 2,077 1,158 724 1,882
紙排出量（t）*4 1,009 592 1,601 857 503 1,360
うち再利用量（t） 967 592 1,559 831 503 1,334
（リサイクル率） 96 100 97 97 100 98
その他廃棄物排出量（t）*4 1,189 176 1,365 1,091 170 1,261
うち再利用量（t） 1,000 144 1,114 921 143 1,064
（リサイクル率） 84 82 84 84 84 84

使用量（インプット） 2009年度 2010年度
中央三井TH 住友信託 合計 中央三井TH 住友信託 合計

総エネルギー投入量（GJ） 522,071 600,189 1,122,260 527,817 616,514 1,144,331 
電力（千kWh） 47,720 51,700 99,420 47,565 52,611 100,176 
ガス（千m3） 690 1,248 1,938 675 1,337 2,012
ガソリン（k ）*1 58 616 674 55 619 674

紙投入量（t）*2 432 531 963 377 521 898
うち再生紙（t） 53 332 385 0 338 338

水使用量（m3） 129,709 71,610 201,319 128,274 71,665 199,939

•集計期間：
2009年4月1日～
2011年3月31日

*1一部の店舗を除く
*2コピー用紙、コンピュータ用
紙が対象

*3排出係数は実排出係数を使
用し過年度分も再計算

*4主要拠点ビル

外部監査員による指摘事項
経営目標（事業目標）の柱の一つに、CSR関連の商品開
発・普及の課題を打ち立て、社会情勢を反映した商品メ
ニューも増やし、拡販につなげた。その結果、環境経営と
収益性の両立を現出させている。

部門の目標設定において、影響評価基準を下回る有益な
取り組み案を切り捨てることなく、個別部門の「自主目標」
として設定してもらうように指導しており、各部の自主性
を尊重した扱いをしている。

監視、測定項目が多い中、担当者の事務ロードの軽減の
ためにデータ取りを機械化、システム化して自動作成を
推進し、効率化を図っている。

自覚を高めるための一般教育を内容豊富なe-ラーニング
で漏れなく実施し、手厚い教育活動を推進している。

教育計画において、内部監査員養成研修が一般教育に位
置付けられているが、本教育は、内部監査を担当する特
定の者に対する教育なので、通常は特定教育として扱っ
ている。その点に関して、検討をしてほしい。

指摘事項
（評価できる点）

改善の機会

（2）環境パフォーマンス
当グループでは、3R（Reduce、Reuse、Recycle）活動

を推進し、資源のインプット（投入）としての使用量削減と
アウトプット（排出）としての環境負荷の削減に努めていま
す。2010年度のCO2排出量は4万7,016トンとなり、前年度
比1.3%の減少となりました。紙の使用量については、用
度品やパンフレット類では在庫管理の厳格化を実施すると
ともに、作成費用や廃棄費用の管理を徹底したこと、また、
紙使用量の多い部署に焦点を当てた個別対応などにより、
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2010年度は前年度比6.7%減を達成できました。排出量に

ついても前年度比15.1％減となり、リサイクル率は97%か

ら1ポイントアップの98%になりました。電力使用量につい

ては、府中ビルにおいて、ESCO（=Energy Service

Company）を利用し、熱源システムの更新など抜本的な省

エネを実施しましたが、IT部門での要員増やIT機器の増設

により、前年度比0.8%増とわずかながら増加しました。水

使用量は0.7%減少し、ガソリンは横ばいでした。

今後も、事務局による徹底した推進管理により、部門ご

との活動内容の温度差をなくし、全社一丸となって環境パ

フォーマンスのさらなる向上に努めます。

3 気候変動対策

（1）全社的なエネルギーマネジメント
当グループでは、2009年4月の改正省エネ法の施行を

機に、包括的なエネルギー管理とCO2排出量管理を推進

するためのシステム（＠エナジー）を導入しました。金融機

関は一般的に本部、支店の多くがテナントビルに入居して

いるため、エネルギー使用量の把握が困難でしたが、ビル

オーナーなどのご協力も得て、2009年4月からすべての拠

点におけるデータを集計しています。

一次エネルギー
消費量

※ 削減率は対2008年度比

削減
効果

CO2
排出量

7.5%

光熱水費

10.2%9.3%9.3%

25,229
[GJ / 年]

10.2%

1,185
[CO2 / 年]

7.5%

38,659
[千円 / 年]

（2）東京都のCO2排出総量削減義務化への対応
当グループでは、中央三井信託銀行本店ビル（以下、芝

本店ビル）、調布システムセンター、目黒システムセンター、

府中ビルの4拠点が削減義務の対象事業所として「特定地

球温暖化対策事業所」の指定を受けています。第三者機関

による検証の結果、削減のベースラインとなる基準排出量

は、芝本店ビルが3,132トン-CO2、調布システムセンターが

4,715トン-CO2、目黒システムセンターが4,255トン-CO2、

府中ビルが1万1,570トン-CO2と定められ、2010～2014年

度の5年間で、原則8%の削減義務を負うこととなります。

当グループでは、条例に対応するため、調布システムセ

ンターにおける独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構（通称NEDO）の支援を受けたBEMS（高効率エ

ネルギー管理システム）の導入や、特に排出量の大きい府

中ビルにおけるESCO（高効率熱源システムへの更新、空

調機の運転の適正化等）導入などの施策を推進し、CO2の

削減に取り組んでいます。

2002～2010年度の間の削減実績は、芝本店ビルが

12.7%、調布システムセンターが29.3%、目黒システムセン

ターが32.6%と、すでに条例の目標を達成しており、府中ビ

ルにおいても、2014年度までに約12%の削減を実現すべく、

ESCOに基づく施策を核とした取り組みを実施しています。

＠エナジーによる管理のイメージ

ESCO導入による省エネ効果（府中ビル）



新本社社屋ビルにおける5 環境配慮について

当グループの新本社社屋ビル（東

京都千代田区丸の内）は、2012年1月

に竣工しました。このビルは、環境に

配慮した外装や効率の良い設備の採

用でCO2排出量を削減し、低層部に

おける緑化などにも取り組むことに

より、建築環境総合性能評価システム（CASBEE）における最

上級のSランクの評価を取得する予定です。また、東京都による

「東京の低炭素ビルTOP30」にも選定されています。

また、当ビルに、外装の熱負荷削減を図るために、Low－

Eペアガラスの採用や、方位ごとに太陽位置を考慮した水平垂

直ルーバー、太陽追尾型の自動角度調整ブラインドなどの最新

の設備が配置されています。また、超高効率変圧器や全熱交

換器など高効率設備の採用や、空調機ごとの熱量計測による

コントロール、自然エネルギーの利用など、環境共生への取り

組みを満載した環境配慮型の最先端ビルとなっています。

6 関連会社での取り組み

エコアクション21の認証取得に向けた取り組み
住信・パナソニックフィナンシャルサービスでは、2011年

5月からプロジェクトチームを立ち上げ、エコアクション21

の認証取得に向けた取り組みを開始しました。環境マネ

ジメントシステムの構築・運用による電力使用量やごみ排出

量の削減などの活動に加え、リース期間の満了した物件の

適正処理に努めています。また、環境機器の導入をエコリー

スで支援するなど、本業での取り組みに注力しています。

これらにより、環境格付融資による低利の資金調達や、官公

庁におけるグリーン入札への応札などのメリットを積極的に

追求します。
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環境負荷低減に向けた取り組み
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4 三井住友トラスト・グループの節電対策

環境配慮には、通常時でも不要な電力消費を減らす節電

対策が欠かせませんが、2011年は、東日本大震災の影響に

より夏期の電力需給ひっ迫が懸念されたことから、例年以上の

節電が必要となりました。これに関連し、東京電力・東北電力

管内で電力を大量消費する大口施設は、経済産業省から電気

事業法に基づいて使用最大電力を原則15%削減することが求

められ、当グループでは、さまざまな取り組みを実施しました。

（1）大口施設における対応
当グループでは、芝本店ビル、調布システムセンター、目

黒システムセンター、明大前センター（本館）、府中ビルが大

口施設の対象となりました。

各施設では、空調の設定温度を原則28℃としたほか、共

用スペース・事務所内の照明の削減、OA機器の省エネ設定

を着実に実行しました。また、施設の特性に応じ、食堂厨

房の停止、バックアップ蓄熱槽の空調への転用、機械室空

調のエネルギー源変更などの施策を実施し、15%以上の使

用最大電力の削減を行いました。

（2）その他の施設における対応
当グループでは、東京電力・東北電力管内の大口施設以

外の営業店等の施設（テナント入居含む）においても、空調

の設定温度の原則28℃設定、ロビー・電飾看板等の照明削

減、ATMの省エネモード設定などの施策を実施し、15%

以上の使用最大電力削減を実施しました。また、関西電力

管内等の地域においても、節電対策を実施しました。

施設 基準電力値*1 使用最大電力*2 削減率

芝本店ビル 1,358kw 757kw 44.3%
調布システムセンター 1,248kw 984kw 21.2%
目黒システムセンター 1,856kw 1,448kw 22.0%
明大前センター（本館） 696kw 528kw 24.1%
府中ビル 4,247kw 3,334kw 21.5%

*1前年（2010年7月1日～9月9日の期間）における使用最大電力
*2 2011年7月1日～9月9日の期間における使用最大電力




