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中央三井トラスト・グループのプロフィール　（平成 20 年 3月31日現在）

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社（銀行持株会社）

所 在 地

資 本 金

株 式 の上 場

自己資本比率

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 33 番 1号

2,616 億円

東京・大阪・名古屋の各証券取引所第一部

13.84％（連結ベース。第二基準（国内基準））

77人

　

　

　

＊

中央三井信託銀行株式会社（個人・法人のお客さま向けサービス）

本店 所在 地

資 本 金

信託財産残高

総 資 金 量

拠 点 数

長 期 格 付

自己資本比率

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 33 番 1号

3,791 億円

7 兆 4,350 億円

10 兆 7,078 億円

国内 67 店舗（出張所 3 店舗、コンサルプラザ 22 店舗を除く）

A1（Moody’s ）、A（S ＆ P）、A（日本格付研究所）、A  −（Fitch）

11.59％（単体ベース。国内基準）

6,173 人

　

　

　

＊

中央三井アセット信託銀行株式会社（機関投資家のお客さま向けサービス）

本店 所在 地

資 本 金

信託財産残高

総 資 金 量

長 期 格 付

自己資本比率

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 23 番 1号

110 億円

40 兆 7,366 億円

24 兆 4,624 億円

A1（Moody’s ）、A（日本格付研究所）

26.39％（単体ベース。国内基準）

617人

　

＊

中央三井アセットマネジメント株式会社（個人・機関投資家のお客さま向けサービス）

所 在 地

資 本 金

従 業 員 数

東京都港区芝三丁目 23 番 1号

3 億円

76 人

　
　

＊

中央三井キャピタル株式会社（法人・機関投資家のお客さま向けサービス）

所 在 地

資 本 金

従 業 員 数

東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 8 号

12 億円

37人

　
　

＊

＊在籍出向者および派遣社員・アルバイトを除いた職員など。
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中央三井トラスト・グループ ごあいさつ

みなさまには、平素より私ども中央三井トラスト・グループに格別のお引き立てを賜り、

厚く御礼申し上げます。

このたび、当グループの平成 19 年度の業績や各業務の状況、今後の経営の方向性な

どについてご説明したディスクロージャー誌を作成しました。みなさまの当グループに対

するご理解の一助となれば幸いです。

当グループでは、リテール信託業務・バンキング業務・不動産業務・証券代行業務など

を担う中央三井信託銀行と、年金信託業務・証券信託業務などを担う中央三井アセット信

託銀行に加えて、昨年 10 月より当社の直接出資子会社とした投資信託委託業務を担う中

央三井アセットマネジメントおよびプライベートエクイティファンド運営業務を担う中央三

井キャピタルなど、グループ内の各社が、それぞれの分野で専門性を高めつつ、グループ

価値の向上のためにさまざまな取り組みを行っています。

今後とも、みなさまのご期待にお応えできるよう役職員一同全力を尽くしてまいります

ので、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。　

　

ご あ い さ つ

平成20年7月

中央三井トラスト・ホールディングス株式会社

取締役社長　田辺 和夫
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中央三井トラスト・グループ　

1 ごあいさつ

4 社長インタビュー（Q&A）
― 経営方針とその成果 ―
Q1　中央三井トラスト・グループの経営方針について教えてください。

Q2　収益力の強化に向けた経営の取り組みについて教えてください。

Q3　経営の取り組みの成果について教えてください。

Q4　平成 19 年 10 月に直接出資子会社化した運用子会社について教えてください。

Q5　米国サブプライムローン関連の証券投資の状況について教えてください。

9 平成19 年度の決算概要

10 コーポレートガバナンス

内部統制基本方針

リスク管理体制とコンプライアンス（法令等遵守）体制

個人情報保護

12

13

16

17 CSR（企業の社会的責任）

業務のご案内

21 中央三井信託銀行

22 個人のお客さま向けサービス
― I n t e r v i e w  お客さまサービス最前線 ―

32 法人のお客さま向けサービス
32　金融サービス

33　不動産業務

35　証券代行業務

C h u o  M i t s u i  T r u s t  G r o u p

ディスクロージャー誌 2008
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中央三井トラスト・グループ　 C O N T E N T S

38 中央三井アセット信託銀行

39 機関投資家のお客さま向けサービス
39　受託資産運用業務

41　受託資産管理業務

43　年金制度管理業務

45 中央三井アセットマネジメント

45 個人・機関投資家のお客さま向けサービス

47 中央三井キャピタル

47 法人・機関投資家のお客さま向けサービス

49 資 料 編

317 ディスクロージャーポリシー「経営情報の開示について」
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社長インタビュー中央三井トラスト・グループ

Q.1 中央三井トラスト・グループの経営方針について教えてください。

■ 経営理念

当グループは以下の 3 点をグループの経営理念として掲げ

ています。

◆金融機能と信託機能を駆使して社会のニーズに応え、国民

経済の発展に寄与していきます。

◆企業市民としての自覚を常に持ち、その社会的責任を果た

していきます。

◆リスク管理体制と法令等遵守（コンプライアンス）体制の

充実を図り、経営の健全性を確保していきます。

■ 事業戦略

こうした経営理念のもと、当グループでは中央三井信託銀

行と中央三井アセット信託銀行の 2 つの銀行子会社ならびに

中央三井アセットマネジメントと中央三井キャピタルの 2 つ

の運用子会社など、グループ内の各社が、それぞれの事業分

野において機動的に業務を推進するとともに、さまざまな形

で互いに連携を図り、シナジー効果を追求しています。また、

持株会社である中央三井トラスト・ホールディングスが経営

資源を各事業部門に最適に配分することで、グループ収益の

極大化を目指しています。

銀行子会社および運用子会社における事業戦略は以下の

とおりです。

《中央三井信託銀行》

個人取引の分野においては、お客さまのライフステージの

さまざまな局面で、ローン、資産運用管理、資産承継などに

関する適切なコンサルテーションを通じて、多様な商品・サー

ビスを一元的に提供します。

また、法人取引の分野においては、これまで信託銀行とし

て培ってきたノウハウを結集した提案型の営業活動を推進し、

お客さまの経営・財務戦略上のニーズに幅広くお応えします。

《中央三井アセット信託銀行》

年金信託・証券信託や投資運用・助言業務を通じて、国内

外の株式・債券だけでなく代替投資などの多様な運用商品を

的確に組み入れ、お客さまのニーズに応じた高度な運用サー

ビスを提供していきます。

また、確定拠出年金や確定給付企業年金などのさまざま

な年金制度管理に対応し、退職給付制度全般にわたるお客さ

まの多様なニーズにお応えします。

《中央三井アセットマネジメント》

投資信託ファンドの運用を通じて、個人投資家から機関投

資家まで幅広いお客さまを対象に、当グループで培ってきた

運用ノウハウを最大限に活用した、高度な運用サービスを提

供します。

《中央三井キャピタル》

プライベートエクイティ投資に係る高度な投資ノウハウ、広

範なネットワークを最大限活用し、幅広い投資領域で積極的

に投資活動を展開します。また、投資事業組合の組成を通

じ投資家の方々に良質で多様な分散投資機会を提供します。

社長インタビュー 経営方針とその成果

収益構造の転換を進め、着実に実績を積み上げてきた中央三井トラスト・グループ。

当グループの経営方針とその成果を、取締役社長の田辺和夫がご報告します。
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中央三井トラスト・グループ 社長インタビュー

業務粗利益の拡大

収益構造の転換の
さらなる推進

高収益・高成長事業分野への取り組み強化

■ 経営の取り組み

中央三井トラスト・グループは、収益力の強化を最重点課

題として掲げています。戦略業務の中で、より収益性や成長

性が高いと見込まれる事業分野への取り組みを強化すること

により、「業務粗利益の拡大」を確実に達成することに努め

ています。

Q.2 収益力の強化に向けた経営の取り組みについて教えてください。

■ 収益構造の転換の推進

今後の成長が見込まれる投信関連業務と、不動産関連業

務を重点的に強化します。さらに、住宅ローンへの積極的な
取り組みを継続していくことなどを通して、業務粗利益の拡

大を図っています。

■ 今後の取り組み

当グループは、収益構造の転換による業務粗利益の拡大に

グループ総力を挙げて改めてチャレンジし、収益力の強化を

図っていきます。

具体的には、「貯蓄から投資へ」の流れなどを背景にマー

ケットの拡大が見込まれる投信市場や不動産市場に関連する

業務を引き続き重点的に推進します。

さらに、貸出関連業務については、従来から注力してきた住

宅ローンへの積極的な取り組みに加えて、ビジネスチャンスが

見込まれる海外向け投融資、良質な事業会社融資やノンリコー

スローンの案件についても、積極的に取り組んでいきます。

これらの有望分野におきましては、今後競争がますます激

しくなることが予想され、今後の競争における優位性を確保

していくために、収益性や成長性が高いと見込まれる部門に

は人員、経費の重点的な配分を行い、事業戦略の確実な実現

を図っていく方針です。

また、CSR（企業の社会的責任）については、今後とも金融

機関としての公共的使命を十分に意識し、グループを挙げて

活動を推進します。

一方、平成19 年3 月末より自己資本比率に関する新しい規

則（「バーゼルⅡ」）が適用開始となったことに加えて、金融商品

取引法が施行された中、リスク管理や法令遵守の重要性がま

すます高まっていくものと考えられます。このため、当グループ

では事業に内在するリスクを的確に把握し管理するための体

制を拡充していくとともに、全役職員の法令遵守徹底に対する

取り組みをより強化していきます。

さらに、財務報告の信頼性確保を目的として平成20 年度か

ら導入された「財務報告に係る内部統制報告制度」について

も的確に対応していきます。

これらの取り組みのために、社内の仕組みの有効性や実効

性を自らがチェックする内部監査機能の充実に努め、主体的に

問題を把握し改善していく体制も一層強化していきます。

資
金
関
連
業
務

資
金
関
連
業
務

財
産
管
理
業
務

◆ 業務粗利益　部門別構成比推移（中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行単体合算）

平成14年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

63％

11％
2％
2％
3％

19％

37％

68％

76％
71％

32％

4％

12％

9％
0％

14％

11％

18％

24％

4％

13％

9％
2％

16％

18％

14％

29％

15％

4％
4％
2％

17％

12％

17％

事業会社向け貸出
債券運用　　　　など

従来型業務

戦略業務

個人ローン
不動産アセットファイナンス
代替投資
その他資金関連業務

投資信託・個人年金保険等
不動産
年金、証券代行、その他財産管理業務

従来型業務から戦略業務へ
戦略業務の中でも、より高収益・高成長業務へ注力
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社長インタビュー中央三井トラスト・グループ

Q.3 経営の取り組みの成果について教えてください。

中央三井トラスト・グループは平成 19 年度、経営資源の投

下総量を増加させ、戦略業務の中でもより高収益・高成長業

務に重点配分することなどを通じて、「収益構造の転換を大胆

に進め、業務粗利益を拡大させることにより収益力を強化す

る」ことをグループの基本方針として掲げました。こうした方

針のもと、主要戦略業務においては以下のとおり、着実な実

績を積み上げています。

■ 投資信託・個人年金保険等関連業務

お客さまの幅広いニーズにお応えする豊富な商品ラインアップと質の高いコンサルテーションの提供により、邦銀トップ

クラスの販売実績を上げています。

0

100

200

300

�00

�00

投資信託・個人年金保険等関連収益

個人年金保険等販売手数料
投資信託販売手数料
その他投資信託関連収益（管理・運用業務）

221

405

122

61

130

430

210

90

141

451

（億円）

203

106

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度
0

10,000

20,000

30,000

�0,000

0

2,�00

�,000

7,�00

10,000

投資信託・個人年金保険等の残高（年度末）および販売額

投資信託・個人年金保険等販売額合計（右軸）
個人年金保険等残高（左軸）
投資信託残高（左軸）

平成 17 年度 平成 18 年度

17,884

7,837

8,686

9,198

23,051

9,240

10,583

12,467

25,004

8,234

（億円） （億円）

12,504

12,499

平成 19 年度

■ 不動産関連業務

これまでに築き上げた国内外の有力投資家との強固なパイプと幅広いリレーションを最大限活用し、引き続き収益の

維持・拡大を目指しています。

0

100

200

300

�00

不動産関連収益の推移

不動産仲介等手数料
不動産信託報酬

平成 17 年度 平成 18 年度

303

245

58

387

310

76

317

（億円）

244

72

平成 19 年度
0

10,000

20,000

30,000

�0,000

�0,000

�0,000

0

100

200

300

�00

�00

不動産流動化受託残高

平成18年3月末 平成19 年 3 月末

29,997

43,127

51,411

（億円）

平成20年3月末
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中央三井トラスト・グループ 社長インタビュー

■ 貸出業務

従来から注力してきた住宅ローンへの積極的な取り組みを継続することで、より収益性の高い貸出ポートフォリオの構築

を図っています。

0

10,000

20,000

30,000

�0,000

0

100

200

300

�00

�00

個人ローン残高（住宅ローン証券化実施後）*

平成18年3月末 平成19年3月末

24,157

4,968

19,189

4,390

21,409

3,982

25,319

25,799
29,301

（億円）

平成20年3月末

事業性ローン等
住宅ローン

0

20

�0

�0

80

100

0

20

�0

�0

80

100

貸出平均残高 *1 構成比の推移

平成1�年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

25％

4％

71％

28％

10％

62％

30％

10％

60％

34％

10％

56％

（%）

事業会社向け貸出 *2

不動産アセットファイナンス *3

個人ローン

■ 年金信託・証券信託業務

定評ある資産運用力・コンサルティング力を最大限に活用し、収益基盤の強化・拡大を進めています。

0

20,000

�0,000

�0,000

80,000

0

100

200

300

�00

�00

年金受託残高（簿価ベース）*

平成18年3月末 平成19年3月末

65,707
71,215 73,444

（億円）

平成20年3月末
0

30,000

�0,000

90,000

120,000

0

100

200

300

�00

�00

投資信託受託残高（純資産総額ベース）

平成18年3月末 平成19年3月末

92,084

108,801 105,222

（億円）

平成20年3月末

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

*1　銀行勘定（国内）+ 合同 + 貸信 + 非居住者向け円建貸出。
*2　一般事業会社＋事業再編・再生関連ファイナンス等。
*3　社債型を除く。

＊ 平成 18 年度（平成 18 年 � 月〜）は証券化の実績なし。
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社長インタビュー中央三井トラスト・グループ

Q.4 平成19 年10 月に直接出資子会社化した運用子会社について教えてください。

■ 中央三井アセットマネジメント

当グループで培ってきた運用ノウハウを最大限に活かし、

「貯蓄から投資へ」のシフトにより拡大が見込まれる投資信

託マーケットにおいて存在感を高めていきます。

■ 中央三井キャピタル

プライベートエクイティ投資にかかる高度な投資ノウハウ、

広範なネットワークを最大限活用し、幅広い投資領域で積

極的に投資活動を展開しています。

Q.5 米国サブプライムローン関連の証券投資の状況について教えてください。

当グループでは、平成 20 年 3 月末現在、サブプライムロー

ンを裏付けとする資産担保証券（ABS）、債務担保証券（CDO）

の保有はありません。Alt-A に分類される住宅ローンへのエ

クスポージャーもありません。

平成 19 年 3 月末時点で、米国のホームエクイティローン

を裏付けとする資産担保証券を投資先に含む投資信託（300

億円）を保有していましたが、当該投資信託は平成 19 年12

月末までに売却済みであり、それによる売却損失（2 億円）

を計上しました。

これ以外の海外向け投融資の全容については、資料編の

P89 をご覧ください。

0
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300

�00

�00

0

�,000

10,000

1�,000

20,000

2�,000

運用資産残高

平成18年3月末 平成19年3月末 平成20年3月末

元本ベース *1

時価ベース *2

13,110

15,742

18,649

22,349 21,794
22,095

（億円）

*1　投資信託の設定額から解約・償還分を差し引いた残存額（残存元本）
*2　投資信託・投資顧問の合計
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200

300
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�00

0

�00

1,000

1,�00

2,000

2,�00

3,000

ファンド総額 *

平成18年3月末 平成19年3月末 平成20年3月末

投資残高ベース
コミットメントベース

（投資家がファンドに出資を約束している金額の合計）

846

1,429

1,051

2,145

1,163

2,739

（億円）

* 中央三井キャピタルが運営するファンドの総額
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中央三井トラスト・グループ 平成 19 年度の決算概要

（％）

平成1�年3月末 平成1�年3月末 平成17年3月末 平成18年3月末 平成19年3月末 平成20年3月末

自己資本比率 Tier1比率

7.50

3.75
6.00

6.82
8.50 8.90

10.82

10.14 10.34
12.35 12.13

13.84

0

3

�

9

12

1�
（億円）

平成1�年度 平成1�年度 平成1�年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

0

1,000

2,000

▲2,000

▲1,000
▲379

▲1,036

1,268

経常利益

833

1,499

921
1,252

1,541
1,184 1,268

8191,182

当期純利益

0
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200

300

�00

�00

（億円）

平成1�年度 平成1�年度 平成1�年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成 18 年度

221

122

61

130

430

210

90

141

451

203

106

平成 19 年度
0

�00

800

1,200

1,�00

1,215

583
439

656

297

95

（億円）

平成1�年度 平成1�年度 平成1�年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
0

�00

1,000

1,�00

2,000 1,893
1,812

1,911 1,830 1,770
1,544

0

100

200

300

�00

�00

（億円） （%）

平成1�年度 平成1�年度 平成1�年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成 18 年度

44.1 41.3
35.8 35.3 35.6

41.7

122

61

130

430

210

90

141

451

203

106

平成 19 年度
0

�00

1,000

1,�00

2,000

1,494
1,280

1,070 1,002 982 1,108

0

1�

30

��

�0

平成19年度の決算概要 （数値は中央三井信託銀行と中央三井アセット信託銀行の 2 社合算）

● 業務粗利益は第 3 四半期までは順調に拡大するも、年度後半の市場環境の低迷などにより前年度比▲100 億円
の 2,652 億円

● 当期純利益は 819 億円（前年度比 ▲364 億円）

● 与信関係費用は 95 億円（前年度比▲202 億円）

● グループ全体の自己資本比率は、13.84％と高水準で安定

（億円）

平成1�年度 平成1�年度 平成1�年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

3,388
3,093 2,981 2,833 2,753 2,652

0

1,000

2,000

3,000

�,000

業務粗利益
重点業務として注力してきた投資信託・個人年金保険等の関

連収益（投資信託、個人年金保険等の販売業務および管理・運
用業務に係る手数料など）が過去最高を記録し、また住宅ロー
ンについても着実に残高を積み上げた一方、市場の低迷などに
より不動産関連収益は伸び悩みとなりました。あわせて保有す
る一部投資商品の損失処理を行った結果、業務粗利益は 2,��2
億円（前年度比▲100 億円）となりました。

経　費
退職給付費用の増加などにより前年度比12� 億円増加の

1,108 億円となりましたが、経費率は �1.7％と主要行の中で

は引き続きトップクラスの水準を維持しています。

実勢業務純益
上記の結果、1,���億円（前年度比▲ 22� 億円）となりました。

与信関係費用
前年度に引き続き減少し、前年度比▲ 202 億円の 9� 億円

となりました。

当期純利益
前年度に計上した退職給付信託返還益がなくなった結果、特

別損益は前年度比▲ 99 億円の 81 億円となり、当期純利益で
は 819 億円（前年度比▲ 3�� 億円）となりました。

業務粗利益（信託勘定償却前） 経費と経費率

実勢業務純益 与信関係費用

経常利益と当期純利益 自己資本比率と Tier1 比率（中央三井トラスト・ホールディングス連結）＊

＊ 平成 19 年 3 月末より新たな自己資本比率規制（バーゼルⅡ）が適用されたこと
から、平成 19 年 3 月末以降については新基準に基づく数値を記載しています。
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コーポレートガバナンス中央三井トラスト・グループ

コーポレートガバナンス

中央三井トラスト・グループは経営の透明性・健全性を確

保する観点から、経営陣を含む役職員の権限・責任を明確化

するとともに、適切な相互牽制体制を構築しています。また、

基本的な考え方

意思決定の迅速化を図るために、効率的な経営体制の整備

に努めています。

当グループでは、中央三井信託銀行と中央三井アセット信

託銀行の銀行子会社、および中央三井アセットマネジメントと

中央三井キャピタルの運用子会社がそれぞれの業務執行を単

ガバナンス体制の概要

独で完結できる経営体制を有しており、持株会社である中央

三井トラスト・ホールディングスは「業務執行管理型持株会社」

としてグループ全体の観点から以下の機能を担っています。

1.グループ経営戦略企画機能
銀行子会社および運用子会社の事業戦略の調整を図り、グ

ループ全体の収益および株主価値の最大化を図る経営戦略を策
定します。

2.業務運営管理機能
業務運営は各銀行子会社および運用子会社が担う一方、持株

会社は各銀行子会社および運用子会社の業務運営状況をグルー
プ戦略との整合性等の観点から管理するとともに、各業務の業
績把握等を行います。

3.経営資源配分機能
グループの経営資源（人的資源、物的資源、金銭的資源など

の有形資源に、情報、知識、ブランドなどの無形資源を加えた事
業活動上必要な資源の総称）の配分を行うとともに、銀行子会社
および運用子会社における経営資源の使用状況を管理します。

4.リスク管理統括機能
グループ全体のリスク管理の基本方針を策定するとともに、銀

行子会社および運用子会社のリスク管理状況のモニタリング等
を行います。

5.コンプライアンス統括機能
グループの企業倫理としての基本方針および役職員の行動指

針としての遵守基準を策定するとともに、銀行子会社および運
用子会社におけるコンプライアンス遵守状況のモニタリング等を
行います。

6.内部監査統括機能
グループ全体の内部監査の基本方針を策定するとともに、銀

行子会社および運用子会社の内部監査態勢の整備状況等を把握
し、銀行子会社および運用子会社に対して必要な指示等を行い
ます。

中央三井トラスト・ホールディングス 持株会社 

銀行子会社 
運用子会社 

株主総会 

取締役会 

監査役 
監査役会 

監査役室 

（※１） 
経営健全化計画推進審議会 
グループ CSR 審議会 
 

（※２） 
システム戦略委員会 
バーゼルⅡ対応推進委員会 
グループ経営管理態勢強化委員会 
内部監査委員会 
内部統制制度準備委員会 審議会 ※ 1 

 経営会議 

委員会 ※ 2

経営諮問委員会 
（アドバイザリ－ボード） 

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 

内部監査 
統括機能 

コンプライアンス 
統括機能 

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 

銀行子会社 運用子会社 
 

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

中央三井信託銀行 

株主総会 

取締役会 

経営会議 

監査役 
監査役会 

審議会 

委員会 

株主総会 

取締役会 

経営会議 

監査役 
監査役会 

審議会 

委員会 

株主総会 

取締役会 

経営会議 
 

監査役 監査役 
株主総会 

取締役会 

経営会議 
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中央三井トラスト・グループ コーポレートガバナンス

取締役については、銀行子会社に持株会社との兼任取締

役を配置するなど、効果的なグループ経営戦略の遂行を図

る一方、持株会社の専任取締役が内部監査機能を統括する

ことで、子会社各社に対する牽制機能を確保しています。ま

た、経営環境の変化が激しい状況下、経営の責任を明確化

する観点から、各社とも取締役の任期は1 年としています。

監査役については、銀行子会社に持株会社との兼任監査

役を配置するなど、子会社各社の経営を監査し、これを踏ま

えて持株会社に対しても十分な監査を行うことができる体制

とする一方、持株会社の専任監査役との間で相互牽制が機

経営体制

能する体制としています。

各社の取締役会のもとには、社長を議長とし関係役員が

参加する経営会議を設置しています。経営会議では、取締役

会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項に

ついて協議を行うほか、取締役会決議事項の予備討議等を

行っています。

また、持株会社には、経営全般にわたるアドバイスを受け

るため、社外の有識者により構成するアドバイザリーボード

（正式名称：経営諮問委員会）を設置しています。

前列左より　取締役社長：田辺 和夫　取締役会長：古沢 熙一郎　取締役副社長：伊東 朋宏

後列左より　常務執行役員：岩崎 信夫　専務取締役：住田  謙　専務取締役：奥野  順　取締役：川合 正
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内部統制基本方針中央三井トラスト・グループ

内部統制基本方針

中央三井トラスト・ホールディングス取締役会は、銀行持

株会社として、当社および子会社から成る企業集団（以下、「当

グループ」）の経営管理を担う責任を十分に認識しつつ、会

社法第 3�2 条第 � 項および同条 � 項第 � 号並びに会社法

施行規則第 100 条に基づいて、取締役の職務の執行が法令

および定款に適合することを確保するための体制その他当社

の業務の適正を確保するため必要な体制の整備について、下

記のとおり定めています。

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

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

役員が参加する経営会議において審議し、必要に応じ取締役
会で決議・報告を行う。 

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

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

(�) 役職員に対し法令等遵守に関する教育・研修を継続的に実施
する。 

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

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

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

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

役員が参加する経営会議において審議し、必要に応じ取締役
会で決議・報告を行う。

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

(3) リスク管理に関する当グループの方針を策定するとともに、銀
行子会社および運用子会社の計画 ( 内部管理態勢整備計画 )
策定を指導する。あわせてその進捗状況・達成状況を確認する。

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

(�) 以上の体制を確立するための規程を、取締役会が定める。

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

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

掌及び役職員の職制・権限に関する基本的事項を、取締役会
が定める。

(3) 社内規定は関連する法令等に準拠して制定するとともに、当該
法令等の改廃があったときは、すみやかに所要の改廃を行う。

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

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

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

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

(�) 以上の体制を確立するための規程を、取締役会が定める。

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

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

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

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

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

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

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

報の保存及び管理に関する基本的事項を、取締役会が定める。

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

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

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

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

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

(�) 以上の体制を確立するための規程を、取締役会が定める。

以　上

＜  記  ＞
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中央三井トラスト・グループのリスク管理体制

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

プ各社の経営の健全性や安定性の確保が企業価値の向上に

重要であり、そのためのもっとも重要な機能のひとつがリスク

管理であることを認識して、リスク管理体制の整備に取り組ん

でいます。

リスク管理は、各業務や各取引固有のリスクに適切に対処

してリスクの顕在化を未然に防止するとともに、リスクが顕在

化した場合においても、その損失が一定の範囲内にとどまる

ようにコントロールしていくことを目的としています。

当グループでは、リスクを総合的に把握し、経営体力の範

囲内に制御するフレームワークとして統合リスク管理体制を構

築すると同時に、経営体力の根幹である自己資本についてそ

の充実度をリスクテイクの状況や業務戦略などに照らして評価

し、管理していくフレームワークとして自己資本管理体制を構

築し、それぞれの整備・高度化を推進しています。

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

を持株会社（中央三井トラスト・ホールディングス）のもっとも

重要な機能のひとつと位置づけています。持株会社は、グルー

プにおけるリスク管理の基本的事項を「リスク管理規程」とし

て制定するとともに、年度ごとにグループのリスク管理に関す

る方針・計画を策定することで、リスク管理体制の整備・高度

化を図っています。

持株会社は、グループ全体のリスク管理の統括部署として「リ

スク統括部」を設置し、当グループのリスクの状況をモニタリ

ングするとともに、銀行子会社・運用子会社に対して適切なリ

リスク管理体制とコンプライアンス（法令等遵守）体制

スク管理体制の整備などについて監督・指導を行っています。

また、資本の効率的活用などの観点から、当グループは資本配

賦運営を導入していますが、持株会社から資本配賦を受けた各

業務部門は、その資本額を遵守して業務運営を行うとともに、

リスク管理部署はその遵守状況のモニタリングを行い、各業務

部門のリスクが配賦された資本額を超過または超過する見込み

となった場合は持株会社に対応を協議する運営としています。

内部監査については、持株会社においてグループ全体の内

部監査体制の整備方針を定め、持株会社各部に対する内部監

査を実施するとともに、銀行子会社、運用子会社の内部監査

機能を統括し、各子会社において実施した監査結果・改善状

況などの報告を受け、必要な指示を行う体制としています。

銀行子会社、運用子会社においては、持株会社が定めたリ

スク管理の方針を運営するため、それぞれの業務やリスクの

特性に応じた適切なリスク管理の体制を整備しています。

持株会社の取締役会は、銀行子会社、運用子会社から必要

な情報を入手し、当グループのリスクの状況のモニタリング・

評価・分析を行い、適切なリスク管理を行うことで経営の健

全性確保に努めています。

また、持株会社および銀行子会社、運用子会社の取締役は

リスク管理が戦略目標の達成に重大な影響を与えることを十

分に認識しており、リスク管理部署の担当役員はリスクの所

在、リスクの種類・特性、およびリスク管理の手法・重要性を

十分に理解したうえでリスク管理の状況を的確に認識し、方

針および具体的な方策を検討するよう努めています。それら

の取締役・リスク管理部署担当役員の役割・責任については、

持株会社および銀行子会社、運用子会社がそれぞれ定める「リ

スク管理規程」において明確にしています。

中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、中央三井アセットマネジメント
および中央三井キャピタルのリスク管理体制

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

括および信用・市場・オペレーショナル・リスクの各リスクの

管理を行う統括部署を設置しています。

統括部署は、持株会社が定めたリスク管理方針に基づく適

切なリスク管理体制を構築するため、取締役会で制定した「リ

スク管理規程」において、管理すべきリスクの種類、リスク管

理手法、管理組織・権限など、リスク管理の基本的なルール

を決定したうえで、リスクの種類毎にリスク管理の具体的内容

を個別の規定・規則などで定めています。

また、グループ方針を踏まえ毎年「内部管理計画」を策定し、

諸施策の推進を通じリスク管理の高度化に取り組んでいます。

このほか、子会社独自の取り組みとして、次のような対応をし

ています。中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行の銀

行子会社 2 社では、取締役会のもとに設置した「内部管理経

営会議」「業務運営経営会議」などにおいて各種経営課題に

対しリスク管理に十分配慮しつつ取り組んでいます。また、リ

スク統括部署以外にオペレーショナル・リスクの種類（事務・

システム・法務・人的・有形資産リスク）ごとにも管理部署を

設置しリスク管理の徹底を図っています。

中央三井アセット信託銀行および運用子会社 2 社（中央三

井アセットマネジメント、中央三井キャピタル）における業務

の中心である資産運用業務のリスク管理に関しては、信用リ

スクや市場リスクを負担するのは基本的に受益者・出資者と

なりますが、受託者・投資運用業者としての責任を果たす観

点から適切なリスク管理に努めています。
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中央三井トラスト・グループのコンプライアンス（法令等遵守）体制

▶ コンプライアンスの基本方針
中央三井トラスト・グループは、2 つの銀行子会社ならびに

2 つの運用子会社を通じ、お客さまの多様なニーズに応える

ことで国民経済の発展に寄与するという公共的使命と社会的

責任を負っています。このように当グループは私企業としての

存在と社会的責任、公共的使命を高い次元で実現することが

求められており、これを全うするためには、お客さま、ひいて

は社会からの揺るぎない信頼を受けることが前提となります。

昨今、規制緩和が進み金融取引・サービスが多様化する中で、

金融機関においては自己責任原則の徹底と自助努力によりさ

まざまな課題に取り組むことが求められており、お客さまから

の信頼を維持・向上させていくためには、厳格な自己規律に

基づく健全かつ適切な経営が不可欠です。かかる観点より当

グループはコンプライアンスを経営上の最重要課題のひとつ

と位置づけています。

コンプライアンスとは、法令などを厳格に遵守することはも

ちろん、広く社会規範を全うすることをいいます。信用が最大

の財産である当グループにとって、コンプライアンスの実現は

当然の基本原則であり、経営者はもとより、職員一人ひとりが

日々の業務運営の中で着実に実践しなければならないものと

考えています。

また、お客さまから負託された信頼の重みを認識し、当グ

ループとのお取引において、お客さまが適切な判断を行うに足

りる情報を提供するとともに、不当な不利益を被ることのな

いように、お客さまへの万全なサポート体制整備への取り組

みを強化していきます。

▶ グループのコンプライアンス体制
当グループでは、グループ全体のコンプライアンス体制を

統括することを持株会社（中央三井トラスト・ホールディングス）

のもっとも重要な機能のひとつと位置づけており、グループ全

体のコンプライアンスの統括部署として「コンプライアンス統

括部」を設置し、コンプライアンス方針の策定や管理・運営

状況のモニタリングを行っています。具体的には、持株会社は

適切な業務運営体制を確保するため、コンプライアンス面に

おいては企業倫理としての基本方針および行動指針としての

遵守基準を定めた「法令等遵守規程」「法令等遵守管理規則」

ならびに具体的手引書である「コンプライアンス・マニュアル」

を制定するとともに、諸施策の具体的な計画として「コンプラ

イアンス・プログラム」を毎年策定しています。

また、当グループのお客さまサポート面に関しても、当グルー

プへのお客さまの期待と信頼に応えるための基本方針などを

定めた「顧客保護等に関する基本規程」を制定するとともに、

「顧客保護等推進プログラム」を毎年策定しています。

内部監査については、持株会社においてグループ全体の内

部監査体制の整備方針を定め、持株会社各部に対する内部監

査を実施するとともに、銀行子会社・運用子会社の内部監査

機能を統括し、子会社において実施した監査結果・改善状況

などの報告を受け、必要な指示を行う体制としています。

銀行子会社・運用子会社においては、持株会社が定めたコ

ンプライアンス方針を運営するため、それぞれの業務特性に

応じた適切なコンプライアンス体制を整備しています。

▶ コンプライアンス体制全般
銀行子会社、運用子会社においても、コンプライアンスな

らびにお客さまサポートに関する統括部署を設置しています。

統括部署はグループ方針を踏まえたコンプライアンス体制

を確立するため、「法令等遵守規程」「コンプライアンス・マニュ

アル」を制定し、研修・指導などを通じ役職員に周知徹底さ

せるとともに、その内容についても適宜見直しを行っています。

またグループ方針を踏まえ毎年「コンプライアンス・プログ

ラム」を策定し、諸施策の推進を通じコンプライアンス体制

の向上に取り組んでいます。

お客さまサポートにおいてもグループ方針を踏まえ、お客

さまへの適切な情報提供ならびに利便性の向上などを図るた

めの諸施策「顧客保護等推進プログラム」を策定し、お客さ

まサポート体制の向上に取り組んでいます。

各部門・営業部店にはコンプライアンスの担当者として「内

部管理推進者」を配置し、営業の現場などにおける施策実施

を着実に行っています。さらに内部監査部門による内部監査

を通じたチェックによりコンプライアンスの徹底を図っていま

す。

このほか、子会社独自の取り組みとして、次のような対応を

行っています。中央三井信託銀行において、個人のお客さま

を中心とするリテール業務を行っていることを踏まえ、上記取

り組みに加え、お客さまサポートに関する実務所管部としてお

客様サービス部を設置し、店頭に「お客様の声アンケート」は

がきを備え置くなどにより、お客さま満足度の向上に取り組

んでいます。中央三井信託銀行および中央三井アセット信託

銀行では、「お客さまの声」（ご意見・ご要望）を踏まえ、商品・

サービスの改善などを行い、その結果をホームページを通じ

て公表しています。また、中央三井アセット信託銀行、中央

三井証券代行ビジネス、および東京証券代行では、お客さ

まの情報管理態勢の向上に努め、プライバシーマークの認証

を得ています。

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



1�

中央三井トラスト・グループ リスク管理体制とコンプライアンス体制

中央三井トラスト・グループのリスク管理体制・コンプライアンス体制の概要
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わたくしたち、中央三井トラスト・グループは、お客様や株主様に関する個人情報の取扱いにつ
いて、その紛失・漏洩・改竄等を防止し、保護を図る観点から下記の方針を定め、これを遵守する
ことを宣言いたします。

また、本方針にもとづき、個人情報保護のための諸規定を定め役職員等全員に周知徹底するなど、
個人情報の適切な管理に十全の努力をいたします。

関係法令等の遵守
当グループ各社は、個人情報の取扱いについて管理責任者を置き、個人情報保護に関する法律、
主務官庁のガイドラインやその他の規範を遵守いたします。

個人情報の適正な取得
当グループ各社は、適法かつ公正な手段を用いて個人情報を取得します。第三者から間接的に個
人情報を取得する場合、提供者が不正に入手した懸念がある個人情報は取得しません。

機微情報の取得・利用・提供
当グループ各社は、法令上認められた場合や、業務上不可欠であり本人の同意を得た場合等を除
いては、「機微（センシティブ）情報※」にあたる個人情報を取得・利用等いたしません。

※政治的見解、信教、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、
　並びに犯罪歴に関する公表されていない情報

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

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

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

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

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

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

個人情報保護体制の継続的改善
当グループ各社は、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムおよび個人情報に関す
る社内規定を制定するとともに、これらを継続的に見直し、改善に向けての努力を行います。

1.　
　

2. 

　 　
　 　
3.

　 　
　 　
　 　
　 　
4.　
　 

5. 

　 　
　 　
6.

　 　
　 　
　 　
7. 

　 　
　 　
　 　
8.

　 　
　 　
9. 

　 　
　 　
10.

中央三井トラスト・グループ平成 19 年 10 月1日実施

中央三井トラスト・グループの個人情報保護宣言

個人情報保護

中央三井トラスト・グループの各社では、業務における個人

情報の取り扱いに関して「中央三井トラスト・グループの個人

情報保護宣言」を遵守し、個人情報の管理に十全の努力をし

ています。（なお、各社におけるお客さまなどに関する個人情

報の取り扱いについて、各社ホームページまたは店頭備置資

料をご覧ください）
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企業の社会的責任中央三井トラスト・グループ

CSR（企業の社会的責任）

中央三井トラスト･グループは企業市民としての社会的責任

を果たしていくことを経営理念に掲げ、CSR 活動に取り組ん

でいます。

CSR は、当グループが社会の一員として存在し、社会ととも

に持続的に発展していくためには切り離せないものです。当グ

ループでは、企業を取り巻くステークホルダー（利害関係者）

との対話を尊重し、着実な対応をしていくことが、果たすべき

社会的責任と考えています。 

CSRへの基本的な考え方

当グループは、グループ全体で統一的な方向性をもって

CSR を推進していくための横断的な統括組織として、中央三

井トラスト･ホールディングス社長を委員長とする「グループ

CSR 審議会」を設置しています。

CSR 推進体制

グループCSR 審議会

委員長：中央三井トラスト・ホールディングス社長
事務局：中央三井トラスト・ホールディングス業務部 CSR 室

CSR 推進ネットワーク

・中央三井トラスト・ホールディングス
・中央三井信託銀行
・中央三井アセット信託銀行
・中央三井アセットマネジメント
・中央三井キャピタル
関係部次課長による CSR 推進ワーキング

グループCSR 推進事務局

・中央三井トラスト・ホールディングス
  業務部 CSR室

CSR 推進主体

・中央三井トラスト・ホールディングス

・中央三井アセット信託銀行

・中央三井キャピタル

CSR 推進ネットワーク

CSR 推進ネットワークは、当グループ内各社を横断し

てCSR にかかる情報・意識を共有し、具体策の検討およ

び意見交換などを行うために設置された組織です。関係

部次課長で構成され、原則毎月開催しています。

・当グループに属するその他の企業

・中央三井信託銀行

・中央三井アセットマネジメント
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企業の社会的責任中央三井トラスト・グループ

難聴者は高齢者を中心に日本で1,000 万人ほど

います。聴覚の障害は、外見では分からないために

配慮されず、困ることが多くあります。店頭では周囲

の声や音によって、数字や名前を聞き間違えること

もあります。目に見える形で聴覚障害への配慮を示

す耳マーク表示板などの設置は、聴覚障害者にとっ

てはとても安心感があります。今後も、障害者の声

を活かしたバリアフリーへの取り組みを一層推進

されることを期待しています。

中央三井信託銀行は、バリアフリーに配慮した取り組みを進

めています。

視覚や聴覚に障害のあるお客さまがより安心して当社をご

利用いただけるように、気軽に筆談をお申し出いただける旨を

表示する耳マーク表示板を掲示し、筆談ボードおよび助聴器を

全店舗の窓口に設置したほか、ハンドセットの音声案内による

テンキー操作で手続きが可能な新型ＡＴＭを導入しました。

また、店舗における諸施設のバリアフリー化工事を順次進め

ています。

CSR活動ハイライト

中央三井トラスト・ホールディングスは、当グループへの理

解を深めていただくため、個人投資家のみなさま向けにＩＲ

説明会を実施しています。

平成 19 年 10 月には、名古屋証券取引所が主催する「企業

研究セミナー」において、個人投資家および証券会社の営業

担当者を対象に会社説明を行いました。

ホームページにおいては、個人投資家のみなさま向け専用

ページを開設しています。中央三井トラスト ･ホールディング

スのトップページに専用ページの入り口を設け、個人投資家の

みなさまがより容易にＩＲ情報を閲覧できる仕組みになってい

ます。

▶ ＵＮＥＰ ＦＩ「環境と持続可能な発展に関する　　　
金融機関声明」への署名

当グループは、ＵＮＥＰ ＦＩ（国連環境計画・金融イニシア

ティブ）が提唱する「環境と持続可能な発展に関する金融機

関声明」に署名し、環境問題に取り組んでいく姿勢を表明し

ています。

▶ 個人投資家のみなさま向けＩＲ

▶ バリアフリーに配慮した取り組み

社団法人　全日本難聴者・中途失聴者団体連合会　
理事長　高岡　正 様

▶ 国連「責任投資原則」への署名

中央三井アセット信託銀行は、国連が提唱する「責任投資

原則」に署名し、資産運用機関として、投資活動を通じて環

境・社会・企業統治の問題に取り組んでいく姿勢を表明して

います。

お客さまへの取り組み

株主・投資家のみなさまへの取り組み

環境への取り組み

バリアフリーに配慮した取り組み
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企業の社会的責任中央三井トラスト・グループ

排出権取引への信託機能の活用

中央三井信託銀行は、信託機能を活用して排出権を小口販売す
る取り組みを開始し、平成 20 年 3 月に、三井物産株式会社か
ら委託を受けた排出権信託受益権を東芝ファイナンス株式会社、
株式会社滋賀銀行に販売しました。
地球温暖化問題への関心が高まる中、二酸化炭素（ＣＯ２）など

の温室効果ガス削減の取り組みの一環として、カーボンオフセッ
ト（＊）商品の提供などに排出権を活用したいという企業ニーズは、
今後増えていくことが予想されています。 
当グループは、信託機能を活用して、こうした企業ニーズにお応
えしていきます。

＊カーボンオフセット：自ら排出する温室効果ガスのうち、どうしても削減できない量の全部または一部をほかの場所での削減 ･ 吸収量（排出権など）で
埋め合わせること

▶ 省エネ・省資源への取り組み

中央三井トラスト・ホールディングス、中央三井信託銀行、

中央三井アセット信託銀行、中央三井アセットマネジメント、

中央三井キャピタルは、政府の地球温暖化対策推進本部が推

進する地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナス �%」へ参

加しています。

また、中央三井信託銀行調布センターは、エネルギー管理

システムの導入や使用燃料の転換などにより消費エネルギー

の削減を進めており、今般、東京都の「地球温暖化対策計画

書制度」における知事表彰を受賞しました。この表彰は、東

京都が大規模排出事業所など 1,0�� 件の平成 18 年度実績

を評価したもので、当センターを含む 17 件が地球温暖化対

策の取り組みが特に優秀な事業所として選ばれました。

これからも省エネ・省資源対策を積極的に推進し、地球の

温暖化防止に貢献していきます。

▶ 風力発電プロジェクトへの取り組み

中央三井信託銀行では、金融機関としての国際金融の機能

を活用し、再生可能エネルギーへの取り組みを支援しており、

平成19年� 月に米国における風力発電プロジェクトに対し、

ほかの金融機関とともに、数百基の風力発電事業への融資に

取り組みました。

▶ 信託機能を活用した社会貢献・自然保護への　　　
取り組み

中央三井信託銀行では、公益信託、また遺言信託を活用した

「遺贈による寄付制度」など信託機能の活用を通じて、社会貢

献や自然保護への取り組みを支援しています。

〜地球温暖化問題に国際的な関心が高まる中、中央三井信託銀行は排出権取引へ
　 信託機能を活用し、地球規模での温室効果ガス削減に貢献していきます〜

信託受益権
売買代金

三井物産株式会社
（委託者兼当初

受益者･ 売主）

中央三井信託銀行
（受託者）

需要家
（買主･ 新受益者）

排出権の管理信託

信託受益権（信託終了時に排出権を取得できる権利）

信託受益権の譲渡
［私募の取り扱い］

中央三井信託銀行
（受託者）

需要家（受益者）
受益権償還請求

排出権の交付

商品の仕組み（概要）

受
益
権

購
入
時

受
益
権

償
還
時

三井物産株式会社
管理口座

中央三井信託銀行
管理口座

振替不要
（受益者名の変更のみ）

政府管理口座
または

需要家管理口座

割当量口座簿

振替

信託の記録

排出権交付時に振替
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企業の社会的責任中央三井トラスト・グループ

中央三井信託銀行本店ビル食堂では、エームサービス株式会
社協力のもと、平成 19 年10 月よりTABLE FOR TWO を実
施しています。

TABLE FOR TWO とは、カロリー摂取過多な先進国の人が
低カロリーメニューを食べ、その料金の一部を途上国の子供た
ちの給食のために寄付する取り組みです。

現在、毎週水曜日に定食メニューの一部を低カロリーメニュー
へ変更し、メニュー料金のうち 20 円（途上国における給食1
食分相当額）を自動的に「国連世界食糧計画（WFP）」へ寄付し
ており、平成19 年10 月から平成 20 年 3 月までの半年間で
3,31� 食分の寄付を実施しました。

食堂では、低カロリーメニューへの高い支持があるとともに、
食事をしながら気軽に寄付ができることについて多くの賛同の
声が寄せられました。従
業 員の 健 康を 促 進し、
同時に気軽な寄付活動
で途上国の飢餓解消を
支 援 する TABLE FOR 
TWO を今後も推進して
いきます。

おかげさまでTABLE FOR TWO の運動の輪が広が

りつつあります。日本国内では、現在約�0 程度の団

体でプログラムが採用され、健康的な食事を通して

社会貢献が行われています。最近は、民間企業の社員

食堂だけでなく、大学の学生食堂、そして参議院や議

員会館、外務省などの食堂でも運動がスタートして

います。また、国内だけでなく、海外にも運動の輪は広

がりつつあり、昨年末にスタートしたインドに続き、今

年の秋口からはアメリカでも活動を開始します。

中央三井信託銀行のみなさまには、団体が発足して

間もないころからご協力いただき、半年以上の長き

にわたってTABLE FOR TWO 運動を支持していた

だいています。みなさまの温かいご支援にスタッフ一

同感謝の気持ちでいっぱいです。一人でも多くの途上

国の子供たちに給食がプレゼントできますよう、今後

もぜひ引き続きご支援をよろしくお願いします。

「中央三井トラスト・グループ経済学講座」では、

英語によるマクロ経済学の講義が隔週で行われてい

ます。毎年当講座の成績優秀者は日本での学術交

流イベントへ招待いただいており、学生にとって勉

強のモチベーションのひとつとなっています。

私は昨年度日本へお招きいただきました。滞在時に

は、中央三井トラスト・グループの方とお目にかか

り、信託の仕組みにかかる講義を受けたほか、日本

の学生とのディベートにも参加するなど、とても有

意義で貴重な機会となりました。

日中間の学術交流促進の一助となる当講座を今後

も発展的に継続していただくことを願っています。

ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯの実施　
〜従業員の生活習慣病と途上国の飢餓の解消に同時に取り組んでいます〜

中国人民大学　経済学院
学 生　庄  彦 様

▶ ＳＲＩファンドの取り扱い

中央三井信託銀行では個人のお客さま向けに、中央三井ア

セット信託銀行では機関投資家のお客さま向けに、ＳＲＩファ

ンドを取り扱っています（設定・運用：中央三井アセットマネ

ジメント）。

ＳＲＩとは、Socially Responsible Investment の頭文字

をとったもので、「社会的責任投資」（企業の社会的側面を加味

して評価・選別する投資スタイル）を意味します。

▶ 金融・経済教育

当グループでは、金融機関としての社会貢献の観点から、

金融・経済教育を支援する活動を行っています。

・小中学生への経済教育支援団体「経済教育ネットワーク」
への協賛

・青山学院大学における「中央三井信託銀行知財信託講座」
の開設

・中国人民大学における「中央三井トラスト･グループ経済学
講座」の開設

・中国・清華大学における「清華－中央三井トラスト金融シ
ステム・マクロ経済研究プロジェクト」の開設

　また、中国人民大学の寄付講座においては毎年成績優秀な

学生を日本へ招聘し、学術交流イベントを開催しています。

TABLE FOR TWO International
事務局長　小暮 真久 様

社会への取り組み

金融・経済教育
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中央三井トラスト・グループ中央三井トラストグループ中央三井信託銀行

個人・法人のお客さま向けサービス

個人のお客さまへ

資金業務
住宅ローン残高 2 兆 5,319 億円
お客さまのニーズに沿った商品の提供などにより、順調に残高を伸ばしています。

リテール業務
投資信託販売残高 1 兆 2,499 億円
生命保険販売残高 1 兆 2,504 億円
お客さまのニーズに沿った高品質な商品の拡充により、邦銀トップクラスの実績を積み上げ、
業界のメインプレーヤーとしての地位を築いています。

法人のお客さまへ

資金業務
事業再編・再生関連ファイナンス残高 1,059 億円
不動産アセットファイナンス残高 8,758 億円
レバレッジローンなどの事業再編・再生関連ファイナンスや不動産アセットファイナンスなど、
企業の多彩な資金調達ニーズに積極的に対応しています。

不動産業務
不動産流動化受託残高 5 兆 1,411 億円
不動産関連収益 317 億円
お客さまのニーズに合った企業財務ソリューションの提供とともに、不動産ファンドビジネスに
おける高度な専門性に裏付けされた各種サービスを提供しています。

証券代行業務
上場会社受託社数（当グループ）964 社
IPO（新規上場）コンサルティング、株式実務リーガルサポート、株主総会の IT化（電子化）に
対応するサポート、企業の IR（投資家向け広報）活動の支援など、経験と規模を活かした多彩
なサービスを提供しています。

個人のお客さま向けサービス 法人のお客さま向けサービス

投資信託・生命保険販売

各種信託・預金商品

個人のお客さま向けローン

不動産の活用

遺言信託・遺産整理業務

リバースモーゲージ

安心サポート信託

金融サービス
多様なファイナンス手法
アドバイザリー機能

業務提携
各種運用商品

不動産業務
不動産売買の仲介
不動産流動化

不動産鑑定評価
不動産有効活用（コンサルティング）

証券代行業務
株式事務
IPO（新規上場）コンサルティング
サービス

株式実務リーガルサポートサービス
IT サポートサービス
IR 支援サービス
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多様化するニーズに応える商品・サービスのラインアップ

投資信託・個人年金保険等の販売においては、お客さまの

幅広いニーズにお応えする豊富な商品を取り揃え、質の高い

コンサルティングを展開しています。その結果、投資信託販売

残高、個人年金保険等販売残高ともに邦銀トップクラスの水

準となっています。

邦銀トップクラスの投資信託・個人年金保険等
販売実績

▶ 投資信託のラインアップを拡充

長らく続く低金利時代においても、運用成果次第で比較的

高い収益が期待できる運用手段として、投資信託などの有価

証券投資は注目を集めています。当社においても、お客さま

の多様化するニーズにお応えするべく、投資信託の商品ライ

ンアップをさらに拡充しました。

平成19 年度においては、「生活基盤」「食糧」「クリーン・エ

ネルギー」の 3 つのテーマに関連する世界各国の企業の株式

を中心に投資するファンドや、ブラジル・ロシア・インド・中国・

南アフリカといった新興国の株式に投資するファンド、世界

の高金利通貨国の短期債券などに分散投資を行うファンドな

どの取り扱いを開始しました。

▶ 投信ラップ口座

個人金融資産の「貯蓄から投資へ」の大きな流れの中、お

客さまの多様化する資金運用ニーズにお応えするため、当社

では、平成19 年10 月より「中央三井のプライベート・ラッ

プ」を取り扱っています。「中央三井

のプライベート・ラップ」は、1,000

万円以上の契約財産を対象に、お客

さまと「投資一任契約」を結び、投

資信託を投資対象として、基本運用

プランの策定、組入れファンドの選

定、売買の執行、運用成果のレポー

ティングなどのサービスを一括して提

供する商品です。
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（億円） 

個人年金保険等 

投資信託 

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

『団塊の世代』の方たちの大量退職、公的年金制
度改革などを背景とした資金運用ニーズの高まり

少子高齢化社会の到来に伴う資産の有効活用、
次世代への円滑な承継･保全対策

規制緩和の進展、インターネット取引の普及に
伴う金融機関の利便性向上

多様化するニーズに応える商品 ･サービスの
ラインアップ

高度なコンサルティングを通じた資産活用に
関するノウハウの提供

特色ある店舗展開などの多彩なチャネル
ネットワーク

投資信託・個人年金保険等販売残高

個人のお客さま向けサービス
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その最大の特徴は、資産配分の策定について、国内最大級

の資産運用マネージャーである中央三井アセット信託銀行の

機関投資家向けの運用ノウハウを活用し、また組入れファン

ドの選定においてモーニングスターグループの「モーニングス

ター ･アセット・マネジメント」のファンド評価のノウハウを活

用していることにあります。

「中央三井のプライベート・ラップ」では、お客さまの運用ニー

ズとリスク許容度を踏まえ、お客さまにふさわしいポートフォ

リオをご提案していきます。

▶ 個人年金保険商品のラインアップへ
　 運用成果確保機能付商品を追加

個人年金保険については、運用期間満了前であっても、運

用実績が好調な場合には、成果を確定して受け取りたいとの

お客さまのニーズにお応えし、契約後一定期間経過すれば、

お客さまがあらかじめ設定した運用の収益目標に基づき、運

用成果を確保する機能がある変額個人年金保険商品を 3 商

品新たにラインアップしました。

お客さまのライフプランや投資目的に
適した豊富な商品の情報を提供します。

中央三井信託銀行　荻窪支店　財務相談課

田邉 正哲

I n t e r v i e w

— 中央三井信託銀行で販売している投
資商品のラインアップについて、その特徴
を教えてください。

当社では、お客さまのさまざまなライ
フプランや投資目的に応じてご提案でき
るよう、投資信託や個人年金保険などの
さまざまな運用商品を取り揃えています。
例えば投資信託では、株式型や債券型と
いったそれぞれのカテゴリーの中で、収
益性やリスクの異なるさまざまなタイプ
の商品があり、お客さまのご意向に沿っ
た商品をご案内できます。

— 商品の種類が豊富であるということ
は、逆にどの商品を選定するかお客さまが
迷ってしまう場合もありませんか。

お客さまのニーズを的確に把握すること
で、おすすめできる商品が見えてきます。
当社では具体的な商品提案の前に「お客様
カード」をご記入いただくことでお客さま
のニーズを丁寧にお伺いしています。例え
ば新たにお預かりする資金が長期的に運
用可能なご資金であるのか、近い将来使
いみちが決まっているご資金なのかなど、
資金の性格やライフプランによって、ご提
案内容も変わってきます。

また、投資商品だけではなく預金商品な
ども含めた資産全体を考えたご提案に努め
ていますし、お客さまにも広い視点から運
用を考えていただくようご提案しています。

— お客さまはリスクに対して非常に敏
感だと思いますが、説明の際、心がけてい

ることはありますか。
商品内容について正しく理解していた

だくよう努めています。また、お客さま
のご意向に沿った商品を的確に選択、ご
提案するだけではなく、お客さまが本当
に知りたいこと、心配しておられることに
ついて真摯に対応させていただくことで、
不安を取り除くことができると思います。

—商品の提案やアフターフォローにあたっ
て、どういった情報を提供していますか。

商品の仕組みをご説明するだけではな
く、過去の運用実績を見ていただいたり、
その商品が実際に何に投資しているもの
なのか、またどのようなリスクがあるのか、
などについて具体的な資料を使ってご説
明します。

これまでに投資のご経験がないお客さ
まの中には、投資商品での運用を始めた
後にお持ちの資産が値下がりしてしまう
と、不安を持たれる方もいらっしゃいます。
値下がりした理由がわからないと、「この
まま値下がりする一方ではないか」といっ
た不安を感じられるお客さまもいらっしゃ
いますから、そういうときこそしっかりと
フォローをするよう心がけています。

当社では、相場の上昇・下落に関わらず、
いかなる状況においても丁寧に変動要因
をご説明するなど、ご購入後のフォロー・
サポートに特に力を入れています。例えば、
投資信託の運用会社や保険会社から講師
を招き、運用環境を解説するセミナーを

開催したり、投資信託のご契約のあるお
客さまには、当社でお預かりしているご
資産全体の報告書を年に2回お送りする、
といったことを行っています。

— 実際に投資をお考えのお客さまに注
意していただきたい点などありますか。

当社では、お客さまがお持ちのご資金
について、「いつ頃、何のためにお使いに
なられるのか」という目的に応じてご資金
の運用方法を考える「ポートフォリオ運用」
をおすすめしており、お客さまご自身も金
融商品をご選択いただく際には、まず「運
用の目的」をしっかりとお考えいただくこ
とが大切だと思います。一般的に投資商
品は、将来に向けてじっくりと大きく育て
ていきたいご資金を運用する場合にご利
用いただくものだと考えています。

投資商品は預貯金を上回る高いリター
ンが期待できる反面、投資対象となる有
価証券などの価格変動によって値下がり
してしまう可能性もあります。短期的な値
動きにとらわれすぎず、長期的な運用を
前提に行っているというお考えを大切にし
て、投資商品のリスクと上手にお付き合
いいただきたいと思います。

お客さまサービス最前線 ❶
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●投資信託は預金とは異なり元本の保証はありません。

●投資信託は預金保険制度の対象ではありません。また、当社
で取扱う投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありま
せん。

●投資信託は国内外の有価証券等で運用されるため、信託財
産に組入れられた株式・債券・不動産投資信託証券（リート）
等の値動きや為替変動に伴うリスクがあります。このためご
購入の価額を下回る場合があります。また、投資信託の運用
により信託財産に生じた損益は、すべて投資信託をご購入い
ただいたお客様に帰属します。

●投資信託のご購入から換金・償還までにお客様にご負担いた
だく費用には以下のものがあります。（平成 20 年 � 月1日
現在、中央三井信託銀行で取扱う投資信託の場合）

【お申し込み時に直接ご負担いただく費用】
お申込手数料（申込口数、申込金額等に応じ、基準価額に対
して最高 3.1�%（税込））

【保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用】
信託報酬（信託財産の純資産総額のうち、お客様の保有額に
対し最高年率 2.2�7�％（税込））
その他の費用（監査報酬、組入れ有価証券の売買委託手数料
など。運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示
すことができません。）

【ご換金時に直接ご負担いただく費用】
信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対し、最高 0.�％）
解約手数料（かかりません）

●上記手数料等の合計額、計算方法については、お客様がご購
入される商品や投資信託を保有される期間等に応じて異なり
ますので表示することができません。

●商品毎にリスクおよびお客様にご負担いただく費用は異なり
ますので、取得のお申し込みにあたっては当社本・支店の窓
口にて事前にお渡しする契約締結前交付書面（目論見書およ
びその補完書面）等の内容を十分にお読みいただいたうえ、
ご自身でご判断ください。（契約締結前交付書面（目論見書
およびその補完書面）はインターネットバンキングではサイ
ト上でもご請求いただけます。）

●当社は投資信託の販売会社であり、ご購入・ご換金のお申し
込みについて取扱いを行います。投資信託の設定・運用は各
運用会社が行います。

●本資料は中央三井信託銀行が作成したものです。

◆投資信託に関するご留意事項

●資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」は預金と
は異なり元本の保証はありません。

●資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」は預金保
険制度ならびに投資者保護基金の支払対象ではありません。

●資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」は、投資
信託に投資します。投資信託は国内外の有価証券等で運用
されるため、信託財産に組入れられた株式・債券・不動産投
資信託証券（リート）等の値動きや為替変動に伴うリスクが
あります。このため、ご契約金額を下回り損失が生じる場合
もあります。また運用により生じた損益はすべてお客様に帰
属します。

●資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」に関する各
種手数料等の上限額の概要は次の通りです。（平成 20 年 �
月1日現在）

【投資顧問報酬】
運 用財産 の時 価 評 価 額の 平均 残 高に対して、最 高 年 率
1.�70％（税込）

【組入れ投資信託にかかる費用】
信託報酬（投資信託の純資産額のうち、お客様の保有額に
対し最高年率 2.987％程度（税込））

信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対して、最高 0.�%）
その他費用（監査報酬、組入れ有価証券の売買委託手数料な
ど。組入れ投資信託毎、および資産配分比率により異なりま
すので、その料率・上限額を示すことはできません。）
信託報酬・信託財産留保額は組入れ投資信託により異なりま
す。また、組入れ投資信託によっては、運用成果に応じて成
功報酬をご負担いただく場合があります。成功報酬は、組入
れ投資信託の計算期間毎に、基準価額の騰落率が � ヵ月物
譲渡性預金利率を超過した場合に、当該超過部分の 31.�%

（税込）を上限としてご負担いただきます。

●なお、ご負担いただく上記手数料等の合計額については、組
入れ投資信託毎、資産配分比率および運用期間等に応じて
異なりますので、表示することができません。

●ご契約に際しては、事前に「提案書」および「契約締結前交
付書面」をお渡しいたしますので、内容を十分お読みいただ
いたうえ、ご自身でご判断ください。

●本資料は中央三井信託銀行が作成したものです。

◆資産運用口座「中央三井のプライベート・ラップ」に関するご留意事項
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●個人年金保険・終身保険は生命保険商品であり、預金ではあ
りません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の
対象にはなりません。元本の保証はありません。

●変額保険の一時払保険料の運用は特別勘定で行われ、特別
勘定資産の運用実績に基づいて将来の年金額、死亡保険金
額、積立金額および解約払戻金額が変動（増減）します。

　特別勘定の運用は、国内外の株式・公社債等に投資する投
資信託等で行われるため、株式・公社債等の価格変動や為
替変動等に伴う投資リスクがあります。運用実績によっては
お受け取りになる年金額や解約払戻金額等が一時払保険料
を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

●定額保険の一時払保険料は、契約日の積立利率（固定利率）
で複利運用され、運用期間満了後の年金原資が確定してい
ますが、契約初期費用をご負担いただく場合、一時払保険
料から当該費用控除後の積立金に積立利率を適用するため、
一時払保険料に対する実質利回りは、積立利率よりも低くな
ります。
定額保険の一時払保険料の運用は、公社債を中心に行うこ
とから、解約の際に市場金利の変化等により生じる運用資
産の価格変動を解約払戻金に反映させるため市場価格調整
を適用し、払戻金の調整を行う場合があります。このため、
解約払戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が
生じるおそれがあります。

●外貨建生命保険は、為替変動リスクがあります。したがって、
死亡保険金、解約払戻金、年金等を契約通貨以外に換算し
た場合には、為替相場の変動により、受取総額が保険契約
時の同通貨に換算した額を下回ることがあり、損失が生じ
るおそれがあります。また、為替変動がない場合でも、往復
の為替手数料等をご負担いただくため、受取総額が保険契
約時の同通貨に換算した一時払保険料を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。

●これらのリスクは、すべてご契約者に帰属します。引受保険
会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護
措置の対象になりますが、この場合にも将来の年金額、死
亡保険金額、払戻金額等が削減されることがあり、損失が
生じるおそれがあります。

●ご契約時および運用期間中、年金受取期間中には「契約初
期費用」「保険関係費用」「運用関係費用」「年金管理費」「為
替手数料」等をご負担いただくことがあります。また、解
約時には「解約控除」がかかることがあります。各費用の概
要は次の通りです。（中央三井信託銀行で平成 20 年 � 月１
日現在取扱いの商品の場合）：契約初期費用（一時払保険料
に対し最高 7％）、保険関係費用（積立金額に対し最高年率
2.78％）、運用関係費用（各特別勘定の純資産総額に対し
最高年率 1.2�％（税込））、年金管理費（受取年金額に対し
最高年率 1％）、為替手数料（円と外貨の交換の場合最大片
道 �0 銭（往復 1 円））、解約控除（解約控除対象額に対し最
高 8％）
なお、費用の名称およびご負担いただく費用については、商
品毎に異なりますので、具体的な商品が決まる前に、これら
の合計額を表示できません。詳細は各商品の「契約締結前
交付書面（契約概要・注意喚起情報）」にてご確認ください。

●中央三井信託銀行は、お客様と引受保険会社との保険契約
締結の媒介を行いますが、保険契約の引受や保険金等の支
払は、引受保険会社が行います。

●一時払終身保険は、法令等の規制により、お客様のお勤め
先や融資のお申し込み状況等によりお申し込みいただけな
い場合がございます。

●保険商品のご購入の検討にあたっては、「契約締結前交付書
面（契約概要・注意喚起情報）」をご契約前に十分にお読み
いただき、内容をご理解ください。また、ご契約時には「商
品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」等を必ずご覧くだ
さい。

●詳しくは、個人年金保険・終身保険の販売資格を持った生命
保険募集人にご相談ください。

●本資料は中央三井信託銀行が作成したものです。

◆生命保険に関するご留意事項

中央三井信託銀行株式会社

登録金融機関　関東財務局長 （登金）第21号
加入協会：日本証券業協会、社団法人日本証券投資顧問業協会、社団法人金融先物取引業協会
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—中央三井信託銀行の主なローン商品

とその特徴について教えてください。

当社の住宅ローンの主力商品として「中

央三井の住宅ローン」があります。新規

のお借り入れからお借り換えまで幅広い

ニーズにお応えできるほか、借入れ期間

中に固定金利期間が設定できる固定金

利指定型についても � コースをご用意す

るなど、将来の金利上昇による利息負担

の急な増加を抑えたいというお客さまの

ご要望にきめ細かくお応えできる商品と

なっています。

また、女性専用住宅ローンとして「エグ

ゼリーナ」という商品もご用意していま

す。基本的な商品概要は「中央三井の住

宅ローン」と同じですが、大きな特長が

3 つあります。まず、繰り上げ返済の手

数料が無料になります。ふたつめに、日

額千円の入院保障を受け取れる医療保険

に 10 年間無料で加入していただけると

いう特典があります。最後に、将来ご結

婚されてお子さまが生まれた場合、出産

後の１年間に限り、金利が年 0.1％優遇

されます（3 つの特長には各々当社所定

の利用要件があります）。

なお、当社で取り扱う各種住宅ローン

は、万一の事態に備えて「三大疾病保

障（トリプル入院保障付）」「ガン保障（入

院保障付）」を付保することができるとと

もに（お客さまの任意）、100％給付型、

�0％給付型の 2 種類からお選びいただ

けるようにもなっています。

そのほか、当社には「α－ style」とい

うご自宅を担保とするカードローンがあ

ります。こちらは住宅ローンがない場合

はもちろん、当社・他行を問わず住宅ロー

ンをご利用中の方でもおつくりいただけ

るようになっており、住宅取得時の初期

費用やリフォームのほか、車の購入、教

育、医療、介護など事業性を除くさまざ

まな資金にご利用いただけるようになっ

ています。

—ご自身で何か心がけていることはあ

りますか？

お客さまにご満足いただくために、常

にお客さまの視点で考え、ご提案するよ

うに心がけています。わたくし自身の中

では、「スピード」「親切な説明」「サービ

ス」の「3 つのＳ」を満たすことを目標に

掲げ、ローンを組まれるお客さまに安心

感を持っていただけるよう努めています。

—中央三井信託銀行が提供する、特徴

的なサービスは何でしょう。

お客さまからご好評いただいているの

は、特に住宅ローンにおいて提供する、

詳細な返済シミュレーションだと思いま

す。ご相談の段階で何通りかのシミュレー

ションをしてみることで、長期的なライ

フプランを見据えた具体的なご相談をし

ていただくことができます。

また、平日はお仕事をされているため

なかなか銀行には行けない、というお客

さまも多くいらっしゃいます。当社では

土日に各支店でローンのご相談をお受け

したり、ショッピングセンターなどに「コ

ンサルプラザ」という相談窓口を設ける

などして、お客さまの利便性を図ってい

ます。

—実際に住宅ローンを利用する際に注

意すべき点を教えてください。

マイホームの購入というのは人生最大

の買い物です。数千万円単位の支出を自

己資金だけで賄うのは難しいことです。

そこで、ローンを利用するわけですが、

当然のことながら、金利のご負担が生じ

ます。ただ単に、今一番低い金利コース

を選択するということではなく、返済期

間や月々の返済額、固定金利と変動金利

を組み合わせるなどして金利変動リスク

を軽減しながら、安定化を図りつつ返済

額を減らしていく。私どもはお客さまに

合ったプランを考え、ご提案することに

より、それをサポートしていきます。

お客さまのライフスタイルに合わせた
オーダーメイドな返済プランをご提案します。

中央三井信託銀行　上野支店  ローン課　課長補佐

笹原 一樹

I n t e r v i e w お客さまサービス最前線 ❷
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当社住宅ローンは、マイホームの購入・新築・買い換え・借り換えなどにご利用いただけるだ

けでなく、これらに付随する諸費用も住宅ローンに含めた一体での取り組みのほか、任意で「三大

疾病保障（トリプル入院保障付）」、あるいは「ガン保障（入院保障付）」を付帯することで将来の

不測の事態にも備えられるなど、使い勝手の良さと安心感を兼ね備えたローンとなっています。ま

た当社は、「中央三井の住宅ローン」などの住宅ローンに加え、自宅を担保とすることで自由な使い

みちでご利用いただける「住宅担保型カードローン（α-style）」を取り揃えるなど、お客さまの多

様化するライフスタイルとさまざまなニーズに対し、多彩な商品ラインアップでお応えします。

ライフスタイルに合わせた多彩なラインアップを誇る個人のお客さま向けローン

▶ 中央三井の女性専用住宅ローン「エグゼリーナ」

女性のための住宅ローン。繰り上げ返済手数料無料、出産時の金利優遇、返済支援特約付医療

保障保険による入院時のサポート（保険料は当社負担）などの特典を付与し、働く女性の方の使

いやすさを考えたローン商品です。

▶ 住宅担保型カードローン（α-style）

当社では、将来のライフプランに応じて必要となるさまざまな資金に対して幅広くご利用いた

だける住宅担保型カードローン（α-style）を取り扱っています。住宅ローンのご利用がない場合

はもちろん、当社・他行を問わず住宅ローンのご利用があっても作成していただけるほか、平成

20 年� 月からは二段階金利制度を導入しており、一段階目（契約当初約１年間・固定金利）は二

段階目（一段階目終了以降・変動金利）よりも低い金利設定（平成20 年7 月現在）となっている

など、使い勝手の良いカードローンとなっています。

また、このカードローンは、当社住宅ローンのご利用に併せてお申し込み・ご成約となった場合

は、当社住宅ローンの繰り上げ返済手数料が無料になるなど、利用特典も充実した商品となって

います。

当社は、金融業界の中でも他社に先駆けて、高齢者に老後のゆとり資金を融資する「リバース

モーゲージ」の取り扱いを平成17 年3 月より開始しています。

老後のゆとりある生活をサポートするための住宅を担保とした高齢者向けローン

▶ 中央三井のリバースモーゲージ

リバースモーゲージは、「持家を担保に融資金を受け取り、利用者の死亡時などに持家の売却代

金などで融資金を一括返済する」という仕組みを基本設計としています。融資金の受け取り方法

は、年金のように毎年一回一定金額を受け取る方法に加え、平成19 年10 月からは、設定した一定

の枠内で随時融資金を受け取る方法（枠内引出自由型）も導入しており、ニーズに合わせて選択が

可能となっています。また、この商品は資金使途自由（事業性資金は除きます）であり、余暇を楽し

むための資金だけでなく、持家のリフォームや老人ホームへ入居する際の入居一時金などさまざ

まな資金へ利用可能となっています。

そのほかにも、取引期間中に自宅を空けられることとなった場合は、東急リロケーション（株）に

よる賃貸にてご自宅を有効利用することも可能となるなど、さまざまなライフスタイルとゆとり

ある老後生活のためにお役立ていただける商品となっています。
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遺言・相続や財産の管理・運用のご相談に
信託銀行ならではのサービスをご提供します。

中央三井信託銀行　日本橋営業部　主席財産コンサルタント

稲熊 里志

I n t e r v i e w

—財産コンサルタントの業務内容を教

えてください。

主な業務としては、次の 3 つが挙げら

れます。

まずは遺言・相続に関する業務です。遺

言書の書き方や相続手続の進め方などに

ついてお客さまからご相談を承り、問題

点を発見し、解決策をご提案するコンサ

ルティングを行います。

次に、財産管理に関する業務です。健

康上の理由などで財産の管理が難しい方

のために、財産保全の方法に関するご相

談を承り、信託の仕組みを利用したオー

ダーメイド商品（安心サポート信託）をご

提案しています。

もうひとつは資産運用に関する業務で

す。お客さまの資産内容・ご要望を踏ま

えたポートフォリオ提案を行います。

—具体的にはどのような相談がありま

すか？

主なものとしては、3 つ挙げられると思

います。

第一は遺言のご相談です。権利意識の

高まりとともに相続をめぐるトラブルが増

えている昨今、トラブルを防ぎつつ自分の

希望どおりの財産分割をするために、遺言

書の作成を考える方が増えています。

遺言書は法的に要件を備えたものを作

成する必要があり、それを自分一人だけで

作成するのはなかなか難しいので、「遺言

信託」をお勧めしています。遺言信託は、

遺言書作成のコンサルティングから、当社

社員による公正証書遺言の証人のお引受

け、遺言書の保管、遺言内容に変更があ

るかどうかの定期的なご照会、相続開始

後の遺言の執行までを当社が責任をもっ

てお引受けするものです。

第二は相続手続のご相談です。亡くな

られた方が遺言書を残していなかった場

合などに、相続手続きを代行する「遺産

整理業務」というものを取り扱っています。

相続手続きは専門的知識と多くの時間

を要する大変な作業です。しかも相続人

にとっては不馴れな手続きばかりで、何を

どこで聞いたらよいかすらわからない場

合もあります。このような時に、当社がご

相続人に代わって遺産の調査から相続財

産目録の作成、遺産分割手続き、相続税

の納付代行まで行いますので、ご安心い

ただけると思います。なお、相続税の申

告など税務代理業は税理士の担当です。

第三に財産管理のご相談です。「配偶者

に先立たれ、子供もいない。そろそろ老

人ホームに入ろうと思うのだが、大切な財

産の管理を任せられる人がいない」「老人

ホームに入居後、認知症などになったとき

のことが心配だ」という高齢者の方は少

なくないと思います。このような方に、中

央三井の「安心サポート信託」をご提案し

ています。

「安心サポート信託」は、ご自分で財産

管理をされるのが難しい方のために当社

が大切な財産（金銭）を管理・保全し、必

要に応じて財産を交付するものです。この

「安心サポート信託」は、「子どもが障がい

のため財産管理が難しい。今はまだ親が

世話をすることができるが、親が亡くなっ

た後も子どもの財産が守られるようにして

ほしい」という方にもご利用いただいてい

ます。

—いつでも相談できますか？

当社の本・支店には最低 1 名の財産コ

ンサルタントがいますので、必要なときに

ご相談いただければ、個別に無料でご相談

を承ります。また、「遺言・相続の基礎知

識　確かな遺言書をつくるために」などの

テーマでセミナーを随時開催していますの

で、これらに参加して予備知識を得てから、

「遺言・相続・不動産個別相談会」（随時開催）

へご参加いただいてもよいかと思います。

—中央三井信託銀行ならではの特長はど

んなところにあるのでしょうか？

資産家のみなさまのためのご相談サー

ビスとして、「中央三井のプライベートバ

ンキング」サービスがあります。お客さま

のさまざまなご要望を実現させ、不安を

軽減させるために、資産の承継、運用・

管理などについて具体的方策を提案させ

ていただくものです。資産家の方を対象と

した、きめ細かな対応を行う専門家「プラ

イベートバンカー」が、私たち財産コンサ

ルタントと一緒にお客さまをサポートしま

す。信託銀行として長年培ってきた遺言・

相続・事業承継・資産運用・資産管理につ

いてのノウハウを活かし、弁護士など外部

の専門家の知識を結集して取り組みます。

また、当社の日本橋営業部には「プライ

ベートトラストサロン」があります。こち

らは、お取引残高 3,000 万円以上のお

客さまにご入会いただける「ベストクオリ

ティ特別会員」のみなさまに、くつろぎと

ご満足を提供するための特別サロンです。

上質のくつろぎ空間で、遺言・相続・事業

承継、資産運用、資産管理などの相談を

承っています。

お客さまサービス最前線❸
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高度なコンサルティングを通じた資産活用に関するノウハウの提供

▶ 不動産の活用
マイホームの購入や住み替え、投資用・事業用不動産の購入

や売却、所有不動産の有効活用など、不動産をめぐってはさ

まざまな種類のご相談・ニーズがあります。

平成 20 年 2 月に創立 20 周年を迎えた当社子会社の中

央三井信不動産株式会社では、長年にわたり培ってきたノウ

ハウと幅広いサービスネットワークを活かし、当社との緊密

な連携のもと、お客さまの立場に立ってご要望にお応えしま

す。また、同社ではホームページにおいて多数の物件をご紹

介するとともに各種ご相談受け付けメニューも充実させてい

ます。

なお、当社の会員制サービスである「ベストクオリティ」の

特別会員ならびに会員のお客さまより不動産売買の仲介をご

依頼いただいた場合には、ご成約時の不動産仲介手数料につ

いて割引きを適用する優遇制度もご用意しています。

▶ 遺言信託
「大切な財産を円滑に承継させたい」「お世話になった方の

ために財産の一部を残したい」といったご希望をかなえるに

は、遺言書を作成するのがもっとも確実な方法です。

法務・税務などのトータルな視点に立ち、財産を円滑に引

き継ぐための遺言書作成のコンサルティングや遺言書の保

管、遺言の内容を確実に実現する遺言執行といった信託銀行

ならではのサービス（遺言信託）を提供しています。

長年にわたり多くのお客さまのご支持をいただき、おかげ

さまで平成 20 年 3 月末にはお預かりしている遺言書の保管

件数（残高）が 10,71� 件となりました。

また、当社がこの分野で培ったノウハウを平易に解説した

『あなたの相続、備えは十分ですか？本当に役に立つ「遺言」

と「遺言信託」の本 』（現代書林）を平成 19 年 1月に発刊し

ました。

▶ 遺産整理業務
遺言が残されなかった相続について、遺産調査や、個々の

財産の名義書換などご相続人にとって負担の多い相続手続き

を代行する遺産整理もお引き受けしています。

▶ オーダーメイドの信託
さらに、最近の高齢化・核家族化の進展、成年後見制度創

設などに伴う「財産の管理・保全」に対する社会的関心の高

まりに対応するため、オーダーメイド型の信託商品（商品名：

中央三井の「安心サポート信託」）による財産管理サービスを

ご提供しています。また、成年後見制度について相談したい

というお客さまのご要望にも対応するため、（社）成年後見セ

ンター・リーガルサポートと成年後見制度の相談・利用に関

する協定を締結しています。

▶ 中央三井の「安心サポート信託」
お客さまご自身とご家族のために、大切な財産を個別の

ニーズに合わせて管理 ･ 保全し、信託銀行ならではの機能を

活かした「安心」を提供していく商品です。信託の受益者を

ご本人とする、もしくはご本人以外（個人・法人）とすること

により、ご本人やご家族、寄付先などに対してお客さまのご

意向に沿った形で信託財産を交付していく仕組みです。また、

ベストクオリティ

お取引残高 1,000 万円よりご入会いただける会員制サービス。金利や

手数料の優遇のほか、会員向け情報誌の発行、劇場案内・チケット販売

など、マネープランに関してはもちろんのこと、その他会員だけの情報

や特典を提供しています（サービス内容はお取引残高により異なります）。

平成19 年1月発刊
『あなたの相続、備えは十分ですか？
本当に役に立つ「遺言」と「遺言信託」の本』

遺言書保管件数
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「遺言信託」と組み合わせれば、相続発生後に財産の管理 ･

保全が始まるように設定することもできるなど、お客さまの

多様なニーズにお応えすることができます。

▶ 遺贈による寄付制度
「遺贈による寄付を通して社会・公益のために貢献したい」

といったご希望に応えるため、当社では大学や公益団体と「遺

贈による寄付制度」の提携を進め、遺産寄付の支援サービ

スを行っています。母校や人道支援・自然保護などの活動を

行う団体に遺産の寄付をお考えのお客さまに、遺言書作成の

お手伝いや遺言書に基づいた寄付手続き、ならびに相続され

る方への遺産配分を執行させていただきます。現在、80 を

超える法人などと提携しており（平成 20 年 3 月現在）、信

託銀行の中で群を抜く実績を上げています。

お客さま 
（委託者） 

中央三井信託銀行 
（受託者） 

指図権者 
（信託関係人） 

ご本人・ご家族・寄付先など 
（受益者） 

①信託の設定 
 （特約付） 
 （契約または 
　　　　遺言） 

②金銭 
　の信託 ③生活費や教育資金

などのお支払い 

受益者への財産の交付に
関する同意・指図など 

特色ある店舗展開などの多彩なネットワーク

▶ コンサルプラザ開設
当社では、平成 19 年10 月に「コンサルプラザ札幌」（札幌

支店内）を、また平成 20 年 3 月に「コンサルプラザ浦和」（浦

和支店内）と「コンサルプラザ自由が丘」（東京都目黒区）を

それぞれ新規開設し、連日たくさんのお客さまにご利用いただ

いています。

コンサルプラザは原則として年中無休で、夜間も営業。資産

運用やローン、遺言・相続、不動産など、各種ご相談を無料で

セミナー・相談会

資産運用や不動産活用、相続問題などに関する理解をより深めていた

だくために、「土日アカデミー」の定例開催など、各支店においてセミナー

や無料相談会などを随時開催しています。

お受けする「身近な生活設計の相談室」です。平成 10 年の1

号店開設以来、百貨店などの商業施設や駅構内など、お客さ

まの生活に密着した場所に出店し、今回の 3 店舗開設で合計

22カ所に展開することとなりました。

今後も通常店舗（�7 支店および出張所 3 拠点）に加えて

コンサルプラザの展開などにより、店舗網の充実を図っていき

ます。（平成 20 年 3 月末現在）

▶ インターネットバンキングのお取り扱いサービス拡充
当社では、平成19 年3月に新インターネットバンキング「中

央三井ダイレクト」の提供を開始しましたが、引き続きお取り

扱いサービスの拡充に取り組んでいます。

平成19 年11月には、インターネットバンキングで住宅ロー

ンの仮申込・残高照会・一部繰り上げ返済などが可能となり

ました。日中のご来店が難しいお客さまも、ご自宅のパソコ

ンから好きな時間に住宅ローンのお手続きを行うことができ

ます。

また、同じく平成 19 年 11月には、インターネットバンキ

ングで資産運用などに関するご相談の受付を開始していま

す。信託銀行として培った幅広いノウハウを結集し、お客さ

まの資産運用をサポートいたします。

そのほか、平成 20 年 1月には外貨定期預金の入金・解約

サービスを開始しており、今後もお取り扱いサービスの拡充、

利便性向上に努めていきます。
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積極的な広告展開

▶ テレビコマーシャルの実施
中央三井信託銀行では、平成 20 年 � 月から、当社キャラ

クターの役所広司さんが出演するテレビコマーシャル（CM）

を実施しました。CM の放映は平成 1� 年以来、約 � 年ぶり

となるものです。

� 〜 � 月に放映した CM は、役所さんが映画館で一人、ス

クリーンに映し出されるあるサラリーマンの退職シーン（退職

シーンは【会社篇】【家族篇】の 2 種類を制作）を見つめ、最

後にご退職された方向けの「特別金利定期預金」を紹介する

内容になっています。

お客さま満足度向上のための取り組み

　当社では、店頭に「お客様の声アンケート」はがきを備え置いています。

お客さまにご記入いただいたはがきは、店頭に設置された「お客様の声

ポスト」もしくは郵送により集められますので、お客さまがご意見・ご要

望を気軽に当社の経営に伝える手段になっています。また、一部のお客さ

まには、郵送にて直接アンケート用紙をお送りさせていただき、多種多様

なご意見をお寄せいただく取り組みも実施しています。このようにして集

まったご意見・ご要望をもとに、商品・サービスの改善が検討・実現され、

お客さまの満足度向上に活かされています。

退職者向け「特別金利定期預金」

また、� 〜7 月にはカードローン商品「中央三井の住宅担

保型カードローン（α‐style）」について、役所さんがローンカー

ドを視聴者に提示し、「α‐style」の「特別金利キャンペーン」

を力強くアピールする CM を放映しました。

今後も、当社の企業イメージの向上や取り扱い業務の PR

などを目的とした CM を継続して放映していく予定です。

住宅担保型カードローン （α-style）
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多様なファイナンス手法を通じた幅広い資金供給

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

資金調達手段の多様化・高度化

経営環境の変化

多様なファイナンス手法を通じた
幅広い資金供給

各種ソリューション提供による
企業価値向上などへの経営支援

当社では、豊富な実績と長年培ったノウハウを活かし、お客

さまのニーズに応えるファイナンスを提供しています。

不動産管理処分信託やＳＰＣ（特別目的会社）などを利用し

た不動産の証券化やノンリコースローンなどの不動産アセット

ファイナンスは、企業が保有する不動産の流動化のほか、不動

産投資案件などに幅広く活用されています。 

事業再編に係る分野においては、ＭＢＯ／ＬＢＯなどによる

事業再編を通じた企業価値向上のニーズに対して、レバレッジ

ファイナンスを提供しています。

事業再生に係る分野においては、再生過程におけるニーズに

対して、ＤＩＰファイナンスなどの資金提供を行っています。

ＭＢＯ（マネジメント・バイ・アウト）

子会社や事業部門の経営陣が、親会社

などから事業や株式を買い取って分離

独立することです。

ＬＢＯ（レバレッジド・バイ・アウト）

対象企業が生み出すキャッシュ・フロー

や同社の資産に依拠して調達した借入

金を利用した買収のことです。

レバレッジファイナンス

MBO など買収時の資金調達の

ことです。

金融サービス

各種ソリューション提供による企業価値向上などへの経営支援

お取引先の「企業価値向上」のため、事業部門や子会社に

関する M&A（企業の合併・買収）の仲介、資産の流動化、保

有不動産の再構築（CRE 戦略）のほか、事業の円滑な承継や

敵対的買収防衛策などの経営戦略に至るまで信託銀行ならで

はの各種ソリューションの提供を行っています。

DIP ファイナンス

再建型倒産手続きである民事再生法、

会社更生法の手続き申立後、手続き終

結までの与信をDIP ファイナンスと呼

んでいます。
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専門スタッフによる総合的なコンサルティング

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

企業財務の改善や多様な
資金調達手段確保などのニーズ

J-REITや私募ファンドなどの
不動産投資市場の発展

機関投資家などの不動産市場
への投資の拡大

専門スタッフによる総合的な
不動産コンサルティングの強化

不動産ファンド関連ビジネスの
積極展開

投資ニーズにかなった不動産投資
コンサルティングの提供

長年にわたり培ってきた経験とノウハウを活かし、企業の財

務ソリューションニーズに的確にお応えするため、不動産の仲

介・流動化をはじめ、土地有効活用の提案や不動産鑑定評価

など、さまざまな切り口から不動産に関する総合的なコンサル

ティングを行っています。

不動産業務

不動産の仲介・流動化

お客さまの業務用不動産の売却・購入については、税務・

法律などに関する専門知識と豊富な業務経験を備えた専門ス

タッフが、物件調査から引き渡しまでの諸手続きにきめ細かく

対応します。また、バランスシートの改善や資金調達に関しても、

不動産流動化などの手法を用いた財務戦略のソリューションメ

ニューを提案します。

不動産の有効活用・鑑定評価

建物の老朽化や土地の遊休化に伴う不動産の利用価値向上

ニーズに対しては、当社の有する不動産開発・管理のノウハウ

をフルに活用して、最適なプランをアドバイスします。また、企

業再編の動きなどを背景に必要性が高まっている不動産鑑定

評価については、経験豊富な不動産鑑定士が対応します。

不動産ファンド関連ビジネスの積極展開

不動産流動化を通じた企業の資産圧縮・組み替え、J-REIT

（日本版不動産投資信託）市場の充実化やさまざまな投資ニー

ズに基づく各種プライベートファンドの組成の機会などをとら

え、不動産ファンドにかかわるビジネスを積極的に展開してい

ます。

J-REIT（日本版不動産投資信託）

多数の投資家から資金を集め、税制上の優遇措置を受けられる投資法人の設立

または信託の設定を行い、これらの器を通じて収益不動産への分散投資を実施

し、運用利益を投資家に分配する仕組みです。また、投資法人の発行する投資口や

信託受益権証券は、証券取引所への上場制度によって株式と同様に市場での取

引が可能であり、平成20 年3 月末現在で�2 の投資法人が上場しています。
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不動産流動化の受託

不動産流動化や不動産ファンド組成にあたっては、多くの

ケースで物件管理などを目的として信託が利用されています。

当社では �.1兆円（平成 20 年 3 月末現在）に達する不動産

管理処分信託の受託実績をもとに、お客さまのニーズに合わ

せた流動化スキームの提案を行うとともに、高品質の受託関

連サービスを提供します。

J-REIT に係る資産保管業務・一般事務の受託

J-REIT の投資法人は、投資主名簿管理業務のほか、金銭・

有価証券・不動産権利証などの保管ならびにこれらに係る帳簿

作成事務などの資産保管業務や、機関運営事務などの一般事

務について、信託銀行などに委託することが必要です。当社は

平成 20 年 3 月末現在１１の上場投資法人より資産保管業務・

一般事務を受託しており、質の高いサービスでご評価いただい

ています。

各種不動産投資ニーズに対応したコンサルティングサービス

資金運用難の環境のもと、不動産の生み出すキャッシュ・

フローに着目した収益不動産の取得・運用は依然として高い

関心を集めています。当社では不動産投資に関する専門セク

ションとして不動産投資顧問部・不動産投資営業部・不動産

投資開発部を配置し、お客さまのあらゆる不動産投資ニーズ

にお応えできる体制を整え（総合不動産投資顧問業者として

登録済み）、充実したコンサルティングサービスを提供してい

ます。

総合不動産投資顧問業者

不動産投資顧問業の健全な育成を目的として、国土交通省が平成12 年9 月

に創設した不動産投資顧問業登録制度に基づくものです。不動産投資顧問

業者の業務には、①不動産投資に関する助言業務と、②投資判断・取引代理

を行う一任業務があり、①のみを取り扱うのが「一般不動産投資顧問業者」、

①と②の両業務を取り扱うのが「総合不動産投資顧問業者」です。
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証券代行業務とは

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

株券電子化、IT・システムの高度化
への対応

会社法をはじめとする法制度や
株主総会への対応

株主総会のIT化への対応

みずほ信託銀行（株）と新会社を共同設立

株式実務リーガルサポートサービス

ITサポートサービス

株式の名義書換や株主名簿の管理、株主総会の招集・決議

通知の発送、配当金の計算・支払いといった年間の通例事務

に加え、増資、株式分割や株式移転など多岐にわたるコーポ

レートアクションに関する株式事務を発行会社から引き受け、

法律や税制に則って正確かつスピーディーに遂行する業務が証

券代行業務です。

なお、当社の証券代行業務事務処理子会社である中央三井

証券代行ビジネス（株）、当社100％子会社である東京証券

代行（株）が「プライバシーマーク（P マーク）」の使用許諾の

認定を受けるなど、個人情報保護に力を入れています。

証券代行業務

プライバシーマーク

「プライバシーマーク」は個人情報に関する日本工業規格（JISQ1�001）に

準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制が整備され、個人

情報を適切に取り扱っている事業者であることの証明となります。

みずほ信託銀行（株）と新会社を共同設立

平成 21年 1月施行予定の株券電子化制度を控え、平成

20年�月にみずほ信託銀行（株）と証券代行業務におけるバッ

クオフィスを担う新会社「日本株主データサービス（株）」を、

両社各 �0％出資で共同設立しました。株券電子化制度施行

と同時に本格的な営業を開始する予定であり、今後は証券代

行業務におけるバックオフィスの「共同利用型プラットフォーム」

として、さらなる IT・システムの高度化、事務水準の向上を追

求していきます。また、東京証券代行（株）も新会社へ業務委

託を行うとともに、他社とのアライアンスについても広く門戸

を開いていく方針です。 日本株主データサービス株式会社 
＜証券代行業務におけるバックオフィス業務＞ 

業務委託 
証券代行事務 
システム開発・ 
運営など 

業務委託 
証券代行事務 
システム開発・ 
運営など 

業務委託 
証券代行事務 
システム開発・ 
運営など 

【株主名簿管理人】 
中央三井信託銀行 

【株主名簿管理人】 
みずほ信託銀行 

【株主名簿管理人】 
東京証券代行 

ご 委 託 会 社  

委託 委託 委託 

各50％出資 

IR活動の積極展開 IRサポートサービス
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「ISO／IEC27001」

株式実務リーガルサポートサービス

実務経験豊かな専門スタッフにより、会社法や金融商品取

引法、買収防衛策、株主総会への対策に関する発行会社向け

勉強会を実施するとともに、株券電子化や株主提案への実務

対応など、発行会社にとって関心のあるテーマの講演会を東

京証券代行（株）と共同開催しています。さらに「証券代行ニュー

ス」「証券代行研究」をはじめとする情報誌や専門図書などの

定期的な刊行を通じ、リーガル面から発

行会社の株式実務を支えています。これ

ら諸活動により、タイムリーかつ実践的

な情報が得られると、発行会社からも高

い評価を受けています。

平成20 年2 月発行
当社証券代行部執筆

『[ 全訂版] 株主総会のポイント』（財経詳報社）

IT サポートサービス

当社が提供している「株主総会電子化システム」は、1時間

ごとの議決権行使集計を実現し、株主総会当日受付システム

とも連動させ、スピーディーかつ安全に株主総会実務をサポー

トしています。また、株主からの議決権行使をインターネット

で受け付けるサイト機能も有し、その使いやすさには定評があ

ります。なお、この「株主総会電子化システム」は証券代行業

界で初めて、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格

「 ISO ／ IEC27001」「ISMS 適合性評価制度」（国内規格

JISQ27001）の認証を受けるなど、高いセキュリティレベル

を保持しています。

IR（Investor Relations）

投資家向け広報活動。企業が株主や投資家に

対し、投資判断に必要な情報を適時、公平に、

継続して提供する活動全般のことです。

「ISO／IEC27001」は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格で、前身であるBS7799-2（英国規格）

がベースとなり平成 17 年に ISO（国際規格）化されました。日本国内では平成 18 年より JISQ27001として

ISMS 適合性評価制度の適用規格となっています。これらの認証制度は、U K A S（英国認定サービス）および

JIPDEC（財団法人日本情報処理開発協会）が認定機関となって運営されています。情報システムの機密性・完

全性・可用性を維持する観点から、組織、技術、文書、教育、事業継続、遵法についての管理体制および内部監

査の信頼性など、情報セキュリティに関する組織運営上の継続的改善を通じての規格適合性が要求されています。

IR サポートサービス

株主名簿には現れない国内・海外の機関投資家を判明させ

る実質株主判明調査サービスとして、当社が独自に開発した「国

内機関投資家実質株主データ作成サービス」「国内機関投資

家株主調査レポート」のほか、「外国人実質株主判明調査」「外

国人実質株主データ提供サービス」を提供しています。その

ほかにも、「議決権行使結果分析レポート」から「招集通知閲

覧サイト」、株主総会のビジュアル化、個人株主アンケートに

至るまで、企業の IR 活動をきめ細かくサポートするメニュー

を幅広く取り揃えています。
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当社は、平成 19 年 10 月、中華人民共和国北京市

に駐在員事務所を開設しました。

北京駐在員事務所は、邦銀として初めて中国証券監

督管理委員会※から開設認可を受けた証券関連業務

に関する駐在員事務所です。

中華人民共和国における資本市場の改革・発展はめ

ざましいものがあり、当社ではかねてより日本で培っ

た証券関連業務に関する経験・ノウハウを活かした

事業展開の可能性を探ってきました。

この駐在員事務所開設を機に、まずは中国企業を対

象としたＩＲ支援・株主総会支援などの証券代行業務

など、証券業務に係る情報収集・市場調査などを実

施しています。

証券代行ビジネスのさらなる発展へ（北京駐在員事務所の開設）

※ 中国証券監督管理委員会 (China Securities Regulatory Commission,CSRC) は、国務院の直属機関として
　 中国全土の証券・先物市場を監督・管理する行政機関です。
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機関投資家の
お客さま向けサービス

機関投資家のお客さまへ

年金信託業務
新たに採用したい運用会社　信託銀行中　No.1

退職給付制度に係るコンサルティングをベースとして、お客さまのニーズに合わせたきめ細かな
運用サービスの提案・提供により、お客さまの高い支持を受け、さらなる受託残高の積み上げ・
収益性の向上を図っています。

証券信託業務
投資信託受託残高　10 兆 5,000 億円

成長を続ける投資信託マーケットにおいて、受託会社としてのサービスを強化して受託業務に注
力するとともに、投資信託委託会社への投資運用・助言業務などを強化することにより、収益
基盤の拡大を図っています。

受託資産運用業務 受託資産管理業務 年金制度管理業務

年金信託
業　務

厚生年金基金信託・確定給付企業年金信託・
適格退職年金信託・国民年金基金信託

確定拠出年金業務（資産管理機関、運営管理機関）

証券信託
業　務

指定金銭信託（指定単）*1

指定金外信託（マネー・ファンド・トラスト）
金庫株信託（自己株ファンドトラスト）*2

指定包括信託
有価証券運用信託

投資運用・助言業務

証券投資信託
特定金銭信託（特金）*3

特定金外信託（特金外）
特定包括信託
有価証券管理信託
信託型ライツプラン *�

*1 指定金銭信託　委託者が指定する財産の種類・範囲において、受託者に運用裁量権がある信託です。

*2 委託者の自己株式（金庫株）の市場買付を目的とする信託です。
受託者の裁量により買付を行う指定運用型の商品とすることで、委託会社様におけるインサイダー規制、相場操縦規制への
抵触の回避を可能としています。

*3 特定金銭信託　信託財産の運用裁量権が委託者にある信託です。

*� 信託の仕組みを活用した敵対的買収防衛策として商品化したものです。
あらかじめ新株予約権の信託を設定しておき、敵対的買収者が出現した際に、既存株主への新株発行を可能とすることにより、
敵対的買収に対する抑止的効果を期待するものです。

上記のほか、金銭債権の信託などを取り扱っています。
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＜受託資産運用業務の概要＞ 国内最大級の資産運用マネージャー

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

良好なリスク･リターン特性を有する
高品質な運用商品への要望

高度な運用コンサルテーションへの要望

リスク管理の強化

一貫した運用理念に裏打ちされた
高品質な運用商品の提供

専門能力を最大限に発揮した
高度なコンサルテーションの提供

一元的なリスク管理体制による
受託者責任の遂行

受託資産運用部門は、企業年金、公的機関、非営利法人な

ど約 23 兆円に上るさまざまな性格の資金を、お客さまとの

緊密なコミュニケーションにより策定される計画に基づき運用

しています。お預かりしている運用資産の規模は国内最大級

であり、そのスケールメリットを活かしながら、約 200 名の

陣容を誇る運用専門スタッフがクオリティの高い資産運用を

実現しています。

受託資産運用業務

＜運用理念と機能別組織＞ 業界トップクラスの資産運用力

当社は、「プロセスを明確化した一貫性のある運用」を運用

理念としており、商品の運用プロセス「Plan → Do → See」

に沿った機能別組織を編成し、マルチプロダクト ･ファームと

して内外の資産を対象にアクティブ運用・パッシブ運用・オル

タナティブ運用など、幅広い商品ラインを提供しています。

受 託 資 産 運 用 部 門  

株式運用部 
企業アナリストグループ 
国内株式運用グループ 
外国株式運用グループ 

運用企画部 

年金運用部 

受託運用部 
業務グループ 

商品企画グループ 

投資戦略グループ 

運用業務管理室 

 

リスク統括部 

投資監理グループ 

運用企画部 

運用業務管理室 

トレーディング室 

投資商品業務部 
投資業務グループ 
ファンド運用グループ 
不動産運用グループ 

債券運用部 
国内債券運用グループ 
外国債券運用グループ 

パッシブ・クオンツ運用部 
株式パッシブ運用グループ 
債券パッシブ運用グループ 
クオンツ・アクティブ運用グループ 
投資技術グループ 

受託資産運用部門の組織図
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独自のリサーチに基づくアクティブ運用

当社のアクティブ運用の強みは、企業アナリストによるリサー

チ情報あるいは計量アナリストによる計量分析情報に基づき、

経験豊富なファンドマネージャーがファンドを構築する運用プ

ロセスにあります。特に専任の企業アナリストおよび計量アナ

リストは、質･量ともに業界トップクラスの陣容を有しています。

＜高度な専門家集団 ＞

高品質のパッシブ運用

当社は、昭和 �0 年に国内株式のパッシブファンドを立ち上

げて以来、長年にわたりその普及と品質向上に努めてきており、

国内最大級のパッシブ運用機関として、高い評価をいただいて

います。

多彩なオルタナティブ運用

多様化・高度化するお客さまのニーズに応えるため、オルタ

ナティブ運用を専門に扱う「投資商品業務部」を中心とした充

実した体制を整備し、ヘッジファンド、不動産ファンド、グロー

バル・リート、プライベートエクイティファンドなど、オルタナティ

ブ商品の提供の充実に努めています。

＜運用ビジネスの新展開＞

信託銀行に対し平成 1� 年に解禁された投資顧問業務を活

用し、当社では、成長著しい投資信託への投資助言業務な

どを積極的に展開しており、当社の定評ある運用力を個人の

お客さまの運用ニーズにも活用していただけるよう対応する

とともに、収益基盤の拡大・強化に努めています。

また、さらに新たな顧客層を開拓していく観点から、非居

住者向けの資産運用業務に参入し、日本株を中心に運用を行

う外国籍ファンドに対する投資助言を行っています。

＜一元的なリスク管理体制＞

当社では、独立した資産運用業務専門担当のリスク管理組

織を設置し、リスク管理、コンプライアンス、パフォーマン

ス評価の一元的な管理を行い、受託者としての責任を厳格に

遂行しています。

また、受託資産運用業務に関するサービスの信頼性・透明

性を確保するため、受託資産運用業務において、外部の独立

監査人による米国監査基準書（米国 SAS）第 70 号に基づ

く検証を受け、検証対象期間において内部統制が有効に運用

されている旨の報告書（ＳＡＳ70 レポート）を受領しています。

　当社は、「年金情報」（発行：格付投資情報センター）

が全国の企業年金を対象に実施した運用委託機関に

関する 2007 年の評価アンケートにおいて、定量・

定性両面で引き続き高評価をいただき、邦銀信託銀

行中 No.1となりました。さらに、「新たに採用したい

運用会社」として、信託銀行中 No.1のご評価をいた

だいています。これは、当社の資産運用力、運用コ

ンサルテーションへの取り組みなどがお客さまから

支持され、高くご評価いただけたものと自負してい

ます。

「 R＆I ファンド大賞 2008」を受賞

「年金情報」が実施した 2007年運用委託機関の年金顧客評価で高評価を獲得

　格付投資情報センターが選定する「 R ＆ I ファンド

大賞 2008」の「投資信託部門（国内ＲＥＩＴ型）」に

おいて、当社が中央三井アセットマネジメント宛投資

助言を行う「中央三井Ｊリートファンド」が優秀ファンド

賞を受賞しました。
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受託資産管理業務の概要

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

高精度かつローコストの業務運営

サービスの一層の高品質化、
高付加価値化

リスク管理体制の充実

積極的なITの活用とスケールメリットの
追求による業務効率の向上

情報提供サービスの高度化

内部統制の厳格な運営と
外部監査の制度化

受託資産管理業務は、受託資産運用業務と表裏一体の関

係にあり、多様な運用資産の保管・決済・会計・記録など、財

産管理の基盤機能を担っています。当業務では、確実かつ高

精度な事務処理サービスを提供することに加え、近年は、運

用のグローバル化や証券決済制度改革などへの的確かつ迅速

な対応、セキュリティーズ･レンディングなどのサービスの高品

質化、さらには運用実績の一元的な提供など高度な情報提供

サービスが求められています。

受託資産管理業務

日本トラスティ・サービス信託銀行への管理委託（再信託）

当社では、受託資産管理の基盤業務におけるスケールメリッ

トの享受の観点から、日本トラスティ・サービス信託銀行へ信

託財産の管理を委託しています。

日本トラスティ・サービス信託銀行は、中央三井トラスト・ホー

ルディングス、住友信託銀行、りそな銀行が出資するわが国

最大級の資産管理専門銀行であり、総額約18� 兆円という

巨額の資産を管理しています。今後は、出資各社が長年蓄積

したノウハウや経営資源を集中し、資産管理業務に係る高度

なサービスを提供するとともに、規模の利益を活かして効率

的な業務運営に努めていきます。

日本トラスティ・サービス信託銀行 

お 客 さ ま  

信託 

管理委託 管理委託 

出資1/3

出資1/3

出資1/3

レポーティングなど レポーティングなど 信託 レポーティングなど レポーティングなど 信託 レポーティングなど レポーティングなど 

中央三井トラスト・ 
ホールディングス 

住友信託銀行 りそな信託銀行 中央三井アセット信託銀行 

りそな銀行 

管理委託 管理委託 

●設立年月日
●資 本 金
●総 資 産
●信託財産残高

【日本トラスティ・サービス信託銀行の概要】

平成 12 年 � 月 20 日
�10 億円
1兆 �,071億円
18� 兆 2,�89 億円

（平成 20 年 3 月末現在）
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　当社では、年金基金などのお客さまに対し、複数

の資産管理機関で管理されている運用データを収集・

統合・加工のうえ、運用状況、パフォーマンス評価、

リスク管理に役立つレポートとして一元的かつタイム

リーにオンラインで提供する「マスター ･レコード ･

キーピング･サービス（MRK）」に取り組んでいます。

企業グループ全体や、厚生年金基金・適格退職年金・

退職給付信託などの制度の枠組みを超えた統合情報

の提供で高い評価を得ています。

　さらに、高付加価値のサービスとして、厚生年金基

金や適格退職年金などの年金制度別、あるいは資産

規模別など、さまざまな基準の母集団における運用

成績を相対比較する「ユニバース評価サービス」を提

供しています。

高付加価値サービスの提供

オンライン情報提供サービス

ユニバース評価サービス

当社は、ユニバースの情報データベース構築のため、資産管理

サービス信託銀行、住友信託銀行、りそな信託銀行、日本トラス

ティ･サービス信託銀行と「ユニバース運営協議会」を共同で

運営しています。

資産管理サー 
ビス信託銀行 

収益率・残高データ 

ユニバース運営協議会 

中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行、 
りそな信託銀行、 

日本トラスティ・サービス信託銀行、 
資産管理サービス信託銀行 

*基本的なデータの収集・加工、帳票の開示事務を 
 日本トラスティ・サービス信託銀行に委託しています 

インターネットでの照会が可能 

マスター･レコード･キーピング･サービス 

住友信託銀行 他の信託銀行 生　保 りそな信託銀行 

中央三井アセット信託銀行*

各種統合 
情報レポート 

ユニバース 
評価レポート 

お 客 さ ま  

収益率・残高データ 

運用データ 

ユニバース評価データ 

住友信託銀行・りそな信託銀行 
（日本トラスティ・サービス信託銀行） 

マスター ･レコード ･ キーピング･サービス
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年金制度管理業務の概要

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

退職給付制度の変革

人材の流動化

退職給付制度のリスクのコントロール

高品質の年金制度管理サービスの提供

総合的な退職給付制度コンサルティングの提供

高度なリスク管理・運営ツールの提供

当社は、制度・契約管理、数理計算、加入者受給者管理な

どの一連の年金制度管理業務を行う総幹事受託機関として、

確定給付企業年金 22� 件（平成 20 年 3 月末現在、以下同）、

厚生年金基金 91件、適格退職年金 888 件の制度管理を受

託し、キャッシュバランスプランや確定拠出年金制度にも積

極的に取り組んでいます。

年金制度管理業務

退職給付制度の総合コンサルティング・サービス
退職給付会計導入、確定拠出年金法・確定給付企業年金法

成立以降、退職給付制度のリスク管理は、企業トップマネジ

メントの重要な課題となっており、退職給付債務・退職給付

制度設計・資産運用など、多様かつ困難な課題を総合的に解

決していくことが必要となっています。

当社では、長年、適格退職年金・厚生年金基金の受託業務

において、制度の導入から制度管理、資産運用・管理、退職

給付債務計算、年金 ALM 分析に至るまで、退職給付制度に

係るさまざまな課題にフルラインで対応してきました。退職給

付制度の変革期においても、このノウハウを活かして、お客さ

まの人事戦略・財務戦略にマッチした制度運営を行っています。

当社では、企業の米国企業改革法（米国 SOX 法）などへ
の対応を支援するため、大手信託銀行では本邦で初めて、
年金業務・受託資産運用業務において、外部の独立監査人
による米国監査基準書（米国 SAS）第 70 号に基づく検証
を受け、今般、検証対象期間において内部統制が有効に運
用されている旨の報告書（ＳＡＳ70レポート）を受領しました。

米国上場企業に対し平成18 年 7 月以降決算分より適用
されている米国 SOX 法では、経営者が内部統制に責任を持
つことを要請されており、その内部統制の範囲にはアウトソー
ス先も含まれるとされています。このため、米国上場企業に

おいて年金制度におけるアウトソース先である信託銀行の内
部統制状況を把握する必要性が生じています。また、いわゆ
る日本版 SOX 法（金融商品取引法など）への対応としても、
平成 21年 3 月期以降、上場企業は内部統制の構築につい
て投資家へ開示することが必要となっています。

このような背景を踏まえ、当社では、当社に企業年金を
委託しているお客さまのニーズに応え、SAS70 レポートを
取得することとしたものです。これにより、企業においては、
委託業務において高度な内部統制が働いていることの確認
が可能となり、米国 SOX 法などへの対応に活用していただ
けることとなります。

年金業務における米国 SAS 内部統制監査の実施

情報提供・コンサルティング機能の充実
確定拠出年金法・確定給付企業年金法の改正、公的年金制

度の見直しなど、年金・退職金制度の変革期にあたり、信託銀

行には、これまで以上に的確かつ迅速にお客さまのニーズに応

える情報提供機能やコンサルティング能力が求められています。

当社では、「年金リサーチセンター」による迅速かつ多様な

情報提供、「年金コンサルティング部」による丁寧なコンサル

ティング・サービスの実施により、こうしたお客さまのニーズ

にお応えしています。
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確定拠出年金（ＤＣ）への取り組み

当社では、既存の退職給付制度の検証に始まり、ＤＣ制度

の設計・導入コンサルティング、サービス提供に伴う記録管理・

資産管理・運用商品提供・投資教育サービスに至るまで、あ

らゆるサービスをフルラインで提供するＤＣ受託機関として万

全の体制で取り組んでいます。

平成 1� 年 12 月には国内で初めて連合型ＤＣを受託し、

平成 17 年 � 月には総合型ＤＣの取り扱いを開始するなど、

お客さまのニーズに応じたスキームを積極的に開発してきた

結果、多くの企業から運営管理機関・資産管理機関にご指名

いただいており、今後もこのノウハウをさらなるサービスに

活かしていきます。

連合型ＤＣ・総合型ＤＣ

企業型ＤＣの導入にあたり、複数の企業が共同で導入する仕組みで、制度

運営を共通化することにより、従業員向けの投資教育などに係るコスト

の低減化を図ることができ、ＤＣ制度の効率的な運営・管理が可能となり

ます。資本関係などのある企業グループにより設立される場合が連合型

ＤＣ、そうでない場合が総合型ＤＣと呼ばれています。

DC 制度は、加入者（従業員）個々人の選択によリ

資産運用を行う制度であり、投資になじみのない加入

者についても投資の重要性を理解していただくことが

必要であり、DC 実施事業主である企業は投資教育

の体制整備が求められます。

「貯蓄から投資へ」の流れが進展する中で、自己責

任による資産運用、ひいてはライフプラン形成の重要

性を、個々の従業員に意識していただく契機として前

向きに捉える企業も増えてきており、当社ではこれら

の企業のニーズに応えるべく、研修・Web サービス・

e- ラーニングツールなどのさまざまなメニューをご用

意し、加入者の方に分かりやすい投資教育サービスを

展開しています。

DC 加入者への継続教育

ＤＣ制度にご加入の方に、現在のＤＣの資産状況を

もっと詳しく知ってもらうため、加入者の記録を管理し

ているＪＩＳ＆Ｔ社（日本インベスター・ソリューション・

アンド・テクノロジー社）のインターネットサービスでは、

加入者が投資している商品別の損益状況及び加入者

のＤＣ資産全体の利回り情報が照会可能となるサービ

スを開始しました。目標としている利回りと比較して

現在の利回りはどうなっているか、どの商品の運用成

績が良いかなどの確認ができ、ＤＣ資産配分の見直し

を検討する際にもご利用いただけます。さらに、昨今

の携帯電話の普及状況を踏まえ、携帯電話でも資産

残高照会や利回り情報の照会ができるサービスを開始

しました。加入者により一層ＤＣを身近に感じてもらえ

るように開始したサービスであり、携帯電話さえあれ

ば、外出先でも現在のＤＣの資産状況をご確認いただ

けます。

DC の新しいサービス
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業務の概要

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

「貯蓄から投資へ」の流れの進展に伴う
お客さまの商品ニーズの多様化

金融商品取引法の施行

投資信託の新ファンドの設定

金融商品取引法を踏まえたリスク管理・
コンプライアンス体制の充実

当社は中央三井トラスト・グループにおける運用会社として

従来から投資信託委託業務の役割を担ってきましたが、平成

19 年 10 月より中央三井トラスト・ホールディングスの100％

子会社となることで、投資信託委託業務を担うグループの運

用会社としての位置づけをより明確化しました。

当社は一般の個人投資家向けの公募投資信託、変額年金保

険向けの私募投資信託に加え、確定拠出年金向けや機関投資

家向けなど、幅広い投資家を対象に投資信託ファンドを設定

し運用しています。

昨年度は中央三井信託銀行をはじめとした既存の販売会社

への販売促進強化や新たな販売会社の開拓、投資家ニーズに

即した新ファンドの設定を図ってきましたが、内外ともに厳し

い運用環境であったこともあり、平成 20 年 3 月末現在の投

資信託純資産残高は 2 兆 2,0�� 億円となり、ほぼ前年同期

並みとなりました＊。

＊但し、証券投資信託市場（公募・私募投資信託合計）における当社シェアは
平成 19 年 3 月末の 2.09％から平成 20 年 3 月末には 2.17％へ拡大し

ました。

お客さまのニーズへの取り組み方針

依然、厳しい運用環境が続いていますが、当社としては「貯

蓄から投資へ」の大きな流れは従来以上に進展するものと考

えています。また、団塊の世代の退職が増加するにつれて、多

様な商品ニーズも見込まれています。

このような環境の下、当社としては顧客ニーズに対応した新

たなファンドを開発していくことにより、投資信託市場におけ

るプレゼンスを拡大し、これを梃子にさらにお客さまのニーズ

を吸収することで業容を一層拡大していきます。

また、昨年度施行された金融商品取引法 *1 の趣旨を踏まえ、

引き続きリスク管理・コンプライアンス体制の充実・向上 *2

に努め、投資家のみなさまにご信頼いただける投資信託委託

会社として事業の永続的な発展を図っていきます。

*1 「投資運用業」および「第二種金融商品取引業」の業登録を実施済み。

*2 運用の適正性と健全性を確保し、善管注意義務を全うする観点から、ファン

ドマネージャーから独立した管理組織を設け、投資行動のチェック、コンプ

ライアンス・チェック、パフォーマンス評価などを一元的に実施しています。
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投資信託販売チャネルの拡大に向けた具体的な活動

当社では、投資信託マーケットにおけるプレゼンスの拡大

を図るため、中央三井信託銀行での商品の販売に加え、地方

銀行やインターネット系証券会社での商品の取り扱い拡大に

向けた営業活動の推進など販売チャネルの拡大を積極的に

推進しています。

平成 19 年 8 月に地方銀行 1� 行（総店舗数 1,800 超）

向けの専用ファンド「ベスタ世界 � 資産ファンド」*1 を設定し、

地方銀行との取引拡大を実現したことに加え、10 月には、新

生銀行向けの専用ファンド「新生・� 分散ファンド」*2 の設定

が実現しました。

また、今後増大が見込まれるインターネットチャネルへの

アプローチにも積極的に取り組み、新たに野村グループのネッ

ト証券会社にて「ジョインベスト・グローバル・バランスファ

ンド」*3 の取り扱いを開始しました。加えて、既存取引先に

おきましてもさらに取扱商品の拡大が実現しています。

今後とも、投資家のみなさまの多様なニーズに応じた商品

を、幅広いチャネルで提供していきます。

*1 国内外の株式・債券・リートに分散投資するファンド

*2 国内外の株式・債券に分散投資するファンド

*3 国内の株式、海外の株式・債券に分散投資するファンド

当社の運用する投資信託が、各評価機関から表彰

されています。平成 19 年度は、モーニングスター社

‘ Fund of the Year 2007 ’の国内株式型部門にお

いて、「日本株配当オープン（愛称：四季の実り）」が

優秀ファンド賞を受賞しました。

また、リッパー・ファンド・アワード・ジャパ ン

2008 では、債券部門最優秀運用会社の栄誉に輝き

ました。投資信託の運用では、年金運用で実績のあ

る中央三井アセット信託銀行の投資助言が活用され

ており、中央三井トラスト・グループの資産運用力の

高さが改めて示されました。

平成 19 年度において各種の賞を受賞
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業務の概要

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

企業の多様な資本再構築・資金調達ニーズ

プライベートエクイティ投資による
資金運用ニーズ

各種ニーズにマッチしたリスクマネーの提供

ファンドオブファンズ、メザニンファンドなど
分散投資機会の提供

当社は中央三井トラスト・グループのプライベートエクイティ

ファンド運営会社として、高度な投資ノウハウ、広範なネット

ワークを最大限活用し、積極的な投資活動を展開しています。

プライベートエクイティファンドとは、非公開株式などへの

投資によって利益獲得を目指す投資ファンドのことで、ファン

ド運営を担う業務執行組合員が複数の投資家から出資を受

け、投資事業組合（ファンド）を組成し投資を行います。

当社は、業務執行組合員として、金融機関、事業会社、年

金基金などの幅広い投資家の方々より出資を受け、プライベー

トエクイティ分野における � つの投資領域への投資を行って

います。

メザニンファイナンス

リスク・リターンが借入金（ローン）とエクイティ（株式）の

中間に位置するファイナンス。企業の M&A( 合併・買収 ) が活

発になる中、その資金供給の手段としてニーズが拡大していま

す。投資対象は、優先株式、社債、劣後ローンとさまざまであり、

設計により企業の経営権シェアを柔軟にコントロールすること

ができ、大企業グループの企業再編、事業承継などを背景に

した MBO( マネジメント・バイ・アウト ) など、企業の多様な

資本再構築ニーズに応えることが可能です。

� つの投資領域

グロース・キャピタル投資

新たな成長を目指す安定的な事業基盤を有する中堅企業や

MBOなどを背景に資本再構築のニーズのある企業へのエクイ

ティ投資。投資対象としては非上場の普通株式が中心となりま

すが、これら株式の取得を目的とする専用ファンドへの出資と

いった形態もあり、この専用ファンドへの出資形態の場合、上

場株式がファンドの取得目的となるケースもあります。

ファンド投資（ファンドオブファンズ）

世界の優良プライベートエクイティファンドに対する投資

（ファンドオブファンズ）。バイアウトファンド向けの投資を中心

に、グローバルな地域分散を実現しています。また、ファンド

オブファンズは、投資の分散効果が非常に高く、プライベート

エクイティ分野への投資を始める投資家にとって参加しやすい

ファンドです。

リスクマネーの提供 

投  資 

収  益 

出  資 

収  益 

・金融機関 

・事業会社 

・年金基金 

投資事業組合 投
資
対
象

 

中央三井キャピタル 
（業務執行組合員） 

投資機会の提供 

投資家 
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ベンチャー投資

平成12 年、当社はベンチャー企業への投資を行うベン

チャーキャピタルとして事業をスタートさせました。新事業や

新技術の開発に取り組む企業などに対するリスクマネーを普

通株式への投資という形態によって供給するベンチャーキャピ

タル投資は、当社にとってベーシックな投資領域です。

メザニンファイナンスへの取り組み―メザニンファイナンスの先駆者

当社では、� つの投資領域の中でも、メザニンファイナン

スに注力しており、これまでにワールド、コバレントマテリア

ル（旧社名 東芝セラミックス）など、数々の投資実績を積み上

げており、メザニンファイナンスの累積投資額は約 1,��0億

円に達しています。

当社では、わが国のメザニンファイナンスの先駆者として、

培ってきた投資ノウハウや広範なネットワークを最大限活用

し、日本国内のみならず、アジアを中心とした海外メザニンファ

イナンスへの取り組みも積極的に検討していきます。

投資家に対する良質な分散投資機会の提供

当社は、平成 18 年の「中央三井ファンドオブファンズ第一

号投資事業有限責任組合」に続き、平成 19 年 8 月、金融機

関や年金基金などの投資家の方々に分散投資の機会を提供す

るプライベートエクイティファンドとして、「中央三井ファンドオ

ブファンズ第二号投資事業有限責任組合」ならびに「中央三

井プライベートエクイティパートナーズ第七号投資事業組合」

を新たに組成しました。　

プライベートエクイティ分野への投資は、多くの機関投資家

などから有力な投資対象のひとつとして認知されるようにな

り、今後も金融資産 ( 投資資産 ) としての重要性がますます

高まるものと考えられています。

当社では、これまで培ってきた投資、ファンド運営の高度な

ノウハウを活用し、投資家の方々に良質な分散投資機会を提

供していきます。




