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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
12.05％（連結ベース。第二基準（国内基準））
92 人

　
　
　

＊

＊在籍出向者および派遣社員・アルバイトを除いた職員・嘱託など。

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
3,996 億円
7 兆 2,288 億円
11兆 63億円
国内67店舗（出張所 3店舗、コンサルプラザ27店舗を除く）
A1（Moody’s ）、A（S＆P）、A（日本格付研究所）、A  －（Fitch）
11.27％（単体ベース。国内基準）
6,371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
28 兆 8,413 億円
15 兆 8,307億円
A1（Moody’s ）、A（日本格付研究所）
27.55％（単体ベース。国内基準）
631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
96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
39人

　
　

＊

PROFILE
中央三井トラスト・グループの
プロフィール
（平成 21年 3月31日現在）



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２０年度の業績や各業務

の状況、トピックスなどについてご説明したディスクロー

ジャー誌を作成いたしました。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

セット信託銀行の2つの銀行子会社ならびに投資信託委

託業務を担う中央三井アセットマネジメントとプライベート

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おります。

平成 20 年度業績におきましては、保有株式の減損処

理や将来の財務上の不安定要素縮減のため、国内株式関

連投資売却損などを計上したことなどにより、誠に遺憾な

がら、当期純損失を計上することとなりました。

金融機関を取り巻く環境は厳しい状況にございますが、

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。

平成21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

ごあいさつ
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ごあいさつ

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.経営の取り組みの成果について教えてください。
 Q3.平成21年度の経営の取り組みについて教えてください。

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・コンプライアンス（法令等遵守）体制

個人情報保護方針

CSR（企業の社会的責任）
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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・証券信託や投資顧問業務を通じて、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、

着実に利益の積み上げに取り組んできた

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。

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。



5

Q2. 経営の取り組みの成果について教えてください。

今後の取り組み
世界的な金融資本市場の混乱が収束するにはなお時間を要

し、足元での急速な回復が見込めないなど厳しい事業環境下
ですが、当グループでは、利益の着実な積み上げと将来の飛躍
に向けた足固めにグループ総力を挙げて取り組んでいきます。
まず『貯蓄から投資へ』の流れなどを背景に中長期的にマー
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
業務については、引き続き重点的に推進していきます。
また、貸出関連業務については、従来から重点業務と位置づ
けている住宅ローンへの積極的な取り組みを行うほか、事業会
社向け貸出や不動産アセットファイナンスについても良質な案
件に積極的に取り組んでいきます。
これらの有望分野につきましては、今後の競争における優位
性を確保していくために、経費全体では増加抑制を図りながら
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
を推進していきます。
一方、内部管理態勢につきましては、｢当グループが社会から
信頼される金融グループとして持続的発展を遂げていくため
には、リスク管理やコンプライアンス態勢の充実が不可欠｣と
いう基本認識に立ち、整備を進めてきています。近時、当グルー
プを取り巻く内外の経済・金融環境は大きく変化しており、こ
うした事業環境の変化に適切に対応するため、業務に内在する
リスクの早期検知と顕在化防止を図るべく、これまで以上にリ
スクに対する感応度を高めるとともに、全役職員の法令等遵
守徹底に対する取り組みを一層強化していきます。
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態勢も一層強化していきます。

中央三井トラスト・グループは平成 20 年度、『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再チャ
レンジし、確実に実現していく』ことを基本方針として掲げ、
収益性の高い投資信託・個人年金保険等関連業務、不動産
業務、個人ローン業務を重点業務として注力しました。しか

しながら、世界的な金融危機の深刻化と国内景気の大幅な
悪化に伴い、当グループの事業環境が激変した結果、業務粗
利益は前年度比で減少しました。加えて、保有株式の減損処
理や国内株式関連投資の売却にかかる損失の計上もあり、誠
に遺憾ながら、当期純損失を計上することとなりました。

業務粗利益
業務粗利益については、重点業務の中の個人ローン業務は好調であったものの、市場環境の低迷などにより、投資信託・個人
年金保険等関連業務、不動産業務における手数料収入が減少したことを主因として、前年度比 365億円減少の2,287億円と
なりました。

0

1,000

2,000

3,000

平成18年度 平成19年度

2,753 2,652
2,287

（億円）

平成20年度

■業務粗利益

従来型業務

平成19年度 平成20年度

戦略業務

その他
代替投資

不動産

投資信託
個人年金保険等

個人ローン

債券運用等

事業会社向け
貸出等

（億円）

重点業務

2,287

2,652

△29

△120

△177

△153
55

545

△365365△365

増収要因
減収要因

■業務粗利益
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500

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）

130

430

210

90

（億円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度

142

452

203

106

111

299

105

81

■投資信託・個人年金保険等関連収益

投資信託・個人年金保険等関連業務
株式市場低迷の影響などにより、平成 20 年度の収益および販売額は、前年度比で減少しましたが、引き続きお客さまのニー

ズに対応した商品の提供と的確なコンサルテーションに努めていきます。

個別の業務への取り組みおよび財務の状況については、以下のとおりです。

当期純利益
当期純利益は、前年度比1,619 億円減少の△799 億円（赤字）となりました。主な要因は以下のとおりです。
●市場環境低迷などによる業務粗利益の減少（前年度比 365億円の減益要因）
●株式相場の下落に伴う保有株式の減損処理の増加（前年度比 623億円の減益要因）
●株価変動による将来の財務上の不安定要素を縮減するとともに、自己資本比率規制上のリスクアセットを削減することを目
的とした国内株式関連投資の売却に係る損失の計上（前年度比1,133億円の減益要因）

-1,000

0

1,000

2,000

平成18年度 平成19年度

1,184
819

△799

（億円）

平成20年度

■当期純利益

平成19年度

平成20年度

その他与信関係費用
国内株式関連
投資売却損

株式等償却

業務粗利益

（億円）

△799

819

670

△117

△1,133

△50

△365

△1,6191,619

増益要因
減益要因

△1,619

△623

経　費経　費
（うち△72は（うち△72は
退職給付費用）退職給付費用）

経　費
（うち△72は
退職給付費用）

■当期純利益

0
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40,000

0

3,000

6,000

9,000

個人年金保険等残高（左軸）
投資信託残高（左軸）

7,086

2,154

5,982

2,251

20,089

1,840

1,773

（億円） （億円）

10,962

9,126

平成20年度平成18年度

24,765

12,297

12,467

平成19年度

25,106

12,606

12,499

投資信託販売額（右軸）
個人年金保険等販売額（右軸）

■投資信託・個人年金保険等の残高（年度末）*および販売額

* 時価ベース
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不動産仲介等手数料
不動産信託報酬
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平成18年度 平成19年度
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310
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317

244
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139
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97

42

平成20年度

■不動産収益

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成19年3月末 平成20年3月末

43,127
51,411 51,805

（億円）

平成21年3月末

■不動産管理処分信託の受託残高

不動産業務
市場低迷の影響により、平成 20 年度は前年度比177億円減の139 億円となりましたが、不動産投資ニーズを的確にとらえ

ていくことにより、引き続き収益力の向上に努めていきます。

貸出関連業務
個人ローンなど、特にそのなかでも住宅ローンに積極的に取り組むことで、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

2,500

5,000

7,500

10,000

平成19年3月末 平成20年3月末

8,668 8,4818,758

（億円）

平成21年3月末

■不動産アセットファイナンス残高*

* 証券化実施後の残高。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成19年3月末 平成20年3月末

25,799

4,390

21,409

3,982

25,319

3,620

30,002

29,301

33,623

（億円）

平成21年3月末

事業性ローン等
住宅ローン

■個人ローン残高*

* 証券化実施後の残高。
  平成18 年度以降（平成18 年 4月～）は証券化の実績なし。

0

20

40

60

80

100 事業会社 *2
不動産アセットファイナンス *3
個人ローン

25% 30%

10%

60%

34%

10%

56%

4%

71%

（％）

平成14年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

52%

10%

38%

■貸出平均残高*1構成比推移

*1　 銀行勘定（国内）+合同+貸信+非居住者
向け円建貸出、証券化の影響控除後

*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。



8

不良債権の状況
金融再生法基準開示債権については、平成 20 年 3月末比164億円減少の1,391億円となりました。
　不良債権比率については、平成20年3月末比0.3%減少の1.4%となっています。

資産運用関連業務
運用子会社 2社における資産運用関連業務を引き続き強化していきます。
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15,000

20,000

25,000

平成19年3月末 平成20年3月末

18,649
21,794 22,095

（億円）

平成21年3月末

■中央三井アセットマネジメントの運用資産残高*

* 元本ベース。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）。

0
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2,000

3,000

平成19年3月末 平成20年3月末

2,145
2,739 2,626

（億円）

平成21年3月末

■中央三井キャピタルが運営するファンドの総額*

* 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）。
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金融再生法基準開示債権（左軸）
不良債権比率（右軸）

7,023

4,680

2,601
1,609 1,443 1,556 1,391

7.0%

4.9%

2.8%

1.8% 1.7% 1.7% 1.4%

（億円） （%）

平成18年3月末平成17年3月末平成16年3月末平成15年3月末 平成19年3月末 平成20年3月末 平成21年3月末

■金融再生法基準開示債権と不良債権比率*

* 数値は中央三井信託銀行。銀行勘定と信託勘定の合算。不良債権比率は、金融再生法基準開示債権ベース。

管理株主数 上場会社受託社数

当グループ
25.4%

当グループ
24.0%

■業界に占めるシェア*

* 東京証券代行を含む。

証券代行業務
わが国を代表する企業を多数受託しており、上場会社の約
4 社に1社が当グループ受託先です。

年金信託業務
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

40,000

60,000

80,000

平成19年3月末 平成20年3月末

71,215 73,444 73,596

（億円）

平成21年3月末

■企業年金受託残高*

* 簿価ベース。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）。

平成21年3月末現在
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自己資本比率の状況
平成 20 年 7月に行った公的優先株式の買入れ・消却および

平成 20 年度決算における最終赤字の計上を主因に、自己資本
比率は平成 20 年 3月末比で1.79%減少し、12.05%となり
ましたが、引き続き十分な自己資本比率を維持しています。

0

5

10

15

12.13%
13.84%

12.05%

（%）

平成21年3月末平成19年3月末 平成20年3月末

■自己資本比率*

* 数値は中央三井トラスト・ホールディングス連結ベース（第二基準）。

Q3. 平成21年度の経営の取り組みについて教えてください。

2%
△1%
5%

20%

経営方針

収益構造の転換による
業務粗利益の拡大

投信・個人年金保険

不動産

個人ローン

投信・個人年金保険

不動産

個人ローン
底堅い借入ニーズ

事業会社向け貸出
金融市場の混乱に伴う借入ニーズ

短期的には厳しい状況であるが、
中長期的な成長が見込めるため、
引き続き重点業務として注力

積極的な取り組みによる
残高の積上げ

当面の収益機会を着実にとらえ、
良質な資金需要を取り込み中長期的な経営方針に変更なし

中
長
期
的
に
高
収
益
・

高
成
長
が
見
込
め
る
重
点

3
業
務
へ
の
取
り
組
み

平成21年度の取り組み方針

金融市場の混乱の収束、株式市場の回復までには
時間を要する見込み

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。戦略業務の中でも、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し、「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。

中長期的には、この経営方針に変更はありませんが、金融
市場の混乱の収束、株式市場の回復までには時間を要する見
込みであることから、平成 21年度については以下のとおり取
り組んでいきます。
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 基本的な考え方

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、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。

 ガバナンス体制の概要

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
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。

 経営体制

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。

コーポレートガバナンス
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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

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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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。 

(4) 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。 

(5) 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。 

(6) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(4) 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。
(4) 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。

(4) 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。

(5) 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  ＞

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 362 条第 5項および同条第 4項第 6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。

内部統制基本方針
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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、年度毎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スク
管理体制の整備などについて監督・管理・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

および信用リスク、市場リスク、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
別の規程・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）毎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。

リスク管理体制・コンプライアンス（法令等遵守）体制
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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つの銀行子会社および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、持株会社の内部監査部においてグルー

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。

　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

▶ 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、コンプライアンスおよ

び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、具体的な諸施策を定めた「コン

プライアンス・プログラム」を毎年策定し、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、利益相反の適切な管理、不公正取引
の防止および利便性の向上などを図るための諸施策を定めた
「顧客保護等推進プログラム」を毎年策定し、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
アセット信託銀行および中央三井信託銀行の子会社である中央
三井証券代行ビジネス、東京証券代行では、お客さまの情報管
理体制の向上に努め、プライバシーマークの認証を得ています。
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■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

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）

個人情報保護方針
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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
でおり、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、着実な対応を継続していくことが重要である
と考えています。
そのために、企業の活動主体となる従業員一人ひとりの意

識の向上を図り、社会からの要請およびお客さまや従業員か
らの声を活かした取り組みを推進しています。
CSRは、当グループが社会の一員として存在し、社会と共

に発展していくためには切り離せないものであり、今後も金融
グループとしての公共的使命を十分に認識してCSRを推進し
ていきます。

CSR（企業の社会的責任）

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
係各部次課長で構成され、原則毎月開催しています。

CSR推進ネットワーク

委員長：中央三井トラスト・ホールディングス社長

CSR推進CSR推進

ステークホルダーとの対話 ステークホルダーとの対話

グループCSR審議会

CSR推進主体

CSR推進ネットワーク
グループ関係各部次課長によるグループ関係各部次課長による

CSR推進ワーキング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・ホールディングス中央三井トラスト・ホールディングス

業務部CSR室業務部CSR室
グループ関係各部次課長による

CSR推進ワーキング
中央三井トラスト・ホールディングス

業務部CSR室

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
当グループに属するその他の企業

CSR への基本的な考え方

CSR 推進体制

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。
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▶ 投資活動を通じた取り組み
当グループでは、中央三
井アセットマネジメントが
設定・運用する SRIファン
ドを、中央三井信託銀行が
個人のお客さまに、中央三
井アセット信託銀行が機関
投資家のお客さまに、それ
ぞれ販売しています。
また、国内最大級の資産運用機関である中央三井アセット
信託銀行では、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、ESG（環境・社会・企業統治）に配慮し
た投資活動を行う姿勢を表明しています。

▶ 公益信託の受託者としての社会貢献
公益信託とは、個人の方が公益活動のために財産を提供し

ようという場合や、法人が利益の一部を社会に還元しようと
いう場合などに、信託銀行に財産を信託し、信託銀行があら
かじめ定められた公益目的にしたがってその財産を管理・運用
し、公益活動を行う制度です。
公益信託は、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への

助成、社会福祉、動物の保護、都市環境整備・自然環境保護
活動への助成、さらには国際協力・国際交流促進など、幅広
い分野で活用されています。
中央三井信託銀行の公益信託受託件数、信託財産残高は
業界トップクラスにあり、これからも、公益信託の目的達成に
努力していきます。

▶ 環境配慮型住宅に対する住宅ローン金利引下げの取り扱い
中央三井信託銀行では、平成１６年１０月より省エネ性・安
全性に優れた「オール電化住宅」購入者に対して、住宅ローン
の金利の引下げを実施しています。また、平成１７年４月から
はガス発電機器などを設置する「ガス省エネ住宅」購入者に
対する住宅ローンの金利の引下げも取り扱っています。

▶ 排出権取引への信託機能の活用
中央三井信託銀行では、平成１９年２月にわが国で初めて、
受託する信託財産の種類に「排出権」を追加することについて、
金融庁の認可を取得し、平成１９年１１月から信託機能を活用
して排出権を小口販売する取り組みを開始しました。
地球温暖化問題への関心が高まる中、自主的に温室効果

ガス排出量削減目標を設定している企業や、排出権を活用し
たカーボンオフセット商品を提供する企業などの排出権取得
ニーズは、今後ますます増えていくことが予想されます。既に
中央三井信託銀行が販売した排出権信託受益権は、カーボン
オフセット付きの金融商品やリース商品、宅配サービスなどさ
まざまなエコ商品へと形を変えて、温室効果ガス排出量削減
に貢献しています。

SRI

SRI とは、Socially Responsible Investment の頭文字をとった
もので、「社会的責任投資」を意味します。社会的責任投資とは、環境・
倫理・地域といった企業の社会的評価を考慮して行う投資手法です。

カーボンオフセット

カーボンオフセットとは、自らの温室効果ガス排出量のうち、削減困難な排出量の全部または
一部をほかの場所での削減・吸収量で埋め合わせすることをいいます。カーボンオフセット商
品とは、自社商品にその排出量を相殺（オフセット）する仕組みを組み合わせた商品のことです。

■中央三井信託銀行における公益信託
受託件数（平成21年3月末現在） 143件

信託財産残高（平成21年3月末現在） 147億円

助成額（平成20年度） 2,316の個人・法人に対し、
総額7億2,866万円を助成。

CSR 活動ハイライト

UNEP FI 特別顧問 末吉 竹二郎氏と
中央三井アセット信託銀行 川合社長

 本業を通じた活動

社会を取り巻くさまざまな課題への解決に向けてグループの金融・信託機能を活かした取り組みを進めていきます。

中央三井トラスト・ホール
ディングスでは、排出権取引
と市場の現状を踏まえ、排
出権信託のスキームを豊富
なケースで詳説した『詳解排
出権信託ー制度設計と活用
事例』（中央経済社）を平成
２０年５月に出版しました。
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▶ 低公害車の導入、アイドリング・ストップの推進
中央三井信託銀行では、全営業部店における営業車の８割
以上に低公害車を導入しており、特に、都内営業部店における
営業車の低公害車比率は平成１８年３月に９割を超え、それ以
降も高水準を維持しています。
また、東京都環境局自動車公害
部が作成した「アイドリング・ストッ
プ」のステッカーを都内の全車両に
貼付してアイドリング・ストップ運
動に取り組んでいます。

▶ 東京都「地球温暖化対策計画書制度」における知事表彰受賞
当グループ各社は、地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナ

ス６％」に参加し、省エネ・省資源対策を積極的に推進しています。
中央三井信託銀行調布センターでは、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、平成 20 年 6月に
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
けました。

▶ 寄付講座などの設置
中央三井信託銀行では、大阪電気通信大学が平成２１年４月

に新設した金融経済学部アセット・マネジメント学科に、寄付講
座「資産承継論入門」および「不動産投資特論」の２講座を設
置しました。また、同大学においては平成２０年９月に一般向け
に「アセット・マネジメントセミナー」を開催し、中央三井信託
銀行から派遣した講師が、高齢社会における財産の管理・保全・
承継について講義を行い、幅広い年齢層の方が受講されました。
このほか、当グループは、青山学院大学へ「中央三井信託
銀行知財信託講座」、中国の中国人民大学へ「中央三井トラス

ト・グループ経済学講座」、同じく清華大学へ「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」をそれ
ぞれ設置・開設しています。

▶「経済教育ネットワーク」への協賛
当グループは、平成１８年度よ

り小中学生に対する経済教育の向
上を支援する団体「経済教育ネッ
トワーク」（理事長：同志社大学
篠原総一教授）に協賛しています。

▶ 本店ビルにおける省エネ・省資源活動
中央三井信託銀行本店ビルでは、強い日射を受ける南側・
西側の窓ガラスに断熱フィルムを貼り、室温の上昇を抑えて空
調負荷を軽減しているほか、エントランスの照明ランプを省電
力・高寿命のＬＥＤランプとすることなどにより、ＣＯ２排出を
削減しています。
また、省資源対策として、紙ゴミのリサイクルも推進しており、
平成２０年度は発生した紙ゴミの９５．４％をリサイクルしてい
ます。

経済教育ネットワーク・株式会社
東京証券取引所 グループ共催
「先生のための『夏休み経済教室』」
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■中央三井信託銀行本店ビルにおける紙ゴミの再利用率

石原東京都知事から表彰を受ける
中央三井信託銀行 工藤総務部長
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■中央三井信託銀行都内営業部店における営業車の低公害車比率

 金融・経済教育支援

金融機関としての社会貢献の観点から、将来を担う次世代のための教育および金融・経済分野の研究を支援していきます。

 省エネ・省資源への取り組み

地球温暖化をはじめとする環境問題に対し、グループを挙げて省エネ・省資源活動を推進し、環境負荷の低減に取り組んでいます。
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▶ サロンコンサートの実施
中央三井信託銀行日本橋営業部では、平成 20 年12月か

ら定期的に、重要文化財に指定されている三井本館内で、音
楽大学の学生のみなさんなどによるサロンコンサートを開催し
ています。
多くのお客さまにフレッシュで質の高い演奏を身近に楽しん

でいただき、また、演奏者である学生のみなさんには発表の
場を提供する機会となっています。

▶ 振り込め詐欺の未然防止に向けた活動
中央三井信託銀行の各営業部店では、振り込め詐欺の未然
防止に向けて、街頭キャンペーン、セミナー、ATMコーナーの
警戒強化といったさまざまな活動に取り組んでいます。窓口に
おいては、振り込め詐欺が疑われるような場合に、お客さま
に直接注意を呼びかけるなどの活動を行っています。
これらの活動によって、実際に振り込め詐欺を未然防止した
事案では、警察から感謝状を授与されました。

▶ ペットボトルキャップ回収活動への参加
中央三井信託銀行本店ビルおよび目黒信託センターでは、
東京都港区に所在する企業の社会貢献ネットワーク「みなと
ネット」への参加企業10 社とともにペットボトルキャップ回収
活動に参加しています。
ペットボトルキャップ回収活動は、社内で回収したペットボト
ルのキャップをリサイ
クル業者へ引き渡し、
その代金を「特定非
営利活動法人 世界の
子どもにワクチンを日
本委員会」へ寄付する
ものです。
このほか、中央三井
信託銀行の一部営業
部店においてもペット
ボトルキャップの回収
活動を行っています。

▶ 中国・三井信託銀行太和希望小学校への学術用品の寄贈
中央三井信託銀行北京駐在員事務所では、中国・三井信託
銀行太和希望小学校へ学術用品の寄贈を行っています。
太和希望小学校は、平成８年に中国の開発地域における教

育支援プログラムとして、当グループが中国安徽省太和県の
農村部に寄付・建設したものです。
パソコンなど電化製品や児童図書の寄贈のほか、北京駐在

員事務所長が直接現地を視察するなどコミュニケーションを図
りながら、子どもたちが勉強に励む環境整備を続けています。

中央三井信託銀行日本橋営業部におけるサロンコンサート

中央三井信託銀行梅田支店における街頭キャンペーン

ペットボトルキャップ回収箱

中国・三井信託銀行太和希望小学校のみなさんへ児童図書を寄贈

 拠点における活動

地域をはじめとする社会に対して、その一員としてできることを積極的に取り組んでいきます。
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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

中央三井信託銀行
個人・法人のお客さま向けサービス

リテール業務
投資信託販売残高 9,126 億円
個人年金保険等販売残高 1兆 962 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。

貸出関連業務
住宅ローン残高 3 兆 2億円
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。

貸出関連業務
事業再編・再生関連ファイナンス残高 930 億円
不動産アセットファイナンス残高 8,481億円
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 兆1,805 億円
不動産関連収益 139 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）926 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。

法
人
の
お
客
さ
ま
へ

投資信託・個人年金保険等販売

各種信託・預金商品

個人のお客さま向けローン

リバースモーゲージ

不動産の活用

遺言信託・遺産整理業務

安心サポート信託

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

中央三井信託銀行の業務
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　 邦銀トップクラスの投資信託・
 個人年金保険等販売実績

投資信託・個人年金保険等の販売においては、お客さまの
幅広いニーズにお応えする豊富な商品を取り揃え、質の高い
コンサルティングを展開しています。その結果、投資信託販
売残高、個人年金保険等販売残高は、平成 20 年度におい
ては株式市場低迷などの影響により減少したものの、引き続
き、邦銀トップクラスの水準となっています。

▶ 投資信託のラインアップを拡充
長らく続く低金利時代においても、運用成果次第で比較的
高い収益が期待できる運用手段として、投資信託などの有価
証券投資が注目を集めています。当社においても、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 20 年度においては、世界のインフラ株式と海外の債
券に分散投資するファンドや、アジアの成長国企業の株式等
に投資するファンド、オーストラリア・ドル建て、ニュージーラ
ンド・ドル建ての債券に分散投資するファンドなどの取り扱い
を開始しました。

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

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
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■投資信託・個人年金保険等残高*

個人のお客さま向けサービス 中央三井信託銀行

投資信託パンフレット* 時価ベース
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▶ 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。
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
　 特別勘定終身年金タイプなどの商品を追加
個人年金保険については、運用成果にかかわらず、最短1
年後から一生涯の年金が受け取れる特別勘定終身年金タイ
プの変額個人年金保険をラインアップに追加したほか、運用
期間が最短５年で運用期間満了時の年金原資を100％最低
保証する変額個人年金保険や、お客さまがあらかじめ設定し
た資産運用の目標値に基づき、運用成果を自動的に確保する
機能がある変額個人年金保険を新たに追加しました。

個人年金保険パンフレット

全営業部店の窓口では、お客さまよりお聞きした情報にもとづき、マネープランを
アドバイスすることを目的とした、「豊かなセカンドライフのためのマネー診断」を平成
21年 4月に新たに導入しました。
具体的には、お客さまの現在のご年齢・収入・支出・貯蓄や将来のためにとっておき

たい資産などの情報をアンケートに回答していただき、その情報をもとに今後のキャッ
シュ・フローについて試算します。また、お客さまの投資経験などの情報から運用タイ
プの診断を行い、グラフなどを用いて将来の資産残高予想推移を表示し、運用におけ
る適切な資産配分が把握できるシミュレーションツールになっています。

セカンドライフプラン・シミュレーションの導入
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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 21年 7月1日
現在、中央三井信託銀行で取扱う投資信託の場合）

【申し込み時に直接ご負担いただく費用】
お申込手数料（申込口数、申込金額等に応じ、基準価額に対
して最高3.15%（税込））

【保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用】
信託報酬（信託財産の純資産総額のうち、お客様の保有額に
対し最高年率 2.2575％（税込））
その他の費用（監査報酬、組入れ有価証券の売買委託手数料
など。運用状況等によって変動するため、料率、上限額を示
すことができません。）

【ご換金時に直接ご負担いただく費用】
信託財産留保額（ご換金時の基準価額に対し、最高0.5％）
解約手数料（かかりません）

●上記手数料等の合計額、計算方法については、お客様がご購
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」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 21年 7
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
1.470％（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0.5%）
その他の費用（監査報酬、組入れ有価証券の売買委託手数料
など。組入れ投資信託毎、および資産配分比率により異なり
ますので、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 6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 31.5%
（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。
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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 21年 7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 5％）、保険関係費用（積立金額に対し最高年率
2.95％）、運用関係費用（各特別勘定の純資産総額に対し
最高年率 0.294％（税込））、年金管理費（受取年金額に対
し最高年率1％）、為替手数料（円と外貨の交換の場合最大
片道 50 銭（往復1円））、解約控除（解約控除対象額に対し
最高 9％）
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。

●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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　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

中央三井の住宅ローンは、マイホームの購入・新築・買い
換え・借換えなどにご利用いただけるだけでなく、これらに付
随する諸費用も住宅ローンに含めた一体での取り組みのほか、
任意で「三大疾病保障（トリプル入院保障付）」、あるいは「ガ
ン保障（入院保障付）」を付帯することで将来の不測の事態に
も備えられるなど、使い勝手の良さと安心感を兼ね備えたロー
ンとなっています。また、住宅ローン以
外の分野においても、将来のライフプラ
ンに応じて必要となるさまざまな資金に
対して幅広く利用していただける「住宅
担保型カードローン（α-style）」を取り
揃えるなど、お客さまの多様化するライ
フスタイルとさまざまなニーズに対し、
多彩な商品ラインアップでお応えします。

▶ 中央三井の女性専用住宅ローン「エグゼリーナ」
当社では、女性のためのローン「エグ
ゼリーナ」を取り扱っています。繰上げ
返済手数料無料、出産時の金利優遇、
返済支援特約付医療保障保険による入
院時のサポート（保険料は当社負担）
などの特典を付与し、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利用していただける住宅担保型カー
ドローン（α-style）を取り扱っています。
この商品は、住宅ローンのご利用がない場合はもちろん、
他行で住宅ローンのお借入れがあってもご利用いただけるこ
とに加え、二段階金利制度を導入し、一段階目（契約当初約
１年間・固定金利）は二段階目（一段階目終了以降・変動金利）
よりも低い金利設定（平成２１年７月現
在）とするなど、使い勝手の良い商品
となっています。
またそのほかにも、中央三井の住宅
ローンご利用に併せてお申し込み・ご
成約となった場合は、同住宅ローンの
繰上げ返済手数料が無料になる特典も
加わった商品となっています。

　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

当社では、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。

▶ 中央三井のリバースモーゲージ
当社では、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」を取り扱っています。
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
済する仕組みです。融資金の受け取り方法は、年金のように
毎年一回一定金額を受け取る方法と、設定した一定の枠内で
随時融資金を受け取る方法（呼称：枠内引出自由型）の 2 通
りから、ニーズに合わせた選択が可能となっています。
また、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
金にご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ることとなった場

合は、東急リロケーション株式会社に賃貸管理などを委託す
ることにより、自宅
を有効利用すること
も可能にするなど、
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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▶ 不動産の活用
マイホームの購入や住み替え、投資用・事業用不動産の購
入や売却、所有不動産の有効活用など、不動産をめぐっては
さまざまな種類のご相談・ニーズがあります。
当社は、長年培った不動産ノウハウと幅広いサービスネッ
トワークをもつグループ会社の中央三井信不動産との連携に
より、お客さまの立場に立ってご要望にお応えします。同社
のホームページ上において多数の物件をご紹介するとともに、
同社とタイアップして個別相談会やセミナーを開催するなど、
幅広い情報力を活かして各種ご相談受け付けメニューを充実
させています。
なお、当社の会員制サービスである「ベストクオリティ」の
特別会員ならびに会員のお客さまより不動産売買の仲介をご
依頼いただいた場合には、ご成約時の不動産仲介手数料を
割引させていただく優遇制度もご用意しています。

▶ 遺言信託
「大切な財産を円滑に承継させたい」「お世話になった方の
ために財産の一部を残したい」といったご希望をかなえるに
は、遺言書を作成するのがもっとも確実な方法です。
法務・税務などのトータルな視点に立ち、財産を円滑に引
き継ぐための遺言書作成のコンサルティングや遺言書の保
管、遺言の内容を確実に実現する遺言執行といった信託銀行
ならではのサービス「遺言信託」を提供しています。
長年にわたり多くのお客さまのご支持をいただき、おかげ
さまで平成２１年３月末にはお預かりしている遺言書の保管
件数（残高）が11,190 件となりました。

ベストクオリティ

お取引残高1,000万円以上のお客さまなどにご入会いただける会員制サービ
ス。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）。
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■遺言書保管件数

平成 21年 2月に、ベストクオリティ会員のみな
さまへお届けする情報誌（年
2回発行）をリニューアルしま
した。著名人へのインタビュー
記事や、健康・文化等の特集
記事、マネー記事などを掲載
し、質・量ともに一層充実した
内容となっています。今後も
お客さまに喜んでいただける
サービスを追求していきます。

ベストクオリティ

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

▶ 遺産整理業務
遺言が残されなかった場合の相続について、遺産の調査や
財産目録の作成、遺産分割協議の文書化とそれに基づく遺
産分割手続き（不動産の登記、預貯金・株式等の名義変更
や換金処分など）、相続税の納税代行など、ご相続人にとっ
て負担の多い相続手続きを、信託銀行が代行する「遺産整理
業務」もお引き受けしています。
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▶ 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
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、社団法人成年後見
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」とは、お客さまの大切な
財産を、お客さまの個別の目的に沿って管理･保全・交付し
ていくことにより、「安心」を提供していく、信託銀行ならで
はの機能を活かした商品です。信託の受益者はご本人とする
ことも、またはご本人以外（個人・法人）とすることもでき、

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

お客さま
（委託者）

中央三井信託銀行
（受託者）

指図権者
（信託関係人）

ご本人・ご家族・寄付先など
（受益者）

①信託の設定
（特約付）
（契約または遺言）

②金銭の信託
③生活費や教育資金
などのお支払い

受益者への財産の交付に
関する同意・指図など

コンサルプラザ学園前

コンサルプラザ西宮北口

▶ コンサルプラザ開設
当社では、平成 20 年 8月の「コンサルプラザ柏」（千葉

県柏市）をはじめ、「コンサルプラザ千歳烏山」（東京都世
田谷区／9月）、「コンサルプラザ学園前」（奈良県奈良市／
10月）、「コンサルプラザ西宮北口」（兵庫県西宮市／11月）、
「コンサルプラザ京都」（京都支店内／平成 21年1月）と、
平成 20 年度に5つのコンサルプラザを新規開設し、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 5店舗開
設で合計 27カ所に展開することとなりました。
今後も通常店舗（67 支店および出張所 3 拠点）に加えて
コンサルプラザの展開などにより、店舗網の充実を図ってい
きます。（平成 21年 3月末現在）

特色ある店舗展開などの多彩なチャネルネットワーク

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

行う団体に遺産の寄付をお考えのお客さまに、遺言書作成の
お手伝いや遺言書に基づいた寄付手続き、ならびに相続され
る方への遺産配分を執行させていただきます。現在、90 を
超える法人などと提携しています（平成 21年３月末現在）。
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▶ 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」の提供を開始以後も、お客さまが「安心」
して「便利」にご利用いただけるよう、サービスの拡充に取
り組んでいます。
「安心」に対する取り組みとして、近年急増している「フィッ
シング詐欺」への対策を積極的に行っています。平成 20
年 4 月にフィッシングサイト閉鎖サービス「RSA Fraud 
Action」を導入し、フィッシングサイトに対して迅速に対応
できる体制としました。平成 20 年１０月には「EV SSLサー
バ証明書」を導入し、お客さまが閲覧しているページが当社
の正当なページであることを簡単にご確認いただけるように
なりました。平成 21年２月には、電子署名付き電子メール
を導入し、お客さまが受け取った電子メールが当社からの正
当なメールであることをご確認いただけるようになりました。
「便利」に対する取り組みとして、平成２１年３月より投資
信託の当日付取引の締切時間を延長しています。MMF 以外
の商品の場合、注文日が当日付けとなる取引の受付時間は、
従来は当日の12 時まででしたが、それを15 時 (一部商品
は14 時 )まで延長しています。
今後もお客さまが「安心」して「便利」にインターネットバ
ンキングをご利用いただけるよう、引き続きサービスの拡充
に取り組んでいきます。

 積極的な広告展開

▶ テレビコマーシャルの実施
平成 20 年 4月から、当社キャラクターの役所広司さん
が出演するテレビコマーシャル（CM）を放送しています。
平成 20 年 4月～ 5月には、映画館でスクリーンに映し出
されるサラリーマンの退職シーンを役所さんが見つめ、ご退
職された方向けの「特別金利定期預金」を紹介するＣＭを、
平成 20 年 6月～7月には、役所さんが当社カードローン商
品「中央三井の住宅担保型カードローン（α -style）」をアピー
ルするＣＭを放送しました。
また、平成 20 年 7月以降は新たに2 種類のイメージＣＭ

（「資産運用編」と「遺言・相続編」）を放送しています。「資
産運用編」は、役所さんが鉢植の花を庭に植え替え、花が
庭いっぱいに咲き誇るシーンを映し出すことで花に見立てた
資産が大きく育った様子がイメージされるものになっており、
「遺言・相続編」は、役所さんが亡き父の残したレコードを
聴きつつ昔の思い出に浸るシーンを映し出すことで、資産を
残すことは思いを残すことであることを訴求するものになっ
ています。
今後もさまざまな広告媒体を通じて当社の企業イメージの
向上や取り扱い業務の PRを行っていく予定です。
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お客さまの声を反映する取り組み
当社では、全国の営業部店やテレホンセンター

に寄せられる「お客さまの声」のほか、店舗に備
え置いている「お客様の声アンケート」はがきや
郵送によるアンケート調査により多くのお客さま
のご意見・ご要望を頂戴しています。
平成20年 9月には、ご契約のあるお客さま

に加え、ご契約のなくなったお客さまにも郵送式
アンケートを実施し、約4,000件の貴重なご回
答を頂戴しました。

お客さまから頂戴したご意見・ご要望は、お客様サービス室にすべて集
約し、原因の調査・分析と問題点の把握を行います。
経営層と業務所管部では、その結果をもとに改善策を検討し、より良い
商品・サービスの提供へとつなげています。
また、リーフレット「お客さまの声から」を作成し、数多く寄せられたお

客さまの声を真摯に受け止め、より良い商品・サー
ビスのご提供へとつなげた当社の取り組みを紹介
しています。
これからも1人でも多くのお客さまの信頼と期
待に応えられるよう、より一層の商品・サービス
の向上と従業員一人ひとりのスキル向上に努めて
いきます。

お客さまの満足度向上

営業部店・コールセンター等

より良い商品・サービスの提供

お客様サービス室

原因の調査・分析と問題点の把握

経営層

お客さま

営業部店窓口 テレホンセンター

「お客様の声アンケート」はがき 郵送式アンケート

経営によるレビュー

業務所管部

改善策の検討・立案・実施

指示 報告

お客さまの声

飲用カップには、燃やしても有毒ガスが
発生しない「エコカップ」を使用しています。

待ち時間短縮に向けた取り組み
当社では、ご来店いただくお客さまのロビーでの待ち時間短縮に

向けた取り組みを進めています。例えば、お客さまの手続き内容に
沿ったスムーズな窓口案内ができるように、手続き内容別に発券を
行う新型の受付番号発行機を27カ店に導入しており（平成21年
3月末現在）、今後も順次導入を進める予定です。また、お待たせし
ているお客さま向けには、自由にご利用いただける給茶機の設置も
順次進めています。

全営業部店におけるCS活動の展開
当社では、「真にお客様に信頼される銀行」をめざす活動の一環として、平成21年4月より全営業部
店においてCS向上活動を強化しています。営業部店では、「中央三井信託銀行の約束。」というCS向上
への取り組みを宣言したポスターを掲示し、従業員の意識高揚を図るとともに、CS向上委員会を設置し、
CS向上に関する活動計画の策定や店舗の状況に応じたお客さまへの対応ルールの作成など、CS向上活
動を積極的に展開しています。
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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。

多様なファイナンス手法を通じた幅広い資金供給

お取引先の「企業価値向上」のため、事業部門や子会社
に関するM&A（企業の合併・買収）の仲介、資産の流動
化、保有不動産の再構築（CRE 戦略）のほか、事業の円滑

な承継などの経営戦略に至るまで信託銀行ならではの各種ソ
リューションの提供を行っています。

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

MBO（マネジメント・バイ・アウト）

企業買収手段のひとつで、企業の経
営者が当該事業の継続を前提とし
て、投資ファンドなどのスポンサー
と共同で既存オーナーや親会社から
株式を買い取り経営権を取得するも
のです。

LBO（レバレッジ・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

買収者が自身の信用力に依存せず
に、買収対象企業のキャッシュ･フ
ロー、もしくは資産などを裏付けと
して買収資金の大半を調達するファ
イナンス手法です。

DIPファイナンス

再建型倒産手続きである民事再生
法、会社更生法の手続き申立後、手
続き終結までの貸出を DIP ファイナ
ンスと呼んでいます。

金融サービス 中央三井信託銀行

企業の経営戦略における不動産の重要性が高まるな
か、中央三井信託銀行では、長年培ってきたファイナンス・
不動産両面におけるノウハウを活かし、お取引先ごとの

不動産保有に対する意識やニーズの変化をとらえ、不動
産の保有･活用戦略の見直しや不動産売買、不動産流動
化などの提案活動を積極的に推進しています。

CRE（Corporate Real Estate（企業不動産））戦略への取り組み
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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

機関投資家などが手掛ける
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

 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。

専門スタッフによる総合的なコンサルティングの強化

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２１年３月末現在で４１の投資法人が上場
しています。

不動産業務 中央三井信託銀行

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

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

不動産業務の概要
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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。
不動産流動化の基本的枠組みの一つである不動産管理処分
信託受託業務については、お客さまのニーズに合わせた流動
化スキームの提案を行うほか、高品質の受託関連サービスを
提供しており、受託残高は 5.1兆円に達しています（平成 21
年 3月末現在）。

　

 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、複数の上場投資法人の設立に参画するとともに、上
場41投資法人のうち11法人から資産保管業務などを受託
しており（平成21年 3月末現在）、質の高いサービスで評
価をいただいています。

世界的な金融市場の混乱と信用収縮の影響が続いている
ものの、企業においては経営・財務戦略を背景とした不動産
の取引、投資家においては期待するキャッシュ・フローを安
定的に生み出す収益不動産の取得・運用といったニーズは依
然として底堅いものといえます。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。

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

総合不動産投資顧問業者

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

不動産流動化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。

不動産ファンド関連ビジネスの積極展開
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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

株券電子化制度下の業務運営の開始

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

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

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

証券代行業務の概要

IR活動の積極展開 IRサポートサービス

平成２１年１月の株券電子化制度の施行に合わせて新シス
テムを稼働させ、株券電子化制度下において高度なバックオ
フィス業務の運営を開始しています。
バックオフィス業務は、平成２０年４月にみずほ信託銀行
と両社各５０％出資で共同設立した日本株主データサービス
に業務委託を行っています。日本株主データサービスに対し
ては当社の100%子会社である東京証券代行も業務委託を
行い、証券代行業務におけるバックオフィスの「共同利用型

プラットフォーム」として、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。
なお、当社の100％子会社である中央三井証券代行ビジ
ネス、東京証券代行が「プライバシーマーク（P マーク）」の
使用許諾の認定を受け、また、日本株主データサービスにお
いても、使用許諾の認定を受けるための準備を進めるなど、
個人情報保護に力を入れています。

株券電子化制度下の業務運営の開始

証券代行業務 中央三井信託銀行

プライバシーマーク

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



35

実務経験豊かな専門スタッフによる、会社法や金融商品取
引法、買収防衛策、株主総会への対策に関する発行会社向
け勉強会を実施するとともに、株券電子化制度や株主提案
への実務対応など発行会社にとって関心のあるテーマの講演
会を東京証券代行と共同開催しています。
さらに、株券電子化制度施行に合わせ、平成２１年１月に『株
券電子化後の株式実務』、同年３月に『平成２１年版 株式実
務 株主総会のポイント』の専門図書を刊行するとともに、「証
券代行ニュース」「証券代行研究」をはじめとする情報誌の
刊行などを定期的に行い、リーガル面から発行会社の株式
実務を支えています。
これらの活動により、タイムリーかつ実用的な情報が得ら
れると、発行会社からも高い評価をいただいています。

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、株主さま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。

IT 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。

IR サポートサービス

『株券電子化後の株式実務』
（商事法務）
平成 21年1月刊行

IR（Investor Relations）

投資家向け広報活動。企業が投資家や株主に対し、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。

『平成21年版 株式実務
 株主総会のポイント』（財経詳報社）
平成21年3月刊行

株式実務リーガルサポートサービス
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中央三井アセット信託銀行
機関投資家のお客さま向けサービス

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　7兆 6,000 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。

機
関
投
資
家
の

お
客
さ
ま
へ

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 *4

*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。

*4 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。

中央三井アセット信託銀行の業務
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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

業界トップクラスの資産運用力

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能力

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 21兆円にのぼ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。

受託資産運用業務の概要 ～ 国内最大級の資産運用マネージャー ～

 一貫した運用理念と機能別組織

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。

 高品質なプロダクトの提供

質･量ともに業界トップクラスの陣容を擁する専任の企業
アナリストおよび計量アナリストが分析・提供するリサーチ
に基づき、経験豊富なファンドマネージャーがファンド構築
を行うアクティブ運用、昭和 60 年の国内株式のパッシブ
ファンド立上げ以来、長年にわたりその普及と品質向上に
努めてきたパッシブ運用、さらにはヘッジファンド、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
ンドなどのオルタナティブ商品、いずれについても国内最大
級の運用機関として高品質なプロダクトを提供しています。

業界トップクラスの資産運用力

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

受託資産運用業務 中央三井アセット信託銀行

（平成 21年 7月1日現在）
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 ポートフォリオのコンサルテーション
　
運用安定化ニーズに対応した、よりリスク・リターンを抑制
したポートフォリオや、中長期的な観点での分散投資推進や
新興国の高成長を背景とした収益獲得ニーズに対応したポー
トフォリオなど、お客さまのニーズを踏まえた適切なポート
フォリオに関するコンサルテーションを推進しています。

 新たなプロダクトのコンサルテーション
　
投資対象国の拡大によるリスク分散効果および収益源泉
多様化の観点から中長期的な高成長が期待できるアジア諸
国への投資を行うアジア株式アクティブファンドや、オルタ
ナティブ商品の多様化の対応であるインフラ投資ファンドと

いった新たなプロダクト組み入れについて、プロダクトの特
徴とお客さまのニーズに応じたコンサルテーションを展開し
ています。

 運用ビジネスの新展開
　
信託銀行に対し平成16 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おいて、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。

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能力

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。

一元的なリスク管理体制による受託者責任の遂行

当社は、「年金情報」（発行：株式会社格付投資情報
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2008 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、2001年以
降連続して邦銀信託銀行中No.1となりました。さらに、

「新たに採用したい運用会社」についても、2005 年以
降連続で信託銀行中No.１の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、高く評価いた
だけたものと自負しています。

「年金情報」が実施した2008年運用委託機関の年金顧客評価で高評価を獲得

株式会社格付投資情報センターが選定する「R＆ I 
ファンド大賞 2009」の確定給付企業年金部門におい
て、当社が運用する国内株式を投資対象とするエンハン
ストインデックス型のファンドが受賞しました。また、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J

リートを投資対象とするファンドが「投資信託部門（国内
REIT 型）」において、日本株式を投資対象とするファン
ドが「確定拠出年金部門（国内株式型）」において、それ
ぞれ優秀ファンド賞を受賞しました。

「R＆ I ファンド大賞2009」を受賞
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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 りそな銀行中央三井アセット信託銀行

管理委託管理委託管理委託

●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 6月20日
510 億円
1兆1,892 億円
181兆 2,792 億円

（平成 21年 3月末現在）

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

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

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･レンディングやトランジション･マネ
ジメント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。

受託資産管理業務の概要

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181兆円もの資
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。

スケールメリットの追求による業務効率の向上

受託資産管理業務 中央三井アセット信託銀行

 日本トラスティ・サービス信託銀行への管理委託（再信託）
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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

住友信託銀行 他の信託銀行 生　保りそな銀行

中央三井アセット信託銀行*

運用データ

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

ユニバース評価データ

住友信託銀行・りそな銀行
（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

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、住友信託銀行、りそな銀行、
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と「ユニバース
運営協議会」を共同で運営しています。

 オンライン情報提供サービス

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、確定給付企業年金・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、高付加価値なサービスとして、確定給付企業年金
や厚生年金基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。

情報提供サービスの高度化

受託資産管理の信頼性・透明性を確保するために、再信託
先である日本トラスティ・サービス信託銀行においては、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。

また、当社では日本トラスティ・サービス信託銀行の業務
遂行状況をモニタリングする体制を整備しており、当該モニ
タリングの実施状況についても、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行われている旨の
報告書（SAS70レポート）を受領しています。

内部統制の厳格な運営と外部監査
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年金制度管理業務 中央三井アセット信託銀行

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

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

適格退職年金制度からの
移行支援への取り組み

総合的な退職給付制度
コンサルティングの提供

確定拠出年金（DC）への取り組み

当社は、制度・契約管理、数理計算、加入者受給者管理
等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 328件（平成 21年 3月末現在、以下同）、

厚生年金基金 92 件、適格退職年金723 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。

年金制度管理業務の概要

平成 24 年 3月の適格退職年金制度の廃止に伴う制度移
行ニーズに対応するために、確定給付企業年金や確定拠出年

金への制度移行コンサルティングの提供を強化し、計画的か
つ円滑な制度移行に取り組んでいます。

適格退職年金制度からの移行支援への取り組み

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。
現在は、退職給付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が、
「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。

総合的な退職給付制度コンサルティングの提供
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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14 年12 月には国内で初めて連合型 DCを受託し、

平成17年 4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・資産管理機関としての
業務を受託しており、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。

平成 20 年10月には、中堅・中小企業の確定拠出年金制
度導入のニーズに応えるため、三井グループ金融 4 社提携で
「三井住友海上カルテット総合型DCプラン」を創設しました。
DC 制度は、加入者（従業員）個々人の選択によリ資産運
用を行う制度です。投資になじみの少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ため、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。
当社では、DC運用における長期・分散・継続の重要性を
加入者の方に理解いただくため、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。

確定拠出年金（DC）への取り組み

連合型ＤＣ・総合型ＤＣ

確定拠出年金制度のうち、企業が実施主体となる企業型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。

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、国内大手信託銀行では初め
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
取引法等）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、自社に企業年金

を委託している企業のニーズに応え、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
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中央三井アセット
マネジメント
個人・機関投資家のお客さま向けサービス

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

リスク商品に対するニーズの多様化

運用環境悪化から
投資情報サービス充実ニーズの高まり

ニーズに即した商品提供、
販路拡大の推進

販売支援活動・情報発信の強化

当社は中央三井トラスト・グループの運用会社として投資信
託委託業務を行っています。具体的には、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等、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。
平成 20 年度は、主たる販売会社である中央三井信託銀行

をはじめとした既存の販売会社への販売促進強化、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等を図
りました。この結果、当社における投資信託の運用資産残高＊

は、平成 20 年 3月末の2兆1,794億円から平成 21年 3
月末には2兆 2,095 億円となりました。

業務の概要

投資信託委託業務
運用資産残高 *　2 兆 2,095 億円

個人・機関投資家の
お客さまへ

＊元本ベース。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）。
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当社の運用するファンドが、「R&I ファンド大賞
2009」において、表彰を受けました。
同賞は格付評価機関であるR&I（株式会社格付投資

情報センター）が毎年主催するファンド表彰制度です。
今回の表彰では Jリートを投資対象とするファンドが

投資信託／国内 REIT 部門優秀賞を、国内株式を投資
対象とするファンドが確定拠出年金／国内株式部門優秀
賞を受賞しました。

これら受賞したファンドの運用では、中央三井アセッ
ト信託銀行からの投資助言を活用しており、グループの
資産運用力の高さが改めて示されました。

当社では、中央三井信託銀行をはじめ各販売会社による投
資信託商品の販売を通じた残高の増加に向けて取り組むとと
もに、変額年金保険への投資対象商品の提供などを積極的
に推進しています。
投資信託については、地方銀行やインターネット系証券会
社などの新たなチャネルを着実に増やすとともに既存の販売

チャネルにおいては、商品のラインアップの充実を図りました。
また、リーマンショック以降、厳しい環境にある投資信託
市場に対し、資金流入が比較的堅調な変額年金保険市場にお
いても、ゆうちょ銀行や地方銀行で取り扱う変額年金保険の
投資対象として当社商品が採用されるなど、一層の残高増加
に向けて、幅広く販路の拡大を進めました。

ニーズに即した商品提供、販路拡大の推進

「R&Iファンド大賞2009」を受賞

平成 20 年度は、世界的な金融資本市場の混乱を受けて、
投資家のみなさまに向けたセミナーならびに各販売会社のご
担当者を対象とした勉強会を国内累計で1,100 回にわたり開
催するなど、従来にも増して取り扱い商品に関する情報発信
に注力しました。
また、当社では、ホームページ上での情報提供力の強化に
も取り組んでいます。新コンテンツとして、「マーケット情報」
をリリースし、主要な株式指標や国債利回り、為替レートな
どの情報提供を開始しました。

さらに、毎月Monthly Reviewと題した「市場の概況と見
通し」や「経済概観」など定期レポートの充実や、お客さま
のユーザビリティ向上を目的としたデザインや配置の変更も
適宜行っています。
今後とも、投資家のみ

なさまの多様なニーズに
応じた商品を提供してい
くとともに、積極的な情
報発信を行っていきます。

販売支援活動・情報発信の強化

当社では「貯蓄から投資へ」の大きな流れを背景に、
投資信託市場は中長期的には拡大基調を続けるものと
考えています。
足元では、各市場・資産の大幅な下落、個人のリスク

許容度低下などリスク商品への投資マインド冷え込みか
ら、厳しい状況が続くと思われますが、このような環境
のもと、当社は販路の拡大、既存販売会社との取引深
耕を図るべく、商品開発力や販売支援活動の強化など

諸施策を推進し、お客さまへの認知度、信用・信頼の向
上を通じて、中長期的な成長に向けた基盤を強固にして
いきます。
また、内部統制面やサービス全般の充実に係る社会

的要請を受け、引き続きリスク管理・コンプライアンス
体制の充実・向上に努め、投資家のみなさまに信頼いた
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。

お客さまのニーズへの取り組み方針
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中央三井キャピタル
法人・機関投資家のお客さま向けサービス

外部環境・お客さまのニーズ 具体的な取り組みとサービス

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

投資家のみなさまへの
良質な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
等の幅広い投資家のみなさまより出資を受け、プライベートエク
イティ分野における4つの投資領域への投資を行っています。

業務の概要

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

プライベートエクイティファンド運用業務
運用するファンドの総額 *　2,626 億円

法人・機関投資家の
お客さまへ * 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）。
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 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）
が一般的になる中、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
承継等を背景にした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。

 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。

 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。

各種ニーズにマッチしたリスクマネーの提供～ 4つの投資領域～

昨今の低迷する株式市場を背景に株価動向と相関性の低
い投資対象として、プライベートエクイティ分野への投資ニー
ズは、年金基金などの機関投資家のみなさまを中心に今後
も拡大するものと考えられます。
当社は、プライベートエクイティ投資におけるグローバルな
分散投資機会を提供するファンドオブファンズ、ミドルリスク・
ミドルリターンの投資機会を提供するメザニンファンドなど、

金融機関や年金基金等の投資家のみなさまに良質な投資機
会を提供しています。　
プライベートエクイティ投資は、今後、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、投資家のみなさまに分散投資機会を提供する
ため、引き続きファンドの組成を行っていきます。

投資家のみなさまへの良質な分散投資機会の提供

当社では、4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、これまでにコバレントマテリアル
株式会社（旧社名 東芝セラミックス株式会社）、株式会
社コメダ（珈琲所 コメダ珈琲店）など、数々の投資実績
を積み上げています。

当社では、今後も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、メザニンファイナンスに積極的に取り組ん
でいきます。

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




