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ご挨拶

平成20年3月期の国内の景気は、上半期は堅調な設備投資に下支えされ、緩や

かな拡大を続けましたが、下半期は、企業収益が伸び悩んだことなどにより踊り場を

迎えました。また、金融市場は、米国のサブプライムローン問題に起因した海外投融

資市場の混乱の影響から、先行きの不透明感が高まりました。

こうした環境のもと、私どもは、「銀行・信託・不動産事業」を兼営する信託銀行としての自らの強みに一層の磨きをか

け、多種多様な機能を活用した「信託らしい」各事業を、「住信ならでは」のスピード感を持って展開する「攻め」の部分

と信託受託者としての高い信頼度を維持するとともに、コンプライアンス、リスク管理態勢のさらなる高度化を図る「守り」

の部分の双方のバランスを取りつつ、各事業戦略の強化や経営インフラの充実に積極的に取り組んでまいりました。

その結果、年金・投資信託受託などの信託事業を中心とした手数料収入やマーケット関連収益が堅調に推移したこ

となどにより、平成20年3月期の連結実質業務純益は、前期比14億円増加の2,168億円となりました。一方、海外投融資

関連資産の損失処理を含めた与信関係費用が追加的に発生したことなどから、連結当期純利益は、同214億円減益

の823億円となりました。

期末配当金については、前期実績と同額の、1株当たり8円50銭（年間配当金は1株当たり17円）とさせていただきました。

金融市場の動向は、今後も注視を要しますが、私どもは、お客様本位の姿勢を徹底し、多様な事業ポートフォリオを活

かした商品サービスのさらなる充実に努め、「住信ならでは」の付加価値の高いサービスによるトータルソリューションのご

提供に一層注力してまいります。そして、「貯蓄から投資へ」の時代の大きな流れの中で、自らのバランスシートを活用し

て行う「間接金融機能」、投資信託や年金といった資産の「運用・管理機能」、そして資産流動化や証券化などの金融

技術を用いた「アレンジ機能」を中核とするオンバランス・オフバランス双方にわたる多彩な金融仲介機能を発揮し、個

人・法人双方のお客様にとって最適な投資機会や調達手段をご提供する「資産運用型金融ソリューショングループ」へ

と進化することにより、持続的成長を遂げていく所存です。

このような事業活動を通じまして、お客様から、より一層のご信頼とご支持をいただき、企業価値の増大を実現するべく、

役職員一同全力を尽くしてまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

平成20年7月

取締役社長　常陰　均

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し

上げます。このたび「すみしんレポート」をお届けするにあたり、謹んで

ご挨拶を申し上げます。



■趣味は何ですか？

山登りです。本格的な登山ではないのですが、車で3～4合目まで行き、そこか

ら山頂まで登って戻る、というスタイルの山登りをしています。最近は、仕事の関係

もあって週末に出かけるのが難しくなりましたので、時間が空いて山に行ける日

が来るのを楽しみにしながら、散歩や美術館めぐりで気分転換をしています。

■入社以来、どのような業務に就いてきましたか？

若いときは、融資や事業調査など法人のお取引先様を担当する業務に比較

的長く従事しました。部長になってからは投資マネージ事業と証券管理サービス

事業を統括する証券業務部長や企画部長など、事業や会社の企画全般を担う

業務に携わってきました。

中でも印象に残っている業務として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社の立ち上げがあります。他行と共同で日本初の証券管理専門の信託銀行を

設立するという全く新しい業務にチャレンジし、法律や税務の面でのさまざまな課

題を粘り強く解決して設立を果たしました。

■53歳での社長就任。どう受け止めていますか？

金融界では若いという声もあるかもしれませんが、産業界一

般で見れば私より若い方も少なくありません。住友信託銀行は、

多様な業務を取り扱っており、もともと年齢にこだわらず若い

人にチャレンジさせるという風土がありますので、社内でも比

較的冷静に受け止められていると感じています。

社長インタビュー

株主の皆様におかれましては、常日頃より当社の経営にご理解・ご支援を賜り、ありがとうご

ざいます。ここでは社長の常陰が、株主の皆様から多くお寄せいただいているご質問にお答

えいたします。皆様に、当社をより深くご理解いただくための一助となれば幸いです。

まずこのページでは、

社長の常陰について

ご紹介いたします。
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Q1 平成20年3月期の決算のポイントを説明して下さい。

一言でいえば、米国のサブプライムローン問題に起因し

た金融マーケットの混乱の影響を強く受けた決算でした。

銀行の基礎的な収益力を示す実質業務純益でいい

ますと、個人のお客様の投資意欲が冷え込み、投資信

託販売手数料が減少し、また不動産市況の不透明感

から不動産仲介手数料が伸び悩みました。他方で、年

金や投資信託受託等の信託事業を中心とした手数料

当社は、サブプライムローンの貸出自体は行っており

ません。また、サブプライムローンを裏付資産とした資産

担保証券の保有もごくわずか（平成20年3月末で130

億円）にとどまります。

しかしながら、サブプライムローン問題が引き起こし

た海外投融資市場の混乱により、格下げや流動性の

低下（買い手がつかない状態になること）で価格が急

落する事態となったため、その影響は、当社が資金運

用の一環として保有するサブプライムローンに直接関

係のない証券化商品にも及びました。こうした事態を受

け、リスク要因を極力将来に持ち越さないために、当社

は、平成20年3月期中において従来の基準による処理

に加え、より厳格な損失処理を実施いたしました。

その結果、海外投融資関連の損失は793億円と、誠

に遺憾ながら多額の費用計上となりましたが、引き続き

堅固な財務体質を維持しております。

Q2 サブプライムローン問題の影響と当社の対応について教えて下さい。

収入や国債等債券損益などのマーケット関連収益は増

加したことから、平成20年3月期の連結実質業務純益は

2,168億円となり、前期比14億円の増益を確保しました。

しかしながら、海外投融資関連の損失処理に伴

い、実質与信関係費用が拡大したことなどから、連結

当期純利益は823億円となり、前期比214億円の減益

となりました。

実質与信関係費用

国内要因

海外要因

平成20年3月期 実質与信関係費用の内訳 （単位：億円）
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海外投融資市場の混乱の影響から、金融市場にお

ける先行きの不透明感が続くことも予想され、産業界

全体への波及や当社収益への影響は引き続き注意深

く見守る必要があると考えています。

しかしながら、先ほどQ2において述べました通り、平

成20年3月期中に、より厳格な損失処理を実施した結

果、現在保有している資産担保証券は、高格付でリスク

の限定的な商品が大半であり、十分にリスクをコントロー

ルできる水準と考えております。また、リスク管理態勢を

一層強化していくことにより、堅固な財務体質を維持す

るとともに、持続的・安定的な成長を目指してまいります。

当社グループは、事業部制や連結事業戦略の下で、

従前の貸付信託と企業向け長期貸出を中心とする、単

機能型の「産業金融モデル」から脱却し、収益構造の多

層化・事業ポートフォリオの多様化に努めてまいりました。

こうした多機能・多様性を特徴とする事業ポートフォ

リオは、当社グループの大きな強みとなりましたが、一段

と厳しさを増す金融環境の中にあっては、そうした強み

をさらに徹底的に強化し、当社の持つ付加価値の高い

サービスによるトータルソリューションの提供力に一層の

磨きを掛けていく必要があります。

そして、今後の「貯蓄から投資へ」の大きな流れの

中で、当社の持つ多様な事業や機能をさらに強化し

「進化」させ、これまで以上に各事業間の「融合」を積

極的に進め、個人・法人の別を問わず、有利で多様な

運用先を求めるお客様に、経済の有望分野や成長分

野へのベストな投資機会をご提供するとともに、資金調

達のニーズにも多様な機能を用いてソリューションをご

提供する「資産運用型金融仲介モデル」の確立を目

指していく、これが、今期よりスタートさせた新中期経営

計画のポイントです。

新中期経営計画の遂行に際しては、「信託らしい」

「住信ならでは」にこだわった事業運営により、当社グ

ループの安定的な成長を可能とするお客様基盤・収益

基盤を構築していきます。

Q3 サブプライムローン問題により、今後、さらに影響を受けることはないのですか？

Q4 今期より、『進化と融合』をキーワードとした新たな中期経営計画を

スタートさせたとのことですが、概要について教えて下さい。

証券化商品計

時価のある証券化商品※

時価のない証券化商品

法人向けローン

海外資産を裏付とする証券化商品および
その他の海外向け投融資残高（平成20年3月末）（単位：億円）

評価差額取得原価
（減損処理後）

海外資産を裏付とする
証券化商品

△565

△565

–

6,676 

6,638

37

2,855

残高その他の海外向け投融資残高

※時価のある証券化商品の評価損益率は△8.5％です。
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｢信託らしさ」と「住信ならでは」は、社長就任にあたっ

て私が基本方針として掲げた2つのキーワードです。

｢信託らしさ」とは受託者の精神をベースに、お客様

の側に立ち、一つひとつ丁寧でベストなソリューションを

ご提供していくビジネスモデルを指しています。信託と

いう制度は、一定の目的のために財産の名義まで移し

て、その運営や管理を委託する制度であり、委託者と

受託者の間に高度な信頼関係がなければ成立しない

制度です。

例えば、相続のご相談などでは信託らしさが最も発

揮されます。相続は、ご存知の通り家族構成から年齢、

資産の内容まで千差万別のご事情があります。それに

対し、私たちは常に誠実にお話を伺う所から始めて、

そのうえで遺言や資産をどうするか、相続した資産や不

動産の運用をどうしたらいいかなど、オーダーメイドで

サービスを組み立てていきます。

住友信託銀行は、信義誠実を旨とし、すべての事業に

おきまして信託らしさを発揮していきたいと思っています。

Q5 「信託らしさ」とは何ですか？

Q6 「住信ならでは」とは何ですか？具体的に教えて下さい。

｢住信ならでは」とは、多様性・創造性とスピードであ

ると考えています。お客様の個々のニーズに当社グ

ループの高度で多様な専門性を結び付け、新たな付加

価値を創造し、素早くソリューションを提供する―これ

こそが住友信託銀行の強みであり、一般の商業銀行

などとは一線を画する特長です。私たちは、これらの点

に徹底的にこだわって事業運営を行ってまいります。

「信託らしさ」

･ 全事業で受託者精神をベースに

･ お客様の側に立って一つひとつ

丁寧で、ベストなソリューションを提供

「住信ならでは」

「多様性」「創造性」「スピード」
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Q8 新中期経営計画で目指す定量目標について教えて下さい。

当社グループが持つ上質なお客様基盤や多様な機

能、経営資源のポテンシャルを最大限に活性化させ、事

業間の融合を推進していくことにより到達する定量目

標として、新中期経営計画では、最終年度である平成

23年3月期の目標数値を右の通り定めました。

･連結実質業務純益 ：2,500億円

･連結当期純利益 ：1,250億円

･連結株主資本ROE ：11%程度

･連結TierⅠ比率 ：8%程度

Q7 今後の住友信託銀行の成長機会をどう見ていますか？

具体的な取り組みとともに教えて下さい。

足許の金融マーケットは、依然として不透明でありま

すが、大きなトレンドとしては、「貯蓄から投資へ」の流れ

の中で、「資産の運用・管理機能」や「不動産機能」も

含めた信託銀行の総合力を発揮するチャンスはますま

す増加していくと思います。

特に、当社の有する専門性の高い多様な機能を、各

事業間やグループ内各社相互間で進化・融合させなが

ら展開し、「住信ならでは」の総合的なソリューションを

提供する分野を私は「ハイブリッド型事業」と名付けて

いますが、こうした「ハイブリッド型事業」と呼んでいる事

業領域については、今後、大きな成長機会があると捉え

ています。

具体的には、機関投資家向けの運用コンサルティン

グ力を活用して個人・法人も含めたグループ全体の投

資家基盤を拡充する「投資営業」、プライベートバンキ

ング・富裕層のお客様に、資産に関するトータルソリュー

ションを提供する「ウェルスマネジメント事業」、不動産

取引のプロセスから発生するさまざまな収益機会を当

社グループ全体で獲得していく「不動産総合事業」な

どの展開に注力いたします。
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当社グループは、これまで申し上げてきたような事業

活動を、「3つのベスト＝ベストソリューション・ベストパ

フォーマンス・ベストバランス」を常に意識した行動により

実践し、今後、大きな将来性を有する「資産運用型金

融ソリューショングループ」へと進化を遂げてまいります。

｢3つのベスト」とは、コンサルティングにおいては「ベ

ストソリューション」を提供し、貸出や運用をはじめとす

る当社の商品サービスにおいては「ベストパフォーマン

ス」を発揮し、これらを支える事務・業務運営について

Q10 皆様へのメッセージをお願いします。

は攻めと守りの「ベストバランス」を追求していくことを

意味しています。

一人ひとりのお客様にとっての「ベスト」、すなわち

「最善」「最適」をご提供する事業活動を通じまして、お

客様の信頼を獲得していくべく、引き続き役職員一同

職務に邁進する所存でございますので、株主の皆様に

おかれましては、今後とも当社を末永くご愛顧いただき

ますようお願い申し上げます。

Q9 株主還元についてどう考えていますか？

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課

題の一つと位置付け、平成17年3月期以降、業績連動

型の配当政策を採用してまいりました。

連結当期純利益に対する配当性向の目処を、当初

は20%としていましたが、業績や経営環境の見通し、将

来の成長に向けた投資環境を総合的に判断し、平成

20年3月期より水準を切り上げ、現在は配当性向30%

程度を目処としています。こうした株主還元策に関する

考え方は、今後とも株主の皆様にわかりやすくお伝えし、

経営の透明性を維持していきます。

なお、平成20年3月期におきましては、海外投融資関

連の損失処理により、誠に遺憾ながら減益決算となりま

したが、1株当たり配当金につきましては、前期と同額

の17円とさせていただきました。
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