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「新環境」において、自己変革を目指す、すみしん
より複雑になったお客様のニーズに「銀行・信託・不動産」の多様な機能を使って総合的に

お応えする「資産運用型金融ソリューションモデル」の確立を目指す住友信託銀行グループ。

その現在と今後について、皆様からのご質問に、社長の常陰がお答えします。

Q 平成21年3月期の決算のポイントを説明してください。

平成21年3月期の連結決算は、国際的な金融危機

と世界同時不況の影響を強く受けたものとなりました。

個人のお客様の投資意欲が冷え込み、不動産

市況が停滞する中、投資信託販売手数料や不動産

仲介手数料などの手数料収益が大幅に減少しました。

その一方、国際的な金融市場の混乱の中でも、

的確なリスク管理のもとでの債券投資などにより

市場性関連収益が大幅に増加したことで、連結実質

業務純益は2,411億円と、前年同期比242億円の増益

となりました。

しかしながら、海外投融資関連の損失処理や

国内企業の業績悪化などに伴う単体ならびに子会社

における実質与信関係費用の増加および株価下落

に伴う減損処理を計上したことから、当期純利益

は79億円と、前年同期比743億円の減益となりました。

平成21年3月期の業績回顧
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Q 現在および今後の事業環境についてどのようにお考えですか？

100年に一度とも言われる金融環境の激変の中、

世界的レベルで経済規模が縮小しており、当社を取り

巻く事業環境は、「逆風」・「逆境」といった言葉で

捉えられるような、しばらく耐えていれば元に戻る

という状況ではなく、お客様やマーケットの価値観、

ニーズ、さらには行動といったものがすべて変化する

新たな環境、すなわち、「新環境」に入ったと考え

ております。

こうした「新環境」の中で、お客様もさまざまな課題

を抱えられ、例えば、個人のお客様であれば、資産

運用で含み損を抱え、年金問題なども含め将来に

漠然とした不安を感じていらっしゃいます。また、法人

のお客様であれば、足元の資金調達、財務戦略の

立て直し、年金債務への対応などの、好況期には

表に出てこなかったような問題に直面されています。

このようなお客様のニーズにお応えするためには、

複雑に入り組んだ諸課題に対し、その悩みの本質を

理解し、解決策をお客様に応じて総合的に提案する、

当社の得意とするオーダーメイド型のトータルソリュー

ションこそが有効であると確信しております。

引き続き、厳しい環境が続きますが、今こそ、

「銀行・信託・不動産」の多様な機能を単一事業体で

提供する当社の強みを大いに発揮できる好機と捉え、

自信と自負を持って行動していきたいと考えております。

事業環境について
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Q なぜ、前中期経営計画の完了を待たずに新中期経営計画を
スタートさせたのでしょうか？その理由についてお聞かせください。

前述のような「新環境」においては、従来の延長線

上でサービスを提供するだけでは、お客様のニーズに

お応えできません。これまでの価値観や行動原則を

見直し、新たなお客様のニーズに、従来以上に的確

でスピード感のあるトータルソリューションを提供していく

ための、自己変革が不可欠です。

前中期経営計画で掲げた「資産運用型金融

ソリューションモデル」という私たちが目指す姿は

不変ですが、改めて、当社グループの課題を整理

し、「新環境」を突破する新たな事業戦略を策定して

迅速に行動していくべきと考え、今回中期経営計画を

作成し直しました。

新中期経営計画について

Q 新中期経営計画「進化と融合／新環境突破プラン」の概要について
教えてください。

新中期経営計画の狙いを一言で申し上げますと、

厳しく不透明な「新環境」のもと、さまざまな課題を

抱え、複雑化するお客様のニーズに、私どもの持つ

多様な機能を縦横無尽に活用して、トータルソリュー

ションを提供していくことです。

このため、当社グループが有する「銀行・信託・

不動産」の機能を、お客様の視点から、以下の５つ

の機能（「５大機能」）に括り直しました。

•法人および個人のお客様の、資産運用、資産保全

などに関するニーズに対し、運用商品の販売・運用

コンサルティングのサービス提供を行う「投資営業

機能」

•お客様のニーズに応じた最適な金融商品を組成・

運用するほか、年金基金のお客様に運用・管理

などのさまざまなサービスを提供する「投資マネージ・

年金機能」

•資産再構築・負債圧縮・事業再編などに関する

ニーズに対し、不動産仲介、不動産、金銭債権、

動産の流動化、Ｍ＆Ａ仲介などのサービス提供を

行う「アセット仲介機能」

•証券管理、証券代行、海外カストディ、遺言信託、

遺産整理などのサービスを提供する「資産管理・

事務代行機能」

•受与信・決済などのサービスを提供する「バンキング

機能」

この「５大機能」を駆使して、お客様の課題を総合的

に解決するコンサルティングサービスを提供し、顧客

基盤・マーケットシェアを着実に拡大しつつ、ダウン

サイドリスクにも強い、安定的な成長を維持していく

ことが、新中期経営計画のポイントです。

こうした狙いを実現するため、今般、事業部制を

廃止し、従前の事業部門の枠を越えた全社横断的

な業務推進態勢を強化しております。
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Q 新中期経営計画で目指す定量目標について教えてください。

新中期経営計画の最終年度である平成24年3月

期の中期財務目標・収益計画を右記の通りとして

おります。幅広い事業を営む信託銀行として、邦銀

中トップクラスの財務基盤を確保しておりますが、

もう一段高い次元の財務健全性の確立を目指して

まいります。

連結自己資本比率 12％以上

連結TierⅠ比率 8%以上

連結株主資本ROE 7%～9%
（連結自己資本ROE） （8%~10%）

連結実質業務純益 2,000億円～2,200億円

連結当期純利益 800億円～1,000億円
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厳しい経営環境のもとですが、個人・法人のお客様

への安定的な資金供給機能と、当社グループの強み

である信託機能を両輪とした事業展開に注力すると

ともに、「守り」を一段と固め、新たな展開・将来の

飛躍に向けた足場固めを着実に行ってまいります。

具体的には、攻めの重点施策として、「５大機能」

を徹底的に強化します。国内・外、法人・個人を含め

た全社の与信ポートフォリオの変革を図るとともに、

信託機能を活用した新商品・新サービス・新規事業

の開発に注力し、我が国金融界における「信託の

旗手」としての地位の確立に努めます。また、海外の

日系企業向け与信、海外投資家向け投資営業、

アジアを中心とする投資マネージ業務などを強化

し、グローバル戦略の再構築も進めてまいります。

守りの重点施策としては、昨年度新設した「投融

資管理グループ」を中心に、与信判断プロセス・

与信管理プロセスの高度化を実施し、信用リスク

管理態勢を強化してまいります。また、全社で抱える

リスクを一元的にコントロールする財務マネジメント

機能の強化を図ります。

さらに、こうした攻守のバランスを取った業務運営

を支え、付加価値創出のスピードアップを図ることを

目的に、人材育成や、社内業務の変革、経費の徹底

した削減などにも取り組んでいく所存です。

今期の経営戦略について

Q 今期の重点施策について教えてください。

Q 配当について教えてください。

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営

方針の一つとして位置付け、業績に応じた還元を実施

することを基本方針とし、新たな成長につながる戦略

投資による企業価値増大の追求と併せて、株主の

皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。

平成21年3月期におきましては、誠に遺憾ながら大幅

減益の決算となりましたが、上記の配当方針のもと、

減益の要因および今後の中期的な見通しなどを勘案し、

期末配当を1株当たり1円50銭、中間配当を含めました

年間配当を1株当たり10円とさせていただきました。

配当につきましては新中期経営計画におきましても連結

配当性向30％程度を目標といたします。業績回復に

全力をあげ着実な配当成長を目指してまいる所存で

ございますので、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。
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Q 皆様へのメッセージをお願いします。

世界的な金融危機で、欧米型の収益至上主義の

金融モデルが終焉を迎え、金融界も、改めてお客

様との信頼関係をベースとする「金融サービス業」

への原点回帰が求められています。これは、正に、

私どもが創業以来培ってきた、「最善至高の信義誠実」

に基づきサービスを提供するという「信託」の哲学と、

「受託者精神」に立脚し、常にお客様の側に立って

ソリューションを提供するという「真のお客様本位の

サービス」を、改めて時代が要請しているということ

にほかなりません。当社グループは、自らの社会的

使命を全うできる、またとない好機を迎えていると

確信を深めております。

引き続き、当社グループの多様な機能を駆使した、

「信託らしい」「住信ならでは」の高品質なサービス

を提供することにより、お客様からの信頼と支持を

一層高め、この「新環境」を乗り切ってまいりたいと

考えております。

株主の皆様には、今後とも温かいご支援を賜ります

よう、心からお願い申し上げます。

皆様へのメッセージ




