
 

 

 平成30年7月27日 

各位 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 

（証券コード：8309 東名） 

  三井住友信託銀行株式会社 

 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

 

資産運用機能の分割・統合に関する契約書の締結について 
 
 
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（取締役執行役社長：大久保 哲夫、以下「三井住友トラ

スト・ホールディングス」）は、グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、三

井住友信託銀行株式会社（取締役社長：橋本 勝、以下「三井住友信託銀行」）の資産運用機能の分割、

及びグループ関係会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（取締役社長：平木 秀樹、

以下「三井住友トラスト・アセットマネジメント」）との統合（以下「本件分割・統合」）に向けて準備を進めて

まいりましたが、本日、各社の取締役会における決議を経て分割契約書を締結いたしましたのでお知ら

せします。 

なお、本件分割・統合は関係当局の認可等を前提としております。 

 
記 

 
＜新たな運用会社に関する分割契約書の要旨を含む概要＞  

商号 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 

（英文名：Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.） 

代表取締役社長 菱田 賀夫 

統合日 平成30年（2018年）10月1日 

統合の方法 三井住友信託銀行を吸収分割会社、三井住友トラスト・アセットマ

ネジメントを吸収分割承継会社とし、三井住友トラスト・アセットマ

ネジメントが三井住友信託銀行運用事業に係る権利義務を承継

する吸収分割 

本店所在地* 東京都港区芝三丁目33番1号 

株主 三井住友トラスト・ホールディングス（100％） 

資本金 20億円 

機関設計 監査等委員会設置会社 

取締役・執行役員内定者 別紙1記載のとおり  

組織図 別紙2記載のとおり 

*統合時は 2 拠点（芝、丸の内）に分かれておりますが、平成 30 年 12 月から順次、新拠点（東京都港区 

芝公園一丁目 1 番 1 号、住友不動産御成門タワー）に集約する予定です。 



 

 

三井住友トラスト・アセットマネジメントは、お客さまの真の利益に合致した商品・サービスを提供すべ

く、業務全般にわたりフィデューシャリー・デューティーを実践し、顧客本位の業務運営を徹底すると

ともに、コーポレートガバナンス態勢の更なる高度化を進めてまいります。 
 
＜三井住友信託銀行／運用事業の組織変更について＞ 

 
 
［ご参考］対象会社の概要（平成 30 年 3 月 31 日時点） 

 三井住友信託銀行 三井住友トラスト・アセットマネジメント  

本店所在地  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  東京都港区芝三丁目33番1号  

代表者の役職・氏名 取締役社長 橋本 勝  取締役社長 平木 秀樹  

事業内容  

 

信託業務、銀行業務、併営業務、  

投資運用業、投資助言・代理業等  

投資運用業、投資助言・代理業、第二

種金融商品取引業  

資本金 3,420億円  3億円  

設立年月日  

 

大正14年7月28日  

（平成 24 年 4 月 1 日商号変更）  

昭和61年11月1日  

（平成 24 年 4 月 1 日商号変更）  

従業員数  13,659 人 288人 

株主  

（持株比率）  

三井住友トラスト・ホールディングス

（100％）  

三井住友トラスト・ホールディングス

（100％）  

資産運用残高  53.8兆円  10.0兆円  

 
以上 

 
＜本件に関する問い合わせ先＞ 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 広報室 

TEL：03-6256-6302 

マルチ戦略運用部

※1　他事業との横断部署を含む

※2　平成30年10月1日付で組織名変更予定

年金運用部

運
用
事
業
　
※
1

受託資産運用部

受
託
事
業

廃止

　三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合
  (別紙2参照)

年金運用部

受託資産運用部

運用企画部

リサーチ運用部

スチュワードシップ推進部

株式運用部

債券運用部

インデックス運用部

海外受託推進部

平成30年7月27日時点

インベストメントマネジメント部　※2

平成30年10月1日時点（予定）

オルタナティブ運用部



 

 

［別紙1］新会社の取締役・執行役員内定者（平成30年10月1日付） 

新役職（平成 30 年 10 月 1 日） 氏名 現役職（平成 30 年 7 月 27 日時点） 

代表取締役会長（共同） （＊1）（＊2） 平木 秀樹 
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 

代表取締役社長 

取締役会長（共同）（＊1）（＊2） デービッド・セマイヤ  
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 

顧問（非常勤） 

代表取締役社長  （＊1）（＊2） 菱田 賀夫  
三井住友トラスト・ホールディングス㈱執行役員 

三井住友信託銀行㈱常務執行役員 

取締役（＊1） 荒海 次郎 

三井住友トラスト･ホールディングス㈱ 

取締役執行役専務（代表執行役） 

三井住友信託銀行㈱取締役専務執行役員 

取締役（＊1） 石崎 敏郎 
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 

内部監査部 主管 

取締役（社外）（＊1） 岩瀬 充明 
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱取締役

（社外） 

取締役（社外）（＊1） 米澤 康博 早稲田大学大学院経営管理研究科教授 

取締役（社外）（＊1） 佐々木 摩美 大東建託㈱取締役（社外） 

常務執行役員 根本 誠一郎 
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 

取締役常務執行役員 

常務執行役員 永嶋 彰代嗣 
三井住友信託銀行㈱ 

執行役員 株式運用部長 

執行役員 知村 康弘 
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 

取締役常務執行役員 

執行役員 橋詰 廣志 
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 

執行役員 投信業務部長 

執行役員 酒井 忠之 
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 

執行役員 コンプライアンス・リスク統括部長 

執行役員 鈴木 啓介 
三井住友トラスト・ホールディングス㈱  

経営企画部 運用企画部 主管 

執行役員 堀井 浩之 
三井住友信託銀行㈱  

スチュワードシップ推進部長 

執行役員 大野 宏央 
三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱ 

執行役員 投信営業第二部長 

執行役員 井上 晶 
三井住友信託銀行㈱ 

受託資産運用部長 

（＊1）平成 30 年 8 月開催予定の三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱の臨時株主総会での承認を前提 

（＊2）平成 30 年 5 月 11 日「資産運用機能の分割・統合に関する一部主要事項の方針決定について」で公表済 



 

 

［別紙 2］新会社の組織図（平成 30 年 10 月 1 日時点(予定)） 

 

 

 

株主総会

監査等委員会 取締役会

　マルチ戦略運用ユニット

運用･リスク委員会

　　　 経営会議　 商品委員会

スチュワードシップ会議

　運用企画部
　内部監査部

　プロダクト･マネジメント部
　監査等委員会室

　アクティブ運用部

　株式運用ユニット

　債券運用ユニット

　投信営業第二部

　顧客サポート推進部

　投信運用ユニット

　リサーチ運用部

　インデックス運用部

　スチュワードシップ推進部

　外部委託運用部

　トレーディング部

　運用監理部

　リスク管理部

　投資業務推進部

フィデューシャリー・デューティー諮問委員会

スチュワードシップ活動諮問委員会

人事・報酬委員会

　機関投資家営業部

　海外受託推進部

　総合企画部

　人事部

　IT推進部

　コンプライアンス部

　商品戦略企画部

　商品開発業務部

　営業企画部

　投信営業第一部


