
海外 

 ■ SMBC Capital Markets, Inc. (スワップ関連業務) 
 ■ TT International Asset Management Ltd (投資運⽤業務、投資助⾔‧ 代理業務)

国内 

 ■ 株式会社⽇本総合研究所 (システム開発‧情報処理業務、コンサルティング業務、シンクタンク業務) 
 ■ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (投資運⽤業務、投資助⾔‧代理業務) 
 ■ エー‧アイ‧キャピタル株式会社 (投資運⽤業務、投資助⾔業務) 
 ■ NCore株式会社 (情報処理サービス業務、コンサルティング業務) 
 ■ SMBCベンチャーキャピタル株式会社 (ベンチャーキャピタル業務) 
 ■ SMBCコンサルティング株式会社 (経営相談業務、会員事業) 
 ■ ジャパン‧ペンション‧ナビゲーター株式会社 (確定拠出年⾦運営管理業務) 
 ● 株式会社さくらケーシーエス (東京証券取引所市場第⼆部上場) (システム開発‧情報処理業務) 
 ● 株式会社JSOL (システム開発‧情報処理業務) 
 ● さくら情報システム株式会社 (システム開発‧情報処理業務)

主な関係会社

そ 
の 
他 
事 
業

国内 

 ■ 三井住友カード株式会社 (クレジットカード業務) 
 ■ SMBCファイナンスサービス株式会社 (クレジットカード業務、信販業務、トランザクション業務) 
 ■ SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 (消費者⾦融業務) 
 ■ 株式会社 SMBCモビット (消費者⾦融業務) 
 ● ポケットカード株式会社 (クレジットカード業務)

主な関係会社コ 
ン 
シ

マ

ー
ー

ュ

フ 
ァ 
イ 
ナ 
ン 
ス 
業

海外 

 ■ SMBC Nikko Securities America, Inc. 
 ■ SMBC Nikko Capital Markets Limited

国内 

 ■ SMBC⽇興証券株式会社

主な関係会社

証 
券 
業

海外 

 ■ SMBC Leasing and Finance, Inc. 
 ● SMBC Aviation Capital Limited

国内 

 ● 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 
 ● 住友三井オートサービス株式会社

主な関係会社

リ 
 
ス 
業

ー

海外 

 ■ SMBC Bank International plc 
 ■ 三井住友銀⾏ (中国) 有限公司 
 ■ PT Bank BTPN Tbk 
 ■ SMBC Americas Holdings, Inc. (銀⾏持株会社) 
 ■ Manufacturers Bank 
 ■ Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. 
 ■ JSC Sumitomo Mitsui Rus Bank 
 ■ SMBC Bank EU AG 
 ■ Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad 
 ● 東亜銀⾏有限公司 
 ● ACLEDA Bank Plc. 
 ● Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank

 (注)

国内 

 ■ 株式会社三井住友銀⾏ 
 ■ 株式会社SMBC信託銀⾏ 
 ■ SMBC信⽤保証株式会社 (信⽤保証業務) 
 ● 株式会社ジャパンネット銀⾏ (インターネット専業銀⾏)

主な関係会社

銀 
⾏ 
業

(■は連結⼦会社、●は持分法適⽤会社)

(注) 2021年4⽉5付でPayPay銀⾏(株)に社名変更
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SMBCグループの概況 (2021年3⽉31⽇現在) 



SMBCグループの変遷

2003年3⽉末時点 2011年3⽉末時点 2021年3⽉末時点

三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ

����.�合併‧改称

(SMFG ��.��%)

⼤和住銀投信投資顧問
(SMFG ��.��%)

⼤和住銀投信投資顧問

(SMBC ��.�%)

三井住友アセットマネジメント
(SMBC ��.�%)

三井住友アセットマネジメント

連結⼦会社化

(SMBC ��％)

����.�

SMFG 直接出資に切替
(SMFG ��%)

����.��

(SMFG ��.��%)

三井住友DSアセットマネジメント

(SMFG ���%)

⽇本総合研究所
(SMFG ���%)

⽇本総合研究所
(SMFG ���%)

⽇本総合研究所

(SMFG ���％) 

SMBCコンシューマーファイナンス

(SMBC ��%)

持分法適⽤会社化

プロミス

����.�

連結⼦会社化

(SMBC ��.��%)

����.�� 改称����.�

SMFG 完全⼦会社化
(SMFG ���%)

����.�(SMBC ��.��%)

プロミス

����.�合併

連結⼦会社化

(SMBC ��%)

����.�(SMBC ��.��%)

クオーク

持分法適⽤会社化

(SMFG �.��%、SMBC ��.��%)

セントラルファイナンス

����.�

オーエムシーカード
持分法適⽤会社化

(SMBC ��.��%)

����.�

(FGCC ��.��%)

FGCCが親会社に

����.��

セディナ
合併‧改称����.�

(FGCC ��.��%)

連結⼦会社化

����.� (FGCC ��.��%)

セディナ

(FGCC ���%)

FGCC 完全⼦会社化
����.�

(SMCC ���%)

SMCC 

完全⼦会社化

����.�

(SMCC ���%) 

SMBCファイナンスサービス

(SMBC ��.��%)

エスエムビーシーファイナンス

(SMFG/SMBC �%)(注5)

三井ファイナンスサービス

(SMFG/SMBC �%)(注5)

さくらファイナンスサービス

(SMFG/SMBC �%)(注5)

SMBCファイナンスサービス
合併‧改称����.�

(SMFG/SMBC �%)(注5)

SMBCファイナンスサービス

(セディナ 100%)

セディナ 完全⼦会社化

����.�

(SMFG ���%) 

SMFGカード＆クレジット
(SMFG ���%)

SMFGカード＆クレジット
設⽴����.��

(SMFG ��%)

NTTドコモと業務資本提携
����.�

(FGCC ��%)

FGCCに株式移転
����.��(SMFG ���%)

三井住友カード
(FGCC ��%)

三井住友カード (SMFG ���%)

SMFG 完全⼦会社化

NTTドコモ 出資買取
����.�合併

(SMFG ���%) 

三井住友カード

����.�合併

(SMFG ���%)

SMFG 完全⼦会社化
����.��(SMBC ���%) (注3) 

SMBC⽇興証券
(SMBC ���%)

⽇興コーディアル証券

買収����.��

(SMBC ��.��%)

さくらフレンド証券

(SMBC ��.��%)

明光ナショナル証券
(SMBC ��.��%) (注4)

SMBCフレンド証券
合併‧改称����.�

(SMFG ���%)

SMFGの完全⼦会社化
����.� (SMFG ���%) 

SMBCフレンド証券

(SMFG ���%) 

SMBC⽇興証券

三井住友銀リース
(SMFG ��%)

⼤和証券エスエムビーシー

SMFG出資持分を譲渡し合弁解消
����.��

(SMBC ��%、SMFL ��%)

連結⼦会社化

SMBC Aviation Capital
����.�買収‧改称

(SMBC ��%、SMFL ��%)

リース共同事業再編 

持分法適⽤会社化

����.�� (SMBC ��%、SMFL ��%) 

SMBC Aviation Capital

(SMFG ��%) ����.��

(SMFG ��%)

リース共同事業再編 

持分法適⽤会社化

三井住友ファイナンス＆リース
(SMFG ���%)

三井住友銀リース

(SMFG ��%)

出資⽐率⾒直し

����.�

(SMFG ��%)

住商リース合併‧改称

����.��
三井住友ファイナンス＆リース
(SMFG ��%) 

(SMBC ��.��%)

持分法適⽤会社化

BTPN 
����.�出資

(SMBC ��%)

株式追加取得

����.�

(SMBC ��.��%)

連結⼦会社化

����.�

改称

����.� (SMBC ��.��%) 

Bank BTPN

(SMBC ���%) 

SMBC信託銀⾏
����.�� 買収‧改称

SMBC信託銀⾏
(SMBC ���%) 

(SMFG ���%) 

三井住友銀⾏
(SMFG ���%) 

三井住友銀⾏
(SMFG ���%) (注2)

三井住友銀⾏

(注4) 2004年度末時点

(注1) SMFG‧SMBC出資⽐率は直接保有分（⼦会社等を通じた間接保有は含まないベース）

(注2) 2003年3⽉17⽇にわかしお銀⾏と合併

(注3) 2011年4⽉1⽇改称

(注5) 三井ファイナンスサービスおよびさくらファイナンスサービス、SMBCファイナンスサービスは三井住友銀⾏の⼦会社による間接保有を含めると所有割合100％

(注6) 議決権保有主体の略号は以下の通り。

SMFG: 三井住友フィナンシャルグループ 

SMBC: 三井住友銀⾏ 

SMFL: 三井住友ファイナンス＆リース 

FGCC: SMFGカード＆クレジット 

SMCC: 三井住友カード


