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SMBCグループのサステナビリ
ティの取組に対する社外から
の認証や表彰を⼀覧にまとめ
ています。

外部評価・認証実績

評価・認証実績
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SMBCグループのサステナビリティの取組は外部から評価され、以下のような認証を取得し、また表彰を受賞していま
す。

SMBCグループの積極的なサステナビリティの取組は市場において⾼い評価を受け、下記のような世界の主要なESGイ
ンデックスに組み⼊れられています。

インデックス 内容

■FTSE4Good Global 100 Index 英国の⾦融紙フィナンシャル・タイムズとロンドン証券取引所の共同出資
会社であるFTSEインターナショナルが作成した指数 

■FTSE Blossom Japan Index ⽇本株の時価総額上位500銘柄の中から、各業種の中でESG格付けが相対
的に⾼い銘柄を選別して構成する指数。GPIFがESG投資の指標として採
⽤

FTSE Russellはここに三井住友フィナンシャルグループが第三者調
査の結果、FTSE Blossom Japan Index組み⼊れの要件を満たし、
本インデックスの構成銘柄となったことを証します。FTSE Blosso
m Japan IndexはグローバルなインデックスプロバイダーであるF
TSE Russellが作成し、環境、社会、ガバナンス（ESG）について
優れた対応を⾏っている⽇本企業のパフォーマンスを測定するため
に設計されたものです。FTSE Blossom Japan Indexはサステナブ
ル投資のファンドや他の⾦融商品の作成・評価に広く利⽤されま
す。

評価・認証実績

ESGインデックスへの組み⼊れ

FTSE4Good Global 100 Index

FTSE Blossom Japan Index

詳細 閉じる
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インデックス 内容

■MSCI Japan ESG Select Leaders I
ndex

⽶国のMSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナ
ル）社がESGの観点から⾼評価の企業を構成銘柄とする指数。GPIFがES
G投資の指標として採⽤

THE INCLUSION OF SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP I
N ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADE
MARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NO
T CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMO
TION OF SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP BY MSCI OR

MSCI Japan ESG Select Leaders Index

Disclaimer 閉じる

ANY OF ITS AFFILIATES.  
THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSC
I.. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND OGOS ARE TRA
DEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

■MSCI Japan Empowering Women
Index（WIN）

⽶国のMSCI（モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナ
ル）社が⼥性活躍の観点から⾼評価の企業構成銘柄とする指数。GPIFがE
SG投資の指標として採⽤

THE INCLUSION OF SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP I
N ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADE
MARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NO
T CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMO
TION OF SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP BY MSCI OR
ANY OF ITS AFFILIATES. 
THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSC
I.. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND OGOS ARE TRA
DEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

■SOMPOサステナビリティ・インデ
ックス

SOMPOアセットマネジメントによるESG運⽤指数 

■Bloomberg 「Gender-Equality In
dex」

Bloomberg社が2017年に開発した、企業の男⼥平等に対する取組、情報
開⽰姿勢、実績等を評価する指数

その他の詳細情報については、以下のリンク先をご覧ください。

Disclaimer 閉じる

SOMPOサステナビリティ・インデックス

株主・投資家の皆さまへ
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認証取得

取得企業 認証 内容

三井住友銀⾏

COPC®CSP規格Release5.2 国内2拠点のコールセンター（神⼾、福岡）にお
いて、国際的な品質保証規格「COPC®CSP規格R
elease5.2」の認証を取得。邦銀では初めての取
得

SMBC信託銀⾏ COPC®CX規格CSP 6.1版 コンタクトセンター業務の国際的な品質保証規格
「COPC®CX規格CSP6.1版」の認証を取得。

SMBC⽇興証券
COPC®CSP規格 コンタクトセンター運営の国際的な品質保証規格

「COPC®CSP規格」への適合について認証を取
得

SMBC⽇興証券

「HDI-Japan」が提供する「H
DI五つ星認証プログラム」にて
「五つ星認証センター」取得

サポートサービス業界の国際機関Help Desk Insti
tuteの⽇本法⼈「HDI-Japan」が提供する「HDI
五つ星認証プログラム」にて、コールセンターの
受電業務を評価する「問合せ窓⼝」部⾨と、Web

受賞・認証実績（SMBCグループ）

CS・品質向上

サイトを評価する「サポートポータル」部⾨の2
部⾨が国内初の取得

SMBC⽇興証券

「ISO10002⾃⼰適合宣⾔」お
よび「お客さま志向⾃主宣⾔」

国際標準化機構（ISO）が策定した組織の苦情対
応に関する国際規格「ISO10002/JIS Q 10002
（品質マネジメント－顧客満⾜－組織における苦
情対応のための指針）」に適合したお客さまの声
への対応の仕組みを構築し、「ISO10002⾃⼰適
合宣⾔」を実施。
同時に、消費者庁が推進する、事業者が消費者を
重視した「消費者志向経営」の実現に向けた同社
の考え⽅や取組⽅針を表明する「お客さま志向⾃
主宣⾔（消費者志向⾃主宣⾔）」も実施。
両宣⾔を実施するのは証券会社で初の事例。

SMBCコンシューマー 
ファイナンス

COPC®CX規格CSP版 Release
6.0a

国内３拠点のお客様サービスセンター(東京、⼤
阪、福岡)において、コンタクトセンター業務の国
際的な品質保証規格「COPC®CX規格CSP版 Rele
ase6.0a」の認証を取得。ノンバンク業界(信販・
クレジット含む)として、国内で初めての取得。
また、国内２拠点にある保証センター(東京、福
岡)においても、コンタクトセンターおよびBPO業
務(※)の国際的な品質保証規格「COPC®CX規格
CSP版 Release6.0a」の認証を取得。BPO業務に
関するCOPC認証は国内企業で初めての取得。
※ビジネスプロセスアウトソーシング業務
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受賞・評価実績

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2020年
SMBC信託銀

⾏

HDI-Japanの「問合せ窓⼝（電話）」「モニタリ
ング」格付けにおいて、国内で最⾼評価を⽰す
「三つ星」を獲得

コールセンターにおける電話応対
の品質

2019年
三井住友カー

ド

HDI-Japanの「モニタリング」格付けにおいて、
国内で最⾼評価を⽰す「三つ星」を2018年より2
年連続獲得

コールセンターにおける電話応対
の品質

2018年
三井住友カー

ド

Contact Center World.com社主催の「コンタク
トセンター・ワールドアワード」世界⼤会におい
て、「BestCustomerService」部⾨で銀賞受賞

ＣＸ（カスタマー・エクスペリエ
ンス）の強化・向上を中⼼とした
コールセンター運営改⾰の取組

2018年 三井住友銀⾏

公益社団法⼈企業情報化協会主催の「サービス・
ホスピタリティ・アワード 2018」最優秀賞

お客さまへのサービス向上を⽬的
に、最先端のデジタル技術を活⽤
したペーパーレス店舗の実現によ
るホスピタリティ向上への取組

2018年 三井住友銀⾏ 東京都「⼼のバリアフリー」サポート企業に認定 従業員の「⼼のバリアフリー」を
推進するための取組

2018年 三井住友銀⾏
株式会社J.D.パワージャパン 個⼈資産運⽤顧客
満⾜度調査において、3年連続全国銀⾏系1位受
賞

資産運⽤をしているお客さまの満
⾜度

2017年 三井住友銀⾏
「ユニバーサルマナーアワード2017」（サステ
ナビリティ部⾨）受賞

ユニバーサルデザインを考慮した
ハード⾯の取組やグルーフﾟにお
ける障がい者雇⽤推進等への取組

2017年

公益社団法⼈企業情報化協会主催の「サービス・
ホスピタリティ・アワード2017」優秀賞受賞

お客さまへのサービス向上を⽬的
に、最先端のデジタル技術を活⽤
したペーパーレス店舗の実現によ
るホスピタリティ向上への取組

2017年 三井住友銀⾏

ContactCenterWorld.com社主催の「コンタクト
センター・ワールドアワード」世界⼤会におい
て、「テクノロジーイノベーション」「アウトバ
ウンド」2部⾨で⾦賞受賞

「テクノロジーイノベーショ
ン」：コンタクトセンターにおけ
るAI活⽤にて、業務効率化、C
S、ES向上への取組
「アウトバウンド」：アウトバウ
ンド運⽤を成功させるための戦
略、計画、⼈事への取組

2017年 三井住友銀⾏
公益社団法⼈企業情報化協会主催の「カスタマー
サポート表彰制度」において、優秀賞受賞

リモートチャネル活⽤による、顧
客満⾜度向上や営業貢献、業務効
率化への取組

2017年 三井住友銀⾏

⽉間コンピューターテレフォニー誌を発刊する株
式会社リックテレコム コンピューターテレフォ
ニー編集部主催の「コンタクトセンター・アワー
ド2017」において、テクノロジー部⾨賞受賞

テクノロジーを活⽤したコンタク
トセンターの効率化、CS向上へ
の取組

三井住友銀⾏
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2017年 三井住友銀⾏

HDI-Japanの「問合せ窓⼝」「Webサポート」
格付けにおいて、国内で最⾼評価を⽰す「三ツ
星」を2016年より2年連続獲

「問合せ窓⼝」：問合せ窓⼝のク
オリティ・パフォーマンスを調査
「Webサポート」：Webのサポ
ート性を調査

2017年 三井住友銀⾏
JDパワー アジアパシフィック社実施 コールセン
ター満⾜度調査
全国系銀⾏ 1位

コールセンターにおける顧客対応
等、顧客満⾜度

2015年 三井住友銀⾏
ContactCenterWorld.com社主催の「コンタクト
センター・ワールドアワード」アジアパシフィッ
ク⼤会において⾦賞、世界⼤会において銀賞受賞

リモートチャネル活⽤による営業
店連携、営業貢献への取組

2015年 三井住友銀⾏
⼀般社団法⼈CRM協議会主催の「CRMベストプ
ラクティス賞」において、2014年より2年連続受
賞

リモートチャネル活⽤による顧客
満⾜度向上や営業貢献、業務効率
化への取組

2015年 三井住友銀⾏

⽉間コンピューターテレフォニー誌を発刊する株
式会社リックテレコム コンピューターテレフォ
ニー編集部主催の「コンタクトセンター・アワー
ド2015」において、審査員特別賞受賞

コールセンターに寄せられる顧客
の声をもとにした商品・サービス
の向上や顧客満⾜度向上への取組

2015年 三井住友銀⾏
公益社団法⼈企業情報化協会主催の「カスタマー
サポート表彰制度」において、2014年より2年連
続奨励賞を受賞

リモートチャネル活⽤による、顧
客満⾜度向上や営業貢献、業務効
率化への取組

2014年
SMBC 

⽇興証券

ContactCenterWorld.com社主催の「コンタクト
センター・ワールドアワード」アジアパシフィッ
ク⼤会において、2011年より4年連続受賞

コンタクトセンターの運営⼿法、
顧客満⾜度向上や経営貢献への取
組

2013年 SMBC 
⽇興証券

公益社団法⼈⽇本電信電話ユーザ協会指定の「ゴ
ールドランク企業」に認定

コンタクトセンターにおける電話
応対の品質

2013年
SMBC 

⽇興証券

公益社団法⼈企業情報化協会主催の「優秀コンタ
クトセンター表彰制度-Best Contact Center of
The Year-」において、2010年より4年連続受賞

コンタクトセンターの運営⼿法、
顧客満⾜度向上や経営貢献への取
組

2013年
SMBC 

⽇興証券

⼀般社団法⼈CRM協議会主催の「CRMベストプ
ラクティス賞」において、2008年より6年連続受
賞

コンタクトセンターを活⽤した営
業ビジネスモデル

2013年
SMBC 

⽇興証券

公益社団法⼈⽇本電信電話ユーザ協会主催の「電
話応対コンクール」において、2005年より9年連
続全国⼤会⼊賞

コンタクトセンターにおける電話
応対の品質

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2013年 SMBC 
⽇興証券

公益社団法⼈⽇本電信電話ユーザ協会主催の「企
業電話応対コンテスト」において、2009年より5
年連続受賞

コンタクトセンターにおける電話
応対の品質
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2013年
SMBC 

⽇興証券

HDI-Japanの「問合せ窓⼝格付け」において、国
内で最⾼評価を⽰す「三ツ星」を2006年より8年
連続獲得

コンタクトセンターにおける電話
応対の品質

2012年
三井住友 

銀⾏

J.D. パワー アジア・パシフィック社実施「2
012年⽇本投資サービス顧客満⾜度調査」<対⾯
銀⾏部⾨>において、顧客満⾜度第1位受賞

商品・サービス、顧客対応等、顧
客満⾜度

2010年
SMBC 

⽇興証券

⽉刊コンピューターテレフォニー主催のコンタク
トセンター・アワード2010において、審査員特
別賞受賞

コンタクトセンターの運営⼿法、
顧客満⾜度向上や経営貢献への取
組

2010年 SMBC 
⽇興証券

沖縄県主催の沖縄県ITビジネスアワード（沖縄県
主催）受賞

沖縄県内の情報通信関連産業の発
展に対する貢献

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

受賞・評価実績

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2020年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

環境省および⼀般財団法⼈ 地球・⼈間環境フォーラム共
催の「第23回環境コミュニケーション⼤賞」環境報告部
⾨において、優良賞を受賞

SMBC Group Report 20
19（統合報告書）および
サステナビリティレポー
ト

2020年
SMBC⽇興証

券

環境省主催の「ESGファイナンス・アワード」⾦融サー
ビス部⾨において、環境⼤⾂賞（銀賞）を受賞

グリーンボンド発⾏⽀援
体制

2020年 三井住友銀⾏

環境省主催の「ESGファイナンス・アワード」⾦融サー
ビス部⾨において、銅賞を受賞

グリーンローン

2018年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

21世紀⾦融⾏動原則（※）より、特別賞（運営委員⻑
賞）を受賞
※持続可能な社会形成に向け、環境省と250を超える⾦
融機関等から構成される⾦融⾏動のイニシアチブ

環境情報誌JUNIOR SAF
E（じゅにあ せーふ）

環境
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取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2016年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

「第10回キッズデザイン賞」にて優秀賞 消費者担当⼤⾂
賞を受賞

環境情報誌JUNIOR SAF
E（じゅにあ せーふ）

2013年 三井住友銀⾏

ファイナンシャルタイムズ（FT）紙と国際⾦融公社（IF
C）が主催する「Sustainable Finance Conference & A
wards 2013」において、「Sustainable Bank of the Y
ear（豪亜地区銀⾏部⾨）」受賞

企業活動およびビジネス
を通じた、環境、社会、
ガバナンスの3つの分野
での持続可能性への貢献

2012年 三井住友銀⾏

ファイナンシャルタイムズ（FT）紙が実施する「Sustai
nable Finance Conference & Awards」（協賛：国際⾦
融公社）Sustainable Bank of the YearカテゴリーのAsi
a/Pacific部⾨でShortlistノミネート

環境、社会、ガバナンス
における、サステイナビ
リティへの取組全般

2011年
三井住友ファ
イナンス&リ

ース

⽇本政策投資銀⾏が環境に配慮した経営について評価を
⾏い、格付に応じた優遇⾦利融資を⾏う「DBJ環境格
付」において、最⾼ランクの格付を取得

環境経営

2011年 三井住友銀⾏

ファイナンシャルタイムズ（FT）紙が実施する「Sustai
nable Finance Awards」（協賛：国際⾦融公社）Sustai
nable Bank of the YearカテゴリーのCross-Regional部
⾨でShortlistにノミネート

環境、社会、ガバナンス
における、サステイナビ
リティへの取組全般

2011年 三井住友銀⾏

「グリーンITアワード2011」にてグリーンIT推進協議会
会⻑賞を受賞（優れた省エネ効果を持つサービス、シス
テム等を表彰）

ATMジャーナル電⼦保存
システム
（A4換算年間2,800万枚
のペーパーレス化）

2010年 三井住友銀⾏ 「第7回エコプロダクツ⼤賞」にてエコサービス部⾨ 環
境⼤⾂賞（エコプロダクツ⼤賞）を受賞

SMBC環境配慮評価融資/
私募債

2010年 三井住友銀⾏ 社団法⼈企業情報化協会主催の「IT賞」で、IT総合賞を
受賞

次世代型銀⾏営業店シス
テム「CUTE」

2009年 三井住友銀⾏ 「⽇経優秀製品・サービス賞」にて優秀賞 ⽇経ヴェリタ
ス賞を受賞

SMBC環境配慮評価融資/
私募債

2009年 三井住友銀⾏

「グリーンITアワード2009」にて審査員特別賞（NEC、
OKIとの3社共同受賞）を受賞

次世代型営業店システム
「CUTE」（A4換算年間
300万枚のペーパーレス
化）

2009年 三井住友銀⾏
「第18回 地球環境⼤賞」にてフジサンケイグループ賞を
受賞

排出権ビジネスをはじめ
とした環境関連の取組全
般
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認証取得

取得企業 認証 内容

三井住友カード プライバシーマーク 個⼈情報の適切な保護措置を講ずる体制を整備し
ている事業者が与えられる、⽇本情報経済社会推
進協会の「プライバシーマーク」認定を取得

SMBCファイナンスサービ
ス

⽇本総合研究所

SMBCコンシューマー 
ファイナンス

SMBCファイナンスサービ
ス

内部通報制度認証（WCMS認
証）

企業の内部統制およびコーポレート・ガバナンス
の重要な要素である内部通報制度の適正な整備・

セキュリティ・コンプライアンス

運⽤を進めるために、消費者庁が導⼊した内部通
報制度認証（WCMS認証）に登録

受賞・評価実績

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2018年
SMBCコンシ
ューマーファ

イナンス

プライバシーマーク制度貢献事業者表彰 ⻑年にわたりプライバシーマーク付
与事業者として個⼈情報保護レベル
の維持向上に努め、制度の推進に貢
献

2011年 三井住友銀⾏

トムソン・ロイター社主催「7th Annual Com
pliance Awards」において、｢2011 Complia
nce Innovator of the Year｣Shortlistノミネー
ト

マネー・ローンダリング、反社会的
勢⼒との関係遮断に向けた体制強化
への取組

受賞・評価実績

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2017年 三井住友銀⾏ 東京都教育委員会より「平成29年度 東京都教員
委員会事業貢献企業」として感謝状を受賞

都⽴特別⽀援学区における放課
後等の活動⽀援における功績

2009年 三井住友銀⾏ 東京都より、「福祉のまちづくり功労者に対する
知事感謝状」受賞

東京都の福祉のまちづくりの推
進についての功績

社会貢献活動
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受賞・評価実績

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2020年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

任意団体 work with Prideによる、LGBT等の
性的マイノリティに関する取組評価「PRIDE指
標」において、最⾼評価の「ゴールド」を受賞

LGBTの⼈々が働きやすい職場づく
り

2020年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

⽇本経済新聞社がSmart Work経営(※)を実践
している企業を評価する「第4回 ⽇経Smart W
ork経営調査」で4つ星に認定

※ 多様で柔軟な働き⽅の実現等により⼈材を最⼤限活⽤す

るとともに、イノベーションを⽣み、新たな市場を開拓

し続ける好循環を作り、⽣産性など組織のパフォーマン

スを最⼤化させることを⽬指す経営戦略。

Smart Work経営の実践

2020年

三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省が特に優良な健康経営を実践してい
る法⼈を顕彰する「健康経営優良法⼈2020(⼤
規模法⼈部⾨)」に認定

「健康経営優良法⼈2020(⼤規模法⼈部⾨)」

従業員の健康管理を経営的な視点
で考え、戦略的に取り組んでいる
点を評価

SMBCコンシ
ューマーファ

イナンス

従業員

⽇本総合 
研究所

三井住友DSア
セットマネジ

メント

SMBC 
⽇興証券

「健康経営優良法⼈2020(⼤規模法⼈部⾨(ホ
ワイト500))」（認定法⼈のうち上位500社）

SMBCファイ
ナンスサービ

ス

2020年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省・東京証券取引所が⼥性活躍推進に
優れた上場企業を共同選定する「なでしこ銘
柄」に選定

⼥性活躍推進への取組
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2019年
SMBC⽇興証

券

障害者雇⽤エクセレントカンパニー賞（産業労
働局⻑賞）

障がい者が職場でいきいきと活躍
することができる環境整備のため
の特⾊ある取組みを評価

2019年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

⽇本経済新聞社がSmart Work経営(※)を実践
している企業を評価する「第3回 ⽇経Smart W
ork経営調査」で4.5つ星(上位50社)を取得

※ 多様で柔軟な働き⽅の実現等により⼈材を最⼤限活⽤す

るとともに、イノベーションを⽣み、新たな市場を開拓

し続ける好循環を作り、⽣産性など組織のパフォーマン

スを最⼤化させることを⽬指す経営戦略。

Smart Work経営の実践

2019年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

任意団体 work with Prideによる、LGBT等の
性的マイノリティに関する取組評価「PRIDE指
標」において、最⾼評価の「ゴールド」を受賞

LGBTの⼈々が働きやすい職場づく
り

2019年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省・東京証券取引所が⼥性活躍推進に
優れた上場企業を共同選定する「なでしこ銘
柄」に選定

⼥性活躍推進への取組

2019年

三井住友フィ
ナンシャルグ
ループ、三井
住友銀⾏、SM
BC⽇興証券、
SMBCファイ
ナンスサービ
ス、⽇本総合

研究所

経済産業省が特に優良な健康経営を実践してい
る法⼈を顕彰する「健康経営優良法⼈2019(⼤
規模法⼈部⾨)」に認定

従業員の健康管理を経営的な視点
で考え、戦略的に取り組んでいる
点を評価

2018年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

⽇本経済新聞社がSmart Work経営を実践して
いる企業を評価する「第2回 ⽇経Smart Work
経営調査」で4つ星を取得

Smart Work経営の実践

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2018年 三井住友銀⾏

任意団体 work with Prideによる、LGBT等の
性的マイノリティに関する取組評価「PRIDE指
標」において、最⾼評価の「ゴールド」を取得

LGBTの⼈々が働きやすい職場づく
り



193

193

SMFG サステナビリティレポーート 2020

2018年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

⽇本経済新聞社がSmart Work経営を実践して
いる企業を評価する「第1回 ⽇経Smart Work
経営調査」で4.5つ星（上位40社）を取得

Smart Work経営の実践

2017年 三井住友銀⾏

任意団体 work with Prideによる、LGBT等の
性的マイノリティに関する取組評価「PRIDE指
標」において、最⾼評価の「ゴールド」を取得

LGBTの⼈々が働きやすい職場づく
り

2017年 三井住友銀⾏

カタリスト（⽶国で創⽴された⼥性の活躍推進
をグローバルに⽀援する⾮営利団体）が主催す
る「カタリスト特別賞」を受賞

⼥性活躍推進に向けた強いトップ
コミットメント、各業務部⾨にフ
ィットした施策の展開、働き⽅の
柔軟性向上に注⼒した取組

2017年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省・東京証券取引所が⼥性活躍推進に
優れた上場企業を共同選定する「なでしこ銘
柄」に選定

⼥性活躍推進への取組

2017年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省が特に優良な健康経営を実践してい
る法⼈を顕彰する「健康経営優良法⼈2017(⼤
規模法⼈部⾨)」に認定

従業員の健康管理を経営的な視点
で考え、戦略的に取り組んでいる
点を評価

2015年 三井住友銀⾏

経済産業省がダイバーシティ経営によって成果
を挙げている企業を約100社表彰する「ダイバ
ーシティ経営企業100選」を受賞

ダイバーシティ推進を重要な経営
課題として捉え、全⾏を挙げて取
り組んでいる点を評価

取得年 取得企業 受賞・表彰名 受賞・表彰内容

2018年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省が特に優良な健康経営を実践してい
る法⼈を顕彰する「健康経営優良法⼈2018(⼤
規模法⼈部⾨)」に認定

従業員の健康管理を経営的な視点
で考え、戦略的に取り組んでいる
点を評価
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認証取得

取得企業 認証 内容

三井住友銀⾏ 次世代認定「くるみん」 各都道府県労働局が次世代育成を積極的に推進す
る企業に対して認定する次世代認証「くるみん」
を取得三井住友ファイナンス&リ

ース

SMBC⽇興証券

三井住友カード

SMBCファイナンスサービ
ス

SMBCコンシューマーファ
イナンス

⽇本総合研究所

三井住友銀⾏ 「プラチナくるみん認定」

プラチナくるみんマーク

従来の「くるみん認定」基準に加え、男性の育休
制度利⽤⼈数等、より⾼い⽔準の次世代育成⽀援
を先進的に推進かつ実績がある企業に対して厚⽣
労働⼤⾂が認定する、「プラチナくるみん認定」
を取得（※企業によって⾊は異なります。薄緑：
三井住友銀⾏ 薄⻘：⽇本総合研究所 ⻩⾊：三
井住友カード）

三井住友カード

⽇本総合研究所

次世代育成

2012年 三井住友銀⾏

Great Place to Work® Institute Japanが実
施する「働きがいのある会社」調査において5
年連続でベスト25社に選出

社内制度・企業⽂化

2015年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省・東京証券取引所が⼥性活躍推進に
優れた上場企業を共同選定する「なでしこ銘
柄」に選定

⼥性活躍推進への取組

2013年
三井住友フィ
ナンシャルグ

ループ

経済産業省・東京証券取引所が⼥性活躍推進に
優れた上場企業を共同選定する「なでしこ銘
柄」に選定

⼥性活躍推進への取組
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受賞・評価実績

取得年 取得企業 受賞・表彰名 内容

2018年 SMBC⽇興証券
「第12回キッズデザイン賞」 ⾦融経済教育活動が評価され、証券会社初の

「第12回キッズデザイン賞（⼦どもたちの
創造性と未来を拓くデザイン部⾨）」を受賞

※ 表彰名称などは当時のものをそのまま掲載しています。

三井住友銀⾏
「⼥性活躍推進法に 

基づく認定」

えるぼし（2段階） 

厚⽣労働⼤⾂が⼥性活躍推進に関する取組の実施
状況が優良な企業に対して認定する「えるぼし」
を取得（※2段階⽬：三井住友銀⾏、SMBCファイ
ナンスサービス 3段階⽬：⽇本総合研究所、SM
BC信託銀⾏）

SMBCファイナンスサービ
ス

⽇本総合研究所
えるぼし（3段階） 

SMBC信託銀⾏


	表紙
	目次
	編集方針

	SMBCグループにおけるサステナビリティ
	SMBC Group GREEN×GLOBE 2030
	SMBCグループの価値創造プロセス
	サステナビリティ経営体制
	重点課題（マテリアリティ）
	重点課題の特定プロセス
	人権の尊重

	ステークホルダー・エンゲージメント
	ステークホルダー・ダイアログ

	イニシアチブ参画・参考ガイドライン
	ESG情報
	E（環境）
	S（社会）
	G（ガバナンス）

	SMBCグループの事業とSDGs
	環境への取組
	環境ビジネスの推進
	環境リスクへの対応
	環境負荷軽減への取組
	気候変動への対応（TCFD提言への取組）
	SMBCグループ グリーンボンド
	SMBCグループ グリーンボンド フレームワーク

	社会貢献活動_環境

	コミュニティへの取組
	安心・安全なまちづくりの実現
	各種連携による社会包摂の推進
	社会貢献活動（コミュニティ）

	次世代への取組
	成長産業分野への支援
	金融リテラシー教育の推進
	社会貢献活動（次世代）

	ダイバーシティ&インクルージョン
	トップメッセージ
	ダイバーシティ推進のアウトライン
	両立支援
	女性活躍
	LGBT理解促進
	グローバル人材の活躍
	シニア人材の活躍
	障がい者の活躍
	働き方改革
	健康経営

	各社データ一覧
	外部評価・認証実績
	評価・認証実績


	次へ 14: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	前へ 14: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	CategoryTOP 14: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	目次へ 14: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン292: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン293: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン294: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン295: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン296: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン297: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン298: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン299: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン301: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン302: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン304: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン305: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン306: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン307: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン308: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン309: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン310: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン311: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン313: 
	Page 9: 
	Page 14: 

	ボタン314: 
	Page 9: 
	Page 14: 



