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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

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�Good Global 100 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。G�IFがESG投資の指標として採用

FTSE Blossom Japan Index

FTSE Russellは 	 	 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	と

を証します。FTSE Blossom Japan Indexはグロー\ルなインデックスプロ\イOーである

FTSE Russellが作成し、環境、社会、>\ナンス（ESG）に�いて優れた対応を行ってい

る日本企業の ] フ ; ー i ン ス を測定す る た ' に設計さ れ た ( の で す。FTSE Blossom

Japan Indexはサステナbル投資のフ4ンド)他の金融商品の作成‧評価に広く利用され

ます。

外部評価‧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
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インデックス 内容

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ESG投資の指標とし�採用

MSCI Japan ESG Select Leaders Index

THE INCLUSION OF SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN ANY MSCI INDEX, AND

THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMAR�S, SER�ICE MAR�S OR INDEX NAMES HEREIN, DO

NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF SUMITOMO

MITSUI FINANCIAL GROUP BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES@

THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSI�E PROPERTY OF MSCI@ MSCI AND THE MSCI

INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMAR�S OR SER�ICE MAR�S OF MSCI OR ITS

AFFILIATES@

SOMPOアセットマネジメントによるESG運用指数

SOMPOサステナビリティ‧インデックス

Bl..,"er'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

MSCI Japan ESG Select

Leaders Index

Disclaimer

SOMPOサステナビリティ‧

インデックス

Bloomberg 「 Gender-

Equality Index」



266 SMFG サステナビリティレポーート 2021

CS‧品質向上

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（神戸、福岡）において、国際的な品質保証規格

「COPC®CSP規格Release5.2」の認証を取得。邦銀では初めての取得

SMBC信

託銀行

COPC®C�規格CSP 6.1版 国内2拠点のコールセンター（東京、沖縄）において、国際的な品質保証規格

「COPC®CSP規格Release6.2」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

受賞‧認証実績（SMBCグループ）

SMBC日

興証券

「HDI-Japan」が提供する

「HDI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 Institute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「�合せ

窓口」部門と、Web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「ISO10002AJIS 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。

三井住友

カード

COPC®C�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®C�規格CSP6.1版」の認証を取

得。銀行系クレジットカード会社では初めての取得。

SMBCコ

ンシュー

マーファ

イナンス

COPC®C�規格CSP版

Release6.0a

国内2拠点のお客様サービスセンター(東京、大阪)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®C�規格CSP版 Release6.0a」の認証を取得。Zン\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F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®C�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

2021

年

SMBC信託銀

行

HDI-Japanの「クオリティ」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

2021

年

三井住友カ

ード

HDI-Japanの「問合せ窓口」「Webサポート」格付けにおい

て、国内最高評価を示す「三つ星」を業界唯一、2部門で獲得

「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

2020

年

三井住友フ

ィナンシャ

ルグループ

公益社団法人企業情報化協会主催の「第38回IT賞」におい

て、IT賞（コqgtーシpン領域）を受賞

量子コンピュータ技術のコールセンター

の要員シフト最適化問題への適用

2020

年

三井住友銀

行

公益社団法人企業情報化協会主催の「第38回IT賞」におい

て、IT奨励賞（「�しい生活様式」への対応領域）を受賞

WEBからのお手続で支えよう　SMBC at

H�MEプuジ9クト

2020

年

三井住友フ

ァイナンス

＆リース、

日本総合研

究所

公益社団法人企業情報化協会主催の「第38回IT賞」におい

て、IT奨励賞（トqンスフォーlーシpン領域）を受賞

三井住友ファイナンス＆リースによる

SM��キャピタル（旧GEキャピタル）の

システム統合とデジタル化への取組

2020

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-3年連続獲得

コールセンターにおける電話応対の品質

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

201�

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201�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

201�

年

三井住友カ

ード ールドアワード」世界大会において、

Contact Center World.com社主催の「コンタクトセンター‧

ワ

「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

201�

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 201�」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

201�

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

201�

年

三井住友銀

行

株式会社J.D.パワージm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

201�

年

三井住友銀

行

「ユニバーサルマナーアワード201�」（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
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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 ールドアワード」世界大会において、「テクノロジーイノ

ContactCenterWorld.com社主催の「コンタクトセンター‧

ワ

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、CS、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

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201�年よ-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 査 

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

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

201�

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

2017

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
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取得

年

取得企業 受賞‧表彰名 受賞‧表彰内容

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

Conta#tCenter�or+$@#o,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

201E

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

201E

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 Conta#t 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

201E

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

201E

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,賞

コンタクトセンターにおける電話応対の

品質

201E

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

201E

年

SMBC

日興証券

HDI-Japanの「��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 資サービス顧客満足度調査」＜対面銀行部門＞において、顧

J.D. パワー アジア‧パシフィック社  実施「2012年日本投

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
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環境

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�環境フ;ーqk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 201�（統合

報告書）およびサステナビリティ

レポート

2020

年

SMBC<

興証券

環境省主催の「ESGフ4イナンス‧アv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4イナンス‧アv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

201�

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-、特別賞（運営委員長賞）を受賞

※持続可能な社会形成に向け、環境省と2�0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 SAFE（じゅ

にあ せーふ）

201�

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 SAFE（じゅ

にあ せーふ）

2013

年

三井住友

銀行

フ4イナンシャルNイkズ（FT）紙と国際金融公社（IFC）が主催する

「Susta)na"+e F)nance Conference & Awards 2013」において、

「Susta)na"+e Bank of the Year（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、>\ナンスの3

つの分野での持続可能性への貢献
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取得

年

取得企業 受賞‧表彰名 受賞‧表彰内容

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「Sustainable Finance

Conference & Awards」（協賛：国際金融公社）Sustainable Bank of

the YearカテゴリーのAsiaA�acific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�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�、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「Sustainable Finance

Awards」（協賛：国際金融公社）Sustainable Bank of the Yearカテゴリ

ーのCross?�e'ional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�グリーンIT推進協議会 会長賞を受賞

（優れた省エネ効果を持つサービス、システム等を表彰）

AT�ジャーナル電子保存システム

（A�換算年�2;�00万枚のeー]

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」

200�

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

200�

年

三井住友

銀行

「グリーンITアワード200�」にて審査員特別賞（"EC、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�300万枚

のペーパーレス化）

200�

年

三井住友

銀行

「第18回 地球環境大賞」にて`ジサンB7グs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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ティセキュリ ‧ プ スイコン アンラ

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

通報制度の適正な整備‧運用を進めるために、消費者庁が導入した内部

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 長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kMン‧ロイNー社主催「7th Annual Compliance

A5ar$1」において、｢2011 Compliance Innovator of the

Year｣Shortli1t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
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社会貢献活動

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2�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

200�

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

従業員

受賞‧評価実績

取得

年

取得企業 受賞‧表彰名 受賞‧表彰内容

2021

年

三井住友フィナンシャルグループ 任意団体 work wit( Prideによる、LGBT等の性

的マイノリティに関する取組評価「P���指

標」において、最高評価の「ゴールド」及び

「ベストプラクティス」を受賞 

職場づくり 

ストプラクティス賞：他

社

LGBTの人々が働きやすい

ベ

※

との協働制作

「LGBT�アライメッセー

ジ動画」

2021

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5回 日経Smart

Work経営�査」で5つ星（最高評価/上位21

社）に認定 

Smart Work経営の実践

株式会社三菱UFJフィナ

ンシャル‧グループ、株

式会社みずほフィナンシ

ャルグループ。

※

※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。
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2021

年

三井住友フィナンシャルグループ、SMBC

日興証券、三井住友カード、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、日本総合研究所、三井住友

DSアセットマネジメント

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20218大

規模法人部門)」に認定「健康経営優良法人

20218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

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 wit( Prideによる、LGBT等の性

的マイノリティに関する取組評価「P��D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

Work経営�査」で4つ星に認定

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

S�B�コンシューマーファイナンス

日本総合研究所

三井住友DSアセットマネジメント

S�B�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{�上位500社!

S�B�ファイナンスEー^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

※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。
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取得

年

取得企業 受賞‧表彰名 受賞‧表彰内容

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

働局長賞）

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S,!r2 Work経営(※)を実践し

ている企業を評価する「第3回 日経S,!r2

Work経営�査」で4.5つ星(上位50社)を取得

2019

年

三井住友フィナンシャルグループ 任意団体 work wi2( Prideによる、LGBT等の性

的マイノリティに関する取組評価「P���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、SMBC日興証券、SMBCフ4イ

ナンJEー^J、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20198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

201�

年

三井住友フィナンシャルグループ 日本経済新聞社がS,!r2 Work経営を実践して

いる企業を評価する「第2回 日経S,!r2 Work

経営�査」で4つ星を取得

S,!r2 Work経営の実践

201�

年

三井住友銀行 任意団体 work wi2( Prideによる、LGBT等の性

的マイノリティに関する取組評価「P���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

S,!r2 Work経営の実践

※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。
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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20188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1回 日経Smart Work

経営�査」で4.5つ星（上位40社）を取得

Smart Work経営の実践

201�

年

三井住友銀行 任意団体 work wit( Prideに+る、LGBT等の性

的マイノリティに関する取組評価「P���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

201�

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20178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

201�

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

を挙げて取り組んでいる行

点を評価

201�

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



277 SMFG サステナビリティレポーート 2021

取得

年

取得企業 受賞‧表彰名 受賞‧表彰内容

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

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}い�5年連

続でdJU25社に選出

社内制度‧企業文化
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次世代育成

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Eー^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�て色は異なります。薄緑：三井住友銀行　薄青：日本総合研究所

黄色：三井住友カード　オレンジ：SMBCコンシューマーファイナン

ス）

三井住友カード

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 「女性活躍推進法に基

く認定」 づ

える$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$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、SMBCコンシューマーファイナンス　3段階

目：日本総合研究所、SMBC信託銀行）

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 える$し（3段階）

SMBC信託銀行
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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。
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