
2022.09

www.smfl.co.jp

Corporate Profile 2022



SMFL Way（理念体系）

Our Mission  私たちの使命
私たちは、時代を先取りし、
付加価値の高いサービスを提供することにより、
広くお客さまと社会の持続的な発展に貢献します

Our Vision  私たちの目指す姿
● お客さまの最良のビジネスパートナー
● SDGs経営で未来に選ばれる企業
● 社員のチャレンジと成長を応援する企業
● デジタル先進企業

Our Value  私たちの価値
Five Values
● Customer First
● Proactive & Innovative
● Speed

 
 
● Quality
● Team SMFL

Our Principle  私たちの基本姿勢
私たちは、法令を遵守し、社会に信頼され、
お客さまの期待に応えるよう、誠実に行動します

Our
Mission

Our Vision

Our Value

Our Principle

SMFL Way

ご挨拶

“ 金融機能×事業展開×DX 推進 ”
による総合力を発揮し、
お客さまと共に成長する
最良のビジネスパートナーを目指し、
持続可能な社会の実現に向け
“SMFL Way”を
実践してまいります。

代表取締役社長

“SMFL Way ” は、当社の経営理念、経営方針、価値観、基本姿勢を
体系的に示したものです。

　昨年度は国内外における新型コロナウイルス感染症の影

響が徐々に緩和され経済活動が再開されるなか、経済・社会

生活の正常化への歩みが進みました。

　その一方で、資源価格の高騰やそれに伴う各国の金融引き

締め、為替の動きなど金融市場は大きく変動しました。また、

ロシアによるウクライナ侵攻はその動きを一段と加速させ、

企業活動は大きな影響を受けることとなりました。

　こうしたなか、不可逆的変化として脱炭素社会の実現に向

けた動きが一段と加速しています。当社グループは “SMFL 

Way”の Our Vision の一つに掲げる「SDGs 経営で未来に

選 ば れる企業 」を実現 すべく、2022年4月に中長期環境 

目標を策定しました。これは当社グループの GHG 排出量

（Scope1および Scope2）ネットゼロを達成するとともに、

2029年度までに累計1兆円のサステナブル関連ビジネスを

通じてお客さまや社会の脱炭素化への貢献を図るものです。

　再生可能エネルギー発電事業、SDGsリース、オンサイト／

オフサイトPPA（Power Purchase Agreement）、3R 事業、

環境配慮型不動産賃貸事業などの各種ビジネスを展開して 

いくことでお客さまの脱炭素化と循環型社会の実現に貢献し

ていきます。

　また、同じくOur Visionに掲げる「デジタル先進企業」を目

指し、DX（デジタルトランスフォーメーション）を一層推進させ、

AIやOCRといった技術を活用することで、お客さまの経営課

題の解決や効率性の向上に資するさまざまなサービスの提

供にも一段と注力していきます。

　これからもSMFLグループの総合力を結集し、社会からの

要請に応えるソリューションや革新的で付加価値の高いサー

ビスの提供により、お客さまと共に成長する最良のパートナー

を目指します。

　今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
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連結従業員数 （2022年3月末現在）

3,719名

新規契約実行高 （2022年3月期）

2.9兆円

SMFL At a Glance Network

取引先数 （2022年3月末現在）

約35万社
（リテールリーシング部門取引先32万社を含む）

仕入先数 （2022年3月末現在）

約3万社

営業資産残高 （2022年3月末現在）

6.7兆円

出資比率（自己株式を除く）

グローバルネットワーク

国内ネットワーク

50% 50%

R&I  AA- JCR  AA S&P  A-

R&I  a-1+ JCR  J-1+

札幌

盛岡

仙台新潟

水戸さいたま
前橋

那覇

東京（6拠点）
横浜

松本

富山
金沢

静岡浜松

名古屋京都
大阪神戸

姫路

高松

岡山広島
北九州
福岡

熊本

鹿児島

日本

27都市 32拠点

ロンドン
ダブリン
（2拠点）

ベルナウ
アムステルダム

Europe

5拠点

成都

北京

上海広州
香港バンコク

シンガポールクアラルンプール
ジャカルタ

Asia

9拠点
（日本を除く）

ニューヨーク

コスタメサ

The Americas

2拠点

10カ国 16拠点
グローバルネットワーク
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長期格付

短期格付
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TOPICS  環境エネルギービジネス TOPICS  SDGsリース

5つの寄付先

寄付先 SDGs目標との関連性 主な活動内容

認定NPO法人ウォーターエイドジャパン 「すべての人々がすべての場所で、清潔な水とトイレを利用し、
衛生習慣を実践できる世界」をビジョンにアジア、アフリカな
ど26ヵ国に展開。
水・衛生分野の専門性を活かし、各国の貧困層や取り残さ
れがちな人々が清潔な水、適切なトイレを利用し、正しい衛
生習慣を実践できるよう、現地に最も適した解決策を実行。

認定 NPO 法人キッズドア 「すべての子どもが夢や希望をもてる社会」を目指し、小学
生から高校生世代の貧困家庭の子どもたちへ学習支援や
居場所支援、体験活動を行う。
その他、全国の困窮子育て家庭への物資・情報・就労支援、
政策提言など多岐にわたる活動を実施。

認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク 子どもの難病は700種類を超え、全国に25万人以上が難
病とともに生活。
子どもたちとそのご家族を支えるため、難病や慢性疾病など
のある子どもに関する各種専門家による「相談活動」、サマー
キャンプや親の連絡会などの「交流活動」、セミナーや機関
誌の発行を通じた「啓蒙活動」などを実施。

公益財団法人日本補助犬協会 日本で唯一、3種類の補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を育
成・認定する団体。
障がいにより、日常生活に不自由・不安を感じている障がい
者の方々の生活をサポートするため、補助犬の育成および
貸与、補助犬認定事業、補助犬啓発事業などを実施。

一般社団法人more trees 地域との協働で森林保全を行う「more treesの森」の展開、
国産材を活用した商品やサービスの企画・開発、セミナーや
イベントを通じた森の情報や魅力の発信など、「都市と森を
つなぐ」をキーワードに「森と人がずっとともに生きる社会」
を目指した取り組みを実施。

　政府の「2050年カーボンニュートラル」宣言（2020年10
月）により、脱炭素化への取り組みは各企業にとって喫緊の
課題となっています。その解決策の一つとして、SMFLみらい
パートナーズは、オンサイト型自家消費太陽光発電サービス

（PPA＊モデル）を提供しています。これは、建物屋根などお
客さまの敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を
お客さまに供給するサービスです。初期投資が不要で電力会

社から購入する電気に代わってCO2を排出しないクリーン電
力を使用することができます。当社グループはこのほか、お客
さまの敷地外の土地に太陽光発電設備を設置して電力を供
給するオフサイト型PPAモデルを業界に先駆けて提供するな
ど、さまざまな再生可能エネルギーの発電・電力サービス事
業を展開しています。
＊ Power Purchase Agreement

　SDGsリース『みらい2030®』（ミライニーマルサンマル）
は、お客さまがリースを利用することでSDGsに貢献できる
リース取引です。当社が業界に先駆けて「寄付型」と「評価型」
の２つを開発しました。「寄付型」は、お客さまからの賛同を得
てリース料の一部を認定NPO法人などに寄付を行います。
寄付先は、「清潔な水・トイレの提供」「教育・貧困支援」「難病・
障がいのある子ども支援」「補助犬の育成」「森林保全」など

の社会課題解決に向けた取り組みを行っている5つの団体の 
中からお客さまに選んでいただきます。「評価型」は、再生可
能エネルギーや省エネルギー関連設備を対象とし、設備導
入の効果などの評価書をセットにしたリース取引です。当社
は、お客さまの事業活動を通じて社会課題の解決に貢献でき
る商品を提供することで、お客さまのSDGsの取り組みをサ
ポートしていきます。

太陽光発電エネルギーサービス（PPA） SDGsリース『みらい2030®』（寄付型・評価型）

海外再生可能エネルギー

　SMFLみらいパートナーズは、台湾の漁電共生型太陽光発
電事業に出資し、同事業に参画しました。本事業では、発電事業
とともに施設内でエビ養殖事業を行うことで、台湾の再生可能 
エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の一つである漁業施設
併設型太陽光発電事業「漁電共生」の適用を受けます。台湾南
西部の60以上のサイトで順次系統連系接続が開始し、発電さ
れた電力は台湾の公営電力会社の台湾電力に供給されます。

オンサイト／オフサイト型PPAモデルによる発電・電力供給サービス お客さまのSDGsへの貢献をサポート

みらい2030®（寄付型）のスキーム ①SDGsに資するスキームと評価

寄付先
（5団体より選択）

お客さま
（複数）

＊1 リース契約以外（延払契約等）も対象です。　　＊2 お客さまは寄付金控除等は適用できません。

（寄付者＊2 ： SMFL）

④リース料総額の　　
　0.1%を寄付

②SDGs
　リース契約＊１

③リース料
　お支払い

④寄付先の
　SDGs貢献評価
　（寄付前・寄付後）

台湾の漁電共生型太陽光発電事業に参画

SMART（設備・プラント処分元請事業）

　SMFLみらいパートナーズは、産業廃棄物処理・リサイクル
事業大手のアビヅと合弁で「SMART」を設立。中古設備や金
属スクラップの売却、廃棄物処理、建物の解体・更地返還など
を一貫体制で請け負います。アビヅの解体工事の監理・施工・ 
リサイクル技術、リユース販売ネットワークとSMFLみらいパー
トナーズのモノへの知見・ノウハウの活用で、プラントや工場
施設を適切に処分し、解体コストを大幅に削減します。

3Rをワンストップで提供
SMART 中古売買設備
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　多様な働き方の実現や働く場所の柔軟性が求められるな
かで「サテライトオフィス」が注目されています。SMFLみらい
パートナーズは、ザイマックスが推進する法人向け会員制サ
テライトオフィスサービス「ZXYワーク事業」に参画しました。
個人ワークに適したニューノーマルなオフィス環境を提供す
ることで、企業の働き方改革をサポートしていきます。

　当社は、同事業で世界第2位のLCI Helicopters Limited
と本邦リース会社では初となるヘリコプターリース会社、
SMFL LCI Helicopters Limitedを2020年に設立し、着実
に事業規模を拡大しています。本事業で使用される機材は、
緊急医療搬送、山岳・沿岸海域での探索救援、洋上風力発電
施設への人員輸送など社会課題の解決に資する分野で広く
活用され、今後さらに高まる社会ニーズに応えていきます。

　SMFLみらいパートナーズは、不動産アセットマネジメント
会社であるケネディクスおよびシンガポールで不動産ファン
ドの運営を行うESRグループのARA Asset Management 
Limitedとシンガポールのビジネス中心地区にある複合型オ
フィスビル「Capital Square」
に共同で出資しました。これか
らも3社のネットワークやノウ
ハウ、および各々の強みを活用
し、アジア地域での投融資ビジ
ネスを展開していきます。

当社は、海運業界の脱炭素化を金融面から支援する国際的
な枠組み「ポセイドン原則」に、リース会社として世界で初めて
参画しました。参画会社は、ファイナンスの対象船舶ごとにCO2

排出量削減努力の達成度を評価し、その効果を公表します。 
当社は、対象船舶のCO2排出量削減実績をサステナビリティ
目標とし、達成度合いに応じてリース料／金利を引き下げる 

「サステナビリティ・リンク・リース／ローン」を提供しています。

TOPICS  不動産ビジネス TOPICS  トランスポーテーションビジネス

　SMFLみらいパートナーズが2021年に立ち上げた不動
産の新規事業ブランド「NEWNO（ニューノ）」。コンセプトは
“Make a New Normal”（未来のあたりまえをつくる）。環
境と働く人の健康に配慮し、快適性に優れた不動産開発や
地域コミュニティの活性化に取り組みます。CO2フリー電力
使用による環境面に加え、各フロアの感染症対策といった安
心・安全への配慮など建物が提供する
サービスを拡充。NEWNOは、環境認証

（CASBEE Aランク以上ほか）を取得し
た物件やブランド趣旨に賛同するパート
ナーとの共同事業物件に付与します。

ビルとまちとの新しいつながりのカタチ「NEWNO自由が丘」
　“NEWNO”ブランド自社開発第1号物件「NEWNO自由
が丘」が2022年夏にオープン。前面をガラス張りにし、ビル
内の人の活動をファサード（建物の正面、顔）越しに外部へと
伝え、建物と通りを一体化した、まちとの「共創」を意識した
商業ビルです。本ビルは、DBJ Green Building認証の★3
を取得しています。

未来のあたりまえをつくる「NEWNO」 航空機ビジネス

サテライトオフィスサービス「ZXY（ジザイ）」 ヘリコプターリース事業シンガポールにおける不動産への共同投資 ポセイドン原則へ参画

　2022年5月、当社傘下の航空機リース会社SMBC Aviation 
Capital Limitedは、アイルランドに主要拠点を置く独立系の
航空機リース会社Goshawk Aviation Limitedの取得に関し
て同社の既存株主と合意しました＊。同社を取得すると航空機
の保有・管理・発注機材は既存分と合わせて約1,000機とな
り、航空機リース業界で第2位の事業規模になります。これに
より、航空機メーカーとのリレーションを一層強化するととも
に、世界各国のエアラインとの取引やサービスを拡充していき

ます。また、国内外の航空機投資家への機材販売、日本型オペ
レーティングリースの組成・販売、航空機の機体管理など航空
機リースに関連するビジネスを広げていきます。当社グループ
は、航空機リース事業を主要な成長分野の一つとして捉え、今
後さらなる成長を目指します。
＊  Goshawk Aviation Limitedの持株会社、Goshawk Management 

(Ireland) Limitedの株式取得について、関係当局からの許認可等が
得られることを前提に合意。

環境配慮型不動産の賃貸事業 航空機リース事業、世界第2位の事業規模へ拡大

業界に先駆けて進出企業の働き方改革をサポート サステナビリティ・リンク・リース／
ローンの提供

パートナー企業との海外展開

※ 上記不動産の取り組みにつきましては、当社グループのSMFLみらいパートナーズでのお取り扱いとなります。 
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売買契約

物件発注、代金支払

物件選定

物件
納入・保守

メーカー・
販売会社さま

リース申込・
リース料支払

リース契約

お客さま

固定資産税申告・納付
動産総合保険の付保

売買契約

物件発注、代金支払

物件
納入・保守

メーカー・
販売会社さま

延払
売買契約

延払売買申込・
賦払金支払

お客さま物件選定

固定資産税
申告・納付

動産総合保険の付保

Services & Solutions リース・延払（割賦）

LEASE & INSTALLMENT SALES

リース・延払（割賦）
あらゆる機械・設備の導入を
最適な金融ソリューションでサポートします

FINANCE / RENTAL

ファイナンス・レンタル
お客さまのニーズに合わせたファイナンス
スキームや、レンタルサービスを提供します

MANAGEMENT SUPPORT SOLUTION

経営支援ソリューション
経営課題解決を支援するプログラムや、
リスク管理に役立つ商品、スキームを提供します

DIGITAL SOLUTION

デジタルソリューション
お客さまのビジネスをサポートする
各種デジタルサービスを提供します

お客さまの競争力、そして、新たなビジネスへの挑戦を支えます。
SMBCグループの顧客基盤と資金調達力、住友商事のグローバルネットワークを最大限に活用し、
リースを中心とした多彩なサービス、そして金融の枠を超えたソリューションで、お客さまのイノベーションを支援します。 お客さまが選定した機械設備を当社がリースする

最も標準的なリース取引です。

機械設備を当社が購入し、
お客さまに長期・分割払いで販売します。

低廉なコストとオフバランスでの
設備投資を実現します。

お客さまの所有する設備を活用した
資金調達スキームです。

ファイナンスリース

延払売買（割賦販売）

オペレーティングリース

リースバック・延払バック

Services & Solutions

➡ 資金調達手段の多様化、金融機関からの借入枠温存
➡ 事務負担を軽減し、資産管理の合理化が可能
➡ 多種多様な機種の選択が可能

➡ 分割払いにより、初期投資費用負担を大幅に軽減
➡ 資金調達手段の多様化、金融機関からの借入枠温存
➡ 賦払金完済時に、物件の所有権はお客さまへ移転

➡ 将来の物件価値を踏まえた低廉なリース料設定
➡ オフバランスでの設備投資
➡ ファイナンスリースに比べて短いリース期間の設定 
　（設備の陳腐化リスクを回避）

➡ 資金調達手段の多様化、金融機関からの借入枠温存
➡ これまでと変わらず設備の使用が可能

残存価値

1年目 1年目2年目 2年目3年目 3年目

＊ 延払契約も可

所有設備売却

売却代金支払（一括）

リース契約＊

リース料支払（分割）

お客さま

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

リ
ー
ス
料

オペレーティングリース ファイナンスリース

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.9 10Corporate Profile 2022



照明設備のＬＥＤ化による、
環境負荷軽減や電力コスト削減をサポートします。

LEDレンタル

ファイナンス・レンタルリース・延払（割賦）

対象不動産から生じる賃料や売却処分時の
キャッシュ・フローを返済原資とした融資取引です。

IT機器の導入から運用・管理、データ消去・廃棄までの
ライフサイクルをサポートします（LCM＊1サービス）。

不動産ノンリコースローン

お客さまが土地・建物を所有することなく
ご利用いただけます。

不動産リース パソコンレンタル

５Ｇ・自動車・エネルギーなどの最先端分野の技術革新を
計測器から測定環境までトータルに提供・サポートします。

計測器レンタル

手形債権・売掛債権を、
当社がノンリコースで買い取ります。

建物の内装工事などにかかる
資金の調達が可能です。

ファクタリング

お客さまの現地法人と当社との間で、
国境を越えた延払取引を行います。

クロスボーダー取引

立替払契約（支払委託契約）

当社現地法人の所在する地域において、
現地通貨建のリース・延払取引を行います。

現地通貨建取引

販売代金などを
手形で回収

手形買取代金
一括支払

裏書譲渡
（無担保裏書）

手形債権の場合 売掛債権の場合

売掛債権発生

債権譲渡承諾

売掛債権
譲渡 期日支払譲渡代金

一括支払

※でんさいファクタリング（「でんさいネット」（全国銀行協会を母体とするネットワーク
　システム）内で発生する電子記録債権の買取）も行っています。

お客さま お客さまお客さまの
お取引先

お客さまの
お取引先

〈経済産業省〉
• 先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
• 災害時の強靭性向上に資する天然ガス利用設備導入支援事業費補助金

〈環境省〉
• 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業
•  二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業）
•  脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業

Services & Solutions

メーカー・販売会社さまとタイアップして
製品販売に際してファイナンスを提供します。

販売金融

省エネ、再エネ、災害時対応に向けたエネルギー設備に
補助金を活用したリースを提供します。

補助金リース

お客さまの省エネ設備の購入に際して
補助金活用をサポートします。

省エネ設備補助金活用コンサルティング

➡  補助金を充当したリースを活用することで初期投資費
用抑制かつコスト削減が可能

➡  業界トップクラスの実績を基に最適な補助金を提案
➡  補助金に精通した専門チームがお客さまの申請手続

きをサポート

2021年度の実績
•  経済産業省・環境省などの補助金20種類
•  申請採択数 約400件 
（内、ESGリース（旧 エコリース）約200件）

➡  補助金選定から申請手続きを支援、採択後の報告まで
サポート

➡  上場企業などキャッシュリッチなお客さまにおいて、人手
不足に伴う事務アウトソースへのニーズにも対応

➡  製品販売とファイナンスを併せて提供することでユー
ザーの負担を軽減

➡ 販売に際しての与信リスクを軽減
➡  期間の設定により、計画的・能動的な入替提案が可能

➡ 多額の初期投資費用の抑制と収益計上の安定化
➡ 当社が不動産を直接保有し
 お客さまにリースするシンプルなスキーム
➡  土地・建物にかかる会計処理など、所有リスクの回避が

可能

➡ 現地法人の資金計画に沿った柔軟な契約条件の設定 
 が可能
➡ 海外での資金調達手段の多様化
➡ 延払物件はお客さまの現地法人に直接納入

➡ 既存設備のリースバックにも対応し、機動的な資金調 
 達が可能
➡ 収入通貨に合わせたリース料支払いで為替リスクを 
 軽減

➡ 当社が売掛債権をノンリコースで買い取り、バランス 
 シートをスリム化
➡ 売掛債権を期日前に資金化、キャッシュフローの改善

➡ リースと異なり、製品以外の役務（サービス）も対象
➡ 初期費用・返済の負担軽減、柔軟な返済スケジュール 
 設定も可能
➡ 資金調達手段の多様化、自己資金余力・調達余力を確保

➡ SPCを活用した資金調達手段の多様化
➡ レバレッジ効果による投資効率の向上

➡ 運用・管理業務のアウトソーシングによる業務効率化
➡ 機器障害が発生した場合は速やかに交換機対応
➡ データ消去や適正処分を実施（ITAD＊2サービス）

保守 管理

導入廃棄

調達

LCM
ライフサイクル
マネジメント

※  省エネ設備補助金活用コンサルティングにつきましては、当社グループ
のSMFLみらいパートナーズでのお取り扱いとなります。

※  不動産リースにつきましては、当社グループのSMFLみらいパートナーズ
でのお取り扱いとなります。

2021年度の
主要補助金

※  でんさいファクタリング（「でんさいネット」（全国銀行協会を母体とする 
ネットワークシステム）内で発生する電子記録債権の買取）も行っています。

＊1 Life Cycle Management
＊2 ITAD：IT Asset Disposition（IT資産の適正処分）

※  レンタル商品につきましては、当社グループのSMFLレンタルでのお取り扱いとなります。
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➡ 排出物処理プロセスにおけるコンプライアンスを徹底
➡ 排出物管理業務の効率化・脱属人化を実現

メーカー・販売会社さまの販売活動をサポートする
小口リース専用Webサービスと
専用スマートフォンアプリです。

SECOND PLUS®／SMART SECOND®

デジタルソリューション経営支援ソリューション

オペレーティングリース事業への出資機会を提供します。

お客さまとのリース契約などを
SMBCグループの電子契約サービス

「SMBCクラウドサイン」で締結することが可能です。

電子契約

日本型オペレーティングリース

高度な計算機能と手厚いサポートにより
業務効率化とスピーディーな経営判断を実現します。

販売活動や生産過程で発生する廃棄物等の
処理プロセスを管理するASPサービスです。

スキャン画像を表形式データに変換する
テキスト化ツールです。

決算書の入力業務を自動化します。

総合資産管理サービス A.S.P.Neo 3.0

決算書入力AI

排出物遵法管理サービス PBasis＊

EasyOCR

Services & Solutions

企業向けに特化した生命保険を代理店として提供します。

生命保険

assetforce®（アセットフォース）

IoTとAIの力でモノの潜在力を引き出す
資産管理クラウドサービスです。

出資にかかる手数料について
日本型オペレーティングリース事業に対するご出資にあたって
は、当社出資日からご出資時までの経過利息相当分の譲渡金利
および組成販売手数料（案件組成にかかる諸費用を含みます）を
ご負担いただきます（手数料の金額・割合は個別案件ごとに異な
りますので、ご投資に先立ち別途ご説明いたします）。なお、以上
の手数料は出資持分の譲渡対価に含まれます。

出資にかかるリスクについて
日本型オペレーティングリース事業に対する出資は、利回りが確
定したものではなく、出資金（追加出資＊にかかる出資金を含みま
す。以下同じ）の全額または一部を回収できない可能性がありま
す。また、事業により為替相場・金利の変動などを原因として出資
金の全額または一部を回収できない可能性があります。

＊  本事業の遂行のために必要な費用が生じた場合などに一定限度の
範囲内で追加で資金拠出をいただく可能性があります。

金融商品取引業者等の商号 ： 三井住友ファイナンス＆リース株式会社／金融商品取引業者 登録番号 ： 関東財務局長（金商）第1930号
当社が加入する金融商品取引業協会 ： 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 正会員（二種業協第247号）

金融の枠を超えたビジネスソリューション
これまで私たちが実践し、学んできた経営ノウハウを提供することで、お客さまの重要な課題の解決や成長を支援するプログラムです。
ディスカッションや演習を多用したセッション形式を採り、参加者の皆さまの内省や気付きを大切にしています。

More Than Finance®

More
Than

 Finance®
集合型フォーラム

●各種ワークショップ
●経済団体講演
●取引先さまゲスト講演 など 

Program Theme

個社別セッション
●プログラム提供
●ファシリテーションサポート
●プライベートセミナー など

●企業変革におけるリーダーシップ
●エンゲージメント
●リーダーシップ

Leadership

●チームによる問題解決手法
●センシングセッション
● Leanセッション

Improvement

●サービス力向上セッション
●営業の心得
●セールスヒアリングスキルセッション

Growth

●成果を出すための会議手法
●ファシリテーショントレーニング
●効果的なチームビルディング

Teamwork

More Than Finance

信用リスク管理のニーズにお応えするスキームです。 建物の賃貸借契約における、
差入保証金に代わるスキームです。

リスクマネジメントプラン（貸倒リスク保証商品） 安心ギャランティーシステム

➡ 貸倒リスクを当社が保証し、リスク管理を強化
➡ 審査期間は最短１営業日程度 
 スピーディーに販売活動をサポート

➡ お客さまの差入保証金が不要。資金の固定化を回避
➡ 差入保証金の貸倒リスクをヘッジ

➡  大型リース案件に出資参加可能 
（損益および現金分配の受け取り）

➡  少ない資金で、大型の償却資産取得と同様のメリットを
享受

➡  利益の繰り延べ効果により留保資金が発生、効率的な
資金運用が可能

➡		企業保障の確保、相続・事業承継対策、財務強化、退職
金準備といった課題へのソリューション提供

➡		複数の取扱保険会社の中から最適なプランをワンス
トップかつオーダーメイドでご提案
➡		ITを活用した顧客管理のもと定期的な情報提供とアフ
ターサービスの提供

➡  資産の調達計画・取得・管理・売却／廃棄の全てのプロ
セスをクラウド上で一元管理

➡  スマートフォンアプリで棚卸・入出庫業務などの資産
管理業務の効率化とガバナンス強化を実現

➡  帳票やBIなどでリアルタイムにデータ集計・分析が可能

➡ 大企業向け高機能システムをクラウドサービスにて 
 ご提供
➡ 月額固定料金でリーズナブルに導入可能
➡ 専門スタッフが運用を強力にサポート

➡  アップロードのみで「帳票自動判別」「科目・金額の読み
取り」「割り当て」が完了

➡ AIの自動処理により、誰でも・簡単・正確な入力が可能
➡  希望の勘定科目でCSV出力、RPAなどのシステム連

携が可能

➡  財務情報、受領書、明細書などの画像データをテキスト化
➡ 書類の種類やフォーマットを問わず簡単な操作で変換
➡  クラウド環境ですぐにご利用可能

➡ シンプルな操作で審査申込、スピーディーに審査結果 
 の確認が可能
➡ 申込情報や契約情報の照会、契約書出力などの機能 
 を搭載
➡ Webサービス、専用アプリでリモートワークや効率的 
 な営業活動を支援

➡ 押印、捺印、署名が不要になり、契約をオンラインでス 
 ピーディーに締結
➡ 契約手続きから書類保管まで契約書に関わる事務負担 
 を軽減
➡ 印紙・郵送・保管にかかるコストを削減

日本型オペレーティングリースの留意点

＊  PBasisはパナソニックホールディングス株式会社の登録商標です。
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グループ会社／海外拠点SDGs経営の推進

“SMFL Way” の Our Vision の一つに、私たちの目指す姿として、SDGs 経営の推進を掲げています。
将来世代が求める世界と向き合い、SDGs 経営を成長戦略と位置付け、社会の持続可能な発展に貢献します。

当社出資比率100％SMFLビジネスサービス株式会社

損害保険代理店業務、事務代行業

当社出資比率90%当社出資比率100%SMBC Aero Engine Lease B.V.

航空機エンジンリース

SMFL LCI Helicopters Limited

ヘリコプターリース

当社出資比率93%当社出資比率66%SFIリーシング株式会社

ソニー製放送機器等リース・レンタル

SMFLレンタル株式会社

IT関連機器／計測器／介護機器／ロボット等レンタル

当社出資比率50.1%当社出資比率68%SMBC Aviation Capital Limited

航空機リース

DMG MORI Finance GmbH

工作機械リース

SMFLみらいパートナーズ出資比率70％SMFLみらいパートナーズ株式会社 当社出資比率100%

不動産関連事業、環境エネルギー関連事業、その他金融サービス事業

ケネディクス株式会社

アセットマネジメント事業、不動産関連事業、不動産投資事業

当社出資比率100％当社出資比率100％ SMFL信託株式会社

管理型信託業、財産管理受託業

九州キャピタルファイナンス株式会社

総合リース業

当社出資比率100％ヤンマークレジットサービス株式会社

ヤンマー製品におけるクレジット・リース・カード等の販売金融事業

株式会社エスシー倶楽部

事業者向けローン

当社出資比率60% 

当社出資比率100%AJCC株式会社

ケーブルテレビ設備・機器リース

SMFLみらいパートナーズ出資比率51％株式会社マックスリアルティー

不動産関連コンサルティング業務

目標1 ： SMFL（単体）における国内GHG排出量（Scope1およびScope2） 2023年度までにネットゼロを達成

■  Scope1： 社用車の保有台数・保有形態の最適化やFCV（燃料電池自動車）、EV（電気自動車）やHV（ハイブリッド自動車）への切り替えなどにより   
                  GHG排出量削減を図り、ネットゼロの達成を目指す

■  Scope2 ： 戦略子会社、SMFLみらいパートナーズが所有する太陽光発電設備が創出する非化石証書を取得し、全ての使用電力を実質的な再生可能 
　　　　　エネルギー化することで、ネットゼロの達成を図る

目標2 ： SMFLグループ（連結）におけるGHG排出量（Scope1およびScope2） 2025年度までにネットゼロを達成

■ SMFLの海外支店、海外現地法人やグループ会社に対象を拡大し、GHG排出量削減およびネットゼロに向けた施策を実施する

目標3 ： サステナブル関連ビジネスを通じた脱炭素化への貢献 2029年度までに契約額で累計1兆円

■  サステナブル関連ビジネスにさらに注力し推進することで、企業の脱炭素化を支援し、社会における脱炭素化を支援していく

■  太陽光・風力・水力・バイオマスなど各種再生可能エネルギー事業によるクリーンエネルギーの供給拡大、環境配慮型不動産開発の推進、産業廃棄物
の削減・適正処分など3R（リデュース、リユース、リサイクル）事業の一層の推進により、2029年度までに累計1兆円の契約を実行していく

環境 脱炭素・循環型社会の
実現に貢献

■ 再生可能エネルギーへの取り組み推進
■ 脱炭素につながる製品の取り扱い拡大
■ 3Rビジネス推進
■ 当社事業における電気・紙使用量抑制

次世代 次世代につながる
人・企業の発展に貢献

■ デジタル・ロボット等のイノベーション推進
■ 次世代の基盤である子どもへの支援

コミュニティ 地域社会の持続的な
発展への貢献

■ 持続可能なまちづくりへのソリューションの提供
■ グローバルベースでの設備投資のサポートを通じた各国経済発展への貢献

働きがい
誰もがより良い

未来に向けて活躍できる
機会の創出

■ 女性・シニア活躍推進
■ 働き方改革推進
■ デジタルを活用した業務効率化

当社の事業領域に深く関係する７つの目標を選び、社会課題の解決に寄与するビジネスを推進していきます。

重点課題と注力施策

気候変動問題に積極的に取り組み、脱炭素社会・循環型社会の実現に貢献していきます。

中長期環境目標

注力する7つの目標

国内グループ会社

海外グループ会社

海外拠点
中国

広州
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (China) 
Co., Ltd.

上海
Shanghai Sumitomo Mitsui General Finance and 
Leasing Co., Ltd.

北京
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (China) 
Co., Ltd.

成都
Shanghai Sumitomo Mitsui General Finance and 
Leasing Co., Ltd.

香港
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Hong 
Kong) Ltd.

タイ

バンコク
SMFL Leasing (Thailand) Co., Ltd.

マレーシア

クアラルンプール
SMFL Leasing (Malaysia) Sdn. Bhd.

シンガポール
Sumitomo Mitsui Finance and Leasing 
(Singapore) Pte. Ltd.

シンガポール支店

インドネシア

ジャカルタ
PT. SMFL Leasing Indonesia

米国

ニューヨーク支店
コスタメサ営業所

英国

ロンドン支店

アイルランド

ダブリン支店
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商　　　号 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 
 Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited

設　　　立 1963年2月（リース事業開始：1968年5月）

事 業 内 容 各種物品の賃貸・延払事業／営業貸付事業／その他／各事業に関連するサービス等

代　表　者 代表取締役会長　岡  省一郎

 代表取締役社長　橘  正喜

本社所在地 東京本社 〒100-8287 東京都千代田区丸の内1-3-2

 TEL 03-5219-6400（代表）

 大阪本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-10-19

 TEL 06-6282-2828（代表）

資　本　金 150億円

純　資　産 10,215億円（連結）／5,250億円（単体） （2022年3月31日現在）

従 業 員 数 3,719人（連結）／2,216人（単体） （2022年3月31日現在）

株　　　主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ（50％）／住友商事株式会社（50％）　　

監査役

常任監査役 
髙野  一郎
常任監査役（社外） 
亀山  経一郎

常任監査役 
冨田  和彦
常任監査役 
酒井  豊文 

監査役（社外） 
田口  勝彦
監査役（社外） 
村中  貴一

執行役員

専務執行役員

西河  哲也
寺田  達朗
八瀬  浩一朗
有馬  高司
渡部  信一郎
上田  明

常務執行役員

海老原  良宜
忍田  治
本田  悦司
並木  洋一
菅井  洋生
原田  浩次
杉本  裕志
松村  聡
前井  泰弘

岡元  徹
山﨑  秀之
葭田  正司
渡辺  敬之
   

執行役員

倉岡  朝通
末廣  峰生
福原  豊樹
門脇  真一
村上  兼士
田中  智之
大村  尚之
白井  貴久
太斉  力
小林  文子

関  俊之
田中  宏一
黒田  圭一
鈴木  治
大戸  博司
有泉  賢
畝岡  淳
浅井  淳史
大塚  裕

取締役

代表取締役会長 
岡  省一郎
代表取締役社長 
橘  正喜

代表取締役専務執行役員 
黒田  淳
代表取締役専務執行役員 
塩見  勝 

取締役専務執行役員 
関口  栄一
取締役常務執行役員 
石田  英二

取締役（社外） 
中島  達
取締役（社外） 
野中  紀彦

1963年 2月  東西興業株式会社（のちの住商リース株式会社、 
1968年5月リース事業開始）設立

1963年 8月  株式会社日本リース（のちのGEフィナンシャル
サービス株式会社）設立

1968年 9月  総合リース株式会社（のちの三井住友銀リース株
式会社）設立

1969年 4月  三洋電機クレジット株式会社（のちのGE三洋クレ
ジット株式会社）設立

2007年 10月  住商リース株式会社と三井住友銀リース株式会社
が合併し、三井住友ファイナンス＆リース株式会社
発足

2009年 1月  GEフィナンシャルサービス株式会社がGE三洋クレ
ジット株式会社を合併

2009年 6月  エイジェイシーシー株式会社（現 AJCC株式会社）
を持分法適用関連会社から連結子会社化

2010年 1月  日本GE株式会社がGEフィナンシャルサービス株
式会社を合併

2010年 11月  SFIリーシング株式会社を連結子会社化

2012年 6月  ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ・
ピーエルシーの航空機リース事業を株式会社三
井住友銀行・住友商事株式会社と共同で買収し、

「SMBC Aviation Capital」として業務開始

2013年 10月  SMFLレンタル株式会社発足

2015年 12月  DMG MORI Finance GmbHを連結子会社化

2016年 4月  日本GE合同会社（旧 日本GE株式会社）を連結子
会社化

2016年 9月  日本GE合同会社がSMFLキャピタル株式会社に
組織変更および商号変更

2018年 10月  SMFLみらいパートナーズ株式会社設立

2019年 1月  三井住友ファイナンス＆リース株式会社とSMFL
キャピタル株式会社が合併

2019年 4月  Sumisho Aero Engine Lease B.V.（現 SMBC 
Aero Engine Lease B.V.）を連結子会社化

2019年 7月  株式会社マックスリアルティーを連結子会社化

2020年 6月  SMFL LCI Helicopters Limitedを連結子会社化

2021年 1月  ケネディクス株式会社を連結子会社化

2021年 7月  ヤンマークレジットサービス株式会社を連結子 
会社化

沿革

株主総会

監査役

監査役室

取締役会

経営会議

コーポレートビジネス部門 セクター部門 リテールリーシング部門 不動産部門

本店営業本部 東日本営業本部 中四国営業本部

首都圏営業本部 京阪神・北陸営業本部 九州営業本部

プロダクト部門

環境エネルギー本部

国際部門

中国本部 営業推進開発本部

ビジネスアドバイザリー部門トランスポーテ―ション部門 グループ会社コーポレートスタッフ

組織図  （2022年４月１日現在）
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