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NEW SOLUTION
SMFLみらいパートナーズは

SMFLグループの革新をリードする戦略子会社です。

お客さまやビジネスパートナーとの共創により、

新たな価値を生み出し、ともに「みらい」を切り拓いていきます。

そして、従来の金融の枠にとらわれない、

変化する時代のニーズに合わせた柔軟な発想と行動で、

求められる社会課題に応え続けます。

私たちは「つなぐ力」でビジネス領域の探索と深化にチャレンジする

イノベーティブなプロフェッショナル集団です。

自 ら変わる者だけがビジネスチャンスをつかむ



About Us　SMFLみらいパートナーズとは

About Us

戦略的共同事業

SMFLみらいパートナーズは、メガバンクと総合商社の戦略的共同事業として位置づけられる

三井住友ファイナンス＆リース（SMFL）から誕生した、SMFLグループの革新をリードする戦略子会社です。

ともに新たな価値を生み、ともに「みらい」の社会を創る。

新たな事業領域を切り拓いて進化し続けます。

ネットワーク

ビジネス展開力

顧客基盤

資金調達力

新たな
みらいを
切り拓くみらいに欠かせない

ベストパートナー

広範かつ強固な顧客基盤と
ネットワークを活用し、

様々な領域で付加価値の高い
金融サービスを提供。

金融の枠にとらわれない
グループの革新をリードする
戦略子会社

ＳＭＦＬみらいパートナーズ
SMFLグループの革新をリードし、パートナーとともに新たな価値を創出する



How to Be　私たちの在り方

数多くのビジネスパートナーの皆さまとともに

深い専門性と戦略的な構築力によって、

新たな領域で価値を創出。

お客さま

SMFL
みらい

パートナーズ
ビジネス
パートナー

共同開発・
賃貸

バリューアップ

IFRS対応

REIT
総合支援

自家消費型
太陽光発電

太陽光・風力・
バイオマス・
中小水力発電

プロジェクト
ファイナンス

エクイティ
出資

3R

古民家再生

デジタル
ソリューション

ヘルスケア
ファンド

お客さまやお取引先の「みらい」に欠かせないベストパートナーで在りたいという想いを胸に、

共創によるシナジー効果で新たな価値を生み出し、ともに「みらい」の社会を創ります。

H o w  t o  B e

「みらい」を切り拓く
お客さまとともに、ビジネスパートナーとともに



Strong Point　私たちの強み

Strong Point

循環型
社会

デジタル
ソリューション

街づくり

地方創生 医療・介護

リスク
マネジメント

SMFLグループが培ってきた知見やノウハウをベースに、リースやファイナンス
といった金融の枠にとらわれず、時代のニーズに柔軟に対応しながら、社会の
イノベーションを推進する様々な分野で事業を開発・発展させていきます。

SMFLグループの
強固なグループ力により
様 な々分野で
新たな価値を創出

ファイナンス と
専門分野の開発力 で
課題を解決し、
みらいの社会を
切り拓いていきます。

私たちは、企業や事業、様々な価値をつなぎ、愚直に事業を成し遂げるプロフェッショナル集団です。

お客さまやビジネスパートナーの皆さまとの長期的な関係のなかで「絆」を育み、

ともにビジネスを進化させていくことを目指しています。

SMFLが培ってきた知見やノウハウ

グループ会社

環境
エネルギー

「つなぐ力」で
事業を成し遂げる



Strong Point　私たちの強み

資金調達力と
顧客基盤・ネットワーク

S C A L E

9,800億円
という資産規模 50年以上

502棟・

5S5SS M F L  M I R A I  Pa r t n e r s

スケール

歴史に裏打ちされた
信頼感と安定感

S TA B I L I T Y
信頼

迅速かつ
柔軟な対応力

S P E E D
スピード

多様な領域で事業を
進化させる総合力

S C O P E
新たな事業領域

深い専門性と
戦略的な構築力

S P E C I A L I T Y
専門性

SMFLの歴史と実績 社員全員が大切に
している価値の一つ

再生可能エネルギー出力容量

保有不動産・延床面積

83個分東京ドーム

街づくり

循環型社会

環境エネルギー

Strong Point

メガバンクの
強固な顧客基盤と

永年のパートナーシップ

総合商社のグローバルな
ネットワークと情報力

SMFLみらいパートナーズ
独自のパートナー戦略

意識と仕組みの
両面から叶える
圧倒的な
「スピード」

未来の社会へ拡げつなげる

新たな領域の探索
SMFLグループの

●不動産開発・賃貸
●バリューアップ
●REIT総合支援
●脱炭素
●自家消費型太陽光発電
●3R 等

● 迅速な意思決定と業務遂行を
　 可能とする組織
● フットワークよく発信力のある
　 担当者
● スピードの核となる
　 実績・経験に基づくノウハウ

パートナーとの連携による

1,285MW
（45万世帯分）

医療・介護

地方創生

リスクマネジメント

デジタルソリューション

ノウハウ・実績

専門性の深化



Business Field 　事業領域

街づくり

SMFLがこれまで培った様々な知見やノウハウ、実績をベースに、

不動産や環境エネルギー、3R、地方創生、ヘルスケア、デジタルソリューション等の各分野で、新たなサービスを提供しています。

お客さまやビジネスパートナーの皆さまと、より一層のリレーション強化を通じて、

みらいの社会につながるサービスを、広く、深く進化させていきます。

産業設備においてお客さまの課題をワンストップでサポー
トし、3R活動を積極的に推進することで、循環型社会の実
現に貢献しています。

循環型社会

地方創生に貢献すべく、当社のファイナンス機能や多様
なパートナー企業との連携により、地域の資源等を利活用
した新たな価値の創出を目指します。

これからのみらいに向けた持続可能な街づくりを目指し、不動産事業を通じた独自の
取り組みを行っています。長年の実績を誇るSMFLの不動産リース事業を全面的に
承継した当社の不動産本部は、従来の事業領域を一層拡大、深化させ、事業会社か
らデベロッパー、不動産ファンド運営会社まで幅広いニーズへ向け事業を展開してい
ます。不動産ソリューション、不動産開発・賃貸、サテライトオフィスサービス、次代へ向
けた独自の不動産ブランド等に加え、今後も新たな価値を創出していきます。

環境エネルギー

環境問題の深刻化に伴い、現在、地球環境保全に対する企業の取り組みは特に重
要視されています。当社は環境経営支援の専門家集団として、「Smile of Earth」をス
ローガンに、お客さまやビジネスパートナーの「脱炭素化」をサポートしています。
持続可能な企業には必要不可欠である、化石燃料から再生可能エネルギーへの転
換に加え、お客さまのご要望に合わせた当社独自のソリューションを展開。再生可能エ
ネルギーの事業化サポート、PPA設備、熱エネルギーでの廃熱回収等、多角的な視点
でご提案いたします。

地方創生

医療・介護業界におけるお客さま独自の課題に対して、当
社は投融資一体型のソリューションで良質な環境づくりを
サポートしています。

医療・介護

Business Field

社会のデジタル化という大きな変革に伴い、新たな価
値創造をご提案し、デジタルを活用したサービスを提供
しています。

デジタルソリューション

経営者さまに万が一のことがあったときの保障や、従業員
さまの福利厚生への備えといった、今後の安心につながる
ご提案を行っております。

リスクマネジメント

多様な領域で事業を進化させる総合力



Contents　主要コンテンツ事例

C o n t e n t s

不動産における幅広いニーズにお応え

不動産事業

地方創生
ファンド組成

設備・プラント処分
元請事業 DXサービス

環境エネルギー事業街づくり

不動産流動化

REITブリッジ

開発型不動産リース

共同開発・賃貸

自社開発・賃貸

サテライトオフィスサービス

自家消費太陽光

電力小売代理店サービス

熱エネルギーサービス

ファイナンスサービス

開発・事業化支援

エネルギーサービス

脱炭素実行プログラムでCO2削減へ

不動産リース事業において20年以上の実績を誇り、商業施設、

オフィスビル、ホテル、物流施設といった多種多様なアセットクラス

への取り組み実績を有しています。私たちは、不動産万能パート

ナーとして、「不動産流動化」や「REITブリッジ」、「開発型不

動産リース」等、お客さまの幅広いニーズに応じた最適なソリュー

ションを提供するとともに、「不動産開発・賃貸」を通じて、建物の

みならず街や地域の価値向上に取り組んでいます。

企業向けに特化した、複数の生

命保険会社を取り扱う保険代

理店です。経営課題に対し、法

人金融ノウハウを活用し、会計・

税務に通じた提案力で、最適な

プランをワンストップかつオーダー

メイドでご提供します。

環境エネルギー

企業向けに特化した
最適なご提案

地域に点在する歴史的資源を

利活用した宿泊施設や、その地

域ならではの飲食・体験サービ

ス等を提供することにより、まちな

みや暮らしを未来につなぎ、地

域の活性化や持続可能なまち

づくりに貢献しています。

観光業を育み、
地域活性化へ

工場設備・施設等を処分された

いお客さまへ、解体工事や撤去、

不要物の再販、再資源化、産業

廃棄物の適正処分等のサービ

スをワンストップでご提供。3R活

動を積極的に推進し、循環型社

会の実現に貢献しています。

再資源化まで担い、
3Rを推進

お客さまに新たな価値をご提案す

るデジタルソリューションの創造に

挑戦しています。最新技術に精通

した内製のデジタル開発人材と、

お客さまを熟知した現場社員が

タッグを組み、お客さまの課題を解

決するDXサービスを提供します。

金融の枠を超えた、
DXサービスの提供へ

地方創生

環境問題が深刻化するなか、企業には化石燃料から再生可能

エネルギーへの転換が求められています。私たちは環境経営の

専門家集団として、お客さまやビジネスパートナーの「脱炭素化」

を支援しています。なかでも強みの一つが、自家消費太陽光発電

のサポートと、カーボンフリー電力を掛け合わせたご提案・販売で

す。相乗効果を生み、これにより脱炭素化を加速させ、お客さまの

企業価値向上と、環境経営への推進をサポートいたします。

保険代理店
事業

デジタル
ソリューション

循環型社会リスク
マネジメント

医療機関や介護法人を資金・経

営の両面からサポートしています。

経営課題解決に向けたコンサル

ティング・投融資一体型ソリュー

ションで、地域医療・介護の基盤

整備、社会保障制度の安定化

に貢献しています。

地域医療・介護の
基盤整備へ

医療・介護
ヘルスケア
ファンド組成



Real  Estate　不動産ビジネス

私たちは、お客さまの最高のパートナーで在り続けることを目指し、

不動産リースを深化させた新たな不動産ビジネスに挑戦しています。

お客さまとの絆を大切にし、不動産を通じた最適なソリューションを提供します。

※2021年3月末時点（三井住友ファイナンス&リース保有分を含む）

※ノンリコ―スローン・エクイティ出資除く

資産残高

約1兆500億円
テナント数

233物件
保有物件数

568物件

Real Estate

深化 進化
不動産ビジネスを



デベロッパーさま等に向けて、投資枠の温存、リスクシェア・

リスクパートアウトを目的にお客さまの開発事業に共同参

画させていただきます。

自社開発・賃貸

R e a l  E s t a t e

Real  Estate　不動産ビジネス

不動産流動化

共同開発・賃貸

ＲＥＩＴブリッジ 開発型不動産リース
お客さまが所有されている大切な不動産を活用して様 な々メリッ

トをご享受いただく不動産スキーム。流動化実行後も、賃借という

形でこれまで同様にご使用いただくことが可能です。様 な々種類

の不動産を対象にすることができ、土地建物または土地のみ等、

お客さまのご要望に応じて柔軟に検討が可能です。

ＲＥＩＴが将来取得を希望する不動産を、ＲＥＩＴに代わって当社

が一時的に取得・保有するＲＥＩＴブリッジスキーム。多くの上場・

私募ＲＥＩＴ向けにスキームを提供しており、ＲＥＩＴにおける物件

取得時期や価格調整、またはスポンサーサイドにおける物件売

却時期の調整等、幅広いニーズに対応します。

お客さま（テナント）に代わって当社が土地を取得（または賃借）し

た上でお客さまご指定の建物を建設し、お客さまに賃貸する開

発型ＢＴＳスキーム。特に多店舗展開されている小売業の皆さま

を中心に、数多くのお客さまの資金負担軽減、費用平準化、オフ

バランスニーズにお応えしています。

不動産
リース

購入
OR

借地

建築工事発注

お客さま
（不動産所有者）

SMFL
みらい

パートナーズ

購入

リースバック

購入

●PO/IPO
●テナント入れ替え／
　稼働率アップ

●開発／
　建替え完了

REIT
（買主）

REIT
スポンサー等
（売主）

SMFL
みらい

パートナーズ

建築会社

お客さま
（テナント）

土地
保有者

SMFL
みらい

パートナーズ

CASBEE不動産
評価認証を取得

DBJ Green Building 
認証を取得NEWNO・GS 新宿 （仮称） 自由が丘2 丁目計画

不動産開発・賃貸

ソリューション

土地の取得（借地権含む）から、その立地に融和する最適

な建物の開発までを一貫して行い、テナントさまへ賃貸する

事業を推進してまいります。

幅広い不動産ビジネスモデル



約1,800社

個人ワークに適した空間づくりで1名用個室を数多く
設置。WEB会議にも安心してご利用いただけます。ま
た、二次元コードでの入退室管理によりセキュリティに
配慮した空間を提供しています。※拠点数・会員数は2021年5月末時点の情報です

『働き方を、ジザイに』というメッセージを掲げ、

首都圏各所に拠点を展開する法人会員制サテライトオフィスサービス。

運営のザイマックス社の事業展開パートナーとして、

ともに働く場の選択肢を社会に提供しています。

Real  Estate　不動産ビジネス

Real Estate

※

法人会員制
サテライトオフィスサービス
首都圏の都心部・郊外

143拠点

会員企業・ユーザー数

38万人以上
首都圏最多の拠点網で、
都心だけでなく、住まいの近くに
ワークプレイスを提供します

多様な働き方を実現する施策の一つとして、
多くの企業様にご利用いただいています

人・企業・地域に優しいワークプレイスと
して、高セキュアなサテライトオフィスをご
提供します。会員の方は全拠点をご利
用いただけ、費用は使った分しかかから
ない従量課金制。網羅的な拠点展開で
企業さまの働き方改革をワークプレイス
からサポートします。

WEBサイトはこちら



Real  Estate　不動産ビジネス

さまざまな価値観、常識が変化し続ける時代、変化の中で生じてしまう社会課題に対して、

私たちはお客さま、パートナーと共に何ができるのか？

社内のさまざまなメンバーが立場を超えて議論を重ね、NEWNO（ニューノ）という

新たなブランドを立ち上げました。

SMFLみらいパートナーズ、サービスを
利用するお客さま、パートナー、三者が
手を取り合い、不動産事業というフィー
ルドの中で、新たな普遍“N EW 
NORMAL”をアップデートし続けます。

三者でつくる
未来のあたりまえ

WEBサイトはこちら

R e a l  E s t a t e

未来が存在する場を目指して、NEWNO
はさまざまなエリアに展開中です。

S M F Lみらいパートナーズ

C L I E N T

PA RT N E R

未来のあたりまえをつくる不動産ブランド



CO2削減のため設備導入を

検討しているが導入課題は様々...

設備導入資金

資産保有

運用維持管理 等

Environment Service　環境エネルギービジネス

地球温暖化、資源の枯渇、有害物質汚染等、事業者を取り巻く環境変化が余儀なくされるなか、企業の環境経営が重要視されています。

SMFLグループは時代のニーズや持続的な取り組み・発展を見据えた、独自のCO2削減ソリューションを展開しております。

お客さま（脱炭素経営企業） 脱炭素実行プログラム

Environm
ent Service

自家消費太陽光

太陽光発電設備を当社の費用

で設置し、メンテナンスも行いま

す。初期費用負担なく、長期安

定的な省エネの実現を可能に。

電力小売代理店サービス

CO2排出係数の低い電力メ

ニュー・電力会社への切り替えを

ご提案。電力量を変えず、CO2削

減、脱炭素経営へ貢献します。

熱エネルギーサービス

廃熱回収で熱の循環利用・電

化をし、燃料を削減。お客さまの

最適なシステムを構築し、エネル

ギーの低炭素化へもつなげます。

廃熱回収設備導入

再エネ設備導入

省エネ

CO2ゼロ

CO2ゼロ

省エネ

CO2あり

カーボンフリー電力購入

消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
量

一般的な省エネ対策のみ
廃熱回収による省エネ＋
CO2排出量ゼロを実現

CO2削減フロー

RE100（再エネ電力100％）企業　

SBT（CO2削減目標設定）企業

サプライチェーン全体で独自に目標を設定・公表等

脱炭素へ積極的に取り組む企業が急激に増加パリ協定を踏まえ、国内で制定された目標である「温室効果ガス2050年実質ゼロ」には
低炭素社会を実現させる脱炭素経営が必要不可欠といわれています。

エネルギー消費量の
削減

使用するエネルギーの
低炭素化

利用エネルギーの
転換1 2 3

環境経営＝脱炭素経営へ

脱炭素において
重要な3本柱

エネルギーサービス部

CO2排出量ゼロを、可能に
省コストかつ設備を持たない選択で

お客さまに最適な「脱炭素トータルソリューション」で、計画支援・サービスを行っています



お客さまの熱の利用状況に応じ、最適な脱炭素化システムを構築。バ

イオマス発電・コジェネレーション・バイオマスボイラー・廃熱回収ヒートポ

ンプ等、多様な導入支援スキームをご提案いたします。

熱の循環利用・電化/エネルギーの低炭素化

お客さまの敷地内である工場の屋根等に
PPAを設置いたします。条件によりますが、
実質、電気会社からの電気代よりも安くな
り、原則電気代は上がりません。CO2削減、
コスト削減、メンテナンス費用削減、と長期
安定的にも負担なくご利用いただけます。

担当者の声 エネルギーサービス（再エネ）と電力小売
代理店サービス（カーボンフリー）を掛け
合わせたセットのご提案は、当社の強み
の一つです。電力切替えは今まで対策を
行ってこられたお客さまにとっても有効な
対策となります。

担当者の声 ヒートポンプは脱炭素の本命技術の一
つであり、熱の脱炭素化へと導きます。そ
して当社の熱エネルギーサービスはPPA
同様、初期投資不要です。特に熱を普段
から多く利用する食品・化学関係工場等
のお客さまが多く導入されております。

担当者の声

E n v i r o n m e n t  S e r v i c e

発電時に二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しない電力。
「パリ協定」発足後に急速に増加しているCO₂排出削減に取り
組む需要家のニーズに応えた新たな電力メニューです。

初期投資不要で太陽光発電を設置でき、メンテナンスも当社で行い、お

客さまへ電力を供給いたします。電力会社から購入する電気に代わり、

CO2排出の少ないクリーンな電気で省エネへとつなげていきます。

お客さまのご要望に応じ、電力会社の切り替えをご提案いたします。低

価格やカーボンフリー電力等、電力小売り自由化以降、新電力各社の

供給割合は増加しており、様 な々メニュー・サービスが登場しています。

無料設置モデル／PPAモデル カーボンフリー電力/通常電力

カーボンフリー電力とは
SMFLみらいパートナーズ

設計・
施工会社

運用・
管理会社

お客さま

エネルギーサービス

電力小売代理店

発電設備

●電気
●運用、メンテナンス
●故障対応

低価格/カーボンフリー

エネルギーサービス料金

工事請負
契約

O&M
委託契約

エネルギーサービス契約

ガス 電力

SMFLみらい
パートナーズ

自家消費太陽光 電力小売代理店サービス 熱エネルギーサービス

常温 常温180℃
（蒸気）

50℃
（温水）

30℃
（排水）

燃
料

変
換

廃
棄

熱
使
用

廃
熱

廃熱回収
❶熱の循環利用・電化を実現
❷エネルギーの低炭素化を実現

廃熱回収
での削減

廃熱回収
での削減

廃熱回収
での削減

Environment Service　環境エネルギービジネス

CO2削減対策に効果的な脱炭素実行プログラム



※2021年4月末時点。発電量は当社持分比率で按分

1,100MW

1,600件

太陽光発電を筆頭に、再エネ全ての分野で取り組み実績があります。※

106MW

18件

70MW

6件

2MW

7件

5MW

2件

電源

発電
出力

件数

太陽光
風力

バイオマス
地熱

環境エネルギー開発部では、再生可能エネルギー事業のDebt（負債）からEquity（資本）まで、

お客さまのニーズに適したソリューションをワンストップでご提供。

プロジェクトファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ出資、発電事業等を行っており、

太陽光発電を筆頭に取り組み分野を拡大中です。

取引実績 合計発電容量

E n v i r o n m e n t  S e r v i c e

太陽光 風力 バイオマス 水力 地熱

再生可能エネルギー別の取り組み実績（SMFLグループ）

北海道から沖縄まで、
日本全国で展開しております。
北海道から沖縄まで、
日本全国で展開しております。

約1,600件以上 約1,200MW以上

※太陽光発電を筆頭に、再生可能エネルギー全ての分野

環境エネルギー開発部Environment Service　環境エネルギービジネス

脱炭素化に貢献
再生可能エネルギーを促進し



当社の資金調達力、豊富なファイナンス実績、メガバンクや総合商社

を基盤としたネットワーク、さらには太陽光発電所のOperation& 

Maintenanceで国内トップクラスの実績を誇るパートナー企業との協

業により、全国の稼動済み太陽光発電所の取得を推進しています。

FIT終了後を見据えた維持・管理を行うことで、再生可能エネルギー

の長期安定電源化に貢献していきます。

リース業界を牽引するグループ会社と協働で、風力発電事業向けのプ

ロジェクトに参画しています。一般的なコーポレートファイナンスとは違い、

プロジェクトから得られるキャッシュフローのみを返済原資とするプロジェク

トファイナンス組成により、風車11基の大型ウィンドファームの事業化を支

援。また、風況に適した地域での再生可能エネルギー事業化と地域の

基幹産業である農業の共存共栄を実現しています。

食品工場やスーパー等から排出される食品廃棄物を原料としたバイ

オガス発電事業支援のため、発酵槽や発電機等の主要設備一式を

リース。社会課題である食品廃棄物リサイクル率の向上、温室効果ガ

スの削減に寄与することで、安定した分散型電源としての役割を目指し

ます。ファイナンス手法は、当該事業から発生するキャッシュフローのみを

回収原資とするプロジェクトファイナンスを採用しています。

E n v i r o n m e n t  S e r v i c e

所有する稼動済み発電事業を売却される場
合、これまでは評価・査定に時間を要してい
ました。しかし、当社及びパートナーとの連携
で様 な々ノウハウを活かすことができ、スピー
ディーな売却が可能となりました。修繕対応
も行っていますので、ご相談下さい。

担当者の声

長期安定電源化のための
太陽光発電事業

地域との共存を実現する
風力発電支援

食品リサイクル率向上とロス削減につなぐ
バイオガス発電支援

事業化のハードルが高い風力事業におい
て、事業者様に寄り添い、パートナーとして
ともに事業化に邁進します。風車数基から
大規模ウィンドファームまで幅広い対応が
可能。そして本件は、再エネ+地域収益へ
の貢献での取組意義が評価されています。

担当者の声 当社基盤であるメガバンク、シンクタンク
等、グループの総合力により、バイオガス発
電支援では本邦初となるプロジェクトファイ
ナンスを実現しています。FITだけに依存し
ない、廃棄物処理業の事業性評価にも注
目されています。

担当者の声

Environment Service　環境エネルギービジネス

再生可能エネルギーで脱炭素化をサポート



生命保険を活用し、将来の事業環境の変化に備えた
最適なソリューションを提供します

Smart Insurance Agency　保険代理店ビジネス

企業向けに特化した、複数の生命保険会社を取り扱う保険代理店です。

経営者さまに万が一のことがあったときの保障や、従業員さまの福利厚生、

事業承継といった経営課題に対し、法人金融ノウハウを活用し、

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します。

Sm
art Insurance Agency

会計・税務に
通じた提案力
財務体質強化・
資金効率化の
効果的な対策を
ご提案しています

経営手法に通じた
ソリューション
経営戦略の一環として
生命保険を活用した
ソリューションを
ご提供します

お客さま本位の
サービス

徹底したお客さま目線を重視し、
より一層価値ある
サービス提供を
目指します

永続的
サポート体制
ITを活用した

万全な顧客管理のもと、
情報管理とアフターサービスを

行います

事業スキーム図

企業向け提案に
特長のある生命保険会社

※最適な商品・
サービスを
ご提供

お客さま

11社
※2021年4月現在

全社員に、安心を
法人金融×生保で



S m a r t  I n s u r a n c e  A g e n cy

Smart Insurance Agency　保険代理店ビジネス

長年培ってきた豊富な法人金融ノウハウを活用し、お客さまの会計・税務に適した財務強化、資金効率化等、

将来の事業環境の変化にも配慮した最適なご提案をします。

また、永続的なサポート体制で、ITを活用した万全な顧客管理のもと、情報管理とアフターサービスを行います。

ダム経営では、経営資源に一定の余裕をもった経営手法である、「適正経営」の重要性が説かれています。

資金繰りの視点で見ると、“資金と利益のダム”、空から受けた水を一滴も無駄にしないダムのように一定量の財源を蓄えておくこ

とで、万一日照りの経営環境に置かれた場合でも、ダムの流水調整により水不足（資金難）を防ぐことができ安心だと言えます。

財務体質強化 企業保障強化

相続・事業継承対策退職金準備

収益減少

緊急資金確保

債務返済

運転資金確保

福利厚生充実

役員退職金

従業員退職金

弔慰金

納税資金

遺産分割

自社株買取資金

経営者の皆さまが抱える問題 企業財務に影響する様々な出来事

金融市場の急激な変化（為替、株式、金利）

国内外の経済動向（特需、米国、欧州、中国）

国内外の税制動向（消費税、法人税、土地税）

天災被害（震災、竜巻、豪雨）

原油価格の変動

製品リコールの損失、賠償金

多額な退職金支払い発生

不良資産の一括償却（貸倒、減損）

ダム経営では、経営資源に一定の余裕をもった経営手法である、「適正経営」の重要性が説かれています。

資金繰りの視点で見ると、“資金と利益のダム”、空から受けた水を一滴も無駄にしないダムのように一定量の財源を蓄えておくこ

とで、万一日照りの経営環境に置かれた場合でも、ダムの流水調整により水不足（資金難）を防ぐことができ安心だと言えます。
ダム経営という考え方

生命保険を活用した変化に備えたソリューションをご提案します



SDGs経営を成長戦略と位置づけ「環境」、「次世

代」、「コミュニティ」、「働きがい」の4つを重点課題

として取り組みます。SMFLグループ一丸となってより

良い未来に向けて社会課題の解決へ貢献し、新し

いビジネスの創出を目指していきます。

新しいビジネスの創出

将来の世代が求める世界と真剣に向き合い、積極

的に未来に貢献することで、社会の持続可能な発

展へとつなげていきます。さらにSMFL自身も持続的

に成長していき、「SDGs経営で未来に選ばれる企

業」を目指してまいります。

未来に選ばれる企業

【SDGs経営で未来に選ばれる企業】
私たちは、SDGsに正面から取り組み、未来に向けて
社会の持続的な発展に貢献し、次の世代に選ばれる企業を目指します

O U R  V I S I O N

SMFLグループのSDGs経営の推進体制
SMFLみらいパートナーズは、SMFLと一体となってSDGs経営の推進体制を構築しています。
各部においてもSDGsオフィサーを任命し、運営主体の一役を担っています。
●CSR推進委員会を改編し、社長を委員長とする「SDGs推進委員会」を新設
●全部門から委員が参加し、SDGs経営の取組方針の策定や諸施策等の審議を行い、
　事業を通じた社会課題解決への貢献に向けた体制を整備

Social  Contributions　社会貢献

SMFLグループは、社会のイノベーションにかかわる様々な分野で事業を展開することで、

再生可能エネルギーの活用、まちづくり、人々の健康増進、循環型社会の構築など、

持続可能な未来の実現、ひいてはSDGsの達成に貢献していきます。

また、SMFLグループの一員としてコンプライアンスファーストの経営を進めています。

役員・従業員
SDGs

オフィサー
経営会議
（SMFL）

SDGs推進委員会（SMFL）

全部門から委員が参加

付議・報告
委員長 社長 副委員長 企画部担当役員

SDGs SMFLグループ



Social  Contributions　社会貢献

SMFLグループは、SDGsへの取り組みを通じて、未来に貢献し、自らの新たな成長を実現するため、

事業領域のなかで７つのゴールを選び、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。

脱炭素・循環型社会の
実現に貢献

SDGs
注力 7項目

地域社会の
持続的な発展への貢献

次世代につながる
人・企業の発展に貢献

誰もがより良い未来に向けて
活躍できる機会の創出

環境 次世代

コミュニティ 働きがい

再生可能エネルギーへの
取り組み推進

3Rビジネス推進

当社の電気/紙使用量抑制

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

持続可能な街づくりへの
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

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

SMFLみらいパートナーズの
SDGs達成に向けた取り組み

不動産における環境性能等を評価する「CASBEE」、
「DBJ Green Building 認証」等の外部認証の取得
を推進。社会・環境に配慮した街づくりに取り組むこと
で、不動産の価値を高めるとともに、持続可能な社会
の実現に貢献していきます。

●太陽光発電を筆頭に、再生可能エネルギーへの
取り組み

●戦略子会社SMFLみらいパートナーズを通じて、
クリーンエネルギー発電事業、エネルギーサービ
ス事業等へも進出

保有不動産における環境認証の取得

環境エネルギービジネスの取り組み

SDGs SMFLグループ



SMFL Way　アイデンティティ

SMFL Way

●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

常にお客さま本位で考え行動します

自ら動き、新たな価値の創造に挑戦します

迅速な意思決定と業務遂行を強みとします

一人ひとりが質の高さを追求します

チームSMFLの総力を結集します

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

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

Customer First
Proactive&Innovative

Speed
Quality

Team SMFL

“SMFL Way”は、企業基盤を支える
SMFLグループのアイデンティティです

Our Mission

Our Vision

Our Value

Our Principle

“SMFL Way”は、企業基盤を支える
SMFLグループのアイデンティティです



Top Message　トップメッセージ

私たちSMFLみらいパートナーズの会社案内をご覧いただき、誠にありがとうございます。

当社は三井住友ファイナンス＆リース（以下、「SMFL」）グループの革新をリードする戦略子会社と
して、2019年4月に営業を開始しました。

不動産ビジネスや環境エネルギービジネスをはじめとした、さまざまな分野のプロフェッショナル人材が
集い、現下の急速な事業環境の変化のなか、変革のスピードギアをもう一段上げた取り組みを実
践しています。

不動産ビジネスでは、自社オリジナルの不動産ブランド「NEWNO（ニューノ）」を立上げ、環境や社
会に配慮した事業に取り組んでいます。

環境エネルギービジネスでは、脱炭素社会実現に向け、発電事業から電力消費者へのエネルギー
サービスの提供まで、バリューチェーン全体で事業拡大を進めています。

さらに、新たな投資機会を求めて、ビジネスの活動領域をアジア太平洋地域まで拡大しています。

お客さまやお取引先さまとともに、SMFLグループをリードして変革に挑み、新たな事業領域を切り拓
いていくことで、皆さまの「みらい」に欠かせないベストパートナーを目指します。

すべては、より良い「みらい」の社会のために。
SMFLみらいパートナーズ株式会社

取締役会長　　橘 正喜

代表取締役社長　寺田 達朗
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ＳＤＧs経営に正面から取り組み、

お客さまから選ばれる

ベストパートナーを目指します。



［東京本社］
〒100-8287 東京都千代田区丸の内1-3-2
TEL：03-5219-6400

［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

ＳＭＦＬみらいパートナーズ株式会社
〒100-8245　東京都千代田区丸の内1-3-2
TEL：03-6695-8320／FAX：03-6695-8321

ＳＦＩリーシング株式会社
〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビル
TEL：03-4360-8540／FAX：03-4360-8542

ＳＭＦＬレンタル株式会社
〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビル
TEL：03-5226-5020／FAX：03-5226-5029

ＡＪＣＣ株式会社
〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビル
TEL：03-3556-7140／FAX：03-3556-7142

ヤンマークレジットサービス株式会社
〒530-0014　大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー
TEL：06-6376-6361／FAX：06-6372-5445

ＳＭＦＬ信託株式会社
〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビル
TEL：03-3515-0027／FAX：03-3515-0028

ＳＭＦＬビジネスサービス株式会社
〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビル
TEL：03-3515-0505／FAX：03-3515-0516

九州キャピタルファイナンス株式会社
〒812-0026　福岡県福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル

株式会社エスシー倶楽部
〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島7-20-1 ＫＭ西梅田ビル10階
TEL：06-7688-6800／FAX：06-7688-6802

ケネディクス株式会社
〒100-0011　東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント
TEL：03-5157-6100／FAX：03-5157-6101

株式会社マックスリアルティー
〒100-0014　東京都千代田区永田町2-4-2

みらいエネルギーパートナーズ株式会社
〒105-0001　東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー14階
TEL：03-5860-1990（代表）/FAX：03-5860-1993

株式会社SMART
〒455-0026　愛知県名古屋市港区昭和町14-24
TEL：052-602-5225/FAX：052-602-5226

株式会社サンブルー・ヘルスケア
〒101-0003　東京都千代田区一ツ橋2-1-1 如水会ビル

奈良古民家まちづくりパートナーズ株式会社
〒630-8214　奈良県奈良市東向北町21-1

SMBC Aviation Capital Limited
IFSC House, IFSC, Dublin 1, Ireland
TEL：353-1-859-9000／FAX：353-1-859-9230

SMBC Aero Engine Lease B.V.
World Trade Center, Office Tower B / 16F, 
Strawinskylaan 1639, 1077 XX, 
Amsterdam, The Netherlands
TEL：31-20-705-4980（代表）

SMFL LCI Helicopters Limited
6 George's Dock, IFSC, Dublin 1, Ireland

DMG MORI Finance GmbH
Antoniusstr. 14, 73249 Wernau Neckar, Germany
TEL：49 (0)71 53 892 92 0／FAX：49 (0)71 53 892 92 66

［グループ会社］ ［グループ会社］

Company Profile　グループ会社



設立

事業内容

代表者

本社住所

資本金

従業員数

株主

国内拠点

取締役・監査役

2018年10月1日

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

代表取締役社長　寺田 達朗

〒100-8245 東京都千代田区丸の内1-3-2
TEL：03-6695-8320　FAX：03-6695-8321

200百万円

181名（2022年4月1日現在）

三井住友ファイナンス＆リース株式会社（100%出資）

大阪オフィス
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-10-9

取締役会長 橘 正喜

代表取締役社長 寺田 達朗

代表取締役 西河 哲也

取締役 黒田 淳

監査役 亀山 経一郎

監査役 冨田 和彦

SMFLみらいパートナーズ株式会社
SMFL MIRAI Partners Company, Limited

Company Profile　会社概要




