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意を「The・ちぎん」に込めました。また、「未来創造」には、
地域社会、お取引先、株主の皆さま、役職員とその家族など、
滋賀銀行に関わるすべてのステークホルダーの未来を創
る、との思いを込めています。
　日本社会は今、グローバリゼーションの進展に伴う産業
構造の変化に加え、少子高齢化による人口構造の変化や地
域間格差の拡大、財政再建問題など数多くの社会的な課題
を抱えています。特に、人口減少社会を克服して活力ある
地域社会を再生する「地方創生」への取り組みは喫緊の課題
であり、その実現こそが私たち地域金融機関の果たすべき
責務である、と考えます。
　地域社会と共にある私たち地域金融機関は、今まさに、地
方創生への“実行力”が試されており、その実現に向けて魂
を込めていく所存です。

　1966年には、伝統ある近江商人の商人道徳である「三方
よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神を受け継
いだ、平易にして含蓄のある行是「自分にきびしく 人には
親切 社会につくす」を制定し、爾来、お取引先・地域社会と
ともに歩みを進めてきました。そして、当行は、この行是を
CSR（企業の社会的責任）の原点として、2007年、「地域
社会」「役職員」「地球環境」との3つの「共存共栄」を追求す
るCSR憲章（経営理念）を制定しました。

　地方銀行の存在意義は、お取引先と地域社会の持続可能
な発展に尽くすことにあると、私は考えます。地域の企業、
産業を活性化することで新たな雇用が生まれ、所得が増加
し、経済の好循環が生まれます。また、そのような社会を実
現することで、私たち金融機関も発展できます。地域社会
の発展なくして当行の発展もありません。言い換えれば、
地域社会の発展に貢献できない地方銀行は、存在する意義
さえなく、いずれ淘汰されることは必然です。
　私は頭取就任に際しまして、当行が長期的に目指すべき
姿として行内外に「未来創造銀行『The・ちぎん』」を目指
すことを明らかにいたしました。「地元重視」を貫き、従来か
ら継承してきた“共存共栄の精神に基づく地域密着型金融”
を一段と深化させるとともに、メガバンクとは一線を画す
る、顔が見え、心が通う、「地銀のなかの地銀」になるとの決

　滋賀銀行は、1933年、「健全経営」を旨とする百卅三銀
行と、「進取」の気風に富んだ八幡銀行が合併し誕生しまし
た。お客さまとの共存共栄をモットーに堅実経営に徹し、
地元から厚い信頼を得る一方、近江商人としてのフロン
ティアスピリッツで、他の金融機関に先駆けて1938年に
京都支店、1941年に大阪支店、1946年には東京支店を
相次いで開設するなど、積極的な店舗展開で当行の発展の
礎が築かれました。

変革と挑戦によって
地域社会の発展に貢献し続ける
「未来創造銀行『The・ちぎん』」を目指します。
滋賀銀行は、2016年4月、新しい経営体制のもと、第6次中期経営計画をスタートさせました。
これからの10年を見据えた当行の取り組みをご説明します。

１．地方銀行の存在意義

２．滋賀銀行の理念とあゆみ

「三方よし」の精神を受け継ぐ行是、CSR憲章
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にじみ出し戦略 ～“商流”の創造～

生かし、緊密なコミュニケーションをベースにお互いに顔
の見える取引を通じて、営業エリアを拡大する「にじみ出し
戦略」を続けています。
　これにより、お取引先との緊密なリレーションシップの
構築が図られ、金利だけに左右されない永続的なお取引の
実現が可能となります。

　当行は滋賀県内はもとより、戦前に他行に先駆けていち
早く京都に進出し、その後、大阪、東京、名古屋、大垣、上野
（三重県）に営業拠点を築くなど、早くから広域地銀として
展開してきました。
　そのネットワークを生かし“商流（商売の流れ）”を生み出
すことで、地域経済の発展を促し、「共存共栄」の実をあげて
いくことが地方銀行の役割、との考えに立ち、地縁や人縁を

CSR経営 ～滋賀銀行の原点～

づけ、経済の血液である「金融」の役割を通じて持続可能な
社会づくりに貢献する「環境金融」の実践を通じて、「環境」
と「経済」の両立に取り組んできました。また、金融業界初
の「エコ・ファースト企業」に認定されたほか、このような
取り組みが各界から認められ、環境関連各賞を多数受賞し
ています。（P54ご参照）

　CSR（企業の社会的責任）は、「社会の持続可能な発展の
ために、社会の一員である当行が果たすべき責任」と位置づ
け、「環境」「福祉」「文化」を3本柱としたCSR活動をいち早
く展開してきました。（P52ご参照）
　特に、琵琶湖畔に本拠を置く企業の社会的使命として、経
営に環境を取り込んだ「環境経営」を銀行経営の要諦と位置

（※１）格付コミュニケーション・サービス
お取引先と当行をつなぐ合理的なコミュニケーションツールとして、決算書
に基づく定量評価に、当行独自の審査ノウハウによる定性評価により「企業格
付」を決定。その企業格付プロセスを通じて把握したお客さまの「強み」「弱
み」を共有し、問題解決や財務の改善を目指すサービス
（※２）格付シミュレーション・サービス
格付コミュニケーション・サービスをさらに進化させ、お客さまの経営戦略
（目標）に基づく将来の財務内容を予測・共有し、企業価値向上をサポートす
るサービス

管理だけでなく、お取引先の経営改善等に活用するため、当
行独自の蓄積データに基づく「格付コミュニケーション・
サービス（※1）」を開発。2015年には、その考えをさらに
進化させた「格付シミュレーション・サービス（※2）」を開
始するなど、お取引先との「本質的な対話」を通じた課題解
決と成長支援に取り組んでいます。（P28ご参照）
　また、当行は、業務戦略・財務計画を達成するための「リ
スク・アペタイト（進んで引き受けようとするリスクの種
類と量）」を明確化し、経営管理やリスク管理を行う「リス
ク・アペタイト・フレームワーク」を導入し、経営計画の透
明性の向上と収益機会を追求するとともに、リスクをコン
トロールする経営に取り組んでいます。（P44ご参照）

　銀行経営の究極の使命は「リスクを引き受けること」にあ
ると考えます。そして、そのリスクとは、地域社会の発展の
ために取る「リスク」です。地域社会の発展に大きな責任を
負う当行は、金融環境や景気動向に左右されることなく、お
取引先の創業、成長、事業再生や地域社会の持続可能な発展
のために、金融仲介機能を発揮することが求められていま
す。そのために当行は、地域社会に変動があったときの備
えとして、自己資本（内部留保）の充実に努めています。
　しかしながら、お客さまの大切なご預金を原資とするた
め、無防備にリスクを引き受けることはできず、①リスクの
所在やその大小をしっかりと把握したうえで、②リスクに見
合った金利を賦課し、③リスクが銀行の体力に比べ、一定の
範囲に収まるようにコントロールしなければなりません。
　こうした認識に立ち、当行は勘や経験に頼らない合理的
な考え方による銀行経営の近代化に取り組み、財務基盤と
資本の充実に努めてきました。「企業格付制度」や「プライシ
ング制度」を先駆的に取り入れ、2007年には、当時の自己
資本比率規制「バーゼルⅡ」において、高度なリスク管理基
準となる基礎的内部格付手法（FIRB）をいち早く取得しま
した。その後、FIRB行としてのノウハウを当行のリスク

銀行経営近代化への取り組み
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2017年3月期業績見込み

式売却益を予想数値に織り込んでいないことによる約30
億円③退職給付費用（数理差異償却）の増加による約12億
円④国内経済の先行き不透明感による与信コストの増加に
よる約10億円などです。

　2016年3月期は当期純利益で過去最高益となりました
が、2017年3月期におきましては、大幅な減益を予想して
います。主な要因は①マイナス金利の影響による貸出金利
息の減少で約20億円②政策投資株式の持合解消に伴う株

株主還元

円としました。さらに2016年3月期決算において、親会社
株主に帰属する当期純利益で最高益を計上したことから、
1円の特別配当を加えて2016年3月期の年間配当は前期比
2円増配の8円といたしました。
　なお、第6次中期経営計画期間中（期間：3年間）の配当方
針につきましては、安定的な配当（普通配当年間7円）を継続
するとともに、業績動向に応じて特別配当を検討してまい
ります。

　当行は、「地域社会との共存共栄」を柱に、経営の健全性、
透明性の確保に努めるとともに、一段と厳しさを増す経営
環境や将来の投資に備えて内部留保の充実と財務体質の強
化を図りながら、毎事業年度2回、株主の皆さまへの安定的
な配当を継続しつつ、出来る限りの配当を行うことを基本
方針としております。
　当行は近年、安定的な配当を継続するとの方針のもと、普
通配当を年間6円としてまいりましたが、株主の皆さまのご
支援にお応えするため、1円引き上げて普通配当を年間7

中小企業向け融資が大きく増加 ～2016年３月期～

り組みの結果、事業性融資先数は前期比452先増加の
19,143先となり、中小企業向け貸出金が同996億円
（8.25％）増加したことが貢献しました。
　また、連結の総自己資本比率は16.45％と前期比0.51％
上昇し、国際統一基準を大きくクリアしました。リスク管
理債権（単体）は前期比58億円の減少、総貸出金残高に占め
る比率は2.01％と同0.33％低下しました。
　一方、貸出金利息は、低金利の長期化により貸出金利回り
の低下を主因に、前期比7億円減少の398億円となりまし
た。

　2016年3月期の連結経常利益は前期比20億円減益の
225億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同18億円増
益の155億円となり、2期連続で最高益を計上しました。
　預金期中平均残高は、前期比1,015億円（2.37％）増加
の4兆3,799億円、貸出金期中平均残高は同1,742億円
（5.90％）増加の3兆1,242億円と第5次長期経営計画に掲
げる目標を大きく上回りました。貸出金期中平均残高の増
加は直近10年間で最高となり、預金期中平均残高の増加を
大きく上回ることができました。これは、にじみ出し戦略
と新規開拓に拘った営業展開、格付コミュニケーション・
サービス、課題解決に向けたソリューションの積極的な取

3. 前期決算ならびに前長期経営計画の成果と課題

（※）連結は親会社株主に帰属する当期純利益

2017年3月期業績見込み
単体

(単位：億円）

2017年3月期予想
130 208 △ 78 150 225 △ 75
85 147 △ 62 95 155 △ 60

経常利益
当期純利益（※）

2016年3月期実績 2016年3月期比較 2017年3月期予想 2016年3月期実績 2016年3月期比較
連結
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先とのゆるぎない信頼関係を構築することで、適正利ざやの
確保によるトップラインの向上に努めてまいります。
　まさに、2017年3月期が、当行が目指すお取引先・地域
社会との「共存共栄」の真価が問われている年と肝に銘じ、
さまざまな取り組みを展開してまいります。

　今後を展望しましても、マイナス金利の影響により、市場
金利の低下に伴う貸出金や市場運用部門での利ざや縮小、資
金利益の減少は避けられないものと考えています。一方で
新たな住宅購入や設備投資ニーズが喚起されることも想定
されます。高度なコンサルティング機能を発揮して、お取引

前長期経営計画を終えての課題認識

グローバリゼーションがさらに進展します。地域金融機関
は、スピーディーかつ緊密なリレーションシップとソ
リューションメニューの提供を通じて、お取引先・地域社
会の課題解決に、ともに手を携えて取り組み、より一層“地
域になくてはならない存在”になることが必要です。
　2点目は、「収益性」の向上です。マイナス金利導入などに
より低金利の長期化は避けられず、貸出金や市場運用部門
での利ざや縮小、資金利益の減少傾向は、今後も続くと考え
ています。競合他行、異業種との競争も一段と激化するこ
とが予想されますが、体力の消耗戦となる低金利による貸
出競争に、銀行の未来はありません。コンサルティング機
能を発揮し、ニュービジネス支援、事業承継、M&A、ビジネ

　前長期経営計画では、「収益性」「効率性」「健全性」「CSR」
の挑戦指標と、6項目の地域貢献目標を掲げ、その実現に努
めた結果、すべての目標を達成することができました。
　なお、前長期経営計画を終えての課題は、大きく分けて3
点あります。
　1点目は、「ビジネスモデル」の転換です。ビジネスモデル
の転換を図るうえでの課題は、コアコンピタンスを認識し、
それを本業のなかでいかに充実させるか、ということです。
そのような観点からすれば、金融仲介機能に、新しい価値を
付加した真の意味での「総合金融・情報サービス業」への道
を追求することが、私たちの目指すべきビジネスモデルの
本質であると考えます。今後、少子高齢化、人口減少社会、

第5次長期経営計画の挑戦指標・地域貢献目標と実績

挑戦指標

2016年3月期計画 3.0％以上
4.52%

70％未満
69.97%

10.0％以上
13.28%

(※1）20％削減
35.09％削減

(※1）2013年度から2015年度の3年間平均で2006年度比較20％削減。
2016年3月期実績

収益性
ROE(連結）

効率性
OHR（単体）

健全性
普通株式等Tier I 比率（連結）

CSR
温室効果ガス排出量削減

地域貢献目標

4.3兆円
4.4兆円

3.0兆円
3.2兆円

格付CS実施先数
（累計）
3,200先
3,496先

ビジネスマッチング
商談件数

海外ビジネス
サポート件数

ボランティア活動
参加延べ人数

3,000件
4,111件

4,300件
6,010件

7,500名
7,739名

2016年3月期計画
2016年3月期実績

預金合計
（末残）

総貸出金
（末残）

地域密着型金融の推進
ネットワーク アジア CSR

（※3）「SUCCESS」（「SHIGAGIN Utility Customers Communication 
Excellent Support System」の略）

前長期経営計画

うなど、付加価値の高い金融サービスをご提供してまいり
ました。また、「地域経済への更なる貢献」を目指し、地域振
興室の設置による地方創生への取り組みを強化するなど、
ニュービジネスや成長産業分野へのサポートと地域ブラン
ドの普及・創出への取り組みに努めました。

　第5次長期経営計画は、2016年3月に終了しましたが、
この間、「お客さま・地域とともに未来へ歩む銀行」を基本
ビジョン、「お客さま満足度向上への意識改革・行動改革」
をメインテーマに、計画を推進してきました。
　具体的には、2013年に「SUCCESS（※3）」を導入して、
融資事務手続きや処理時間を削減するなど生産性向上に努
める一方で、お客さまとの接点や面談時間を増やして、経営
に関するご相談をお受けし、課題解決に向けたご提案を行
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務です。トップラインが減少傾向にある一方で、将来を見
据えたシステム関連への投資も予定しており、OHR改善
には今しばらくの時間を要しますが、固定費、物件費のさら
なる削減と店舗機能の見直し、事務の効率化などを推し進
め、生産性向上を図らなければならないと考えています。

スマッチング、資産運用相談など、非金利収入の増強が必須
と考えています。
　3点目は、生産性の向上です。効率性の指標である「OHR」
は、前長期経営計画の目標をクリアしましたが、収益環境が
ますます厳しくなる状況下、“筋肉質な銀行”への変革が急

　10年後の経営環境を展望しますと、国内では少子高齢
化・人口減少がさらに深刻さを増す一方で、女性の社会進
出やシニア世代の活躍が進むとともに、IoTやAIの進展な
どの技術革新を背景に、人口構成や社会構造、経済構造の変
化が加速度的に進むと思われます。
　当行の主要営業基盤であります滋賀県は、歴史・文化・
自然環境に恵まれ、地理的にも日本の中心に位置していま
す。近畿・東海を結ぶ地理的優位性に加えて、交通アクセ
スにも恵まれていることから、大手製造業の生産工場や研
究機関が多く進出し、県内総生産に占める第二次産業の割
合は全国第１位、１事業所あたりの付加価値額は全国第2
位など全国有数の工業県となっています。また滋賀県はこ

れまで数少ない人口増加県でありましたが、一昨年減少に
転じました。しかし、2040年時点での0～14歳人口の
割合は全国第2位、生産年齢人口（15～64歳）も全国第4
位と予想されるなど、依然として高い成長性を秘めていま
す。一方で、人口は、地域間により二極化の傾向にあり、今
後さらに地域間格差が増大していくものと予想していま
す。
　このような将来予測と当行の課題を十分に認識しなが
ら、当行は2016年4月からメインテーマを「チェンジ＆
チャレンジ」、長期的に目指すべき姿を「未来創造銀行
『The・ちぎん』」とする第6次中期経営計画をスタートさ
せました。

4. 今後10年を展望して ～第6次中期経営計画～
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滋賀銀行の成長イメージ
（ビジネスモデル）

経営計画

100周年

85周年 90周年

第6次中期経営計画

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

第7次中期経営計画 第8次中期経営計画

輝かしき創立90周年

100周年へ
共有価値の創造

従来から継承してきた“共存
共栄の精神に基づく地域密着
型金融”を一段と深化させ、顔
が見え、心が通う地銀のなか
の地銀を目指す

行員一人ひとりが個性と能力
を存分に発揮し、自己実現
（夢）が可能となる組織へ

筋肉質な銀行とし
て主体的に生き残
り地域の未来を創
造する

目指すべき姿

筋肉質な銀行とし
て主体的に生き残
り地域の未来を創

目指すべき姿

従来から継承してきた“共存
共栄の精神に基づく地域密着
型金融”を一段と深化させ、顔
が見え、心が通う地銀のなか

従来から継承してきた“共存

行員一人ひとりが個性と能力
を存分に発揮し、自己実現を存分に発揮し、自己実現を存分に発揮し、自己実現 活き活きとした

人間集団

株主資本ROE 5％以上

OHR　65％未満

中計期間に関わらず、実現
に向けて長期的に挑戦す
る指標

長期的挑戦指標
総預り資産（末残）  5.0兆円
（総預金＋投資信託＋公共債＋金融商品仲介）

総貸出金（末残）  3.5兆円

滋賀県内貸出金シェア 50％
（商工中金他一部の金融機関を除く）

温室効果ガス排出量削減  30％削減
（2016年度から2018年度の3年間平均で
 2006年度比較30％削減）

6次中計期間中挑戦指標
〈2019年3月期（中計最終年度末）計画〉

3つのチェンジ

お客さま対応
スピードの
チェンジ

組織運営
スピードの
チェンジ

コスト構造の
チェンジ
コスト構造の
チェンジ

未来創造

未来創造銀行
『The・ちぎん』

「The・ちぎん」

第6次中計の基本戦略

で、地元・お客さまの成長を牽引し、地域の未来を創造する
銀行、すなわち「未来創造銀行『The・ちぎん』」となること
を目指します。

　第6次中期経営計画では、3つのチェンジと5つの挑戦を
基本戦略としました。「チェンジ＆チャレンジ」を通じて、自
らが筋肉質な銀行に生まれ変わり、主体的に生き残ること

挑戦指標
　また、「The・ちぎん」として「地元重視」を貫くなか、「滋
賀県内貸出金シェア50％」を掲げました。
　加えて、当行がこれまで注力してきた「環境金融」にさら
に磨きをかけ、「温室効果ガス排出量30％削減」に挑戦いた
します。
　なお、利益目標については、マイナス金利の影響により、
今後の見通しが不透明であることから、単年度の目標とし
ています。

充実に努めているため、相対的に低位にありますが、重要な
経営指標の一つと認識して、収益性・効率性の向上を常に
意識した経営を実践してまいります。

　第6次中期経営計画の策定にあたり、「6次中計期間中挑
戦指標」と中計期間に関わらず実現に向けて長期的に挑戦
する「長期的挑戦指標」を設定しました。
 「6次中計期間中挑戦指標」には「総預り資産（末残）5.0兆
円」、「総貸出金（末残）3.5兆円」を掲げました。低金利環境
が続くことが想定されるなかで、預貸金・預り資産のボ
リュームを指標とし、質を伴った量の拡大を目指していき
ます。

　一方、「長期的挑戦指標」には「株主資本ROE5％以上」
「OHR65％未満」を掲げました。株主資本ROEは、「地域社
会のリスクを取る」という地方銀行の役割から自己資本の

当行を
取り巻く環境

詳しくはP12 ～13へ

地方創生人口減少
高齢化社会

FinTech
ネット社会

金融機関
異業種との
競合激化

低金利

５つの挑戦

詳しくはP12 ～13へ FinTech
ネット社会

詳しくはP12 ～13へ詳しくはP12 ～13へ

1.
地方創生へ
の挑戦

2.
トップライン
増強へ
の挑戦

3. 
生産性
向上への
挑戦

4.  
強靭な

経営基盤構築
への挑戦

5.  
戦略的CSR
への挑戦
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（4） 強靭な経営基盤構築への挑戦
　2015年には、社外役員を3名から4名に増員するとともに、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しました。
当行の健全かつ持続的な成長と中長期的な企業価値向上による強靭な経営基盤構築に向けて、コーポレート・ガバナンス体
制（P41ご参照）の充実を進めていきます。また、リスク管理体制は、『リスク・アペタイト・フレームワーク』のもと、経営計
画の透明性の向上と収益機会の拡大を追求するとともに、リスクをコントロールする経営に取り組んでいます。
　さらには、ポジティブアクションの推進に加え、お取引先・地域社会のニーズに的確にお応えするために、高いモチベー
ションと専門性を有し、お取引先の価値創造にお役に立つ多様な人材の育成に努めてまいります。（P40ご参照）

（2） トップライン増強への挑戦
　健全かつ積極的なリスクテイクで、お取引先の生産性向上、収益力の強化と地域経済の持続的な成長と地方創生に貢献し
ていきます。特に、地域ごとの経済・産業の現状や中期的見通し、課題等を分析把握するなかで、格付コミュニケーション・
サービスならびに格付シミュレーション・サービスによる深度ある対話をもとに、お取引先の事業内容・成長可能性を適切
に評価する事業性評価による成長支援に努め、金利に左右されない取引関係の構築と法人手数料増強等の収益力向上につな
げていきます。（P26ご参照）

（3） 生産性向上への挑戦
　1点目は、お客さまとのリレーション強化に向けた営業店オペレーション改革を実施していきます。具体的には店頭での
事務量を半減させることで、待ち時間の大幅短縮と営業店の生産性向上を同時に実現し、セールス人員、セールス時間の増強
を図っていきます。
　2点目は、成長が見込まれるエリアにおいては店舗の新設や機能強化を前向きに検討するとともに、お客さまの利便性をでき
うる限り保ちつつ、軽量化店舗などへのシフトを思い切って進めることでローコストオペレーションを実現してまいります。
　3点目は、FinTechとの連携による新たな金融サービスの創出、非対面チャネルの機能強化によるお客さま接点の拡充に
努めていきます。（P36ご参照）

● 「５つの挑戦」
　「5つの挑戦」として（1）地方創生への挑戦（2）トップライン増強への挑戦（3）生産性向上への挑戦（4）強靭な経営基盤構築への
挑戦（5）戦略的CSRへの挑戦を掲げています。

（1） 地方創生への挑戦
 「お取引先の成長なくして当行の成長なし」。地方銀行の最大の役割は、お取引先・地域社会の永続的な発展に貢献するこ
とにあり、地方創生は、まさに、当行にとって1丁目1番地の取り組みだと考えています。滋賀県の優れた潜在力を最大限引
き出し、官民連携によるものづくり企業へのさらなる成長支援、地域資源に磨きをかけるローカルブランディングで、地域の
「稼ぐ力」を引き出し、地域経済の好循環を創出していきます。（P18ご参照）

● 「３つのチェンジ」
　「3つのチェンジ」の1点目は、「お客さま対応スピードのチェンジ」です。お客さまから真っ先に相談を受け、最も速く、親切・
親身に対応する“ファースト・コミュニケーションバンク”を目指します。ファーストには「First」と「Fast」の意を込めました。
　2点目は、「組織運営スピードのチェンジ」です。“より速く　もっと果敢に”をスローガンに掲げ、意思決定、実行までのスピー
ドを上げ、決めたことは最後までやりきる決意で組織運営を行います。
　3点目は、「コスト構造のチェンジ」です。“筋肉質な銀行”を目指し、しがぎんグループ全体の経営効率の改善に向け、聖域を設
けず抜本的な構造改革に取り組みます。具体的には、営業店事務改革や店舗施策、本部スリム化、関連会社の生産性向上を進めて
いきます。
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社外取締役メッセージ
　統合報告書が完成しました。従来は、財務情報、非財務情報など
分野別に分かれていた報告書を、今年度から一本にまとめていま
す。滋賀銀行の、企業としての姿勢や事業活動を、総合的に、かつ
分かりやすく伝えるための年次報告書です。この一冊があれば、
当行の経営理念、経営戦略、環境への取り組み、企業統治（ガバナン
ス）の仕組みなどが、ご理解いただけるものと考えています。
　滋賀銀行は、何を軸に活動する会社なのか。私は、その答えは行
是にある、と理解しています。「自分にきびしく 人には親切 社会
につくす」。社外取締役として、経営が道を踏み外していないか、
経営をチェックする際の基本的な考え方を整理した「ものさし」で
す。この「ものさし」は、実に分かりやすいものです。「社会につく
す」、当行はこの行是を基本に据えて、関係者の皆さまとの共存共
栄を目指して活動してきました。昨今、盛んに叫ばれる地方創生
も以前から実践してきた銀行です。
　昭和のはじめ、金融大恐慌の直後に銀行経営の要諦を綴った「銀
行業務改善隻語」が世に出ました。時代を超えて生きる経営の基
本が書かれており、今、読んでも新鮮です。編者は、国立第三十四
銀行副頭取で、合併銀行（旧三和銀行、現三菱東京UFJ銀行）の取

締役となった一瀬粂吉氏。銀行経営の目標は何か、に答えた言葉
が胸を打ちます。
 「Safety 1st、Service 2nd、 Profit 3rd」。1番目が安全な経
営。2番目がお客さまへのサービス。そして利益は最後の3番目
だ、と言い切っています。今や、時代は流れ、お客さまへのサービ
スの充実は健全経営と並んで最重要の経営目標となりました。当
行は、健全経営は勿論のこと、「社会につくす｣ことが大事と考え
活動してきました。お客さまのニーズに耳を澄まし、サービスの
充実に努めてきたのです。まさに、時代の潮流を先取りしてきた
と考えています。
　滋賀銀行に関わるすべての方々の未
来を創る「未来創造銀行 『The・ちぎ
ん』」。これは、高橋頭取が行是を現代
流に、もっと前向きに表現した言葉で
す。頭取には、役職員の総意を結集し、
お客さまの未来を創り、一層社会につ
くす銀行を目指して、経営をリードし
ていただきたいと思います。 引馬 滋取締役

　冒頭、私は、地方銀行の責務はお取引先と地域社会の持続
可能な発展に尽くすこと、と申し上げました。当行は経営
理念の実現を目指して、銀行経営の近代化に向けた各施策、
にじみ出し戦略、CSR経営などの施策を実施し、着実にそ
の歩みを進めてまいりました。当行の歴史は、まさにお取
引先・地域社会との「共存共栄」を実現するための歴史だと
考えています。
　地方銀行は何のために存在するのか。AIが囲碁のプロ
棋士に勝利し、大学入試に挑戦するような時代に、お取引先
に、低金利以外の価値を提供できない銀行はAIにとって代
わられる。つまりは、お取引先・地域社会の発展のために

貢献できない銀行に、未来はないという強い危機感を持っ
ています。
　時代が大きく変容する時代にあって、今一度、銀行経営の
「原点」に思いを致し、お取引先・地域社会と真正面から向
き合い、10年後、20年後も、地域において、その存在価値
が認められる地方銀行でありたい、と考えています。
　当行は変革と挑戦によって、地域社会の発展に貢献し続
ける「未来創造銀行『The・ちぎん』」を目指し、全役職員が
全力で取り組んでいく所存です。
　皆さまには、滋賀銀行へのご理解を賜り、一層のご愛顧、
お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

5. 変革と挑戦によって地域社会の発展に
　 貢献し続ける「未来創造銀行『The・ちぎん』」を目指す

（5） 戦略的CSRへの挑戦
　地域社会の持続可能な発展と企業価値向上のため当行は、①本業を通じた社会的課題の解決②業務における環境課題の解
決③本業を支えるCSR基盤の強化を３本柱とする「CSR戦略」を展開してまいります。具体的には、これまでのCSR活動に
加え、CSRを本業に落とし込み、社会貢献度・情報発信力をさらに強化するとともに、お取引先企業との「共有価値の創造」
実現を目指してまいります。（P52ご参照）
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5つの挑戦による事業戦略

1.
地方創生へ
の挑戦

2.
トップライン
増強へ
の挑戦

3. 
生産性
向上への
挑戦

4.  
強靭な

経営基盤構築
への挑戦

5.  
戦略的CSR
への挑戦

地方創生への
挑戦

トップライン
増強への挑戦

生産性
向上への挑戦

強靭な経営基盤
構築への挑戦

戦略的CSRへの
挑戦

自己資本の充実

貸出金の増加
利益率の改善

営業店オペレーション改革
ICT基盤の充実成長産業の創出

事業性評価

地方創生への取り組み

新しいビジネスモデルの創出

格付コミュニケーション・サービス
格付シミュレーション・サービス

リスク・アペタイト・フレームワーク
積極的なリスクテイク

1. 地域の「潜在力」を最大限に引き出し、地域経済に「好循環」をもたらす
2. 企業のライフステージに応じた取り組み
3. 「事業性評価」に基づく融資、ソリューションの提供により、地域経済
の発展に貢献

1. 法人向け戦略① 健全かつ積極的なリスクテイク
2. 法人向け戦略② 金融環境に左右されない収益体質の構築
3. 個人向け戦略① 法個一体戦略による預り資産コンサルティング
 体制の強化

4. 個人向け戦略② 人口減少に打ち勝つ、地域シェアを活かした
 深掘り戦略

5. 個人向け戦略③ コールセンター、ＩＣＴプラットフォームを機軸と
 したダイレクトマーケティングの進化

6. 国際金融戦略　　アジアの知見を世界へ
7. 市場運用戦略 　　収益最大化への挑戦

P26へ

P36へ

P40へ

P52へ

P18へ

1. お客さまとのリレーション強化に向けた営業店オペレーション改革、
マーケット特性と時流に応じた店舗機能の見直し

2. FinTechとの連携による新たな金融サービスの創出、非対面チャネル
の機能強化によるお客さま接点の拡充

1. トップライン増強と生産性向上を支えるＩＣＴ基盤の拡充
2. リスク・ガバナンスの強化、社会人の良識とプロ意識を持った行員の
育成、ポジティブアクション推進への取り組み

これまでのCSR＋α（戦略化）により共有価値を創造する

５つの
挑戦
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