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　法人事業性戦略において「目指すビジネスモデル」は、「お
取引先の熟知による緊密なリレーションの構築」と「地域金
融機関の強みを理解し、お取引先の成長に貢献する」という
取り組みを通じ、「地方創生および地域経済の発展に貢献で
きる健全な経営体質を目指すべく、『貸出金資金利益の増
強』と『金融環境に左右されない収益体質』を両立させるこ
と」です。
　お取引先の所属する業界の分析・熟知に加え、格付自己

査定等を通じてお取引先を理解し、目利き力を発揮するこ
とでお取引先の成長に貢献する「事業性評価」への取り組み
に注力。また、経営者のさまざまなニーズに対応し、深度あ
る対話を重ねることで信頼関係を築き、お取引先と緊密な
リレーションを構築しています。加えて、地域金融機関の
強みである①長期的な視点に立ったお取引先のサポートと
安定的な資金供給②地元経済から資金需要を生み出し、地
方創生を実現する取り組み③販路開拓や新事業の情報・ノ
ウハウの提供を通じ、お取引先と共に歩み、成長する取り組
みを進めています。

法人事業性戦略
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お取引先の熟知（密接なリレーション） 地域金融機関の強みを理解し、お取引先の成長に貢献する

目指すビジネスモデル

①お取引先の所属する業界の分析・熟知に加え、格付自己査定内容
等を通じて企業を理解する

　⇒目利き力の強化＝「事業性評価」
②経営者のさまざまなニーズに対応し、深度ある対話を重ね、信頼
関係を構築する

① 長期的な視点でのサポート＋安定的な資金供給
② 地元経済から資金需要を生み出し、地方創生を実現
③ 販路開拓や新事業の情報・ノウハウを提供し、お取引先
　 と共に歩み、成長する

担保や保証に依存しない
事業性評価に基づく融資

金融行政方針
（平成27事務年度）企業価値の向上、地域経済の持続的成長と地方創生に貢献するビジネスモデルの実現

コンサルティング機能の強化、課題解決型提案の実践

地方創生および地域経済の発展に貢献できる健全な経営体質を目指すべく
「貸出金資金利益の増強」と「金融環境に左右されない収益体質」の両立を目指す

　法人事業性戦略において「目指すビジネスモデル」は、「お
取引先の熟知による緊密なリレーションの構築」と「地域金
融機関の強みを理解し、お取引先の成長に貢献する」という
取り組みを通じ、「地方創生および地域経済の発展に貢献で
きる健全な経営体質を目指すべく、『貸出金資金利益の増
強』と『金融環境に左右されない収益体質』を両立させるこ
と」です。
　お取引先の所属する業界の分析・熟知に加え、格付自己

　事業性評価に基づく担保や保証に依存しない融資に加
え、営業店と営業統轄部法人推進グループが連携し、事業承
継や資産承継対策（有償コンサルティング）、M&A、法人
向け保険といった「国内ソリューションへの対応」、クラウ
ドファンディングや新エネルギー、医療介護、６次産業化と
いった「成長分野へのサポート」、CSR私募債や電子記録

査定等を通じてお取引先を理解し、目利き力を発揮するこ
とでお取引先の成長に貢献する「事業性評価」への取り組み
に注力。また、経営者の様々なニーズに対応し、深度ある対
話を重ねることで信頼関係を築き、お取引先と緊密なリ
レーションを構築しています。加えて、地域金融機関の強
みである①長期的な視点に立ったお取引先のサポートと安
定的な資金供給②地元経済から資金需要を生み出し、地方
創生を実現する取り組み③販路開拓や新事業の情報・ノウ
ハウの提供を通じ、お取引先と共に歩み、成長する取り組み
を進めています。

債権（でんさい、電手買取）、シンジケートローンやPFIの活
用等「多様な金融手法の提供」、ビジネスマッチングの取り
組み等により、コンサルティング機能を強化。お取引先の
成長と共に歩むことで企業価値を高め、地域経済の持続的
成長と地方創生に貢献するビジネスモデルの実現を目指し
ています。

　コンサルティング機能の強化と健全かつ積極的なリスク
テイクを軸にした金融仲介機能の発揮・成長資金の提供を
通じ、お取引先の生産性向上や収益強化に貢献することで
地方創生・地域経済活性化の実現に注力しています。
　新たなビジネスモデルに基づく付加価値の高いサービス
を提供した結果、安定的な収益を確保し、当行の健全性の維
持・向上につなげることで、より一層の地域経済の活性化
に貢献できるよう取り組んでいます。
　「総貸出金（末残）3兆5,000億円」「滋賀県内貸出金シェ
ア50％」を第6次中計期間中の挑戦指標に掲げています。

　県内エリアにおいては、成長支援による資金需要や
ニュービジネス・新事業の創出を中心に取り組み。
　また、県外エリアにおいては中堅・中小企業向け貸出の
強化やにじみ出し戦略の展開（京都、大阪）に加え、2016
年6月には京都府全域を対象とした法人および個人のお取
引先へのコンサルティング業務を強化すべく京都戦略室を
設置しました。また、東京、大阪、名古屋等の拠点を中心に
シンジケートローンやストラクチャードファイナンスに取
り組むことで、挑戦指標の達成に向けて取り組んでいます。

法人事業性戦略

法人向け戦略① 健全かつ積極的なリスクテイク

健全かつ積極的なリスクテイク

企業価値の向上、地域経済の持続的成長と地方創生に貢献するビジネスモデルの実現

法人向け戦略

コンサルティング機能の強化（事業性評価力の向上）

お取引先の熟知（密接なリレーション） 地域金融機関の強みを理解し、お取引先の成長に貢献する

目指すビジネスモデル

①お取引先の所属する業界の分析・熟知に加え、格付自己査定内容
等を通じて企業を理解する

　⇒目利き力の強化＝「事業性評価」
②経営者のさまざまなニーズに対応し、深度ある対話を重ね、信頼
関係を構築する

① 長期的な視点でのサポート＋安定的な資金供給
② 地元経済から資金需要を生み出し、地方創生を実現
③ 販路開拓や新事業の情報・ノウハウを提供し、お取引先
　 と共に歩み、成長する

担保や保証に依存しない
事業性評価に基づく融資

金融行政方針
（平成27事務年度）企業価値の向上、地域経済の持続的成長と地方創生に貢献するビジネスモデルの実現

コンサルティング機能の強化、課題解決型提案の実践

地方創生および地域経済の発展に貢献できる健全な経営体質を目指すべく
「貸出金資金利益の増強」と「金融環境に左右されない収益体質」の両立を目指す

資金需要を創出する商品サービスの提供 地方創生／地域経済活性化 付加価値の高いサービスの提供

お取引先

成長支援

事業承継･資産承継対策

経営改善・再生支援

海外進出

外部連携先

弁護士・税理士

コンサルティング会社

M&A仲介会社

ビジネスマッチング契約先

金融仲介機能の発揮

コンサルティング機能の強化

健全かつ積極的なリスクテイク

お取引先の成長・発展

生産性向上・収益強化

成長資金の供給

安定的な収益を確保

新たなビジネスモデルの構築

健全性の維持・向上

滋賀銀行

中小企業診断士

ＦＰ技能士

営業店･本部連携

ご提案 連携

課題 取り組み 目指すべき姿

5つの挑戦 トップライン増強への挑戦

● 収益力
● 運用力
● コンサルティング力

● 深度ある「事業性評価」
● 健全かつ積極的なリスクテイク
● コンサルティング機能の発揮（事業承継、Ｍ＆Ａ等）
● アジアの知見の活用
● 運用の多様化、トレーディング力強化
● 富裕層取引、顧客生涯取引の拡大

● 収益力の向上
● 企業価値向上

事業内容・成長可能性を適切に評価する「事業性評価」により
お取引先の成長支援に努め、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ます。
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　事業性評価に基づく担保や保証に依存しない融資に加
え、営業店と営業統轄部法人推進グループが連携し、事業承
継や資産承継対策（有償コンサルティング）、M&A、法人
向け保険といった「国内ソリューションへの対応」、クラウ
ドファンディングや新エネルギー、医療介護、６次産業化と
いった「成長分野へのサポート」、CSR私募債や電子記録

債権（でんさい、電手買取）、シンジケートローンやPFIの活
用等「多様な金融手法の提供」、ビジネスマッチングの取り
組み等により、コンサルティング機能を強化。お取引先の
成長と共に歩むことで企業価値を高め、地域経済の持続的
成長と地方創生に貢献するビジネスモデルの実現を目指し
ています。

　コンサルティング機能の強化と健全かつ積極的なリスク
テイクを軸にした金融仲介機能の発揮・成長資金の提供を
通じ、お取引先の生産性向上や収益強化に貢献することで
地方創生・地域経済活性化の実現に注力しています。
　新たなビジネスモデルに基づく付加価値の高いサービス
を提供した結果、安定的な収益を確保し、当行の健全性の維
持・向上につなげることで、より一層の地域経済の活性化
に貢献できるよう取り組んでいます。
　「総貸出金（末残）3兆5,000億円」「滋賀県内貸出金シェ
ア50％」を6次中計期間中の挑戦指標に掲げています。　

県内エリアにおいては、成長支援による資金需要やニュー
ビジネス・新事業の創出を中心に取り組んでいます。
　また、県外エリアにおいては中堅・中小企業向け貸出の
強化やにじみ出し戦略の展開（京都、大阪）に加え、2016
年6月には京都府全域を対象とした法人および個人のお取
引先へのコンサルティング業務を強化すべく京都戦略室を
設置しました。また、東京、大阪、名古屋等の拠点を中心に
シンジケートローンやストラクチャードファイナンスに取
り組むことで、挑戦指標の達成に向けて取り組んでいます。

法人向け戦略① 健全かつ積極的なリスクテイク

健全かつ積極的なリスクテイク

金融環境に左右されない収益体質の構築

企業価値の向上、地域経済の持続的成長と地方創生に貢献するビジネスモデルの実現

法人向け戦略①

法人向け戦略②

コンサルティング機能の強化（事業性評価力の向上）

資金需要を創出する商品サービスの提供 地方創生／地域経済活性化 付加価値の高いサービスの提供

お取引先

成長支援

事業承継･資産承継対策

経営改善・再生支援

海外進出

外部連携先

弁護士・税理士

コンサルティング会社

M&A仲介会社

ビジネスマッチング契約先

金融仲介機能の発揮

コンサルティング機能の強化

健全かつ積極的なリスクテイク

お取引先の成長・発展

生産性向上・収益強化

成長資金の供給

安定的な収益を確保

新たなビジネスモデルの構築

健全性の維持・向上

滋賀銀行

中小企業診断士

ＦＰ技能士

営業店･本部連携

ご提案 連携



SHIGA BANK REPORT 201628

中小企業の経営支援に関する取組方針

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

　地域の活性化のための金融円滑化への取り組みが地域金
融機関の使命と考えています。環境変化が激しい情勢下、
お取引先のニーズや意識の外にある将来における事業課題
を共有し、課題解決に向け、経営改善計画の策定サポートや
外部機関との連携による経営支援を行っています。
　「知恵と親切の提供」によるコンサルティング機能を積極
的に発揮し、お取引先の発展をサポートすることで「地域社
会との共存共栄」の実現に努めていきます。

● 格付コミュニケーション・サービス
　当行では「企業格付」をお取引先と当行をつなぐ合理的な
コミュニケーション・ツールとして位置づけています。決
算書に基づいた定量的な財務分析と、当行独自の審査ノウ
ハウによる定性評価に加え、多くの情報を統合的に分析し
て合理的に格付を決定します。
　「格付コミュニケーション・サービス」は、格付プロセス
を通じて把握したお取引先の「強み」、「弱み」を共有し、問題
解決や財務改善を図ることで、お取引先の永続的な経営基
盤の構築や企業価値向上を目指すものです。具体的には、
お取引先の経営ビジョンをお伺いしたうえで、当行が認識
した課題や問題点を解決するための改善策などを提案、サ
ポートしています。

● 格付シミュレーション・サービス
　当行独自の格付プロセスの構築により、将来予想される
財務内容から定量格付のシミュレーションが可能になりま
した。「格付シミュレーション・サービス」は、この仕組みを
活用し、2015年12月に運用を開始しました。
　「格付コミュニケーション・サービス」でお聞きした将来
ビジョンを財務諸表に具体化し、定量格付を予測するプロ
セスを通じて、お取引先と事業の将来について対話を行い
ます。お話しいただいた内容をもとに、お取引先の将来に
向けた取り組みのサポートにつなげていきます。

格付コミュニケーション・サービスの実施先累計
格付コミュニケーション・サービスを実施したお取引先（単位：社数）
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　お取引先の成長支援、事業承継・資産承継対策、経営改善
等を実現するために、弁護士や税理士、コンサルティング会
社、M&A仲介会社、ビジネスマッチング契約先と当行本
支店が連携。中小企業診断士やＦＰ技能士等、専門性が高
い行員を育成することを通じ、コンサルティング機能を強

化（事業性評価力の向上）しています。この取り組みを通じ
て当行の「稼ぐ力」を強化し、法人事業性手数料のコア収益
化を目指し、低金利の状態が続く厳しい金融環境に左右さ
れない収益体質の構築を目指しています。

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

総貸出金“3兆5,000億円”
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法人事業性手数料の推移
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● 経営改善計画の策定をサポート　
　「格付コミュニケーション・サービス」（P28参照）で認
識したお取引先の課題や問題点の改善策の一つとして、「経
営改善計画」の策定をサポートしています。また、策定した
経営改善計画の進捗状況は適宜フォローし、お取引先の経
営改善に向けた取り組みをサポートしています。

● お取引先のバックアップ体制　
　当行では、営業店と営業統轄部、審査部、総合企画部、国際部が連携し、お取引先のご要望やライフサイクルに応じた「事業支援」
や「経営改善支援」に積極的に取り組んでいます。具体的には、売上向上策や経費削減策、財務内容改善策などの助言や組織再編、
事業譲渡、Ｍ＆Ａなど多面的な再生スキームの構築などで必要に応じて外部専門家や外部機関等との連携を活用しています。

● 「ご相談シート」でフォローアップ　
　中小企業金融円滑化法の施行（2009年12月4日）以降、
条件変更をお申し込みいただき、経営改善計画をこれから
策定されるお取引先には、業績やこれからの事業計画を把
握しやすい「ご相談シート」を活用しています。同シートを
基に、将来的な事業展開についてのご相談にお応えすると
ともに、課題を共有し、お取引先の業績改善に向けて取り組
んでいます。

● お取引先の企業経営をバックアップ　
　業績改善に取り組まれているお取引先には、審査部「企業
経営支援室」を中心に、一歩踏み込んだサポートを展開して
います。同室は中小企業診断士資格などを持つ行員で編成
し、経営支援ノウハウを積極的に活用するとともに、弁護
士、公認会計士、税理士、コンサルティング会社などの外部
専門家とも連携を強化してお取引先の経営を支援していま
す。

経営改善計画書の策定先累計
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2013年度2012年度

1,223
1,087

2014年度

1,340

2015年度

1,407

2009年度 2010年度 2011年度

経営改善計画書を策定したお取引先（単位：社数）

463
759

926

中小企業支援体制 お客さま

営業店

しがぎんグループ

事業性評価に基づく融資・ソリューションの提供

営業店サポート・照会・相談対応
・信用保証協会
・中小企業基盤整備機構
・日本政策金融公庫

地方銀行協会

認定支援機関連絡協議会

中小企業再生支援協議会

野の花応援団

地域経済活性化支援機構

滋賀県再生支援連絡会議

京都再生ネットワーク会議

経営改善支援センター

滋賀県産業支援プラザ

滋賀県中小企業団体中央会

認定支援機関等
（税理士・公認会計士）

営業統轄部

連携

情報共有

連携

連携

審査部
活
用
・
連
携総合企画部 国際部

しがぎん経済文化センター

連携
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経営改善・事業再生・業種転換等の支援

● 抜本的な事業再生支援の取り組み
　財務の再構築を含めた抜本的な経営改善が必要なお取引
先には、ＤＤＳ（デット・デット・スワップ）などの金融支
援を伴う本格的な事業再生支援にも取り組んでいます。金
融支援を含む事業再生は、公正中立な第三者機関である中
小企業再生支援協議会等と連携を強化し、お取引先企業の
再生に全力をあげています。

● 中小企業再生支援ファンドへの取り組み
　当行は、抜本的な事業再生や事業転換などを必要とされ
る地域の中小企業の皆さまの早期再生を図る支援手法の一
つとして、地域事業再生ファンドの活用にも取り組んでい
ます。
　「しが事業再生支援ファンド」は、株式会社リサ・パート
ナーズ（本社・東京都港区）ならびに、リサ企業再生債権回
収株式会社（本社・東京都港区）との業務協力により組成さ
れた、地域金融機関、関係機関一体型の地域企業再生ファン
ドであり、滋賀県を地盤とする地域金融機関と滋賀県中小
企業再生支援協議会および滋賀県信用保証協会が連携し、
地域のお取引先の事業再生をサポートしています。
　京都府内におきましても、「きょうと応援ファンド」の活
用により、お取引先の事業再生に取り組んでいます。

しが事業再生支援ファンドのスキーム図

（※記載金融機関は、2016年3月末現在）

滋賀銀行 滋賀県再生支援協議会・滋賀県信用保証協会

お取引先

しが事業再生支援
ファンド（SPC）

滋賀中央信用金庫
長浜信用金庫
湖東信用金庫
滋賀県信用組合
京都信用金庫
関西アーバン銀行
京都中央信用金庫
日本政策金融金庫
商工組合中央金庫
その他出店金融機関

【対象企業】滋賀県およびその周辺地域において一定の経営基盤を持ち相応の収益基盤を保ってはいるものの、過剰負債や
不採算事業の存在等により十分な企業活力を発揮できていない中小企業等を主な対象企業といたします。

リサ企業再生債権回収㈱

㈱リサ・パートナーズ

業務提携

債権譲渡

再生支援
リファイナンス

モニタリング・管理回収

再生支援機能提供

出資

運営委託

業務提携

滋賀県再生支援
連絡会議

中小企業再生支援協議会への持込先累計
2003年度の中小企業再生支援協議会発足以降に
当行主導で持ち込んだ案件のお取引先累計（単位：先数）
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137
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171

112
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69 77 89

経営改善計画に基づいて実施した金融支援：32先（重複あり）

DDS（債務の劣後化）
DES（債務の株式化）
DPO（債権譲渡）

23先
3先
8先

M&Aスキーム

第2会社方式スキーム

うち民事再生法等の活用
うち私的整理型M&A

3件
12件

15件

5件

主な外部専門家連携先（中小企業再生支援協議会除く）

コンサル会社
弁護士、法律事務所
その他専門家

25先
6先
7先

再生支援の取組実績

（2016年3月末現在）
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金融円滑化への取り組み ● 「経営者保証ＧＬ」への真摯な取り組み
　「経営者保証に関するガイドライン」への取り組みにあたっ
ては、金融円滑化の基本方針に定めた「金融円滑化管理方針」に
おいて、「経営者保証に関するガイドライン」を尊重・遵守し、
適切に対応していく旨を定め、経営者保証に依存しないご融資
の促進に努めてまいりました。引き続き、お客さまとの保証契
約の締結や保証債務の整理等に際しては、「経営者保証に関す
るガイドライン」に基づき、誠実に対応していきます。

　滋賀銀行は、2007年４月制定の「ＣＳＲ憲章」において
「地域社会との共存共栄」を経営理念の一つとして定め、地
域社会の持続的な発展を目指して多面的に貢献すべく、金
融仲介機能の発展に積極的に取り組んできました。
　なお、中小企業金融円滑化法は2013年３月末に期限を
迎えましたが、当行は同法の期限到来後についても従前と
変わらず、事業資金ならびに住宅資金のお借り入れの皆さ
まへ、「知恵と親切の提供」によるコンサルティング機能を
積極的に発揮し、それぞれの経営課題やライフプランに応
じた最適な解決策をお客さまの立場に立って提案し、十分
な時間をかけてサポートしていきます。

2015年度の実績（2015年4月1日～2016年3月31日）

新規ご融資件数
うち、無保証融資件数
経営者保証に依存しないご融資の割合

項目
件数

上期
9,139
1,680
18.38%

下期
8,906
1,477
16.58%
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うち、無保証融資件数
経営者保証に依存しないご融資の割合

1,680
18.38%

1,477
16.58%

●地域社会における金融の円滑化を最重要課題と位置づけ、お客さまからお借り入れや条件の変更等に関するご相談があった場合に
は、真摯かつ丁寧な対応を行うとともに、迅速な対応に努めます。

●お客さまからお借り入れや条件の変更等に関するご相談があった場合には、過去の条件の変更等の実績や、現状の延滞実績といっ
た形式的事象のみにとらわれず、お客さまの実態を十分理解したうえで審査を行います。

●審査にあたっては、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、経営者保証に依存しない融資の一層の促進に努めます。
　※「経営者保証に関するガイドライン」とは、平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」が公表したガイドラインを指します。
●ご相談内容の進捗管理を徹底し、迅速な対応に努めます。特に、ご相談内容どおりの対応ができない場合は、速やかに条件提示を行
うとともに、その理由についてお客さまにご理解いただけるようわかりやすく丁寧にご説明いたします。

●慎重かつ十分な検討の結果、お客さまのお申し出どおりの対応が出来ない場合は、可能な限りその合理的理由を具体的に明示し、
お客さまにご理解いただけるよう丁寧にご説明いたします。また、それらの内容を正確に記録し保存します。

●保証の取入にあたっては、保証契約の必要性、保証履行時の対応、保証契約の見直しについて丁寧かつ具体的にご説明いたします。
●本部ならびに営業店に苦情相談窓口を設置し、お借り入れや条件の変更等に対するご意見、ご要望および苦情等を幅広くお聞きす
るとともに、正確に記録・保存します。

●お聞きしたご意見・ご要望等は、行内で情報を共有し改善の検討を行います。また苦情については、迅速かつ適切な対応に努めます。
●お客さまからお借り入れや条件の変更等に関するご相談があった場合には、ご相談窓口の如何に関わらず、ご相談内容を正確に記
録し保存します。

●お客さまの実態を正確に把握し、お客さまのご要望にお応えできるよう行員の人材育成に注力し、目利き能力の向上に努めてまいります。

●事業資金をお借り入れのお客さまから条件の変更等に関するご相談があった場合には、事業の実態把握に努め、事業の特性、事業の状況および
事業の将来性等を十分に勘案し、経営課題について適切な助言に努めるとともに、できる限り柔軟に負担軽減に努めます。

●単なる条件の変更等に留まらず、地域金融機関としてお客さまの経営課題解決のため、お客さまの状況をきめ細かく把握し、必要に
応じて外部専門家や外部機関等とも連携のうえ、お客さまの立場に立った最適なご提案による経営相談・経営支援、さらには経営改
善計画策定のサポートに積極的に取り組みます。また、継続的に経営改善計画等の進捗状況を確認・検証し、進捗状況に応じた助
言・アドバイスを行うとともに十分な時間をかけて実行支援に取り組みます。

●当行独自の取り組みに加え、地域経済活性化支援機構、東日本大震災事業者再生支援機構、事業再生ＡＤＲ解決事業者、中小企業再生
支援協議会などの外部機関と連携した取り組みをご希望される場合には、事業の再生可能性を判断しつつ、積極的に関与いたします。
●他の金融機関、信用保証協会等においてお借り入れがあるお客さまからのご相談があった場合には、お客さまから同意をいただいた
うえで、他の金融機関、信用保証協会等と緊密に連携しお客さまの負担軽減に努めます。

●住宅ローンをお借り入れのお客さまから条件変更等のご相談があった場合には、財産の状況や収入・支出を勘案しつつ、できる限り
柔軟に負担軽減に努めます。

●単なる条件変更等に留まらず、地域金融機関として住宅資金をお借り入れのお客さまの今後のライフプランに対するアドバイス等、
きめ細かな対応に努めます。

●住宅金融支援機構や他の金融機関においてお借り入れがあるお客さまからのご相談があった場合には、お客さまから同意をいただ
いたうえで、住宅金融支援機構や他の金融機関と緊密に連携しお客さまの負担軽減に努めます。

●取締役会及び常務会は、金融の円滑化への取り組みを推進するため、当行の基本的なスタンスである金融円滑化管理方針を定め、
全役職員に周知徹底します。また、方針に定めた内容を実践するうえで必要となる態勢の整備を実施します。

（真摯かつ丁寧な対応）

（適切な審査の実施）

（お客さまへの適切かつ
 十分な説明の徹底）

（記録の保存）

（目利き能力の向上に向けた取り組み）

（ご意見・ご要望および苦情
 への迅速かつ適切な対応）

1．基本方針

（事業資金お借り入れの
 お客さまへの適切な対応）

（事業の再生手続きへの対応）

（他の金融機関との緊密な連携）

2．事業資金お借り入れのお客さまに対する対応

（住宅ローンのお客さまへの
 適切な対応）

（住宅金融支援機構等との
 緊密な連携）

（取締役会・常務会）

3．住宅ローンお借り入れのお客さまに対する対応

4．金融の円滑化に向けた態勢の整備

以上

金融円滑化に関する基本方針（金融円滑化管理方針）
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国際金融戦略の取り組み

　6次中計の国際金融戦略では、「アジアの知見を世界へ」
をキーワードとして、海外拠点である香港支店、上海駐在員
事務所、バンコク駐在員事務所やお取引先サポートを通じ
て培ってきたアジアビジネスのノウハウを生かし、「トップ
ライン増強」と「地方創生」に注力していきます。

● 海外ローン市場へのチャレンジ
　「トップライン増強」に向けて、海外事業法人向けローン
やストラクチャードファイナンスを主とした「非日系向け
貸出」の強化に注力します。一定のリスクテイクのもと、収
益性の高い資産の積み上げを行うとともに、本部のプロ
フィットセンター化を目指します。

● 外貨建預貸金の増強
　外貨建預貸金の積み上げによる収益拡大を図ります。

　外貨貸出については、日本企業のグローバル化が進むな
か、為替リスクヘッジを目的にしたお取引先の外貨資金の
調達ニーズが高まっています。安定的な外貨資金の確保や
国内外の提携機関を活用し、外貨貸出を強化していきます。
　また、外貨預金についてはマイナス金利下の資産運用手
段の一つとしてご利用いただけるようキャンペーンなどを
実施しています。　　

● コンサルティング機能の強化
　地域の潜在力である「稼ぐ力」を引き出すことは、地方銀
行に求められる使命です。「地方創生」に向けた国際業務の
挑戦は、地域企業の稼ぐ力を引き出すことであり、そのため
の海外展開支援機能の発揮と深化を目指します。
　お取引先の海外展開は多様化し、取引も年々活発になっ
ています。当行ではこれまでお取引先の海外展開ニーズや
アイデアをキャッチし、営業店、海外拠点および本部国際部
が一体となってサポートしてきました。
　地方自治体や公的機関、民間企業との連携を強化するほ
か、これまで蓄積してきた海外ビジネスのノウハウ、海外展
開支援の実績、支店の機動力を生かした「有償コンサルティ
ング」の提供などを通して、お取引先の海外ビジネスの課題
解決につなげています。

アジアの知見を世界へ

非日系向け貸出の強化 情報仲介機能の発揮

金融仲介機能の発揮

コンサルティング業務（海外アドバイザリー）

拠点閉鎖

海外拠点設立

商談会出展
ビジネスマッチング

M&A

安定・成熟

成長

実行

現地視察アレンジ
進出可否検討

計画立案アドバイス

計画

国際業務部門預貸金の推移

4億米ドル

3億米ドル

2億米ドル

2014年度 2015年度 2018年度…

預金
融資
融資(非日系）
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● 運用の多様化
　「その他」の有価証券（外国証券＋投資信託等）の残高を積
み増すことにより、有価証券運用の多様化を進めると同時
に、「債券＋株式＋その他」の分散投資の効果により収益の
最大化を目指します。

● モニタリング態勢強化
　マイナス金利政策で運用難が加速する状況下、運用の多
様化、分散投資をサポートするモニタリング態勢を強化し
ます。

● 予兆管理能力の向上
　10年国債がマイナス金利に沈むかつてない金利環境下、
将来の金利上昇に備えた予兆管理能力の向上を図り、金利
の急激な変化に対応できるように金利リスクをコントロー
ルしていきます。

● 外貨調達の多様化
　外貨建債券の残高積み上げに対応し、外貨調達の多様化
を図ることで、外貨流動性リスクをコントロールし、運用の
多様化をサポートしていきます。

● 規制・制度対応、事務効率化
　2017年1月に有価証券のフロント・ミドルシステムを
更改予定。バックシステムとのデータベース一元管理によ
り事務の効率化、規制・制度対応を図ります。

● 人財育成
　激変する金融市場においてスピーディな市場対応ができ
る行員および、多様化する顧客ニーズにしっかりと対応で
きる金融市場に精通した行員を育成していきます。

● トレーディング力の強化
　マイナス金利政策の状況下、各種投資資産でのトレー
ディング力の強化を図り、キャリー（利息）、キャピタル（売
却益）に加え、デリバティブ取引（先物・オプション・金利
スワップ等）を有効に活用し、三位一体の収益構造により安
定的な収益獲得を目指します。

市場運用戦略アジアの知見を世界へ

運用の多様化、トレーディング力強化、
総合力でリスクに果敢にトライ、
収益最大化を目指します

収益最大化を支えるため、
リスク管理体制ならびに、
人財育成を進化させます

個別運用方針

国内債券

外国証券

投資信託等

将来の金利上昇に備え、金利感応度を抑制し
つつ、アセットスワップ取引、オプション取
引、物価連動国債への投資等、更なる運用の
多様化を進める。

外貨調達リスクをコントロールした上で、海
外金利動向を考慮しつつ、欧米を中心に残高
を積み増す。

投資対象資産の分散を図りつつ、内外金利と
相対的に相関が低い投資残高の積み増しを
行う。

～総合力でリスクへ果敢にトライ～
収益最大化への挑戦

運用の
多様化

リスク管理
態勢進化 人財育成 制度対応

事務効率化

トレーディング力
強化

収益
最大化

有価証券残高比率推移
～外国証券+投資信託等の残高を積み増しへ～
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個人向け戦略

　個人向け戦略において、「お客さまに満足いただく相談体
制の確立」を目指し、ライフサイクルを踏まえたニーズの確
認を行い、ライフサイクルに応じた適切な商品・サービス
を提供することを目的としています。

　富裕層取引の拡大に向け、法人・個人の資産全体を把握
して、一体となった総合資産管理・相続対策等のコンサル
ティングの強化に注力しています。
　投資信託・保険に加え、仕組債・外債など多彩な運用商
品を取り揃えるとともに、不動産の有効活用や保険・信託
商品を活用した相続対策など、総合的に提案できる体制を
整えています。

● 相続のご相談は『しがぎん』へ
　2015年1月から相続・贈与税
制が改正となり相続に関するニー
ズが高まっています。
　当行でも相続ガイドブックを用
いてご相談に応じています。また、
遺言信託等、相続関連サービスの取
り扱いを行っていますので、お近く
の本支店で是非ご相談ください。

　顧客生涯取引の拡大に向け、ライフサイクルにあわせた
提案を行い、各年代のニーズに合わせたアプローチに注力
しています。
　特に若年層へは生涯メイン口座へのアプローチを行うこ
とで今後のコア預金の獲得につなげます。また、資産形成
層へは資産運用・保険のアプローチを行うことで預り資産
残高の増加、ストック収益の拡大につなげるとともに、個人
ローンの増強を行います。年金層は生涯取引の拡大を図っ
ていきます。

これらの活動により地域のお客さまの信頼を得て、６次中
計では挑戦指標「総預り資産（末残）＜総預金＋投資信託＋
公共債＋金融商品仲介＞５兆円」を掲げています。

個人のお客さまへ

個人向け戦略①　富裕層取引の拡大

個人向け戦略②　顧客生涯取引の拡大

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
あ
わ
せ
た
提
案

若
年
層

資
産
形
成
層

年
金
層

生涯取引の拡大

・退職金（退職者）運用の提案 ・年金口座の増加

生涯メイン口座へのアプローチ（コア預金の獲得）

・若年層口座の増加
・ジュニアNISAの活用
・決済メイン化
  （STIO、ブランドデビット）

・給振口座の増加
・オムニチャネル戦略
・インターネットバンキング、
　ATM等の高度化

資産運用・保険のアプローチ

個人ローンの増強

・ライフスタイル、年代に合
　わせた資産形成商品の提案

・住宅ローンの増強
・無担保ローンの増強

・住宅ローン先への保障性保
　険、資産運用などの総合的
　コンサルティングの実施

・制度改正による商品の拡大
 （NISA、個人型DC拡充）

富裕層取引の拡大

法個一体となった取組 相続・贈与への取組

商品・サービス強化新規先開拓

総合資産管理・相続対策提案

法人・オーナー 個人投資家

・資産の全体（法人・個人）把握
による資産運用提案

・信託商品の活用
・不動産の活用含めた相続対策

・パーソナル拠点の充実
・仕組債・外債の提案強化

・資産運用提案を中心とした新
規先開拓

預り資産コンサルティング体制の強化・人財育成
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ト
ッ
プ
ラ
イ
ン
増
強
へ
の
挑
戦

● 「パーソナル」「しがぎんプラザ」の営業時間を拡大
　休日も営業する総合的な資産運用のご相談窓口４ヵ所
「パーソナル」と住宅ローンのご相談窓口「しがぎんプラザ」
11ヵ所を県内に設置し、お客さまのライフサイクルにあわ
せた相談にお応えしています。2015年8月より営業時間
を午前9時から午後5時までと延長し、祝日営業も開始。個
人のお客さまの幅広いニーズにより一層お応えできるよう
になりました。

● しがぎんオリジナルキャラクター「しがの助」登場！
　2016年5月から、しがぎんオリジナルキャラクター「し
がの助（しがのすけ）」が登場しました。琵琶湖に飛来する
渡り鳥「コハクチョウ」をモデルとし、滋賀県を盛り上げる
“手助け”を行います。
　また、「しがの助」の登場を記念して、2016年6月から「し
がの助キャンペーン」を実施。取引内容に応じて、しがの助
オリジナル商品をプレゼントしました。

　ICTプラットフォームの活用、プロモーションの強化、非
対面契約の推進、お客さまとのリレーション強化による、ダ
イレクトマーケティングの進化に取り組んでいます。「対
話」と「非対面」の融合により、お客さまから求められる金融
サービスの実現を図ることで、2018年度末の無担保ロー
ン残高500億円を目指します。

個人のお客さまへ

個人向け戦略③　無担保ローン取引の拡大

● 目的型ローン、　フリーローンの
　スマートフォン契約開始
　お客さまの利便性向上を目的に2015年12月よりス
マートフォン契約（以下、スマホ契約）の対象商品を拡大し、
目的型ローンおよびフリーローン（ジャストサポート）でも
「スマホ契約」の取り扱いを開始しました。
　「スマホ契約」は、お客さまがお
手持ちのスマートフォンで専用の
契約サイトにログインし、契約内
容に同意、確認をいただくことで、
ご契約手続きが完了するサービス
です。契約のためにご来店いただ
く必要がなくなります。インター
ネットからだけでなく、店頭や
FAX、ATM、電話からのお申し
込みでも「スマホ契約」はご選択可
能です。

名前 しがの助（しがのすけ）
モデル コハクチョウ
出身地 滋賀県（近江商人の末裔）
誕生日 10月1日（滋賀銀行の創立記念日と同じ）
性別 男の子
性格 優しくて、好奇心旺盛
趣味 湖岸のお散歩、琵琶湖で水浴び
お仕事 滋賀銀行の広報活動のほか、滋賀の魅力も発信

※滋賀銀行だけでな
く、滋賀県を盛り上げ
る“手助け”ができるよ
うにと思いを込めて
「しがの助」と名付けま
した。

コールセンター スマート
フォン営業店

お客さま

ATM

電話
FAX

インター
ネット

対話によるサービス
（最適提案、アドバイス）

非対面によるサービス
（利便性、セルフ完結）


	SHIGABANK 6_26
	SHIGABANK 6_27
	SHIGABANK 6_28
	SHIGABANK 6_29
	SHIGABANK 6_30
	SHIGABANK 6_31
	SHIGABANK 6_32
	SHIGABANK 6_33
	SHIGABANK 6_34
	SHIGABANK 6_35



