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　経営情報等の積極的かつ公正な開示により、お客さま、株
主、地域社会等とのコミュニケーションを図り、一層透明な
経営の確保に努めています。具体的には「経営関連情報開
示規程」を制定し、総合企画部を統轄部署として、公正かつ
適時・適切な情報開示が行える体制を整備しています。

当行のコーポレート・ガバナンスに
関する基本的な考え方

　当行では、会社法および会社法施行規則に基づき、「内部
統制システム構築に関する基本方針」を取締役会において
決議し、業務の適正を確保する体制を整備しています。

内部統制システムの整備状況　

適時・適切な情報開示　

　上場会社等は金融商品取引法の「内部統制報告制度」によ
り、財務に関する情報の適正性を確保するための体制の有
効性を自己評価および外部監査を受けたうえで、「内部統制
報告書」を提出することが義務づけられています。
　当行グループでは、経営管理部内に設置した「内部統制・
資産査定グループ」が、財務報告に係る内部統制の企画、統
轄、評価を実施し、決算の信頼性を高めるための体制構築に
取り組んでいます。

内部統制報告制度への対応　
　滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人
の「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神を
継承した行是「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」
をCSR（企業の社会的責任）の原点とし、経営理念に掲げる
「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄に努め、当行
の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点か
ら、次の基本的な考え方に基づきコーポレート・ガバナン
スの充実および不断の見直しを行っています。

コーポレート・ガバナンス

　当行では、会社法および会社法施行規則に基づき、「内部
統制システム構築に関する基本方針」を取締役会において
決議し、業務の適正を確保する体制を整備しています。

　上場会社等は金融商品取引法の「内部統制報告制度」によ
り、財務に関する情報の適正性を確保するための体制の有
効性を自己評価および外部監査を受けたうえで、「内部統制
報告書」を提出することが義務づけられています。
　当行グループでは、経営管理部内に設置した「内部統制・
資産査定グループ」が、財務報告に係る内部統制の企画、統
轄、評価を実施し、決算の信頼性を高めるための体制構築に
取り組んでいます。

　経営情報等の積極的かつ公正な開示により、お客さま、株
主、地域社会等とのコミュニケーションを図り、一層透明な
経営の確保に努めています。具体的には「経営関連情報開
示規程」を制定し、総合企画部を統轄部署として、公正かつ
適時・適切な情報開示が行える体制を整備しています。
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コーポレート・ガバナンス体制の概要（2016年6月末現在）
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コーポレート・ガバナンスの充実

コーポレート・ガバナンス体制の概要

コーポレートガバナンス・ガイドライン制定

内部統制システムの整備状況　

適時・適切な情報開示　

内部統制報告制度への対応　

 「地域社会との共存共栄」を経営理念とする当行では、健全
かつ持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、
次の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス
の充実に努めています。

　当行は、監査役会制度を採用し、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が取締
役会を牽制する体制としております。

　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
を図り、株主をはじめとするステークホルダーによる経営
への信頼を高めるため、2015年10月、「コーポレートガ
バナンス・ガイドライン」を制定しました。（詳しくは当行
ホームページをご参照ください）

コーポレート・ガバナンス

・株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
・ステークホルダーと適切に協働する。
・非財務情報を含めた情報の適切な開示と、意思決定の透明性、公正性を確保する。
・経営陣幹部による適切なリスクテイクを可能とするための環境整備を行う。
・持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との対話を重視する。

会社の機関の内容（2016年6月末現在）

1.取締役会
取締役会は、14名の取締役（うち社外取締役2名）で構成され、監査役出席のもと、原則毎月１回開催し、当行の重要な業務執行を
決定し、取締役の職務の執行を監督しています。

2.監査役会
当行は、監査役会制度採用会社であり、監査役４名（うち社外監査役２名）が監査役会を原則として毎月１回開催しています。各監
査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や常務会、内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、業
務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しています。なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、
緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門等と連携しながら適切な監査を実施しています。

3.常務会
常務会は、取締役会長・取締役頭取・取締役副頭取・専務取締役・常務取締役から構成され、投資計画、新商品の開発、営業体制の
強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、必要に応じ開催しています。なお、重要な業務の執
行については取締役会に上程しています。

4.内部監査体制
内部監査を実施する監査部を設置し、当行の健全かつ適切な業務運営の遂行を目的として、毎年取締役会が承認した「年度内部監査
計画」に基づき、被監査部店の内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価しています。また、原則毎月１回、取締役頭取を含む経営陣
が出席する内部監査報告会を開催し、監査結果の報告および被監査部店の実態、問題点、課題についての検討を行い、当行のリスクの
軽減化、事務の堅確化、業務運営の適切性の確保に努めています。

課題 取り組み 目指すべき姿

5つの挑戦 強靭な経営基盤構築への挑戦

● 変化する環境への対応 ● コーポレート・ガバナンスの充実
● リスク管理体制の充実
● コンプライアンス
● BCP
● 人財育成

● 強靭な経営基盤

2015年、強靭な経営基盤構築に向け「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しました。
持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、さらなるコーポレート・ガバナンス体制の充実に努めます。

(1)株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
(2)ステークホルダーと適切に協働する。
(3)非財務情報を含めた情報の適切な開示と、意思決定の
　 透明性、公正性を確保する。
(4)経営陣幹部による適切なリスクテイクを可能とするための
　  環境整備を行う。
(5)持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、
　 株主との対話を重視する。
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コーポレート・ガバナンス体制の概要（2016年6月末現在）

会社の機関の内容（2016年6月末現在）

1.取締役会
取締役会は、14名の取締役（うち社外取締役2名）で構成され、監査役出席のもと、原則毎月１回開催し、当行の重要な業務執行を
決定し、取締役の職務の執行を監督しています。

2.監査役会
当行は、監査役会制度採用会社であり、監査役４名（うち社外監査役２名）が監査役会を原則として毎月１回開催しています。各監
査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や常務会、内部監査報告会をはじめとする重要な会議への出席や、業
務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しています。なお、監査役は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、
緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門等と連携しながら適切な監査を実施しています。

3.常務会
常務会は、取締役会長・取締役頭取・取締役副頭取・専務取締役・常務取締役から構成され、投資計画、新商品の開発、営業体制の
強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、必要に応じ開催しています。なお、重要な業務の執
行については取締役会に上程しています。

4.内部監査体制
内部監査を実施する監査部を設置し、当行の健全かつ適切な業務運営の遂行を目的として、毎年取締役会が承認した「年度内部監査
計画」に基づき、被監査部店の内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価しています。また、原則毎月１回、取締役頭取を含む経営陣
が出席する内部監査報告会を開催し、監査結果の報告および被監査部店の実態、問題点、課題についての検討を行い、当行のリスクの
軽減化、事務の堅確化、業務運営の適切性の確保に努めています。
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コーポレート・ガバナンスの充実

「地域社会との共存共栄」を経営理念とする当行では、
長期的な発展と継続的な企業価値の向上を図るため、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。具体的

には経営の健全性・効率性・透明性を確保するため、リス
ク管理体制の強化や経営の効率性の改善、法令等遵守態
勢の徹底、適時適切な情報開示などに取り組んでいま
す。また、刻々と変化する経営環境に適切に対応するた
め、経営体制についても適宜の見直しを行っています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要（2016年6月末現在）
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要（2016年3月末現在）

1.業務の適正を確保するための体制

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当行グループは、CSR（企業の社会的責任）を企業経営の要諦と位置づけ、当行グ
ループの業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を次のとおり構築し
ております。また、変化する経営環境に適切に対応するため、適宜必要に応じて体制
の見直しを行っております。

当事業年度（2015年4月1日から2016年3月31日まで）における業務の適正を
確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

（1）当行並びに子会社及び子法人等の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制並びに当行並びに子会社及び子法人等の使用
人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（2）当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（3）当行並びに子会社及び子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（4）当行並びに子会社及び子法人等の取締役の職務の執行が効率的に行われるこ
とを確保するための体制
当行グループ企業では、取締役の職務執行を効率的に行うため、「取締役会
規程」で取締役会での決議事項を明確に定めております。また、当行では取締
役会の決定する事項の細目及び日常的な行務の決定を役付取締役で構成され
る常務会に委任しております。
役付取締役については、担当業務を定めることで職務分担を行い、効率化
を図っております。
長期経営計画において連結での経営指標を掲げ、グループとしての効率化
に努めております。

（5）子会社及び子法人等の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告体制そ
の他の当行並びに子会社及び子法人等から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制
当行は当行グループにおける業務の適正を確保するため、当行グループを
一体と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリスク管理等の内部管
理体制を構築しております。
当行グループは「関連会社管理・運営規程」を定め、コンプライアンス、顧客
保護、リスク管理等について、グループ横断的に統一された管理体制の構築を
目指しております。
各グループ企業の代表取締役は全部課店長会やCSR委員会等の重要な会議
に出席しております。
当行の監査役及び監査部はグループ企業に対しても定期的に業務監査を
行っております。
各グループ企業に対し、四半期ごとの財務・業績の概況並びに決算状況の
他、当行が求めた場合には一定の事項を報告することを義務付けております。

（6）当行の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ
る当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当行は監査役の職務を補助する業務執行取締役から独立した使用人を常設
し、監査役の職務を遂行するために十分な体制を構築しております。
監査役の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査役会と協議して
行うものとしております。
監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い業務を遂行する方針を定
めております。

（7）当行の取締役及び使用人並びに子会社及び子法人等の取締役、監査役及び使
用人(これらから報告を受けた者を含む)が当行監査役に報告をするための体
制その他の監査役への報告に関する体制、その他監査役の監査が実効的に行
われることを確保するための体制及び当該報告をした者が報告をしたことを
理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当行の監査役はグループ企業の経営状態を十分に把握し、監査役としての業
務執行の実効性を確保するため、各企業の主要な会議にも出席しております。
また、当行監査役は当行代表取締役と定期的な意見交換会を開催しております。
各グループ企業で作成する稟議書やその他の重要な報告は当行監査役にも回
付するなど、監査役に報告するための体制を整備しております。
全てのグループ企業職員が利用できる内部通報制度(コンプライアンスヘル
プライン)を整備しており、通報内容は当行監査役に報告されております。な
お、通報したことを理由に不利益な扱いを行うことは禁止されております。

（8）当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（1）コンプライアンス体制

監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払いの
請求等をしたときは、その職務に必要でないと認める場合を除き、速やかに支
払う方針を定めております。

6カ月毎に定めたコンプライアンス・プログラムに従い、銀行の守秘義務、社
会人としての良識、マイナンバーの取扱い、優越的地位の濫用防止のための職
員意識の向上等に努めてまいりました。
また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律」の施行に備え、「特定個人情報等の取扱に関する基本方針」を制定するとと
もに、個人番号の適正な取得、利用等が可能な態勢を整備しております。

（2）リスク管理体制
当行は「リスク管理規程」に基づき、半期毎に取締役会において、戦略目標を
ふまえた具体的なリスク管理に係る方針である「自己資本管理ならびにリスク
管理方針」を決議しております。
また、自己資本比率規制にかかる各種指標やリスク量の状況等の事項につい
て取締役会へ年4回報告しております。

（3）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当行は定例取締役会を12回開催しております。また、取締役会の決定する事
項の細目及び日常的な行務の決定を委任されている常務会を68回開催してお
ります。
また、当行の役付取締役については、担当業務、担当エリアを定めることで職
務分担を行い、効率化を図っております。
なお、取締役の職務執行を効率的に行うため、2015年6月25日に「取締役会
規程」の見直しを行い、取締役会における議案数の削減に努めております。

（4）当行グループにおける業務の適正を確保するための体制
各グループ企業の代表取締役は当行の全部課店長会、CSR委員会に出席して
おります。
また、当行の役付取締役とグループ企業の代表取締役が出席する関連会社社
長会を開催し、当行グループにおける経営課題の把握と対応方針について討議
しております。
加えて、当行監査役及び監査部が各グループ企業に対する業務監査を実施
し、当行グループにおける業務の適正を確保するための体制構築に努めており
ます。

（5）監査役の職務執行について
当行の監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行ってお
ります。
当行は2015年6月25日より監査役の職務を補助する取締役から独立した
使用人を常設しております。
当行の監査役は代表取締役との定期的な意見交換会を4回実施しておりま
す。また、内部監査部門との間で積極的な連携を図るため毎月1回会合を開催す
るとともに、会計監査人との間でも定期的な意見交換を実施しております。

コーポレート・ガバナンス
自己責任経営の実践

当行グループ企業は、コンプライアンス体制の整備、並びに規程類の制定、使用人の
教育訓練を行い、グループ全体としてのコンプライアンス体制を構築しております。
当行の経営管理部はコンプライアンス統轄部署として、グループ企業のコンプライ

アンス体制の整備、規程類の制定、使用人の教育や訓練に、必要に応じ助言や指導を
行っております。
当行の総合企画部及び所管部は各グループ企業における日常のコンプライアンス実

施状況を把握し、必要に応じ助言や指導を行っております。
また、当行グループでは全ての役職員が利用できる「内部通報制度（コンプライアン

スヘルプライン）」を整備しております。

当行は取締役会、常務会、その他重要な諸会議の議事録やその他の経営上の重要な
文書・情報の保存及び管理方法を「事務取扱要領」で定め、適切に管理しております。

当行は基本規程である「リスク管理規程」を定め、これに基づいて主要なリスク毎
に具体的な管理体制を構築するとともに、リスク管理の統轄部署を経営管理部と定
め、統合的リスク管理を行っております。リスク管理に関する重要事項については取
締役会に付議・報告する体制としております。
当行グループのリスク管理に関しては、当行の総合企画部がリスク管理規程に基

づき、各リスク所管部と連携し、その保有するリスクに応じて適切に管理を行ってお
ります。
当行の総合企画部はグループ企業からの報告、もしくは銀行のモニタリング等の

結果に基づき、リスクの状況を適切に把握し、それが銀行の経営に重要な影響を与え
ると判断した場合は常務会及び必要に応じて取締役会に報告を行う体制を整備して
おります。
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銀行が業務を行ううえで直面するリスクは、従来にもま
して複雑化、多様化しています。
当行では「地域社会が健全であるためには、滋賀銀行
が健全でなければならない」というポリシーのもと、「勘
や経験」に頼らない「合理的な尺度」を持って、リスクを正
確に把握しコントロールするために、「内部格付制度」や
「統合的なリスク管理態勢」を構築しています。
引き続き、これまでの取り組みを発展させ、自己責任原

則をふまえたリスク管理能力の向上を図っていきます。

当行では、取締役会において「リスク管理規程」を定
め、管理すべきリスクの種類を特定し、各リスク所管部の
役割と責任を明確化するとともに、リスクの管理方法に
ついて規定しています。
加えて、戦略目標やリスクの状況に照らし、リスク・ア
ペタイトを明確にしたうえで、半期ごとに「リスク管理方
針」を取締役会で制定しています。
これらのリスクやリターンの状況については、ALM委
員会、常務会、取締役会へ報告するなど、適切な運営を
行っています。

リスク管理体制

基本的な考え方 リスク管理体制の概要

取締役会

ALM委員会

監査役会・監査役

内部監査報告会

監査役室

流動性
リスク

審査部 国際部

営業店・本部

リスク
統轄部署
リスク
管理部署

リスク
カテゴリー

リスク
所管部署

常務会

経営管理部

業務統轄部

オペレーショナル・リスク

市場金融部

信用
リスク

市場
リスク

システム部 経営管理部 総務部 総合企画部業務統轄部

システム・リスク 法務リスク 有形資産リスク事務リスク
風評
リスク

人事部

人的リスク

リスク管理体制

規程体系

リスク管理　規程体系

オペレーショナル・リスク管理規程

リスク管理規程

監
査
部（
内
部
監
査
部
署
）

自
己
資
本
管
理
規
程

情
報
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に
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す
る
規
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己
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ス
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用
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管
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基
本
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法
令
等
遵
守
規
程
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リスク・アペタイト・フレームワーク　 統合的リスク管理

　リスク・アペタイト・フレームワークとは、経営戦略や財
務計画を達成するために、進んで引き受けようとするリスク
の種類と水準を明確化し、それを共有、モニタリングするため
の経営管理やリスク管理の枠組みのことをいいます。
　当行においては、中期経営計画の策定プロセスにおいて、リ
スク・アペタイト・フレームワークの考え方を参考にしてい
ます。
　現状分析とリスク・プロファイルからリスク・テイク方針
を導き出し、各種挑戦指標を達成するための戦略との整合性
を確認するとともに、ストレス・テストにより、相当のストレ
ス下におけるリスク指標の水準の検証を行い、一定の健全性
を保つことができるリスクの許容水準を定めています。また、
実際の収益、リスク量等のモニタリングを行うことで、リス
ク・リターンの最適化を目指しています。

　統合的リスク管理とは、各種リスクを総体的に捉え、金融機
関の経営体力である自己資本と対比、検証することにより、適
切にリスク管理を行うことをいいます。
　当行ではこうした考え方に基づき、経営管理部がすべての
リスクを一元的に把握・管理する体制をとっており、自己資
本比率の算定に含まれていない与信集中リスクや、銀行勘定
の金利リスクについても、これを定量的に把握・管理してい
ます。
　オペレーショナル・リスクや風評リスクなど、統計的手法
によるリスク量を計測していないリスクについては、その発
生頻度や影響額の抑制に努めています。
　また、統合的リスク管理方法のうち、各種リスクをVaR等の
統一的な尺度で計測・管理する統合リスク管理体制を構築し
ています。
　当行では、バーゼルⅢベースの自己資本に基づき資本配賦
を実施し、①規制資本ベース（自己資本比率規制上の所要自己
資本）および②経済資本ベース（VaR等により算出したリスク
量）の両面でリスクを自己資本の範囲内にコントロールして
います。
　加えて、③有価証券等の価格変動リスクを一定の範囲内に
コントロールすることにより、資本配賦制度を適切に補完す
る体制を構築しています。

VaR（バリュー・アット・リスク）
VaRとは、一定期間（例えば1年）に被る可能性のあ
る損失額を統計的手法で計測したものをいいます。
当行では、信頼区間99%、保有期間1年を用いて計
測したリスク量を内部管理において使用しています。

資本配賦 
銀行が抱えるさまざまなリスクをVaR等で計量化
し、リスク量に見合う資本（経済資本）を、自己資本
の範囲内でリスクの種類別、部門別等に割り当てる
ものです。当行では、営業部門、市場部門を資本配
賦の対象としています。

用語解説

モニタリング・PDCAサイクル

戦略
リスク・テイク方針
との整合性確保

〈営業部門〉
〈市場部門〉

リスク・テイク方針
積極的にテイクするリスク、抑制するリスクの明確化

6次中計期間中挑戦指標・長期的挑戦指標

現状分析
収益性・効率性等 リスク・プロファイル

リスク・コントロール
〈営業部門〉
〈市場部門〉

ストレス・テストによる
リスク指標の水準確認
リスク制御方法の検討

リスク許容水準
（バーゼル規制等）

第6次中期経営計画の策定プロセス

ス
ト
レ
ス
・
テ
ス
ト
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FIRB（基礎的内部格付手法）を選択した理由
当行は、「自己責任原則による独自経営を貫く」との信念のもと、1998年12月にお客さまと当行が企業価値向上に向

けて取り組むための合理的なコミュニケーション・ツールとして、独自の「企業格付制度」を導入し、以来、運営と改善を重
ね、信用リスク管理の高度化と自己資本の充実に努めてまいりました。
当行は、FIRBを、究極は地域社会との「共存共栄」を追求するためのツールであるとの信念に基づき、堅固な内部格付制度を構

築することが「自己責任」経営を貫徹するために必要不可欠と認識し、さらなるリスク管理の高度化に挑戦しております。
こうした観点から、当行は、2007年3月のバーゼルⅡ導入に際し、自己責任原則に基づく「内部格付手法」を選択し、「信用度を基軸とし

た」業務運営や格付制度の運営に積極的に取り組んでおり、より一層地域社会の発展に多面的に貢献してまいりたいと考えております。

格付制度の意義と目的

経営基盤強化 課題の認識
解決策検討

財務内容良化 企業価値向上

お客さま 当  行

格付制度
レベルアップ

リスクテイク
能力向上

企業価値向上

適切なリスク評価

安定的な資金供給地域経済の活性化

合理的なコミュニケーション・ツール
として格付を開示

共存共栄

格   付

地域社会の発展

信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化などによ
り、当行が損失を受けるリスクをいいます。
当行は、信用リスクをそのリスクの大きさや範囲から最

も重要性を持つリスクとして認識し、「自分の城は自分で
守る」という自己責任原則に基づき、リスクの大宗を占め
る信用リスクの管理体制を確立し合理的なものさしを
持ってリスクをコントロールしていくことが、地域社会と
の「共存共栄」の追求に不可欠であると考えています。
そのためにまず、1998年12月に当行独自の「企業格

付制度」を導入し、2007年3月期からは「FIRB（基礎的内
部格付手法）」を採用しました。

企業格付は、お取引先の決算書などに基づき、統計的
な格付モデルを用いた財務分析（定量評価）を実施し、当

行独自の審査ノウハウによる定性評価を加味して、企業
実態をふまえ決定しています。
この企業格付制度に基づき、当行とお取引先とをつな
ぐ合理的なコミュニケーション・ツールとして、お取引先
に格付を開示する「しがぎん格付コミュニケーション・
サービス」および「しがぎん格付シミュレーション・サー
ビス」を実施し、お取引先が抱えておられる課題やリスク
を互いに認識して、お取引先の経営基盤強化に向けた提
案や経営改善計画策定支援に努めています。

お取引先の財務内容などの変化は、格付制度を通じ
て、当行の信用リスクの変化として反映されます。当行
では、信用リスク管理を、より的確に実施するため、単
に信用リスク量の計測結果を分析するのではなく、お取
引先に生じているリスクを常に意識して、信用リスク管
理を実施しています。

近年、経済と金融資本市場の世界規模での連関が高
まっており、当行では、グローバルベースでの複数の経
済シナリオを作成し、地域経済やお取引先への影響度を
予測しています。具体的には、複数の経済シナリオ下で
のお取引先の売上高の増減率を予測し、お取引先ごとの
財務インパクトを試算しその格付変化を予想して、銀行
全体の信用リスクや自己資本比率の状況を管理していま
す。
こうした取り組みを通じ、新たな価値の創出と共有を
目指し、地域社会との「共存共栄」に資する合理的なリ
スクコントロールによる信用リスク管理体制の確立に努
めるとともに、リスクに対する適正なリターンを確保する
ため、信用リスクに応じたプライシング（貸出金利の設定）
に積極的に取り組んでいます。

市場リスクとは、金利・有価証券等の価格・為替等のさ
まざまな市場のリスクファクターの変動により、保有する
資産・負債の価値が変動することで損失を被るリスクを
いいます。
当行は、市場リスクを、業務運営を行っていくうえで、
市場変動に伴う不確実性により予想外のリスクをもたら
す可能性があること、またその性質上、迅速な対応を必
要とすることを十分認識し、リスクを一定の範囲内に制
御したうえで、安定的な収益確保を図っています。
銀行全体の市場リスクについては、預金、貸出金、有価
証券等のすべての資産・負債について、半期ごとにＡＬＭ
計画を策定し、期待する収益とリスクのバランスを考慮し
たうえで資産配分を行うとともに、「銀行勘定の金利リス
ク」（アウトライヤー基準）に基づき、金利リスク量をコン
トロールしています。また、リスク計測方法は、保有する
ポジションの種類・規模・特性を勘案し、VaRや感応度
指標（デュレーション、BPV）等を用い、複合的に管理して
います。なお、「銀行勘定の金利リスク」については、国際
的な基準の見直しをふまえ、リスク管理体制の整備に努
めています。

有価証券等の価格変動によりもたらされる市場リスク
については、その相場変動による損失によっても、銀行経
営に大きな影響を与えないように、リスク許容額等、各種
限度額を設定しています。具体的には、VaR等のリスク量
計測手法等により限度額を設定したものについては、そ
のリスク量が適切に把握されているかを検証することを
目的とし、バック・テスティングを行いその検証結果につ
いてＡＬＭ委員会に報告しています。
組織面においては、「取引執行部門（フロント･オフィ
ス）」、「事務処理部門（バック・オフィス）」、「リスク管理部
門（ミドル・オフィス）」を分離し、相互牽制体制を確立す
るとともに、内部監査部署である監査部が、関連規程や
業務運営計画等の遵守状況について監査を行い、監査結
果について、頭取および担当役員等で構成する内部監査
報告会ならびに取締役会に報告する体制としています。

流動性リスクとは、必要な資金を確保できず、資金繰り
に支障をきたしたり、市場の混乱などにより通常より著し
く不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失
を被るリスクをいいます。 
当行では、流動性リスクを銀行の根源的なリスクと認
識し、正確な資金繰りの把握および安定的な調達・運用
に努めるとともに、市場の流動性を十分に注視した厳格
なリスク管理を行うことを基本方針としています。
また、市場金融部が資金繰り管理部門として、金融環
境や資金化が可能な流動資産残高、予想される資金流出
額などの資金繰りの状況および資金繰りに影響を及ぼす
と予想される事象を日次で把握、管理しています。加え
て、リスク統轄部署である経営管理部が日次で資金繰り
管理部門の管理状況をモニタリングするとともに、定期
的に資金繰りの状況等についてALM委員会に報告する
など、適切な流動性リスク管理に努めています。
なお、2015年3月末から導入された流動性に係る健全
性を判断するための基準である「流動性カバレッジ比率
規制」についても、算出ならびにモニタリング体制等を整
備のうえ、適切に対応しています。

● 企業格付制度の概要

● 信用リスク管理の概要

信用リスク管理体制

市場リスク管理体制
流動性リスク管理体制



SHIGA BANK REPORT 201646

FIRB（基礎的内部格付手法）を選択した理由
当行は、「自己責任原則による独自経営を貫く」との信念のもと、1998年12月にお客さまと当行が企業価値向上に向
けて取り組むための合理的なコミュニケーション・ツールとして、独自の「企業格付制度」を導入し、以来、運営と改善を重
ね、信用リスク管理の高度化と自己資本の充実に努めてまいりました。
当行は、FIRBを、究極は地域社会との「共存共栄」を追求するためのツールであるとの信念に基づき、堅固な内部格付制度を構

築することが「自己責任」経営を貫徹するために必要不可欠と認識し、さらなるリスク管理の高度化に挑戦しております。
こうした観点から、当行は、2007年3月のバーゼルⅡ導入に際し、自己責任原則に基づく「内部格付手法」を選択し、「信用度を基軸とし

た」業務運営や格付制度の運営に積極的に取り組んでおり、より一層地域社会の発展に多面的に貢献してまいりたいと考えております。

格付制度の意義と目的

経営基盤強化 課題の認識
解決策検討

財務内容良化 企業価値向上

お客さま 当  行

格付制度
レベルアップ

リスクテイク
能力向上

企業価値向上

適切なリスク評価

安定的な資金供給地域経済の活性化

合理的なコミュニケーション・ツール
として格付を開示

共存共栄

格   付

地域社会の発展

信用リスクとは、お取引先の財務状況の悪化などによ
り、当行が損失を受けるリスクをいいます。
当行は、信用リスクをそのリスクの大きさや範囲から最
も重要性を持つリスクとして認識し、「自分の城は自分で
守る」という自己責任原則に基づき、リスクの大宗を占め
る信用リスクの管理体制を確立し合理的なものさしを
持ってリスクをコントロールしていくことが、地域社会と
の「共存共栄」の追求に不可欠であると考えています。
そのためにまず、1998年12月に当行独自の「企業格
付制度」を導入し、2007年3月期からは「FIRB（基礎的内
部格付手法）」を採用しました。

企業格付は、お取引先の決算書などに基づき、統計的
な格付モデルを用いた財務分析（定量評価）を実施し、当

行独自の審査ノウハウによる定性評価を加味して、企業
実態をふまえ決定しています。
この企業格付制度に基づき、当行とお取引先とをつな
ぐ合理的なコミュニケーション・ツールとして、お取引先
に格付を開示する「しがぎん格付コミュニケーション・
サービス」および「しがぎん格付シミュレーション・サー
ビス」を実施し、お取引先が抱えておられる課題やリスク
を互いに認識して、お取引先の経営基盤強化に向けた提
案や経営改善計画策定支援に努めています。

お取引先の財務内容などの変化は、格付制度を通じ
て、当行の信用リスクの変化として反映されます。当行
では、信用リスク管理を、より的確に実施するため、単
に信用リスク量の計測結果を分析するのではなく、お取
引先に生じているリスクを常に意識して、信用リスク管
理を実施しています。

近年、経済と金融資本市場の世界規模での連関が高
まっており、当行では、グローバルベースでの複数の経
済シナリオを作成し、地域経済やお取引先への影響度を
予測しています。具体的には、複数の経済シナリオ下で
のお取引先の売上高の増減率を予測し、お取引先ごとの
財務インパクトを試算しその格付変化を予想して、銀行
全体の信用リスクや自己資本比率の状況を管理していま
す。
こうした取り組みを通じ、新たな価値の創出と共有を
目指し、地域社会との「共存共栄」に資する合理的なリ
スクコントロールによる信用リスク管理体制の確立に努
めるとともに、リスクに対する適正なリターンを確保する
ため、信用リスクに応じたプライシング（貸出金利の設定）
に積極的に取り組んでいます。

市場リスクとは、金利・有価証券等の価格・為替等のさ
まざまな市場のリスクファクターの変動により、保有する
資産・負債の価値が変動することで損失を被るリスクを
いいます。
当行は、市場リスクを、業務運営を行っていくうえで、

市場変動に伴う不確実性により予想外のリスクをもたら
す可能性があること、またその性質上、迅速な対応を必
要とすることを十分認識し、リスクを一定の範囲内に制
御したうえで、安定的な収益確保を図っています。
銀行全体の市場リスクについては、預金、貸出金、有価

証券等のすべての資産・負債について、半期ごとにＡＬＭ
計画を策定し、期待する収益とリスクのバランスを考慮し
たうえで資産配分を行うとともに、「銀行勘定の金利リス
ク」（アウトライヤー基準）に基づき、金利リスク量をコン
トロールしています。また、リスク計測方法は、保有する
ポジションの種類・規模・特性を勘案し、VaRや感応度
指標（デュレーション、BPV）等を用い、複合的に管理して
います。なお、「銀行勘定の金利リスク」については、国際
的な基準の見直しをふまえ、リスク管理体制の整備に努
めています。

有価証券等の価格変動によりもたらされる市場リスク
については、その相場変動による損失によっても、銀行経
営に大きな影響を与えないように、リスク許容額等、各種
限度額を設定しています。具体的には、VaR等のリスク量
計測手法等により限度額を設定したものについては、そ
のリスク量が適切に把握されているかを検証することを
目的とし、バック・テスティングを行いその検証結果につ
いてＡＬＭ委員会に報告しています。
組織面においては、「取引執行部門（フロント･オフィ

ス）」、「事務処理部門（バック・オフィス）」、「リスク管理部
門（ミドル・オフィス）」を分離し、相互牽制体制を確立す
るとともに、内部監査部署である監査部が、関連規程や
業務運営計画等の遵守状況について監査を行い、監査結
果について、頭取および担当役員等で構成する内部監査
報告会ならびに取締役会に報告する体制としています。

流動性リスクとは、必要な資金を確保できず、資金繰り
に支障をきたしたり、市場の混乱などにより通常より著し
く不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失
を被るリスクをいいます。 
当行では、流動性リスクを銀行の根源的なリスクと認

識し、正確な資金繰りの把握および安定的な調達・運用
に努めるとともに、市場の流動性を十分に注視した厳格
なリスク管理を行うことを基本方針としています。
また、市場金融部が資金繰り管理部門として、金融環

境や資金化が可能な流動資産残高、予想される資金流出
額などの資金繰りの状況および資金繰りに影響を及ぼす
と予想される事象を日次で把握、管理しています。加え
て、リスク統轄部署である経営管理部が日次で資金繰り
管理部門の管理状況をモニタリングするとともに、定期
的に資金繰りの状況等についてALM委員会に報告する
など、適切な流動性リスク管理に努めています。
なお、2015年3月末から導入された流動性に係る健全

性を判断するための基準である「流動性カバレッジ比率
規制」についても、算出ならびにモニタリング体制等を整
備のうえ、適切に対応しています。

● 企業格付制度の概要

● 信用リスク管理の概要

信用リスク管理体制

市場リスク管理体制
流動性リスク管理体制
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● 事務リスク管理

● システム・リスク管理

オペレーショナル・リスクとは、銀行の業務上の事故や
システムの不備、また地震や災害などの外的要因により、
当行が損失を被るリスクをいいます。
当行では、「オペレーショナル・リスク管理規程」を制定

し、オペレーショナル・リスクを、①事務リスク②システム・
リスク③法務リスク④有形資産リスク⑤人的リスクの5つ
に分け、業務統轄部において一元的に管理しています。

事務リスクとは、不正・不祥事件、事務上の事故、事務
管理体制の不備や役職員が正確な事務を怠ること等によ
り当行が損失を被る、あるいは当行の信用が失墜するリ
スクをいいます。
当行では、堅確な事務が信用の基本であること、なら

びに情報管理の重要性を深く認識し、事務リスクの軽減
や事故・不正をなくすため、人材育成、組織強化、規程・マ
ニュアル類の整備、遵守を心がけることはもちろん、日頃
の事務指導や研修体制の強化にも取り組み、事務品質の
向上に努めています。

システム・リスクとは、コンピュータシステムのダウン、
誤作動、不備、あるいはコンピュータシステムが不正使用
されることなどにより、お客さまや銀行が損失を被るリス
クをいいます。
当行では、震災時でもシステムセンター機能が維持で

きる免震構造で、かつ最大72時間の自家発電能力のあ
る事務棟と遠隔地にバックアップセンターを確保してい
ます。また、情報漏洩を防ぐための不正アクセス対策や
ウイルス侵入対策など、想定されるシステム・リスクに対
する各種の安全対策を実施し、システムの安定稼働と情
報保護に取り組んでいます。
さらに万一の事故や大規模災害に対しても、コンティ

ンジェンシープランを策定し、万全を期しています。

当行では、自己資本比率規制に準拠したリスク管理体
制を構築し、行内で定期的にRCSA（リスクとコントロー
ルの自己評価※）を実施。自主的にリスクの洗い出し・評
価を行っています。
また、さらなるリスク管理の高度化に向け、リスクの制

御、移転、回避をして、リスク管理の実効性を高める
PDCAサイクルを確立するため、オペレーショナル・リス
ク情報（事故データ等）の収集・分析を行っています。
なお、自己資本比率規制のオペレーショナル・リスク相
当額の算出には、「粗利益配分手法」を採用しています。

風評リスクとは、種々の異常事態の発生時に起因する
風評や噂により、当行の信用が毀損され、有形・無形の
不測の損失を被るリスクをいいます。
当行では、「風評リスク管理規程」を定め、風評の原因

となる異常事態発生等の未然防止に努めています。

オペレーショナル・リスク管理体制

リスク管理体制

● RCSAの実践

風評リスク管理体制

※RCSA（リスクとコントロールの自己評価）とは…Risk & Control Self-Assessmentの略。
あらゆる業務プロセス、システムおよび有形資産等に内在するリスクを特定し、管理を
行ってもなお残存するリスクを評価・把握したうえで、必要な削減策を策定し実行してい
く自律的なリスク管理の手法。
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コンプライアンス態勢

コンプライアンス態勢図

頭　取

業務統轄部

お客さま相談室

経営管理部

新商品･新サービスの
リーガルチェック

営業統轄部

コンプライアンス委員会
（事務局：経営管理部）

コンプライアンス・プログラム

（営業店・本部各部）

経営管理部 法務室

取締役会

付議･報告
付議･報告

内部監査報告会

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

ヘ
ル
プ
ラ
イ
ン

（
役
職
員
に
よ
る
通
報
制
度
）

監
査
・
指
導

監査役･監査役会

監査役室

監査部

人事部
コンプライアンスオフィサー

経営管理部「法務室」を中心に、法令等遵守や適正な
銀行経営を継続する体制づくりとともに、社会からのご
期待にそえる高い意識と倫理観を有する行員の育成に取
り組んでいます。

経営理念である「CSR憲章」に基づき「滋賀銀行の行
動規範」を定めています。これらを遂行し、法令等遵守
を徹底するために専務取締役を委員長とする「コンプラ
イアンス委員会」が中心となり、半年ごとに「コンプライ
アンス・プログラム」を策定するとともに、実践に努めて
います。
具体的には、設定したテーマに沿って各部店で研修を

実施、その理解度を本部でモニタリングしています。理解
が不十分と判断した部店では、再徹底を図るなど、
「PDCAサイクル」を継続的に実施しています。
2016年度は、振り込め詐欺被害の救済と顧客情報

の管理をテーマとして、研修を実施します。
なお、従来の講義型の研修に代えて、ディスカッショ

ンを中心とした参加型の研修を取り入れています。

コンプライアンス経営を促進するため、業務上の法令・
ルール違反を発見したり、上司や同僚に相談できない悩み
を抱えた場合の相談窓口として、24時間受付可能な「コン
プライアンスヘルプライン」を設置しています。
また、役職員が業務外で法律問題に直面したときに早

期解決できるよう、「弁護士相談制度」を併設しています。

「内部通報制度」の啓発ポスター　

コンプライアンス（法令等遵守）の取り組み
自己責任経営の実践

役職員による内部通報窓口を設置
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円滑な事業継続に向けて（BCP）
自己責任経営の実践

事業継続

「事業継続」とは、地震等による大規模災害や新型イン
フルエンザ等感染症の大流行により被害を受けても、重
要な事業を中断させず、また中断しても可能な限り早期
に復旧させることです。銀行は公共性の高さから、銀行法
において「業務の継続」が求められています。
当行では「事業継続」をCSR（企業の社会的責任）の観

点からも重要な経営課題の一つと認識し、危機的事態の
発生時においても業務を円滑に継続・遂行する体制を構
築しています。

大地震の発生を想定した「事業継続計画（BCP）」を
2007年3月に、また、新型インフルエンザの流行を想定
した「事業継続計画〈感染症対策用〉」を2009年12月に
それぞれ制定しています。
これらの「事業継続計画」に基づき、東日本大震災をふ

まえ災害発生時の初動対応を明確化するための「地震災
害時初動対応マニュアル」や「原子力施設事故発生時初
動対応マニュアル」を策定した他、危機管理や防災等に関
する規程、マニュアル・手順書を整備しています。
また、役職員への実効性の確保・向上に努めており、

「危機対策本部」の初動対応や意思決定の訓練を実施す
るなど、年間スケジュールに基づき、訓練や教育を実施し
ています。
さらに専務取締役を委員長とする「BCP委員会」を定

期的に開催し、行内体制の継続的な見直しと、行内の周
知徹底に努めています。

大地震などの災害発生時においても、金融機関の役割
を果たし、お客さまの生活や地域の経済活動、また、決済
機能を維持するため、行内インフラの整備など対策を講
じています。

事業継続の根幹となるのがオンラインシステムの機能
維持です。このため、阪神・淡路大震災クラスの大地震発
生でもシステムセンター機能が維持できる基礎免震構造
で、最大72時間の自家発電能力がある「事務棟」にコン
ピュータ機器を集約しています。さらに、システムバック
アップセンターを遠隔地に設置しています。

店舗設備の耐震診断や耐震補強を行うとともに、重要
拠点となる店舗や店舗の新築時には「非常用発電装置」
を設置しています。

全役職員およびご来店のお客さま用の防災ヘルメット、
常備灯、断水に備えた非常用トイレ、給
水袋をはじめとして、非常食、飲料水を
全店に配備しています。また都市圏の
支店においては、帰宅困難時用として
非常食、飲料水の充実を図っています。

2015年9月、近畿2府4県に本店を置く地方銀行7行
（滋賀銀行、京都銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、南
都銀行、紀陽銀行、但馬銀行）で大規模災害が発生した
場合に、金融機能の維持または早期復旧を図ることを目
的とした相互支援に関する協定書を締結しています。

企業が自然災害・大火災等の緊急事態に遭ったとき、事業資産の
損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧
を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事
業継続のための方法・手段などを取り決めておく計画のこと。

事業継続計画：BCP（Business Continuity Plan）

● オンラインシステムの機能維持

● 店舗機能の維持

● 災害備蓄品の配備

● 「大規模災害時の相互支援に関する協定書」締結

危機対策本部訓練

災害備蓄品

「事業継続計画」の実効的な運用に向けて

災害対策について

用語解説



SHIGA BANK REPORT 201650

役員・執行役員（2016年6月24日現在）

取締役会長　大道 良夫
1972年4月 当行入行
2000年5月 審査部長
2001年6月 取締役審査部長
2002年6月 取締役営業統轄部長
2003年6月 常務取締役営業統轄部長
2004年6月 常務取締役
2006年4月 専務取締役
2007年6月 取締役副頭取
2008年6月 取締役頭取
2016年4月 取締役会長（現職）

代表取締役専務　奥 博
1979年4月 当行入行
2006年6月 石山支店長
2009年6月 取締役東京支店長
2011年6月 常務取締役
2015年6月 専務取締役(現職)

常務取締役　林 一義
1980年4月 当行入行
2010年6月 経営管理部長
2011年6月 取締役経営管理部長
2014年6月 常務取締役(現職)

常務取締役　若林 岩男
1980年4月 当行入行
2009年6月 市場金融部長
2011年6月 取締役市場金融部長
2016年6月 常務取締役(現職)

取締役 本店営業部長　森本 勝
1981年4月 当行入行
2011年6月 大阪支店長
2012年6月 取締役大阪支店長
2013年6月 取締役京都支店長
2016年4月 取締役本店営業部長(現職)

取締役 審査部長　西藤 崇浩
1983年4月 当行入行
2014年2月 審査部長
2014年6月 取締役審査部長(現職)

代表取締役頭取　高橋 祥二郎
1979年4月 当行入行
2006年6月 営業統轄部長
2008年6月 取締役営業統轄部長
2009年6月 取締役京都支店長
2011年6月 常務取締役
2014年6月 専務取締役
2015年6月 取締役副頭取
2016年4月 取締役頭取（現職）

代表取締役専務　今井 悦夫
1979年4月 当行入行
2006年6月 草津支店長
2009年6月 取締役審査部長
2011年6月 取締役京都支店長
2013年6月 常務取締役
2016年6月 専務取締役(現職)

常務取締役　大野 恭永
1983年4月 当行入行
2013年6月 営業統轄部長
2014年6月 取締役営業統轄部長
2015年6月 常務取締役（現職）

常務取締役　西 基宏
1982年4月 当行入行
2011年6月 営業統轄部長
2013年6月 取締役大阪支店長
2016年4月 取締役京都支店長
2016年6月 常務取締役京都支店長(現職)

取締役 東京支店長　小八木 一男
1982年4月 当行入行
2011年6月 審査部長
2013年6月 取締役審査部長
2014年2月 取締役東京支店長(現職)

取締役 営業統轄部長　北川 正義
1984年4月 当行入行
2015年6月 営業統轄部長
2016年6月 取締役営業統轄部長（現職）

取締役（非常勤） 引馬 滋
1970年4月 日本銀行入行
2000年5月 日本銀行退職
2001年5月 ＣＲＤ運営協議会(現 一般社団法人ＣＲＤ協会)代表理事
2004年6月 横河電機株式会社社外監査役
2009年6月 一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事会長
2010年3月 旭硝子株式会社社外監査役
2011年6月 当行社外監査役
2012年6月 楽天銀行株式会社社外取締役
2014年6月 当行社外取締役(現職)

監査役　西澤 由紀夫
1978年4月 当行入行
2007年6月 総合企画部長
2008年6月 取締役総合企画部長
2009年6月 常務取締役
2014年6月 監査役(現職)

監査役（非常勤） 西川 聰
1971年4月 大蔵省(現財務省)入省
1998年7月 理財局たばこ塩事業審議官
2000年6月 大蔵省（現財務省）退職
2000年7月 都市基盤整備公団
　　　　　　 (現独立行政法人都市再生機構)理事
2004年6月 株式会社名古屋証券取引所取締役副社長
2009年6月 シダックス株式会社常務取締役
2012年6月 当行社外監査役(現職)

取締役（非常勤） 辻田 素子
1988年4月 株式会社読売新聞大阪本社入社
1998年6月 株式会社読売新聞大阪本社退職
2006年4月 龍谷大学経済学部准教授
2014年4月 龍谷大学経済学部教授(現職)
2015年6月 当行社外取締役（現職）

監査役　長谷川 雅人
1981年4月 当行入行
2010年4月 業務総轄部長
2012年6月 取締役監査部長
2016年6月 監査役(現職)

監査役（非常勤） 安井 肇
1975年4月 日本銀行入行
2003年3月 日本銀行退職
2003年4月 中央青山監査法人ディレクター
2006年7月 あらた監査法人金融アシュアランス部ディレクター
2007年7月 同リスクレギュラトリーアドバイザリー部長兼あらた基礎研究所長
2008年4月 同あらた基礎研究所長
2014年1月 同総合金融サービス推進本部顧問兼あらた基礎研究所長
2014年1月 株式会社安井アソシエイツ代表取締役社長（現職）
2014年6月 当行社外監査役(現職)
2014年7月 あらた監査法人顧問
2014年7月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社顧問(現職）

小西 哲也
人事部長

中島 浩之
システム部長兼総合企画部
ＩＣＴ戦略室参与

竹村 雅人
総務部長

青木 和夫
大阪支店長

■執行役員

■監査役

■取締役
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役員・執行役員（2016年6月24日現在）

取締役会長　大道 良夫
1972年4月 当行入行
2000年5月 審査部長
2001年6月 取締役審査部長
2002年6月 取締役営業統轄部長
2003年6月 常務取締役営業統轄部長
2004年6月 常務取締役
2006年4月 専務取締役
2007年6月 取締役副頭取
2008年6月 取締役頭取
2016年4月 取締役会長（現職）

代表取締役専務　奥 博
1979年4月 当行入行
2006年6月 石山支店長
2009年6月 取締役東京支店長
2011年6月 常務取締役
2015年6月 専務取締役(現職)

常務取締役　林 一義
1980年4月 当行入行
2010年6月 経営管理部長
2011年6月 取締役経営管理部長
2014年6月 常務取締役(現職)

常務取締役　若林 岩男
1980年4月 当行入行
2009年6月 市場金融部長
2011年6月 取締役市場金融部長
2016年6月 常務取締役(現職)

取締役 本店営業部長　森本 勝
1981年4月 当行入行
2011年6月 大阪支店長
2012年6月 取締役大阪支店長
2013年6月 取締役京都支店長
2016年4月 取締役本店営業部長(現職)

取締役 審査部長　西藤 崇浩
1983年4月 当行入行
2014年2月 審査部長
2014年6月 取締役審査部長(現職)

代表取締役頭取　高橋 祥二郎
1979年4月 当行入行
2006年6月 営業統轄部長
2008年6月 取締役営業統轄部長
2009年6月 取締役京都支店長
2011年6月 常務取締役
2014年6月 専務取締役
2015年6月 取締役副頭取
2016年4月 取締役頭取（現職）

代表取締役専務　今井 悦夫
1979年4月 当行入行
2006年6月 草津支店長
2009年6月 取締役審査部長
2011年6月 取締役京都支店長
2013年6月 常務取締役
2016年6月 専務取締役(現職)

常務取締役　大野 恭永
1983年4月 当行入行
2013年6月 営業統轄部長
2014年6月 取締役営業統轄部長
2015年6月 常務取締役（現職）

常務取締役　西 基宏
1982年4月 当行入行
2011年6月 営業統轄部長
2013年6月 取締役大阪支店長
2016年4月 取締役京都支店長
2016年6月 常務取締役京都支店長(現職)

取締役 東京支店長　小八木 一男
1982年4月 当行入行
2011年6月 審査部長
2013年6月 取締役審査部長
2014年2月 取締役東京支店長(現職)

取締役 営業統轄部長　北川 正義
1984年4月 当行入行
2015年6月 営業統轄部長
2016年6月 取締役営業統轄部長（現職）

取締役（非常勤） 引馬 滋
1970年4月 日本銀行入行
2000年5月 日本銀行退職
2001年5月 ＣＲＤ運営協議会(現 一般社団法人ＣＲＤ協会)代表理事
2004年6月 横河電機株式会社社外監査役
2009年6月 一般社団法人ＣＲＤ協会代表理事会長
2010年3月 旭硝子株式会社社外監査役
2011年6月 当行社外監査役
2012年6月 楽天銀行株式会社社外取締役
2014年6月 当行社外取締役(現職)

監査役　西澤 由紀夫
1978年4月 当行入行
2007年6月 総合企画部長
2008年6月 取締役総合企画部長
2009年6月 常務取締役
2014年6月 監査役(現職)

監査役（非常勤） 西川 聰
1971年4月 大蔵省(現財務省)入省
1998年7月 理財局たばこ塩事業審議官
2000年6月 大蔵省（現財務省）退職
2000年7月 都市基盤整備公団
　　　　　　 (現独立行政法人都市再生機構)理事
2004年6月 株式会社名古屋証券取引所取締役副社長
2009年6月 シダックス株式会社常務取締役
2012年6月 当行社外監査役(現職)

取締役（非常勤） 辻田 素子
1988年4月 株式会社読売新聞大阪本社入社
1998年6月 株式会社読売新聞大阪本社退職
2006年4月 龍谷大学経済学部准教授
2014年4月 龍谷大学経済学部教授(現職)
2015年6月 当行社外取締役（現職）

監査役　長谷川 雅人
1981年4月 当行入行
2010年4月 業務総轄部長
2012年6月 取締役監査部長
2016年6月 監査役(現職)

監査役（非常勤） 安井 肇
1975年4月 日本銀行入行
2003年3月 日本銀行退職
2003年4月 中央青山監査法人ディレクター
2006年7月 あらた監査法人金融アシュアランス部ディレクター
2007年7月 同リスクレギュラトリーアドバイザリー部長兼あらた基礎研究所長
2008年4月 同あらた基礎研究所長
2014年1月 同総合金融サービス推進本部顧問兼あらた基礎研究所長
2014年1月 株式会社安井アソシエイツ代表取締役社長（現職）
2014年6月 当行社外監査役(現職)
2014年7月 あらた監査法人顧問
2014年7月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社顧問(現職）

小西 哲也
人事部長

中島 浩之
システム部長兼総合企画部
ＩＣＴ戦略室参与

竹村 雅人
総務部長

青木 和夫
大阪支店長

■執行役員

■監査役

■取締役
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