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「共有価値の創造」で
持続可能な社会の

実現に貢献する。
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共「共有価値の創造」 
－すべてのステークホルダーの未来を拓く－

「持続可能性」は大きなビジネスチャンス

「総合金融・情報サービス業」への転換を図る

　地域社会・お取引先の持続可能な発展と豊かな暮らし

を実現し、すべてのステークホルダーの未来を拓く――

滋賀銀行の使命は、まさにここにあります。

　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。そのルーツは1877年まで遡り、実に140年の歴

史を有します。この間、滋賀銀行はいつも地域社会ととも

にその歩みを進めてまいりました。

　「自分にきびしく 人には親切 社会につくす」。滋賀銀

行の行是は、近江商人の「三方よし」（売り手よし、買い手

よし、世間よし）の精神を継承しています。そして、私たち

は、この行是をＣＳＲの原点とした「ＣＳＲ憲章（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

の実現を目指しています。今日的に言えば、社会的課題

の解決（社会的価値）と企業の競争力向上（経済的価値）

を同時に実現する「共有価値の創造」です。まさに、行是

とＣＳＲ憲章（経営理念）が全役職員の行動規範であり、私

たちの目指す世界です。

　今後の世界は途上国を中心に爆発的な人口増加が予

測され、それに伴う深刻な食糧・水不足、エネルギー資源

の枯渇、環境破壊問題に加えて、グローバリゼーションの

進展による格差拡大、地域間紛争の増大などが懸念され

ているところです。一方、我が国は、本格的な人口減少社

会に入りました。少子高齢化に伴う人口構造の変化や生

産年齢人口の減少、都市圏への一極集中による地域間

格差の拡大、財政再建問題など、私たちの目の前には

様々な課題が山積しています。

　こうしたなか、2015年9月、193の国連加盟国によっ

て「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための

2030アジェンダ」が全会一致で採択されました。2030

年までに持続可能な社会を実現するために国際社会が

優先して取り組む17の「持続可能な開発目標（SDGs： 

Sustainable Development Goals）」と169の具体的

なターゲットが定められました。各国が、世界の「持続可

能性」に警鐘を鳴らし、その実現に向けた不断の努力を

促しています。まさしく、「持続可能性」の実現は世界の共

有価値であると同時に、私たちにとって大きなビジネス

チャンスになる、と考えています。

　2016年1月に導入された「マイナス金利付き量的・質

的金融緩和」政策、いわゆるマイナス金利政策は当面続

くものと考えています。また、異業種との競合激化による

利ザヤの縮小、さらにはＡＩやFinTechなどへの対応な

ど、金融機関を取り巻く経営環境が今後ますます厳しく

なることは明らかです。しかし、このような状況こそ、新た

なイノベーションを生み出し、企業価値を高め、大きく飛

躍できる好機と捉えています。

　当行は2016年4月、第6次中期経営計画をスタートさ

せました。メインテーマは「チェンジ＆チャレンジ」、長期

的に目指すべき姿は「未来創造銀行 『The・ちぎん』」で

す。従来の伝統的な金融業ではなく、地元に密着した付

加価値の高い営業を進めることが何よりも重要です。す

なわち、お取引先が抱える様々な課題やお取引先自身が

気づかれていない潜在的ニーズを掘り起こして、適切で

質の高いソリューションをご提供し課題解決する「総合金

融・情報サービス業」へビジネスモデルを転換してまいり

ます。私たちは、お取引先との共有価値の創造による持

続可能な社会づくりを目指しています。
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滋賀銀行の成長イメージ
［ビジネスモデル］

総合金融・情報サービス業

未来創造銀行『The・ちぎん』

持続可能な発展

CSR憲章（経営理念）、行是

潜在ニーズ社会的課題

未来創造 「The・ちぎん」活き活きとした
人間集団

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

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

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

3つの
チェンジ

戦略的CSR
への挑戦

5

地方創生への
挑戦

1

強靭な
経営基盤構築
への挑戦

4
生産性向上
への挑戦

3

5つの
挑戦

トップライン
増強への
挑戦

2

共有価値の創造
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「3つのチェンジと5つの挑戦」
基本的戦略は3つのチェンジと5つの挑戦です。

「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。常日頃からのコミュニケーションを通じて、

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”を目指して

います。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、意思決定から実行まで

のスピードを上げ、決めたことは最後までやりきる決意を

持って組織運営を行っています。 

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んでいます。

「5つの挑戦」は、（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への挑戦です。

　第6次中期経営計画1年目を終え、その成果も着実に

あがりつつある、と手ごたえを感じています。

　「地方創生への挑戦」では、業界動向や事業内容を分析

したうえでその将来性を評価する「事業性評価」に基づき、

担保や保証に必要以上に依存しない融資を推進していま

す。「守山バラ」のブランド化に向けた事案では、オランダ

製ガラスハウスの建設に計画当初から携わり、地元自治

体と政府系・地元金融機関と連携しつつ、3年の歳月をか

け2017年1月に完成しました。今後も、関連ビジネスの

展開と新たな雇用が期待されています。（Ｐ23）  また、農

業の発展による地域の経済・産業振興を目的に西日本旅

客鉄道株式会社ならびに株式会社ファーム・アライアン

ス・マネジメントと業務協力に関する協定を締結いたしま

した。あわせて、グローバルGAPなど農業の国際認証等

の取得生産者向け融資「本業支援サポートローン『GAP

認証者サポートプラン』」を近畿の地方銀行として初めて

取扱開始するなど、持続可能な「農業」の普及と地域農業

の発展を通じた地域活性化に取り組んでいます。（Ｐ32）

第6次中期経営計画の進捗状況
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5つの挑戦による事業戦略

「トップライン増強への挑戦」では、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による金融仲

介機能の発揮により、お取引先の企業価値向上と地域社

会の発展に貢献することで、非金利収入の増強を目指し

ています。具体的には、過去の財務状況を分析し、お取引

先の「強み」「弱み」を共有する格付コミュニケーション・

サービス（格付ＣＳ）や、お取引先の経営戦略に基づく将

来の財務内容を予測、共有し企業価値向上を目指す格付

シミュレーション・サービス（格付ＳＳ）を活用して、課題解

決に向けたソリューション営業を展開しています。（Ｐ24）

その結果、法人事業性手数料は、第6次中期経営計画

（2016年4月～2019年3月）の最終年度の目標を最初

の1年間で達成いたしました。（Ｐ31）

「生産性向上への挑戦」では、ＩＣＴやFinTechの活用に

よる新たな金融サービスの創出、非対面チャネルの機能

強化やオムニチャネル化などを検討し、お客さまの利便性

向上と効率的な業務運営に取り組んでいます。

今年度は、ブロックチェーン関連技術を活用した新たな

送金、決済サービスへの検討を進めるために、「内外為替

一元化コンソーシアム」への参加を決定しました。（Ｐ39）

また、本年、連結子会社の100％子会社化を実施しまし

た。当行グループの意思決定の迅速化とガバナンス強化

を通じて生産性向上を図るとともに、グループが一体と

なった総合金融サービスのご提供が可能となりました。

（Ｐ40）

戦略的CSR
への挑戦

5

地方創生への
挑戦

1

トップライン
増強への
挑戦

2

強靭な
経営基盤構築
への挑戦

4
生産性向上
への挑戦

3

新しい
ビジネスモデルの創出

成長産業の創出
事業性評価

地方創生への
取り組み

自己資本の充実

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

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

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

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

強靭な
経営基盤構築
への挑戦

生産性向上
への挑戦

新しい
ビジネスモデルの創出ル

産業の創出創
性評価

へのの創生へへ
組みみ

自己資本の充実

ビ

貸出金の増貸出
利益率の改利 率

営業店オペレーション営 ー
CT基盤の充実IC 充実
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「強靭な経営基盤構築への挑戦」では、取締役会におけ

る活発な議論を通じて、コーポレート・ガバナンスの実質

的な機能強化に取り組んでいます。

また、地域金融機関の使命は地域社会の発展のための

リスクを引き受けることにある、との強い信念のもと、当

行は財務基盤の強化に取り組むとともに、企業格付制度

を導入し、基礎的内部格付手法（FIRB）をいち早く取得す

るなど、リスク管理の高度化に取り組んでいます。さらに

は、「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。（Ｐ43）

「戦略的ＣＳＲへの挑戦」では、本業を通じてお取引先・

地域社会との共有価値を創造し、社会的課題の解決に

資する取り組みを展開しています。例えば、2014年、近

畿の地方銀行として初めて「ＣＳＲ私募債」の取り扱いを

開始しました。これは、企業さまの私募債発行記念とし

て発行金額の0.2％相当額を当行が拠出し、学校等に図

書やスポーツ用品などニーズに応じた「子どもたちの学

びや成長を応援する物品」を寄贈するもので、近江商人

の「三方よし」に地元企業を加えた「四方よし」で持続可

能な社会の実現を目指すものです。

本年5月までの累計取扱件数は230件、発行総額

203億円、のべ182先へ3,032万円相当額の寄贈品を

贈呈いたしました。（Ｐ51）
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2017年3月期の当期純利益（単体）は、マイナス金利

政策の影響等により前期比8億円減の139億円となりま

したが、過去最高益であった前期に次ぐ利益を計上する

ことが出来ました。また、2017年3月末の預金残高（譲渡

性預金を含む）は前期比1,873億円増の4兆6,174億

円、貸出金残高は前期比2,049億円増の3兆4,724億円

と預貸金ともに順調に推移しました。特に、貸出金期中平

均残高は中小企業向け融資を中心に前期比2,074億円

増加しました。これは、預金期中平均残高の増加額871

億円を大きく上回るとともに、年間の増加額としても、直

近10年間で最大となりました。連結の総自己資本比率は

16.67％と前期比0.22％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82億円

減少の576億円、総貸出金残高に占める比率は1.66％

と前期比0.35％低下しました。一方、資金利益は、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11億

円減少の483億円となりました。

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、株主の皆さまへの安定的な配当を

継続しつつ、業績動向に応じて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。2016年度の年間配当は、株

主の皆さまのご支援にお応えするため、普通配当の7円に

特別配当1円を加えて8円とさせていただきました。

2018年3月期は、ソフト開発等のシステム関連費用、

国内経済の先行き不透明感を背景に一定の与信コスト

費用を見込み、減益を予想しています。

総預り資産（末残）（総預金＋投資信託＋公共債＋金融商品仲介） 50,000億円

35,000億円

50％

30％削減

48,257億円

34,724億円

47.81％※

30.87％削減

項目 2019年3月期計画 2017年3月期実績

※ 2016年9月期現在の実績数値

経常利益

当期純利益※

19,230

13,939

△5,730

△3,939

13,500

10,000

2018年3月期予想 2017年3月期実績 2017年3月期比較 2018年3月期予想 2017年3月期実績

単体 連結

2017年3月期比較

※ 連結は親会社株主に帰属する当期純利益

21,231

14,895

△5,731

△3,895

15,500

11,000

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

滋賀県内貸出金シェア（商工中金他一部の金融機関を除く）

総貸出金（末残）

第6次中期経営計画期間中の挑戦指標と2017年3月末実績

株主資本ＲＯＥ

ＯＨＲ

5％以上

65％未満

6.20％

72.39％

項目 長期的挑戦指標 2017年3月期実績

長期的挑戦指標（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）

株主還元

2018年3月期業績見込み

2017年3月期決算概況  ～貸出金、預金ともに順調～

項目

（単位：百万円）
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今後を展望しますと、少子高齢化・人口減少の実体経済

に及ぼす影響が深刻化するとともに、ＩoＴやＡＩなど技術革

新を背景に社会・経済構造が大きく変容するものと考えて

います。そのような大変革時代にあって、当行が対処すべ

き課題は多々ありますが、次の3点を当面の優先課題とし

て取り組んでまいります。

第一は、コンサルティング機能のさらなる強化です。専

門知識の取得と外部ネットワークの充実に加え、徹底した

顧客志向によりお取引先との共有価値を創造できる人材

を育成してまいります。

第二は、収益性の向上です。法人事業性手数料は、第6

次中期経営計画の目標を大きく上回りましたが、収益全体

に占める割合としては、まだまだ不十分です。コンサルティ

ング機能をさらに発揮して、非金利収入の増強に取り組ん

でいく方針です。

第三は、生産性の向上です。2017年3月期の経費総額

は、聖域を設けずコストダウンに取り組み、前期比10億円

減少の414億円となりましたが、ＯＨＲは72.39％と前期比

2.42％悪化しました。今後、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の改善には今しばらくの時

間を要する見込みですが、店舗機能の見直し、事務の効率

化をさらに推し進め、生産性向上を図っていく方針です。

今後の展望と課題

当行は、創業以来、「地域社会の発展なくして、当行の

発展はない」との信念を持ち、地域社会の成長に貢献し

てまいりました。また、環境問題が社会の持続可能性に

与える影響を重視し、「環境経営」「環境金融」に先駆的

に取り組んでまいりました。

今後の企業経営には、社会的課題の解決（社会的価

値）と企業の競争力向上（経済的価値）を同時に実現す

る共有価値の創造が求められています。

これからも滋賀銀行は、地域社会、お取引先、株主、従

業員などすべてのステークホルダーとの共有価値創造

に取り組み、持続可能な社会の実現に全力で取り組ん

でまいります。皆さまには、引き続き滋賀銀行へのご理

解とご支援、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申

し上げます。

「共有価値の創造」で持続可能な社会の実現に貢献する
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