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事業承継支援先数

2017年3月期2016年3月期項目

218 343

M&A サポート先数

2017年3月期2016年3月期項目

33 28

19,500

19,000

18,000

17,500

18,500

（単位：先）

滋賀銀行
専門ノウハウ
情報ネットワーク

店舗網

提携機関 外部専門家

売
り
手

買
い
手

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。

トップライン増強に向けた
法人事業性戦略

お取引先と営業店、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、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、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によりコンサルティ

ング機能を強化。お取引先とともに歩むことで企業価値を高め、

地域経済の持続的な成長と地方創生への貢献に注力しています。

本業支援による経営課題の解決が
地域金融機関の本分

低金利状態が続くなか厳しい金融環境に左右されない収益体質の

構築に向けて、新たな収益機会を創造すべくコンサルティング機能の

発揮による法人事業性手数料の強化に注力しています。お取引先の

本業支援を通じて、中小企業診断士やFP技能士、専門性が高い行員

を育成することで当行の「稼ぐ力」を強化し、「法人事業性手数料のコア

収益化」を目指す、新たなビジネスモデルの構築に挑戦しています。

経験豊富な中小企業診断士や1級ファイナンシャル・プラン

ニング技能士等の資格を有する行員が、事業や資産承継に関す

る最適なご提案を行っています。

企業の経営戦略の一つとして、Ｍ＆Ａ(企業の合併･買収)が注

目されています。一般的にＭ＆Ａには次のようなメリットがあると

いわれています。

2014年度 2015年度 2016年度 目指す水準

法人事業性手数料の推移

ビジネスマッチング
私募債（手数料・保証料）
シンジケートローン等
M&A
クロスセル等

0

500

1000

1500

2000

・・・(百万円）

収益力の向上 企業価値の向上

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

課　題

取り組み

目指すべき姿

2.トップライン増強への挑戦

営業エリアの拡大

本業の強化

収益源の多様化

人材の獲得

後継者難の解消

創業者利益の実現

持続可能な成長の実現

本業への集中

買い手 売り手

新たなビジネスモデル構築への挑戦

事業承継・資産承継対策

M&A

事業性融資先お取引先数の推移

「金融仲介機能のベンチ
マーク」に対応する項目
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提　案

 支　店

本部担当者
 

非
融
資
先

ニーズのヒアリング

本部への
トスアップ

生命保険活用による将来必要となる資金の準備
①退職慰労金　　　
②事業承継対策資金

③事業保障資金
④相続対策資金

診療所、病院、介護事業者等のライフステージに応じたソ

リューションをご提供しています。診療所の開業については当行

ホームページでもご相談を受け付けています。マーケット調査か

ら不動産情報のご提供、事業計画策定、また医療法人設立や医

業承継（事業承継・M&A）対策のご提案、外部専門機関との連携

による経営全般のサポートなどを行なっています。

2017年4月28日、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（以下、JR西日本）とJR西日本

が資本参加している株式会社ファーム・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しました。あわせて、農業の国

際認証等を事業性評価に活用した融資「本業支援サポートローン

『GAP(※)認証者サポートプラン』」の取り扱いを近畿の地方銀行で

初めて開始しました。

当行は、地方創生・CSR活動の観点からも持続可能な農業活性

化をサポートすることが地域金融機関としての使命と捉えていま

す。食の安全・環境保全・労働安全の向上、農業の国際競争力の

強化、地域経済の活性化や地域の環境保全に資する国際認証等

の普及拡大や若手農家の育成、企業の農業参入の促進などを目

指しています。

非融資先とのリレーション強化の一貫として、退職慰労金や事

業承継対策資金等の将来的な経営課題への備えとして、法人事

業者向けの生命保険に取り組んでいます。

※GAP : 農業生産活動を行ううえで必要な関係法令等の内容に則して定められる点検
項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検および評価を
行うことによる持続的な改善活動。

● アグリビジネスローン
　2014年5月、滋賀県農業信

用基金協会の保証付融資「アグ

リビジネスローン」の取り扱い

を開始。農業事業者さまの資金

需要に幅広く対応しています。

持続可能な「農業」の普及に向け業務提携
～農業の国際認証等の取得事業者向け融資を開始～

生産者等

ファーム・アライアンス・マネジメント

● GAP認証取得を契機とした
　農業経営の効率化
● 生産技術向上と販路拡大

取組内容
● セミナー等の共同開催
● 生産者等の個別紹介
● 農業分野に関するコンサル
　（農業経営相談、勉強会等）

● ITを活用し国際認証（GLOBAL 
　G.A.P.)の取得システムサービ
　ス供与、環境整備・教育
● 小売等への農産物の卸売

JR西日本
● 地域農業の活性化
● 生産・販路支援を行うファー
　ムアライアンス事業の普及

滋賀銀行

業務提携
● 地域における産学官ネットワーク
● GAP認証取得者に対する資
　金提供
● 事業者のGAP取得認証サポート

金融支援
販路紹介

GLOBAL G.A.P.の
取得・販路紹介

資本参加

● 地方銀行フードセレクション
　2016年11月8日～9日に東京ビッグサイトにおいて

「地方銀行フードセレクション2016」を地方銀行52行で

共同開催。全国から687社の食品関連企業が出展し、

当行のお取引先11社・団体にご出展いただきました。

● しが6次産業化ファンド
　2014年9月、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、農林漁業成長産業化支援機構と

共同で「しが農林漁業成長産業化投資事業有限責任組合」

を設立（総額5億円）。これまでに1社への出資を実行

（2017年3月末時点）。

　6次産業化事業体への出資を

通じて、新たな加工や流通につな

がる農林漁業の生産性向上等に

向けたサポートを行っています。

トップライン増強に向けた
法人事業性戦略
医療介護サポート

法人事業者向け生命保険
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本年度10回目となる環境に特化した展示商談会「エコビジ

ネスマッチングフェア2017 in 京都」を、2017年6月16日に開

催。例年を大きく上回る122社・

団体に出展いただきました。　ア

ジアビジネスサポートコーナーの

ブースを拡大し、アジアセミナー

も同時開催。また、金融サポート

コーナーでは農産品の国際規格で

ある「GLOBALG.A.P」取得支援

の取り組みを紹介しました。

販売開拓支援先数

2017年3月期2016年3月期項目

62 59

法人・個人事業主の皆さまの売上向上や販路拡大につなげ

るべく、当行支店網を活用した有効な商談設定（=ビジネスマッ

チング）に取り組んでいます。

近畿経済産業局｢知財ビジネスマッチングマート事業｣に中

核金融機関として参画しました。本事業は、大企業の保有する

開放特許を活用し、中小企業の新製品開発を促進するための

事業です。

大企業との面談機会を提供するとともに、ライセンス契約締結

から商品化に至るまでサポートします。

地方創生ならびに地域経済のさらなる活性化を目指し、プロ

フェッショナル人材戦略拠点や専門事業者と連携して人材に関す

るニーズを抱える当行のお取引先に、安定した雇用の創出や、地

域への人材還流をサポートしています。

お取引先の経営安定化や節電ニーズに対応すべく、 新電力を

活用したソリューション提案を行っています。

販路開拓支援
ビジネスマッチング

エコビジネスマッチングフェア

知財ビジネスマッチングマート事業

プロフェッショナル人材のマッチングサポート

新電力の活用

エコビジネスマッチングフェア
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個人向け戦略  相続のご相談は『しがぎん』へ

個人向け戦略①  富裕層取引の拡大

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
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、年代にあ
　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り組み 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

・ 生保・信託商品の活用
・ 不動産の活用含めた相続対策

・ 休日相談店舗の充実
・ 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

　個人向け戦略ではお客さまの最善の利益追求のため、フィ

デューシャリーデューティー(お客さま本位の業務運営)の方針を

掲げ、「お客さまに満足いただく相談体制の確立」を目指していま

す。ライフステージを踏まえたニーズの確認を行い、適切な商

品・サービスの提供に努めています。

※ 「お客さま本位の業務運営に係る方針」については、当行ホームページに掲載しています。

　相続・贈与に関するニーズは高

まっており、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

サービスを行っておりますので、

お近くの本支店で是非ご相談く

ださい。

　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、お客さまのニーズに沿って不動産の有効活用

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。　

個人向け戦略②  顧客生涯取引の拡大
　ライフステージにあわせた提案を行い、各年代のニーズにあ

わせたアプローチに注力しています。

　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。

　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

は挑戦目標「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
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　2015年に導入した無担保ローンのスマートフォン契約（以

下、スマホ契約）は、お客さまの利便性が向上したことで取り扱

い件数が順調に増加しています。目的型ローン、フリーローン

（ジャストサポート）およびカードローン（サットキャッシュ）でご

利用可能です。

　「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

契約手続きが完了するサービス

で、契約のために来店いただく必

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、ＡＴ

Ｍ、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。

個人向け戦略③  無担保ローン取引の拡大

手数料の
引き下げ

コールセンター
休日対応

商品ライン
ナップの
充実

郵送による
受付開始

iDeCo（イデコ）
＝個人型確定拠出年金の愛称

（イデコちゃん）

　iDeCo（イデコ＝個人型確定拠出年金）は、大きな税制の優遇

を受けながら老後資金が準備できる有利な年金制度です。

2017年1月から基本的にどなたでもiDeCoに加入できるように

なったことに伴い、当行ではより多くのお客さまにご利用いただ

くために、商品性の向上を図り、本制度の普及・促進に努めてきま

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。

　2016年11月25日から2017年3月31日まで「『しがぎん』で

iDeCoに入ろうキャンペーン」を実施し、皆さまにご好評いただ

きました。

　当行は、個人型確定拠出年金制度がスタートした2002年4月

から全店（代理店を除く）でiDeCoの受付業務を行っています。

（2017年3月末時点の加入者数＝約6,400名）

資産形成へのメリットが大きい
iDeCoへの取り組み

 『しがぎん』でｉＤｅＣｏに入ろうキャンペーン実施

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）

無担保ローンのスマートフォン契約件数は
順調に増加
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アジアの知見を世界へ

　第6次中期経営計画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との連携とお取引先サポー

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」に注力しています。

を行うとともに、「有償コンサルティング」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。

　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

に注力しています。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の進展により、

外貨資金の調達ニーズが高まるなか、これにお応えするため、

安定的な外貨資金の確保や国内外の提携機関との連携による

海外資金調達を活用し、外貨貸出を強化しています。

　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

のひとつとしてご提案しています。

　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、そのための海外進出

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、取り引きも年々活発になっ

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が一体となって

サポートする体制を整えてきました。

　いままで蓄積してきた海外ビジネスのノウハウ、海外進出支

援の実績と支店の機動力を生かしてより深化したサービス提供

　お取引先への海外展開サポートメニューを拡充するため、地

方自治体や公的機関、民間企業との連携を強化しています。

　2016年度は、日本のODA実施機関で、海外96拠点を持つ独

立行政法人国際協力機構（JICA）と業務提携を、また、インター

ネットを活用した海外販路開拓や商談・貿易サポートを行うアリ

ババ株式会社とビジネスマッチングサービスを締結しました。

JICAとの業務提携

国際金融戦略の取り組み

非日系向け貸出の強化

金融仲介機能の発揮

 海外ローン市場へのチャレンジ

 外貨建預貸金の増強

情報仲介機能の発揮

 コンサルティング機能の強化

業務提携・ビジネスマッチングによる
海外進出サポート

コンサルティング業務（海外アドバイザリー）

海外拠点設立

M&A

拠点閉鎖

成長

実行

計画

安定・成熟

現地視察アレンジ
進出可否検討

計画立案アドバイス

商談会出展
ビジネスマッチング
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市場運用戦略

収益最大化への挑戦
～総合力でリスクへ果敢にトライ～

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

　「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。

　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。

　2017年1月に有価証券のフロント・ミドルシステムを更改。

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。

　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。

　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。

　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。

　かつてない低金利の環境下、将来の市場変化に備えた予兆

管理能力の向上を図り、市場の急激な変化に対応できるように

市場リスクをコントロールしていきます。

総合力でリスクに果敢にトライし、
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 運用の多様化

 モニタリング態勢強化

 トレーディング力の強化

 予兆管理能力の向上

 外貨調達の多様化

 規制・制度対応、事務効率化

 人財育成

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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（%） 2016年度（実績）2015年度（実績） 2018年度（計画）

外国証券＋
投資信託等

株式

債券

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、さらなる運用
の多様化を進める。

外貨調達リスクをコントロールしたうえで、
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。
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