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取締役頭取

脱炭素社会に向けて
私たちが暮らす社会や経済の構造が大きく変わりつ

ています。コロナ禍を経て立ち上がる社会と経済は、温

つあります。昨年から世界を覆う新型コロナウイルス

室効果ガスの排出を実質ゼロにする「脱炭素」を抜きに

禍により、各国で感染拡大防止のために社会や経済の活

は語れない時代になりました。太陽光や風力など再生

動が制限され、実体経済が急速に悪化するとともに、変

可能エネルギーの活用や水素などを利用する新エネル

革の流れが一気に加速しました。国内でも人々の行動

ギーの技術革新が期待され、環境を切り口に経営を変革

や生活様式、ビジネスは非接触型への移行が進み、社会

する「グリーントランスフォーメーション（GX）
」が新潮

と 経 済 のデジタル化 が 進 展 し ま し た。デジタルテクノ

流となり、デジタル化とともに社会と経済のあり方を大

ロジーを駆使して経営のあり方やビジネスプロセスを

きく変えようとしています。

再構築する「デジタルトランスフォーメーション（DX）」
が、構造変革を一層促しています。

「脱炭素社会」への変革を見据え、リスクと機会を見極
めて行動するために、滋賀銀行はサステナビリティ方針

企業を取り巻く環境は、デジタル社会の到来やパンデ

を定めて組織を改革し、
「デジタル」を手段として当行グ

ミック（疫病の世界的な流行）、地政学的リスクなどさま

ループと地域社会の「サステナビリティ」の実現を目指

ざまですが、
「脱炭素社会への移行」も喫緊の課題です。

すと昨年９月に表明しました。地域とともに「持続可能

広範囲に自然災害を招く気候変動リスクには、経済全般

な社会」を共創する当行グループの取り組みについてご

に関与する金融機関も適切に対応することが求められ

説明いたします。
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サステナブルな社会を共創
地球が持続してこそ社会の安定が保たれ、安定した社

解決②事業活動による社会的インパクトを重視した経

会があってこそ企業は存続できます。企業は社会に生

営③地球環境の保全・再生に資するビジネスモデルの

かされ、社会を活かす存在です。企業は自力では存在し

確立④人権の尊重と社会との信頼関係の構築⑤自ら考

えず、多様な外部と関わることで社会的責任が生まれま

え行動できる人材の育成と職場環境の整備、の５項目を

す。その責任を果たすための土台は本業の健全性です。

掲げています。

自社を差別化して競争優位を築き、事業を支える能力を

この方針の制定と同時に、
「気候危機への対応」と「生

日々鍛え、持続可能な社会と環境、経済の実現を目指す

物多様性保全」の取り組みをこれまで以上に考慮し、
「環

経営へ移行しなければなりません。これからの経営の

境方針」も改定しました。①事業活動を通じた地球環境

姿は、
「自社の事業が成長すれば成長するほど、より持続

保全②環境負荷低減への取り組み③環境関連法規等の

可能な社会になる」ための事業構造を追求する必要があ

遵守④ガバナンス・マネジメント体制⑤全員参加と情報

ります。当行はその責務を担い、次世代につながる経営

開示、の５項目を当行グループ全体で強く意識し、
「お金

の姿を、自らも含めて地域社会との共創で広げていきた

の流れで地球環境を守る」との気概で環境経営に取り組

いと考えています。

みます。
そして、今後の方向性などを議論して検討を進めるた

サステナブル体制を整備
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めに、総合企画部内に「サステナブル戦略室」を設置し、
従来の「CSR 委員会」を「サステナビリティ委員会」に改

今後の舵取りの基本とするために、新たに「サステナ

組しました。持続可能な社会や地域経済に貢献するた

ビリティ方針」を制定しました
（→ P12）
。①マテリアリ

めの方針や取り組みを組織横断で検討し、当行グループ

ティ（重要課題）の特定と事業活動を通じた地域の課題

全体で意識を共有して行動につなげていきます。
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未来創造への挑戦

価値創造を支える力

昨年度は東京の海運大手を含め計 6 件実行しました。
この SLL は SDGsコンサルティングから生まれまし

コロナ禍はさまざまな経営の課題を顕在化させまし

た。SDGs を成長の機会にしようと考える中堅・中小

たが、とりわけ国内ではデジタル化の遅れを直視し、克

のお取引先に、SDGs を企業価値向上につなげる考え方

服しなければ未来はないと感じています。企業に限ら

を整理し、KPI
（重要業績評価指標）の設定などで伴走す

ず地方公共団体なども含め、業務の効率化や生産性の向

る SDGsコンサルティングの受託件数は 2021 年 3 月

上、お客さま対応や営業力アップを図るにはデジタル化

末現在、累計 90 件に達しています。

は避けて通れません。昨年 10 月、営業統轄部内に「デジ

このほか、滋賀県内でスキー場を営む観光業のお取引

タル推進室」を設置し、各営業店と各エリアに「デジタル

先が発行する私募型グリーンボンド（GB）を引き受けま

推進サポーター」
「デジタル推進リーダー」
「デジタル推進

した。水力発電施設の建設資金に充てられ、地域資源で

責任者」を配置し、お取引先などのデジタル化をサポー

ある水力を利用したクリーンエネルギーの拡大に役立

トする体制を強化しました。課題のヒアリングから始

てられています。

め、各部署や担当者が連携して、お取引先や自治体向け

また、当行独自の取り組みだけでなく、大手行の組成

の ITコンサルティングにも力を入れ、地域のデジタル化

する「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」に も 積 極

を普及するための取り組みを加速します。

的に参加するなどして ESG 金融の知見と実績を積み上
げています。

ESG 金融を推進
E（環境）と S（社会）と G（ガバナンス）
を掛け合わせる

地域社会と連携

と、目先の利益や効率性ではない、新たな経済合理性が

地球温暖化への対応は、まさに世界のサステナブルの

生まれます。それが次の成長ステージへのステップアッ

一丁目一番地ですが、脱炭素社会の実現は、一企業だけ

プを促し、持続的な価値創造の機会をもたらします。

では進めません。当行は地域全体で取り組むための仕

ESG の本質はビジネスにおける外部性を考慮すること

組みを滋賀県と連携して作り、今年 3 月にスタートしま

です。企業活動はビジネスにこれらの外部性を組み込

した。

み、いかに利益を出していくかを考えねばなりません。

琵琶湖を抱え、従来から環境意識が高い滋賀県は、

脱炭素社会への移行には、企業自体がサステナブルな企

2020 年１月に
「“ しが CO2ネットゼロ”ムーブメント」

業に転換することが求められています。

キックオフ宣言を発表されました。県民と事業者、行政

ESG 金融を推進するために、
営業統轄部内に ESGファ

が一丸となって 2050 年に滋賀県内の CO2 排出量を実

イナンスの専門チームを設置しました。昨年８月に「サ

質ゼロにすることを目指すもので、当行グループもその

ステナビリティ・リンク・ローン（SLL）」を地方銀行とし

主旨に賛同しています。その取り組みと連携した「『し

て初めて商品化し、９月に第１号の融資を滋賀県で砕

が ぎ ん』サステナビリティ・リンク・ローン“ し が CO2

石・採砂製造業を営むお取引先に実行しました。SLL は

ネットゼロ”プラン」の取り扱いを 3 月に始め、県内のお

企業が SDGs や ESG に関連する取組目標を設定し、そ

取引先に第 1 号の融資を実行しました。

の達成度合いに応じて金利などの貸付条件が連動する

脱炭素経営に取り組む中小企業はまだ多くはありま

仕組みの融資です。大手企業の利用が中心の SLL を、中

せんが、炭素税導入やサプライチェーンを巻き込んだ脱

堅・中小のお取引先にも利用していただきやすいよう

炭素化の動きに対していち早く対応を促すことは、地域

に融資金額を 5 千万円からとし、評価機関の選択肢も

の“ 稼ぐ力”を高めるという観点からも重要な意味を

増やして初期コストを抑えたプランも提供しています。

持つと考えています。
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ニュービジネスをサポート

ピタル・パートナーズ株式会社、しがぎんリース・キャピ
タル株式会社とともに設立し、昨年12 月に遠隔診療を

経済活動は常に意欲的な企業によって活性化されま

サポートする兵庫県の事業者に第１号を出資しました。

す。当行は 2020 年 7 月、革新的なビジネスモデルによ

このほか、京都大学や大阪大学の研究成果を活用する

り成長を目指す企業などを投資対象とする「しがぎん地

ファンドにも出資しており、新たな成長の可能性を秘め

方創生 SDファンド
（→ P52）
」をクオンタムリープ・キャ

たニュービジネスの創出を後押ししています。

7 次中計 2 年目の振り返りとコロナ禍への対応
これまで昨年度の取り組みを中心に説明してきました

億円、貸出金残高
（期中平均残高）
は前期比 1,945 億円

が、ここで７次中計
（2024 年 3 月まで）
の 2 年目となる

増の 3 兆 9,947 億円になりました。連結ベースの自己

2021 年 3 月期決算の概況をご報告します。親会社株主

資本比率は 17.19％、
リスク管理債権は 714 億円で、総

に帰属する当期純利益は、前期比 9 億円減の 114 億円

貸出金残高に占める比率は 1.78％でした。

となりました。単体ベースの預金残高
（譲渡性預金を含

なお、2022 年 3 月期の当期純利益
（連結）
は 138 億

む期中平均残高）
は前期比 3,457 億円増の 5 兆 2,772

円を見込んでいます。

● 2021 年 3 月期実績と 2022 年 3 月期予想

（単位：百万円）

単体

連結

21 年 3 月期
実績

22 年 3 月期
予想

21 年 3 月期
比較

21 年 3 月期
実績

22 年 3 月期
予想

21 年 3 月期
比較

経常利益

10,375

21,500

11,125

11,070

22,500

11,430

当期利益

11,331

13,500

2,169

11,448

13,800

2,352

※連結は親会社株主に帰属する当期純利益

当行は、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

一方、
コロナ禍は多くの業種のお取引先に影響が及ん

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

でおり、当行は資金繰り等で支えることに注力しました。

まへの安定的な配当を継続しつつ、できる限りの株主還元

現在は経営支援・再生支援の段階に移りつつあり、これま

に努めています。

で培ってきた事業性評価をさらに高度化し、きめ細やかな

また、7 次 中 計 で は、5 年 間 で 5 つ の
「Sustainable

対応で地域経済の安定化に努めています。また、審査部

Development 目 標
（SD 目 標）
（
」→ P30、31）
に挑戦

企業経営支援室の人員を増強し、支援対象先も拡大した

しています。2 年目までに目標を達成した項目もあり、

ほか、対策の１つとして、
「近畿中部広域復興支援ファンド」

「Sustainable Development 推 進 投 融 資」
「地 域 顧 客

にも出資しました。住宅ローンをご利用のお客さまには

の価値向上サポート」
「温室効果ガス排出量削減」
「SDGs・

条件変更手数料を 2022 年 3 月末まで無料にしています。

金融リテラシーの普及・向上活動、次世代人材の育成活

コロナ禍の完全な収束はまだ見通せませんが、当行グ

動」
の 4 項目について目標を大幅に引き上げました。世

ループはお客さまとお取引先の安全と安心に十分配慮し、

界各国で温室効果ガスへの規制が強化され、脱炭素化に

これまで以上にしっかりと寄り添って対応いたします。

向けた情勢が急速に変化している中、認識を改めて取り組

6

む決意を新目標に込めています。
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認識した課題の取組状況
2020 年の統合報告書で、当行が乗り越えるべき課題と

ジタル化の利便性を最大限に発揮した取り組みとなり、ご

して、
「店舗ネットワークの再編と店舗業務の効率化」
「
、デ

視聴いただいたお取引先から東京プロマーケットへの上

ジタル化の推進」
「
、付加価値ネットワークの構築」
の３点を

場を進めたいというご相談もあるなど、非常に効果的なイ

挙げました。その取組状況を説明します。

ベントになりました。

１点目の
「店舗ネットワークの再編と業務の効率化」
は、７

また、当行が加盟する TSUBASAアライアンスには昨年

次中計の計画通りに進捗しています。店舗内店舗の実施

度に琉球銀行、群馬銀行の２行が新たに参加され、経営統

やブロック制の導入などで人員の効果的な再配置を行うこ

合によらない地銀広域連携の枠組みとして、独立性を堅

とができ、
当行全体での生産性向上につながっています。

持しながら規模を拡大しています。連携分野もフィンテッ

２点目の
「デジタル化の推進」
については先述していま

クやシンジケートローンの共同組成など多岐にわたってお

すが、今後も重点課題と位置付けてさらに取り組みを強化

り、引き続き連携のメリットを生かした新商品・新サービ

します。

スの提供を検討していきます。

３点目の
「付加価値ネットワークの構築」
については昨年

このほか、複数のフィンテック企業のサービスなども活

11 月、株式会社日本 M&Aセンターと連携して
「SDGs 事

用しており、今後も他社や他行との連携を増やして付加価

業承継・M&Aカンファレンス2020」
を開催、
ライブ配信し、

値を提供できるネットワークを広げることで、お客さまの

広範囲かつ多くの方に視聴していただきました
（→ P55）
。

利便性アップとお取引先の企業価値向上に努めます。

大都市からではなく、ここ滋賀県から発信できたことは、
デ

課題解決型金融情報サービス業への進化
「課題解決型金融情報サービス業」
に進化するためにコ

来や事業承継問題、
コロナ禍からの復興、
デジタル化の進

ンサルティング力のアップを図り、本部と営業店の連携し

展などお客さまに寄り添うことが求められており、M&A や

た取り組みが預り資産残高の増加につながりました。昨

IT などのコンサルティングビジネスにこれからも注力して

年４月から信託業務の本体での取り扱いを開始してコンサ

いきます。

ルティングの幅も広がっています。人生 100 年時代の到
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サステナブルな仕組みを支える Flexsus（フレクサス）プロジェクト
次世代のデジタル社会を展望し、銀行経営の将来リスク

大規模なシステム更改は、既存システムの中身を熟知し

低減のために、新しい基幹系システムを構築する
「Flexsus

た職員がいないと移行は難しく、こうした職員が在籍して

プロジェクト」
（→ P49）
を進めており、2024 年１月に稼働

いる間にシステムを更改し、知識や技能を若い世代に継承

する予定です。現行の
「メインフレーム」
から、柔軟かつ機

する狙いもあります。10 年から 20 年先を見据えた場合、

動的な対応が可能な
「オープン系」
システムへと刷新しま

システム更改を先送りすることはできないと考え、新シス

す。
「行内のデジタル化」
と
「お客さま・地域のデジタル化」

テムへの移行を決断しました。新システムが稼働するま

を短期間・低コストで実現することができるようになり、外

で投資は必要となりますが、稼働後はシステム開発コスト

部のシステムとつなぎやすく、非常に柔軟性が高い仕組み

をできる限り抑えて OHR の改善に努めます。

です。

ガバナンスの実効性向上
上 場 企 業 の 行 動 原 則を示した
「コーポレートガバナン

省の
「TCFDシナリオ分析支援事業」
に採択されて検討を

ス・コード
（企業統治指針）
」
が今年改訂されました。プライ

進めており、本報告書でも引き続き現状を説明しています

ム市場に移行する企業には、気候変動に関する情報開示

8

（→ P36）
。

の国際的な枠組み
「気候関連財務情報開示タスクフォー

また、改訂の主旨に沿い、取締役会の機能充実や株主の

ス
（TCFD）
」
に基づき、取組状況などについて情報開示の

皆さまとのさらなる建設的な対話を行うことなどに努め、

充実が求められました。当行は 2018 年７月に国内の地

ガバナンスの実効性を高めながら、当行と地域社会の持

方銀行として初めて TCFD への賛同を表明し、2020 年

続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまい

の統合報告書から取組状況の開示を始めています。環境

ります。

TOP MESSAGE

特集

“ しがぎん” について

価値創造のための挑戦

未来創造への挑戦

価値創造を支える力

パーパスは「地域の皆さまを幸せにする」こと
コロナ禍で変わりつつある社会は、以前から明らかだっ

は今次中計で、
「Sustainability Design Company」
を目

たいくつもの課題への早急な対応を促しています。
「少子

指す姿に掲げました。
「Bank」
の発想の枠を超え、お客さま

高齢化」
の進行で、
デジタル化を進める必要がある一方、

や地域社会の持続可能な発展をデザインし、地域になくて

デジタルに頼らない高齢者向けサービスの拡充や、円滑

はならない
「Company」
になるとの決意を込めています。

な事業承継などに取り組まなければなりません。また、
「グ

これは当行のパーパスである
「お金の流れを通じて地域の

リーントランスフォーメーション」
への対応は、現代の課題

皆さまを幸せにする」
ことを実現するために必要な進化で

について
「変化のスピード」
を認識することの重要性を際

もあります。そして、その根底には常に、
「自分にきびしく

立たせました。変化のスピードはどんどん速くなり、境目

人には親切

いき ち

社会につくす」
という行是があります。

となる閾値を超えるとあっという間に大変化が起こり、ふ

当行グループは、
この指針に基づき、地域の皆さまと
「持

と気づくと新しい世界が既に確立していた、という事態に

続可能な社会」
を共創することに努めてまいります。皆さ

陥る可能性があります。しかも、複雑性を増した変化の先

まには、引き続き滋賀銀行グループへのご理解と一層の

の予測は難しく、現状をより短時間で判断し、決断すること

ご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

が求められています。
そして、これらの変化が良い方向に進むのか、それとも
悪い方向に進むのかは、現在を生きる私たちの
「行動力」
にかかっています。この行動の指針として、当行グループ

２０２1 年７月
取締役頭取
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