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価値創造を支える力

コーポレート・ガバナンス

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
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。

●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。

企業統治体制の概要
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

業務運営上は、業務執行の意思決定機関である常務会を中心

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

に、
コンプライアンス委員会やＡＬＭ委員会を設置し、監査役がそ

役会を牽制する体制としています。

れらの運営状況の監視を行っています。

●コーポレート・ガバナンス体制図（2021年 6 月末現在）

株主総会
選任・解任

選任・解任

選任・解任
監査

取締役会

監査役会
連携

連携

常務会

監査役室
サステナビリティ委員会

監査

コンプライアンス委員会
ALM委員会

本部各部
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会計監査人

内部監査報告会

営業店

内部監査

連携

監査部
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各機関の内容
１. 取締役会
取締役会は、9 名の取締役
（うち社外取締役 3 名）
で構成され、

５.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、取締役頭取を委員長とし、しがぎん

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

グループのＥＳＧ
（環境、社会、
ガバナンス）
優先課題、社会的課題

を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。

解決を中長期的な観点から議論し、地域社会、お取引先、当行グ
ループのサステナビリティ
（持続可能性）
の向上を目指すための

２. 監査役会

企画の検討を行っています。

監査役会は、監査役 4 名
（うち社外監査役 2 名）
で構成され、監
査役会を原則毎月 1 回開催し、監査の方針、監査計画、監査の方
法、監査業務の分担の策定など、監査に関する重要事項の決議、
協議、報告等を行っています。

６.コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、専務取締役を委員長とし、参与とし
て監査役を加え、誠実・公正な企業活動の遂行に資することを目
的として、社会規範、法令および当行内規の遵守に係る諸問題に

３. 常務会

ついて総合的な検討を行っています。

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

７. ＡＬＭ委員会

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

ＡＬＭ委員会は、取締役頭取を委員長とし、
リスク管理の充実に

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

よって安定した収益の向上に寄与することを目的として、
リスクに

行については取締役会に上程しています。

関する報告や分析・討議を行うとともに、ＡＬＭ
（資産と負債の総

※現在、取締役会長および取締役副頭取は空位となっています。

合管理）
の対応を図っています。

４. 内部監査体制

８．会計監査人

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

当行と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツが
会計監査人として監査を実施しています。

監査計画」
に基づき、監査対象部店の内部管理体制の適切性の確
保に努めています。
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
監査報告会を実施し、監査結果の報告および監査対象部店の実
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。監査
部は、継続的な内部品質評価に加えて、第三者機関による外部品
質評価を受けることにより、内部監査の品質維持・高度化に取り
組んでいます。

SHIGA BANK REPORT 2021

65

コーポレート・ガバナンス

役員の報酬等に関する方針
当行の役員の報酬については、以下の方針および手続きにより決定します。

基本方針
当行の役員報酬制度は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する体系とし、個々の報酬の決定に際しては各職責を
踏まえた適正水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役
（社外取締役除く）
の報酬は、基本報酬である
「確定金額報酬」
、業績連動報酬等である
「業績連動型報酬」
、非金銭報
酬等である
「株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬」
より構成しております。
また、経営監督機能を担う社外取締役、監査役の報酬は基本報酬である確定金額報酬のみとしております。また、監査役に対する確定金
額報酬は支給実績等を基準として監査役の協議により決定しております。
なお、上記の基本方針は社外取締役・社外監査役から意見を聴取して策定し、取締役会決議で決定いたしました。

決定方針など、詳細については有価証券報告書をご覧ください。

１. 取締役の報酬
（１）
取締役
（社外取締役を除く）
取締役の報酬は、以下の３つで構成する。

（２）
社外取締役
経営への監督機能を踏まえ、確定金額報酬とする。
報酬限度：年額 3,500 万円以内

①確定金額報酬
役位を基に役割や責任に応じて支給する。

２. 監査役の報酬

報酬限度：年額２億 2,500 万円以内

中立性および独立性の確保の観点から確定金額報酬とする。

②業績連動型報酬

報酬限度：年額 8,400 万円以内

業績向上へのインセンティブを高めるため、親会社株主に帰属す
る当期純利益を基準として支給する。
報酬限度：当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利

（１）
取締役

益の 0.45％以内で、上限は年額 7,500 万円

株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議

③株式報酬型ストックオプション

により決定する。

中長期的な企業価値向上と株価上昇へのインセンティブを高め
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３. 報酬決定の手続き

（２）
監査役

るため支給する。

株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によ

報酬限度：年額１億円以内

り決定する。
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役員数と社外役員比率の変化
監査役

取締役
社外 12.5％

2015 年

2021 年

総数

16 名

2015 年

総数

9名

2021 年

社外

50.0％

50.0％

社外

33.3％

社外

総数

総数

4名

4名

社外取締役の比率アップ

独立社外役員
取締役
選任理由

氏名

役職

竹内

2015TM
年 Future 代表取締役および株式会社日本
株式会社
％
社外 12.5M&Aセンター社外取締役として経営全般に関する豊
富な経験と幅広い見識を有している。こうした経験
社外取締役
や知見を活かし、経営陣から独立した立場から経営の
総数
監督を行っていただき、
当行の持続的な成長・企業価
16 名
値向上に貢献いただけることを期待。

美奈子

服部

力也

鎌田

沢一郎

松井

保仁

三井住友信託銀行株式会社取締役副社長および取締役
副会長を歴任される等、金融や企業経営に関する豊富
な経験と幅広い見識を有している。こうした経験や知
社外取締役
見を活かし、経営陣から独立した立場から経営の監督
2021 年
を行っていただき、当行の持続的な成長・企業価値向
社外取締役の
社外
上に貢献いただけることを期待。
比率アップ
33.0％
日本銀行および日本証券業協会で培われた金融に関
総数
する豊富な経験と幅広い見識を有している。こうし
9名
社外取締役
た経験や知見を活かし、経営陣から独立した立場から
経営の監督を行っていただき、当行の持続的な成長・
企業価値向上に貢献いただけることを期待。

社外監査役

弁護士として企業法務に携わっており、専門的知識と
豊富な経験を当行の監査に反映していただくことを
監査役
期待。

2020 年度の取締役会への出席状況

●定例取締役会 12 回中 12 回出席（出席率 100％）

●定例取締役会 10 回中 10 回出席（出席率 100％）

● 2021 年６月新たに選任。

●定例取締役会 12 回中 12 回出席（出席率 100％）

2015 年

大西

一清

大蔵省（現財務省）および他の法人における豊富な経
社外
社外監査役
50.0％ 験と財政や行政で培われた高い見識を当行の監査に
反映していただくことを期待。
総数

●定例取締役会 10 回中 10 回出席（出席率 100％）

4名

2021 年
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役員・執行役員
(2021 年 6 月 25 日現在 )

取締役
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

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
2019 年 6 月 常務取締役

代表取締役専務

久保田 真也

1986 年 4 月 当行入行

2015 年 6 月 総合企画部長
2017 年 6 月 取締役総合企画部長
2018 年 6 月 常務取締役

2020 年 6 月 専務取締役
（現職）

2020 年 6 月 専務取締役（現職）

常務取締役

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
2017 年 6 月 常務取締役（現職）

取締役 監査部長
1987 年４月
2016 年６月
2018 年６月
2020 年６月

西川 勝之

当行入行
監査部長
執行役員 監査部長
取締役監査部長（現職）

取締役（非常勤）

服部 力也

1978 年 4 月 住友信託銀行株式会社
（現三井住友信託銀行株式会社）
入社
2012 年 4 月 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員

2013 年 4 月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
副社長執行役員
三井住友信託銀行株式会社取締役副社長
2015 年 6 月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
取締役副社長
2017 年 4 月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役
三井住友信託銀行株式会社取締役副会長
2017 年 6 月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役退任

2018 年 4 月 三井住友信託銀行株式会社 エグゼクティブアドバイザー
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長
2018 年 6 月 住友電設株式会社社外監査役
（現職）
2020 年 3 月 三井住友信託銀行株式会社エグゼクティブアドバイザー退任
2020 年 6 月 当行社外取締役（現職）
2021 年 2 月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社取締役会長退任
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常務取締役 市場国際部長

堀内 勝美

1987 年 4 月
2014 年 6 月

当行入行
経営管理部長

2021 年 6 月

常務取締役市場国際部長
（現職）

2017 年 6 月
2019 年 6 月

執行役員営業統轄部長
取締役京都支店長

取締役（非常勤）

竹内 美奈子

1983 年 4 月 日本電気株式会社入社
2002 年12月 日本電気株式会社退職
2003 年 1 月 スタントンチェイスインターナショナル株式会社入社
2013 年 6 月 スタントンチェイスインターナショナル株式会社退職

2013 年 8 月 株式会社ＴＭ Future 代表取締役（現職）
2019 年 6 月 当行社外取締役
（現職）
2020 年 6 月 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター社外取締役（現職）

取締役（非常勤） 鎌田
1987 年
年4
4月
月
1984
2014 年
年7
6月
月
2012
2017
2015 年
年6
6月
月
2019
2015 年
年6
7月
月
2021
年
6
2017 年 7 月
月
2021 年 6 月
2021 年 6 月

沢一郎

当行入行
日本銀行入行
経営管理部長
日本銀行京都支店長
執行役員営業統轄部長
日本銀行退職
取締役京都支店長
（現職）
日本証券業協会政策本部参与
常務取締役
（現職）
日本証券業協会管理本部共同本部長

（最高情報責任者兼最高リスク管理責任者）
日本証券業協会退職
当行社外取締役
（現職）
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監査役
監査役

林 一義

監査役

大野 恭永

1980 年 4 月 当行入行

1983 年 4 月 当行入行

2014 年 6 月 常務取締役

2015 年 6 月 常務取締役

2010 年 6 月 経営管理部長
2011 年 6 月 取締役経営管理部長

2013 年 6 月 営業統轄部長
2014 年 6 月 取締役営業統轄部長

2018 年 6 月 監査役（現職）

監査役（非常勤）

2020 年 6 月

松井 保仁

監査役
（現職）

監査役（非常勤）

2000 年 4 月 弁護士登録

大西 一清

1980 年 ４月 大蔵省
（現 財務省）
入省

2000 年 4 月 烏丸法律事務所入所
2005 年 1 月 ニューヨーク州弁護士登録

2014 年 ７月 財務省横浜税関長
2015 年 ７月 財務省退職
2015 年10月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
顧問

2005 年 4 月 烏丸法律事務所退所

2005 年 5 月 弁護士法人三宅法律事務所入所
2009 年 5 月 弁護士法人三宅法律事務所社員

2016 年 ６月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
顧問退任

2012 年 5 月 弁理士登録
2017 年 6 月 当行社外監査役（現職）

2016 年 ６月 高砂香料工業株式会社
2020 年 ６月 高砂香料工業株式会社

2019 年 1 月 弁護士法人三宅法律事務所退所
2019 年 2 月 弁護士法人錦橋法律事務所社員（現職）

2020 年 ６月 当行社外監査役
（現職）

常勤監査役
常勤監査役退任

執行役員
田中 伸幸

戸田 秀和

肥田 明久

常務執行役員
審査部長

常務執行役員
業務統轄部長

常務執行役員
総合企画部長

遠藤 良則

福田 敏宏

井上 博喜

常務執行役員
京都支店長

執行役員
人事部長

執行役員
本店営業部長

中村 泰彦

片岡 一明

山元 磯和

執行役員
東京支店長兼
市場国際部参与

執行役員
総務部長

執行役員
大阪支店長兼
梅田支店長
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社外取締役メッセージ

社外取締役

竹内 美奈子

当行の取締役会の実効性評価と
ご自身の役割と課題

（企業価値向上へ向けたガバナンス体制の構築）
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当行のサステナビリティとデジタルへの
取組評価について
気候変動などの環境問題が経営に与える影響と対応

当行の取締役会は、経営の重要なテーマや中長期的な戦略につ

企業の存在意義を果たし、ESG 経営や SDGs へのコミットメン

いて、より時間を割き深く議論をするための改善工夫を積み重ね

トを通して、内外のサステナビリティを実現することは私たちの大

てきています。昨年度は、取締役会の実効性評価において第三者

きな使命です。脱炭素だけが環境問題ではなく、滋賀に根差す企

評価を導入しました。その中で、私自身の役割は、①モニタリング

業として水資源や生物多様性を守ることも重要と考え、当行では、

を通して取締役会の実効性向上のための提言を行うこと②他業種

先進的かつ包括的に本課題に取り組んできました。E
（環境）
のみ

の知見やより広い視野でベンチマークができるような社外のノウ

ならず、
サステナビリティの本質は、当行の CSR 憲章にもある
「三

ハウや情報、異なる視点を提供すること③取締役会に上がる事案

方よし」
の企業姿勢ではないかと思います。

の表層的な面のみならず、そこに内在する
「人や組織の問題」
や
「企

そのために、G
（ガバナンス）
もあり、例えば女性活躍を含むダイ

業文化の課題」
を深堀りして提言し気づきを得ていただくことだと

バーシティ＆インクルージョンなど S
（社会）
もあるのではないかと

考えています。

考えます。昨年設置した
「サステナブル戦略室」
が牽引し、当行の

それらを通して、真の意味で、当行の未来を創る柔軟で揺るぎな

DNA ともいえる
「サステナビリティ方針」
の実践に使命感を持って

い企業文化の醸成と、多様な人材が活躍し、お客さまに不可欠な

取り組んでいます。それらに真摯に取り組む経営の結果として、価

パートナーであり続けられる企業としての価値向上に貢献できれ

値向上を図り、さまざまなステークホルダーの皆さまに応援してい

ばと思っています。

ただける企業であり続けたいと考えます。
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そこから生まれる企業文化は、挑戦することに
「手を挙げる」
文化

デジタルトランスフォーメーション
（以下、DX）
とは、情報やビジ

であり、
「nice challenge」
をトップマネジメント自ら促し、褒める文

ネスプロセスをデジタル化することではなく、ありたい姿やビジネ

化ではないかと思います。さらに、女性や多様なバックグラウンド

スモデルを、
デジタルの可能性を活用してどう実現し変革していけ

を持つ人材の活躍を、真に腹落ちして考えられる土壌作りも喫緊

るかだと思います。地域社会やお客さまの DX を推進するには、

の課題と考えます。

まず自らの経験値を積むことが肝要と考えます。コロナ禍でコミュ
ニケーションスタイルやお客さまをはじめとする内外との繋がり方
も激変しました。そのような環境下で創意工夫し出てきたアイデ
アに対して、我々もまず実践しトライアンドエラーを重ねています。
ビジネスモデルや新しい働き方、情報の活用の仕方、仕事の仕方
を、前例に捉われず構築し直し、DX の恩恵を最大限に活用してい
く。チャレンジして経験値を積み、それを自らの知見とし、かつ迅速
に構造化・抽象化し、組織知とする習慣をつけることも重要です。
それらの中心となるべく
「デジタル戦略グループ」
や
「デジタル推
進室」
も新設し始動しています。不確実で正解がひとつではない
現代では、いち早くチャレンジし、成功や失敗からの学びをスピー
ディーにお客さまに提供できる価値に転換できた者がリーダー
シップをとれる時代と考え、現場に浸透すべく一丸となって取り組
んでいます。

地域社会の持続可能な発展に向けて滋賀銀行
がすべきこと
地域社会の環境を守り経済を活性化させるために、地域のお客
さまに果たせる当行の役割は多方面にわたると考えます。
「サステ
ナビリティ・リンク・ローン
（SLL）
」
などの商品やサービスもさること
ながら、より地域のステークホルダーの皆さまの声に耳を傾け、共
に持続可能な未来のありたい姿を描き、さまざまな形でお客さま
に伴走するコンサルティングができる必要があると思います。例
えば共創できるパートナーと繋いだり、協業のスキームを設計した
りするなども考えられます。またお客さまごとに必要で最適なＤＸ
は何か、それをお客さまと共に考え見極めるとともに、お客さまの
ビジネスや事業視点でのＤＸやそのマネジメントについて質の高

多様性の確保に向けた
人材の育成についての評価と助言

（人的資本の充実と活用）

いアドバイスや協業・協働ができるとよいですね。
そのためには、一人ひとりが内向きでなくアンテナを高く立て、
社外とも接し学ぶ機会を増やし他流試合をたくさんするなどの
「考
働改革」
や、それを後押しする
「やってみなはれ」
の企業風土づくり
もよりいっそう重要になると考えます。

人材戦略は、絶えず変化・進化すべきと考えます。昨今の
「人」
のモチベーションは、
自分の所属する企業が社会にどんな貢献をし
ているか、その存在意義に対して個人が共感でき内発的動機が持
てるかに変化しているといわれます。パーパス経営やウェルビーイ
ング経営にも通じますが、
「人」
のモチベーションやさらにはスキル
やキャリアはより多様で、その多様な個々人が活躍できる
「場」
を作
ることも重要です。ミドルマネジメントの役割の 6 ～ 7 割は、若い
人が成長意欲をもっていきいき働くことができる動機付けと育成、
それらに資する
「場」
づくりではないかと思います。
そのために、当行では
「はなしあい制度」
などの部下との対話力
がキーとなると考え、全社で取り組んでいます。さらには、部下と
共に、挑戦に値する
「成長目標」
を立て言語化する目標設定力も重
要となります。そして、その目標に向かうプロセスを重ねていくこ
とが人の成長につながり、その集積としての組織の業績や成長に
結実させていくこと、そして透明で納得性のある評価やフィード
バックを通して成長を促し支援する
「人と組織の成長をつなげる
PDCA」
の精度を上げていくことが、今まさに人事やミドルマネジ
メントには求められます。
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ＴＳＵＢＡＳＡアライアンス

広域かつ大規模な連携によるスケールメリットを生かした事業の展開
２０１９年５月、地域の持続的な成長や金融システムの高度化、参加行グループの企業価値増大に資する連携、
トップライン増強、
コスト削
減に寄与する施策の立案、推進を目的に
「TSUBASAアライアンス」
に参加しました。２０２０年１２月に群馬銀行が加わり、北海道から沖縄県、
日本海側と太平洋側を結ぶ日本列島を横断、縦断する広域アライアンスとなっています。引き続き、参加各行の知見を結集し、
スケールメ
リットを生かすことで、各地域の未来へ向けてデジタル化をはじめとした最新鋭の金融サービスを提供してまいります。

ネットワークは全国へ
2015.10

千葉銀行、第四銀行、中国銀行の3行で発足

2016. 3

伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行が参加

2018. 4

北越銀行が参加

2019. 3

武蔵野銀行が参加

2019. 5

滋賀銀行が参加

2020. 4

琉球銀行が参加

2020.12

群馬銀行が参加

コスト削減・
効率化
共通する機能・

トップライン増強

間接部門の集約

ノウハウ共有による
営業力強化

本店所在地

さらなる
生産性向上
・
業務の高度化

店舗所在地

共同出資会社「TSUBASAアライアンス株式会社」設立
2020 年 7 月、各行に共通する業務や機能の集約を図るためのプラッ 〈会社概要〉

トフォームとしての役割を担うことを目的に、
「TSUBASAアライアンス

株式会社」
を参加行の共同出資により設立しました。2020 年 10 月、
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に関連する業務を行う
A M Lセンターを同社に開設。同センターに各行の知見やノウハウを結
集し、重複する業務を集約しつつ、国際的な要請を踏まえた態勢高度化
を進めています。
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本店所在地

東京都中央区日本橋室町一丁目5番5号
室町ちばぎん三井ビルディング 店舗所在地

資本金

1,000万円

株主構成

各行10％
（千葉銀行、第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、
北洋銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行）

役員

取締役10名（各行頭取が取締役に就任）

設立日

2020年7月
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ステークホルダーコミュニケーション
お客さま、地域社会、株主、役職員など、多くのステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを重ねることで、社会的課題を認識して
信頼関係を築き、より良い価値の提供に努めています。透明性が高くスピード感のある情報開示を行うことを大切にし、皆さまのご意見や
ご要望を経営改善に生かすことで、地域社会の持続的な発展と企業価値の向上を目指します。

お客さまとの対話

従業員との対話

コミュニケーションカードや各種アンケートなどを通じてお客さ

役職員一人ひとりが、働きがいを感じながら能力を最大限発揮

まからいただくご意見・ご要望を分析・共有することで、商品やサー

できるよう、人権の尊重や多様な働き方への支援、自己実現に向

ビスの質向上につなげています。また、深度あるコンサルティン

けたサポート体制などを整えています。

グサービスを通じて、お客さまの課題解決に貢献してまいります。
年 2 回の地域懇談会を開催し、双方向の対話を行っています。
コミュニケーションチャネル

コミュニケーションチャネル
はなしあい制度、ダイバーシティ推進委員会、人材公募制度、内部
通報制度

など

コミュニケーションカード、お客さまアンケート、お客さま相談室、地
域懇談会 など

株主・投資家との対話

地域社会との対話
持続可能な社会の実現に向けて、地域社会との関わりを通じた
社会的課題解決や潜在ニーズへの対応、地域のブランディングな
ど、地域の活力向上に貢献します。

的な対話や、企業・経営情報における透明性の高い情報開示に努
めています。
コミュニケーションチャネル

コミュニケーションチャネル
地域循環共生圏に向けた対話、しがぎん福祉基金、地域総合情報
誌
「かけはし」
、文化事業・スポーツ振興

持続可能な成長と企業価値向上のため、株主・投資家との建設

など

行政・教育機関・NPO/NGO 等との
対話
行政や専門家とのパートナーシップを通じて、研究シーズと地
域のニーズを紐付け、質の高いソリューションを実現します。ま

決算発表、株主総会、投資家向け説明会、統合報告書、事業のご報
告

など

業界団体・同業他社との対話
それぞれの強みを生かし、
パートナーシップを通じて、利便性向
上や業界特有の課題等への対策を図りながら、共に発展すること
を目指します。

た、金融・ＳＤＧｓリテラシーの向上に向けた教育機関との連携も

コミュニケーションチャネル

積極的に行います。

国内他行とのアライアンス、海外金融機関との業務提携、ATM 連

コミュニケーションチャネル

携、FinTech 連携

など

監督当局との関わり、産学官金の共同プロジェクト・対話、
ＳＤＧｓ・
金融リテラシー教育

など
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リスク管理
基本的な考え方
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

■ 財務計画の策定プロセス

化、多様化しています。
当行では、
「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体制」
を構築しています。また、合理的な

現状分析

リスク・プロファイル

収益性・効率性等

リスクテイクのもと、継続的な収益確保のため、経営戦略と一体と
なったリスク管理を行う
「リスク・アペタイト・フレームワーク」
を導
入しています。

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

リスク・アペタイト・フレームワーク

ストレス・
テスト

戦

「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。
財務計画の策定にあたり、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、営業部門や市場部門の戦略が整合
的であることを確認します。その戦略に対して各種シミュレーショ
ンを行い、目標とする収益・リスク指標などを設定します。またス
トレス・テストにより相当のストレス下においても一定の健全性を

略

ストレス・テストによる
リスク指標の水準確認

リスク・テイク方針との
整合性確保

リスク許容水準

（バーゼル規制等）

資本配賦

リスク制御方法の検討

リスク・コントロール

〈営業部門〉

〈営業部門〉

〈市場部門〉

〈市場部門〉
シミュレーション
収益・リスク指標

財務計画
モニタリング・PDCA サイクル

見直し

保つことができる計画であることを確認したうえで資本配賦を行
い、
「収 益・リスク・資 本」
のバランスを考 慮しています。ストレス・
テストは戦略が功を奏しなかった場合の対応策を導き出すために
も利用しています。
策定した財務計画はモニタリングを行い、半年ごとにリスク・テ

リスク管理体制の概要

イク方針や財務計画の見直しを検討しています。これにより
「現

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

状 分 析、
リスク・プロファイル」
→
「リスク・テイク方 針」
→
「戦 略」
→

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

「財務計画」
の関連を明確化し、金融環境の変化に即応した、積
極的なリスク・テイクと適切なリスク管理、戦略を達成するための
PDCAサイクルを有効に機能させています。

もに、
リスク管理方法について規定しています。
さらに、戦略目標やリスクの状況に照らしてリスク・アペタイトを
明確にし、半期ごとに財務計画と一体となった
「リスク管理方針」
を
取締役会で制定しています。

用語解説

【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。
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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。

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

統合的リスク管理
■ 資本配賦制度

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

事業を行ううえで、金融商品
（貸出金、有価証券、預金等）の保

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

有を通じて生じるリスク
（信用リスク、市場リスク等）や業務遂

ク管理を行うことをいいます。

行上発生するリスク
（オペレーショナル・リスク等）
に対して、自

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

己資本を業務部門別・リスクカテゴリー別に配賦しています。

クを一元的に把握・管理しています。また、各種リスクを VaR 等

具体的には、規制資本ベース（自己資本比率規制上の所要自己

の統一的な尺度で計測・管理する統合リスク管理
（資本配賦制度

資本）および経済資本ベース（VaR 等により算出したリスク量）

および自己資本充実度評価）
を用いて、
リスクを自己資本の範囲

の両面でリスクを自己資本の範囲内に収まるよう管理していま

内にコントロールする業務運営を行っています。

す。加えて、有価証券等の価格変動リスクを一定の範囲内にコ

用語解説

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

【VaR
（バリュー・アット・リスク）】

制を構築しています。

一定期間
（たとえば 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

■ 自己資本充実度評価（ストレス・テスト）

います。

現在および将来にわたって当行の健全性を確保するため、外
部環境の変化や当行のリスク・プロファイルを踏まえ、景気後退
期の与信コスト増加や金融市場の急激な変動による有価証券評
価損益悪化等のストレス事象が顕現化した際の自己資本の十分
性を検証しています。

取締役会

■ リスク管理体制

監査役会・監査役

常務会

監査役室
内部監査報告会

情報セキュリティ
委員会

ALM 委員会

経営管理部

リスク
所管部署

審査部

市場

流動性

リスク

リスク

市場国際部

オペレーショナル・リスク
事務
リスク

システム・
リスク

法務
リスク

有形資産
リスク

人的
リスク

業務統轄部

システム部

経営管理部

総務部

人事部

風評
リスク

総合企画部

コンプライアンス

信用リスク

情報セキュリティ

リスク
カテゴリー

業務統轄部
監査部︵内部監査部署︶

リスク
統轄部署
リスク
管理部署

コンプライアンス
委員会

営業店・本部
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リスク管理

信用リスク管理体制
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

■ 信用リスク管理の概要
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

損失を受けるリスクをいいます。

信用リスクの変化として反映されます。

信用リスクをその影響度から最も重要性を持つリスクとして認
識し、
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

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

的に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

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

栄」
に不可欠であるとの考えのもと、当行独自の
「企業格付制度」

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

を定めて信用リスク管理の高度化に取り組んでいます。

は、複数の経済シナリオ下でお取引先の売上高増減率を予測し、
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

■ 企業格付制度の概要
企業格付は、お取引先の決算書などに基づいて統計的な格付

す。また、大口先や特定の業種への過度な与信集中を回避するた

モデルを用いた財務分析（定量評価）を行い、独自の審査ノウハ

め、与信ポートフォリオを適切にコントロールするとともに、
リ

ウによる定性評価を加味して、企業実態を踏まえ決定していま

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

す。この企業格付制度に基づき、当行とお取引先をつなぐ合理的

たプライシング
（貸出金利の設定）
に取り組んでいます。

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

組織面では、営業推進部署および審査部署から独立した信用

る
「しがぎん格付コミュニケーション・サービス」
と
「しがぎん格

リスク管理部署が格付自己査定制度の設計ならびに各種の検証

付シミュレーション・サービス」
を実施し、お取引先が抱える課題

を通じて、相互牽制体制を確立するとともに堅確な運営体制を

やリスクを互いに認識し、お取引先の持続的な成長に向けた提案

構築しています。

や経営改善計画策定支援に努めています。

格付制度の意義と目的
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きました。
当行は、内部格付手法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ています。
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、FIRB
（基礎的内部格付手法）
を選択し、金融取引が多様化・高度化
する環境下において
「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、本業を通じてより一層地域社会の
発展に多面的に貢献していきます。

地域社会の発展
地域経済の活性化

安定的な資金供給
共存共栄

財務内容良化

格付

お客さま

経営基盤強化
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課題の認識
解決策検討

リスクテイク
能力向上

適切なリスク評価

企業価値向上

合理的なコミュニケーション・ツール
として格付を開示

当行
格付制度
レベルアップ

企業価値向上

TOP MESSAGE

特集

“ しがぎん” について

市場リスク管理体制

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

オペレーショナル・リスク管理体制

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

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

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

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

値が変動することで損失を被るリスクをいいます。

リスクをいいます。

当行は、市場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財務計画を見直し、期待

「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管
理しています。

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

また、
デジタル社会において懸念が高まるサイバー攻撃に対し

ともに、
「銀行勘定の金利リスク」
（IRRBB）
に基づき、金利リスク量

ては、組織横断のチーム
（しがぎん CSIRT ※）
を組成し、外部の知見

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

も活用するなど、入口・内部・出口での対策による多層防御の考

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

え方を取り入れた態勢強化に取り組んでいます。

ション、BPV）
等を用い、複合的に管理しています。

※ CSIRT：Computer Security Incident Response Team

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、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。VaR 等のリスク量計測手法等により

風評リスク管理体制

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

風評リスクとは、種々の異常事態の発生に起因する風評や噂に

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

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

その検証結果についてＡＬＭ委員会に報告しています。

クをいいます。

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

「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。

分離し、相互牽制体制を確立するとともに、内部監査部署が関連規
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、内部監査報告会および取締役会に報告する体制としてい
ます。

流動性リスク管理体制
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。
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、資金繰り管理部門が、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、
リスク統轄部署が日次で資金繰り管理部門の管理状
況をモニタリングし、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。ま
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」
についても適切に対応しています。
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価値創造を支える力

コンプライアンス（法令等遵守）の取り組み
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、社会からの期待に沿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。

コンプライアンス体制

役職員による内部通報窓口を設置

経営理念である「CSR 憲章」に基づき「滋賀銀行の行動規範」
を

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

定めています。これを遵守し、法令等遵守を徹底するために、コ

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

ンプライアンス委員会の審議を経て取締役会が年度毎に
「コン

相談窓口として、内部通報窓口
（コンプライアンスヘルプライン、
ハ

プライアンス・プログラム」を定め、全部店での研修や不祥事件

ラスメントホットライン）
を行内外に設置しています。

再発防止のためのモニタリングを実施するなど、職員の意識向
上に努めています。また、同プログラムの実施状況を経営管理
部法務室でモニタリングしコンプライアンス委員会・取締役会
へ報告するなど、PDCAサイクルを継続的に実施しています。

●コンプライアンス体制図
付議･報告

経営管理部 法務室

常務会

監査役室

コンプライアンス委員会
（事務局：経営管理部）

経営管理部

お客さま相談室

監査役･監査役会

リーガルチェック

コンプライアンスオフィサー
（営業店・本部各部）

監査部
人事部

ハラスメントホットライン

監査・指導

新商品･新サービスの

営業統轄部

内部監査報告会

コンプライアンス・プログラム

コンプライアンスヘルプライン

業務統轄部

取締役会

マネー・ローンダリング対策
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与
（以下、
マネロン等）
対策の重要性が近年益々高まっています。当行は関係省庁と連携
しながら、複雑化・高度化するマネロン等の手口に対応し、有効に
防止することが出来るように対策を進めています。
金融庁は、2018 年 2 月、金融機関等における実効的なマネロ

組織として
「マネー・ローンダリング対策室」
を経営管理部内に
選任・解任
設置。

・2020 年 3 月、
「マネー・ローンダリングに係るリスク評価書」
（以
下、
リスク評価書）
を改正。

ン等対策の基本的な考え方を明らかにした
「マネー・ローンダリン

・同年 4 月、
マネロン等に関する不正取引の検知システムを導入。

グ及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
を策定、公表しま

・同年 10 月、当行の基準に基づきマネロン等リスクの程度を評価

した。同ガイドラインは、銀行等の金融機関等に
「犯罪による収益

判定するシステム、特定の条件に該当する情報を抽出するシステ

の移転防止に関する法律」
（以下、犯収法）
等の法律で求められて

ム、取引時の対応状況や収集した情報を記録するシステムを導

いる事項だけではなく、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じ

入。

て、犯収法等の法律で求められている以上の事項を追加で確認す
ることを求めています。

■ 当行での主な取り組み
・2018 年 7 月、組織横断的に取り組みを進めるために
「マネロン・
テロ資金供与対策プロジェクトチーム」
を発足。
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・2019 年 1 月、マネロン等防止態勢強化を目的に専門的な統轄

・2021 年 1 月、
「お客さま情報確認書」
による定期的なお客さま
情報の更新を開始。
各種研修体制の充実や関連資格の取得推奨のほか、
リスク評価
書をもとに当行のマネロン等リスクの低減に向けた対応を順次進
めています。

TOP MESSAGE

特集

“ しがぎん” について

特殊詐欺未然防止体制

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

個人情報の保護・管理について

社会問題化している
「特殊詐欺」
からお客さまの大切なご預金を

インターネット、SNS、
クラウド、FinTech 等の情報通信技術の

守り、安心してサービスを受けていただくため、さまざまな取り組

進展に伴い、
サービスの利便性が向上する一方で、個人情報の適

みを行っています。

切な保護および管理は一層重要になっています。

■ 主な取組事例
・店頭、ATMコーナーで職員による声かけとお客さまの表情や言
動などへの気配りの徹底
・ホームページへ注意喚起の掲載
・行内研修の実施
・各支店での講習会の実施
・特殊詐欺未然防止感謝状拝受者の行内表彰と未然防止の好事
例をタイムリーに全店共有
・警察や関係団体等との連携強化 ( 勉強会実施､ 注意喚起チラシ
の配布､オートコールの活用など )
・
「預手プラン」
の導入
・ＡＴＭでの振込機能の一部制限
これにより、2020 年 1 月～12月の1年間で、滋賀県内の警察

当行は、個人情報を適切かつ厳格に取り扱うための基本方針と
して
「個人情報保護方針」
「特定個人情報等の取り扱いに関する基
本方針」
を定めています
（各方針は、当行ホームページに掲載して
います）
。
これらの方針に基づき、あらかじめホームページやリーフレット
でお知らせしている利用範囲内のみで個人情報を利用していま
す。また、情報漏えい防止のため、事務手続やシステム技術にお
いてもさまざまな安全管理対策を設け、継続的にこれを見直し改
善に努めています。

お客さまの声をお聞きする仕組み
お客さまからの幅広い｢声｣をお聞きし、お客さま起点での商品・
サービスの提供、
改善に全行あげて取り組んでいます。

署より特殊詐欺未然防止の感謝状を 7 回拝受しました。

反社会的勢力排除の取り組み
反社会的勢力排除の取り組みを積極的に進めており、普通預金
規定等に
「暴力団排除条項」
を導入、あわせて
「滋賀銀行 反社会的
勢力排除規定」
を制定しています。

利益相反管理体制
「利益相反管理」
とは、金融取引が高度化し、お客さまと金融機関
の利害が対立する可能性が高まるなか、お客さまの利益を不当に
害することのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管
理することです。
当行は、
「お客さまと当行または当行の関連会社の間」
「当行また
は当行の関連会社のお客さま相互の間」
での、利益相反のおそれ
がある取引などに関して、法令等に従い、お客さまの利益が不当に
害されることのないよう業務を遂行しています。
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