
地域経済や人々の暮らしを
より豊かにして未来につなぐ

　世界的な新型コロナウイルスの感染拡大や米中対対対対対
立、ウクライナ危機など歴史的な出来事が相次いででいでいでいでいでいでいでいいいいいいいいいいいでいいででいいいでいいいいいいいいいでででででででででで
ます。国内においては、人口減少や少子高齢化の化の化の化のののののののののののののの化のののの化のの進進進展進展進展展展展展展進展展展展進展展進展展展進展進展展展展展展展展進進展展展展展展展展進展展展展展展進展展展展展展展展展展進展展進展展展展展展展展展展展展、、
都市と地方の格差問題、急速なデジタル化の化のの化の化化のののののののののの化のののののののののののの化ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの化 進行進行進進進進行進行進行行行進行行行進行行進行進行進行行進進行進進行行進進進進行行進行進行進進進進進行進進行行進行進行進進進進行進行進行行進行行進行行進進行などなどなどななななななななどどどどどどなどなどなどなどなどどどどなどなどななどどなななどなどどどななななななな
が、私たちの働き方や日常生活のみならららららららららららららららららず、ずずずずずずずずずずずずずずずず、ずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず 社会社会社会社社会社会社社会社会社会社会社会社会社社社社社 ・経・経・経・経経経経経経経経経経経経経経経経・経経・経・経経経・経経経経経・経経経・経経経経経経経・経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済済
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も影響をもたらしています。
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りまりまりまます。すす。す。す。
ささささらにらにらににに、社社社社会会的会的会的会的課題課題題題題が山が山が山が山が山が山積積積す積す積積す積す積する現る現る現る現る現現現代に代に代に代に代に代に代に代ににおおおおいおいおいおいおいいい ははてはてはてはてはてはてはてははは あ、あ、あ、あ、ああ、あ、あ、あ、、あららららららららららら
ゆるゆるゆるゆるゆる面で面で面で面で面でサスサスサスサスサスサステナテナテナテナテナテナナビリビリビリビリビビリビリビリビリテティテティティティティティティが問が問が問が問が問が問が問問問われわれわれわれわれわれわれわれわれわれれ 時時る時る時る時る時る時る時る時る時るる時る時時る時代代と代と代と代と代と代と代と代と代とととと代 なりなりなりなりなりななりなりなりりりなりなりななな ましましましましましまししましましまましましましまししましまましまししし
た。たた。た。た。SDSDSDSDSDGsGsGsGsGsやEやEやEやEや SGSGGSGSG（環（環（（（（環環環境・境・境・境・社会社会社会社会社会社会・ガ・ガ・ガ・ガガガバナバナバナバナバナバナンスンスンスンスンスンスンスンン ）に）に）に）に）に）にに）に積極積極積極積極積極積極積極積極積極積極積積 的に的に的に的に的に的に的ににに的
取り取り取り取り取り組め組め組め組め組めば企企ば企ば企ば企業競業競競競競争力争力争力争力力争力の源の源の源の源のの源源泉と泉ととと泉泉泉とととなりなりなりなりなりなりなななりなり、取、取、取、取、取取取取取り組り組り組り組り組り組ままなまなまなままななまなななけれけれけれけれけれけけけけれれけれけれけ
ば大ば大ば大大ば大きなきなきなきなきなリスリスリスリススクににクにクににクになななななるなるなるなるなるるとのとのとのとのとのとの認認認識認識認識識識識認識識識識が必が必が必が必が必必が必必必必が必が必が必要で要で要でで要でで要で要で要で要です。す。す。す。す。すすすす。す。すす
当当当当当行は行は行は行は行は、第第、第、第、第第7次7次7次7次7次7次中期中期期期中中中 経営経営経営経営経営計画計画計画計画計画計画（2（222（2（22（ 0101000101001019年9年9年9年99年年年年年4月4月44月44月4月月月月～2～2～2～2～222202020202022024年4年年年4年4年4年4年4年年4年年年年

3月3月3月月月月月33 ）の）の）の）の）の折り折り折り折り折り折り返し返し返し返し返し返しししにあにあににあにあにああたりたたりたりたりたりたりり 計、計、計、計、計計画完画完画完完完完画完画完画完画完完完遂へ遂へ遂へ遂遂へ遂へ遂へ遂へ遂へ遂へ遂へへのキのキのキのキのキのキのキのキのキのキのキのキのキのキのキキキキキ ワワワワーワワーワワーワーワワーワーワーワーワーワーワーワーワワワワ ドドドドドードドードードードードードードードードドドドドドド
をを「「「「「「「未来未来未来未来未来につつにつにつにつなげなげなげなげなげげげるSるSSSるるる X（X（X（X（X（X（（サスサスサスサスサスサスサスサスステナテテテテナテナテナテナナビリビリビリビリビリビリビリビリビリティティティティティィィィテテティ・ト・ト・ト・ト・トト・ト・トトトランランランンランランランランンランランランンンランンランンススススススススススススス
フォフォフォォォォォォォォーメーメメーメーメーシーシーシシーシーションョンョンョンョンョンン）」）」）））」））」）」としとしとしとしとしととしましましましましましままししした。た。た。た。たた。た。たた。た。SXSXSSXSXSXSXSSS とはとはとはとはとはとはと 、企、企、企、企、企、企、企、企、企企、企企業の業の業の業の業の業の業の業業のの業業業業業業 稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼ぐ稼稼ぐ稼ぐぐ稼ぐぐ稼稼ぐ
力力と力と力と力力力と力 ESESESESEESGのGのGのGのGのの両立両立両立両両両 を図を図を図図図り、り、り、りり、り 持続持続続持続持続持続持続続続可能可能可能可能可能可可能可可可能能な社な社な社な社な社な社な社社社な社な社会を会を会を会を会を会をを会ををを会を会を会を会会会 創造創造創造創造創造創造創造創造創造創造造造造創創造創造創造創造創造創 するするするするするするするするするすすするするるするるす たたたたたたたたたたたたたたたたた
めめめめのめのめののめめ 変変変革変革変革変革変革変変変変革を意を意を意を意意を意を 味し味ししし味し味し味し味しますますますすますますますすまま 。社。社。社。社社。社。社社会を会ををを会を会を会を会を会を会を変革変革変革変革変革革変革変革変革変革変変変変革し、し、し、し、し、し、しし、し、し、、ししし 地域地域地域地域域地域地域地域域地域域域地域域域地域地地域地域地域経済経済経済経済経済済経済済済経済経済経済経済済経 や人や人や人人や人人や人人人人人や人人や人人人や人人人人人や人や人人や人々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々
ののの暮の暮暮暮暮暮の暮暮らららららしらししししら をよをよをよをよをよを り豊りりりり豊り豊豊豊かにかにかにかにかにかにしてしてしてしてしててし 未未未来未来未来未来未来未来来来未来世代世代世代世代世代代代世代世代世代代につににつにににつにつにつにつつにつなげなげなげなげなげなげなげげげげげるこるこるこるこるるるこるこるるここここここここことをとをとをとをとををとををををををとをとをとをとをとをとをををとををををををを
目指目指目指指指指目指目目指目指目指指す当す当す当当当当当す当当すす当行グ行グ行グ行グ行グ行グググルールールールールール プのプのプのプのプのプのの取り取り取取り取取り取り取り取り取取り組み組み組み組み組み組み組みみ組み組み組みにつにつにつにつにつにつにつつにつにつつつにつつつについていていていていていいいいていていてていててていていてていてていてご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説ご説説説ご説ご説ご説ご説説ごご説ご説説明明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明い明 たたしたたしたしたしたしたしたしたしたししたしたししたしたしたた
ますますまますますますますすすす。。。。。

SHIGA BANK REPORT 2022 3

Top Message “しがぎん”について 気候変動・
地球温暖化への対応

責任銀行原則の
取り組み

価値創造のための
挑戦

価値創造を
支える力

コーポレート
データ



「「「「「「「「「「「「「「サササササササササスススススススススススススススススススススススステテテテテテテナナナナナナナナナビビビビビビビビビビビビビビビビリリリリリリリリリリリリリリリリテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ」」」」」」」」」」」」」」」ののののののののののののののの礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎
いしいしいしずしずしずしずしずしずしずしずしずしずしずしずしずしずしずいいい えええええ

ははははははははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「行行行行行行行行行行行行行行行行是是是是是是是是是是是是是」」」

行是行是行行是行是是行是
「自「自分に分ににきびきびびしくしくししくしく 人人人人人ににはにはには親切親切親切親 社社社会に会に会に会に会 つくつくくす」す」す

昨昨昨昨昨昨昨昨今今今今今今今今今今今今、今今今今、今、今今今今今、今今今、今今今今今今今 衆衆衆衆衆衆目目目目目目目目目目目目目目目目目目衆衆目目衆衆目目目目目衆目目目を集を集を集を集を集集集集集集集集集を集を集集集集集を集を集をを集を集ををを集集めるめめるめるめるめるめるめめるめめめめるめめめめめ ササスサスサススサススサステテテテナテナテナナテテナテナビリビリビリビリリビリビリビリビリビリビビリビリリリリビリビビビビリビビビ テテテテテティィティティテテティテティテテティテテテテテ 経営経営経営経営営営営営営経営経営経営経経 は、は、ははは、は、ははははは 環境環境環境境境境境境境境境境境境境境環境境環境環境境境環環環 ・・・
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当行の「環境金融」の歩み

　世界経済フォーラム（WEF）が発表した「グローバルリ
スク報告書2022年版」では、今後10年間の影響の大きさ
の１位が「気候変動への対応の失敗」、２位は「異常気象」、
３位に「生物多様性の喪失」を挙げ、上位10のうち５つが
環境問題関連でした。もはや環境問題は、最優先に取り組
むべき社会的課題と考えています。
　当行は、琵琶湖畔に本拠を置く企業の社会的責任とし
て、経営に環境を組み込む「環境経営」を、他行に先駆け
て実践してきました。具体的には、お金の流れで地球環
境を守る「環境金融」、省資源・省エネルギーに努める「エ
コオフィスづくり」、生物多様性保全に努める「環境ボラ
ンティア」に取り組んでいます。
　「環境金融」では、環境対応型金融商品やサービスの
開発・提供など金融の役割を通じて、お取引先の企業価
値向上と環境保全の両立を図ってきました。また、世界
有数の古代湖である琵琶湖にはさまざまな固有種が生
息しています。里山の保全、ヨシ刈り、ヨシ苗植え、外来
魚駆除など琵琶湖の生態系を守るさまざまな「環境ボラ
ンティア」には、毎回多くのグループ役職員が参加する
とともに、環境意識の醸成・向上に取り組んでいます。
さらに「エコオフィスづくり」では、本支店の省エネ化を
推進しています。本年3月より、本店敷地内で使用する
電力について、再生可能エネルギー由来の実質CO2フ
リー電気を導入しました。導入による温室効果ガス排
出量の削減効果は年間約2000t-CO2を見込んでおり、
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、その歩み
を着実に進めてまいります。
　また、2020年10月、サステナビリティ方針の制定に
加え、「気候危機への対応」と「生物多様性保全」などの
本業を通じた地球環境保全への取り組みをより一層強
化するため、10年振りに環境方針の改定を行いました。

『地域の稼ぐ力』を高める

変化に応じて新たな事業機会を創出

当行の役割は、地域社会、お取引先の持続可能な発展
のお役に立ち、未来を創造することにあります。地域や
お取引先の発展なくして当行の発展もありません。特
に、社会が大きく変わる時代にあっては、その変化に応
じてお取引先にとっても有用な、新たな事業機会を創出
するとともに、既存事業においては生産性向上など不断
の業務改善を行ってまいります。加えて、他社にはない
付加価値の高い商品やサービスの提供を行うことで、地
域社会の発展に貢献したいと考えています。
　サステナビリティへの取り組みもその一つです。当行
は、これまでに培った環境経営の強みを活かして、お取引
先のE（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）への取り組みを重
視するESG金融を積極的に推進し、お取引先の企業価値
向上と地域社会の持続可能な発展を目指しています。

強みを活かし、「ESG金融」を推進

　当行は2017年11月、地方銀行で初めてSDGs宣言を
行いました。①地域経済の創造②地球環境の持続性③多
様な人材の育成の３つの重点項目を定め、社会的課題解
決と経済の両立を目指すことを明らかにしました。ま
た、気候変動への取り組みとして、2018年７月、TCFD
（気候関連財務情報開示タスクフォース）への賛同表明
を行いました。2019年6月には企業向けのSDGsコンサ
ルティングを始め、お取引先の課題整理や新たな事業計
画の策定などに努めています。さらには、2020年8月、
企業がSDGsやESGに関連する取組目標を設定し、そ
の達成度合いに応じて金利などのご融資条件が連動す
るSLL（サステナビリティ・リンク・ローン）の取り扱い
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を開始しました。地方銀行として初めての取り組みで
す。大手企業の利用が中心のSLLですが、中堅・中小企
業にもご利用いただきやすい商品設計としています。
　また、2021年11月より、脱炭素関連の設備投資向
けの「カーボンニュートラルローン　未来よし」の取り
扱いを始めました。ご利用実績に応じて当行が収益の一
部を拠出し、脱炭素や生物多様性保全の取り組みに寄付
等を行う仕組みもあわせてスタートしています。お取引
先の脱炭素の取り組みを促進すると同時に地域社会の
持続可能性を高めるのが狙いです。（→P42）
　このほか、企業活動が環境・社会・経済に及ぼすイン
パクト（ポジティブな影響およびネガティブな影響）を
包括的に分析・評価し、特定されたポジティブ・インパ
クトの拡大と、ネガティブ・インパクトの低減に向けた
取り組みをサポートするPIF（ポジティブ・インパクト・
ファイナンス）を2021年9月、県内の医薬品製造販売会
社に実行するなどＥＳＧ金融への取り組みを加速させ
ています。

連携を拡大

地域の脱炭素化も推進していますが、それには、一
企業の活動の範囲を超えた地域ぐるみの連携が必要で
す。2021年3月、滋賀県と連携して「『しがぎん』サステ
ナビリティ・リンク・ローン“しがCO2ネットゼロ”プラ
ン」の取り扱いを開始しました。また、滋賀県守山市の新
環境センター建設を目的に2021年９月、同市とGL（グ
リーンローン）の契約を締結しました。企業ごとの「点」
の集積から、自治体と協働する「面」連携へ展開の幅を広
げて、地方から「脱炭素」への取り組みを、全国各地に広
げていければと考えています。
　このほか、広域連携のTSUBASAアライアンスでは、
当行が提供するSDGsコンサルティングやESGファイ
ナンスの研修会を開催しました。参加行同士がノウハウ

を結集する取り組みの中で、ESG金融の普及・拡大に努
めています。

社会的課題解決への取り組みを強化

　地域やお客さまの役に立つ最高のパフォーマンス
は、日常業務を地道にコツコツと積み重ね、無数の小さ
な工夫や改善を続けた結果から生まれると考えていま
す。当行グループでは、お客さまの夢や目標に耳を傾
け、寄り添い、その思いを正しく理解し、ゴール到達に
向けたご提案で課題の解決を目指すことに力を注いで
います。事業承継やM&A、人生100年時代のライフプ
ランにあわせた資産形成・資産承継などにお客さまの
立場になって真摯に取り組み、銀行業務の枠を超えた
「課題解決型金融情報サービス業」への進化に努めてい
ます。
　また、人的資源が限られる地方経済の活性化には人材
紹介事業も重要な取り組みとなります。当行グループ
では、2020年4月より株式会社しがぎん経済文化セン
ターが人材紹介事業を始めていましたが、今年4月から
銀行本体でも事業を開始し、お取引先（求人企業）の経営
ビジョンやニーズによりマッチした人材を紹介する体
制へ強化しました。常にお客さまに寄り添い、成功や成
長、発展に資する「カスタマーサクセス」につなげていき
ます。

ESG評価制度を導入

　当行は2005年、琵琶湖をはじめとする地球環境保護
を目的に3項目からなる「しがぎん琵琶湖原則（PLB＝
Principles for Lake Biwa）」を策定しました。同時に
当行独自の「環境格付（PLB格付）」制度を、2009年には
生物多様性への取り組みを評価する「生物多様性格付
（PLB格付BD）」制度をスタートさせ、お取引先の環境経
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営の気づきのツールとして活用してきました。
　2021年11月、上記の環境格付と生物多様性格付を発
展的にリ二ューアルし、お取引先のESG等の取り組みを
当行独自の評価基準により評価する「ESG評価制度」を
導入しました。当行が主体的にお取引先とESGについて
対話し、改善の機会にしていただく取り組みです。ESG
の３分野で各10項目、計30項目を評価項目とし、業績
（財務項目）だけでは捉えきれない潜在的経営課題を共
有し、解決に向けたサポートを行います。

当行の経営基盤を強化

店舗施策とデジタルへの取り組み

　FinTechの発展に伴って、来店客数は大幅に減少して
います。こうした社会の変化に対応するため、店舗や人
員の配置を見直して生産性向上を図ることに加え、デジ
タルを活用した顧客接点の拡大に努めています。店舗
ネットワークの再構築を進めており、店舗内店舗方式
（ブランチ・イン・ブランチ）による店舗統合でサービス
を高度化しながら店舗網の効率化を図り、お客さまへよ
り高い付加価値を提供できる体制づくりを進めていま
す。また、営業店事務の負担軽減、過剰事務の削減、セル
フ取引の拡大などで生産性向上を図るオペレーション
改革は、今年3月に展開フェーズを終了し、さらなる業
務改善に取り組んでいます。
　各施策と合わせ、次世代基幹系システムを構築する
「Flexsusプロジェクト」（→P52）を進めており、2024
年1月に稼働する予定です。外部連携に強みがある
「オープン系」システムへと刷新してデジタル分野への
対応を強化できるほか、最新設計のプログラムによるシ
ンプル化で開発期間を短縮するとともにリスク低減と
コスト削減の効果を見込んでいます。
　さらには、コロナ禍でデジタル化が急速に進み、企業

や地域社会の対応も大きな課題となっています。当行は
営業統轄部デジタル推進室を中心にITビジネスサポー
ト（→P52）を展開しており、お取引先の業務効率化やシ
ステム導入をサポートしています。また、県内の６町で
つくる滋賀県町村会では2021年10月、業務のデジタル
化を進めるため「滋賀県町村会自治体DX戦略会議」を設
立され、当行とアドバイザー協定を締結いただきまし
た。当行は窓口業務へのデジタル技術の導入などのノウ
ハウを生かしてアドバイスしています。

ダイバーシティ経営

　活動の源泉となるのは「人財」であり、人財を最大限に
活かすダイバーシティの取り組みがより重要になって
います。ダイバーシティ経営を実践するためには「多様
性」を受け入れながら組織内の一人ひとりの「個性」を尊
重し、活かし、生き生きと働くことのできる環境をつく
ることが必要です。
　当行は2020年4月に「女性活躍推進委員会」を「ダイ
バーシティ推進委員会」へ改組し、誰もが自分らしさを
発揮できる職場づくりに取り組んでいます。また、営業
店から公募で集まった「ダイバーシティ推進チーム」が
積極的に意見を出し合い、職員間の相互理解を深めるた
めの「1on1ミーティング」など、新たな試みの実現に貢
献しています。当行は、2024年3月末までの行動計画と
して、「管理職（課店長代理級以上）に占める女性の割合
を20％以上」と「男性職員の配偶者出産特別休暇取得率
を35％以上」を目標に掲げています。まだ十分と言える
水準ではありませんが、引き続き改善に向けた取り組み
の充実を図ってまいります。
　今年4月には、当行が加盟するTSUBASAアライアン
ス参加行で「ダイバーシティ＆インクルージョン宣言」
を行いました。地方銀行全体が大きな変革の時を迎えて
おり、多様性こそが競争力の源泉になるという認識のも
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と、銀行それぞれの多様性を活かした連携の取り組みを
進めてまいります。

ガバナンス強化

　2021年12月、取締役の指名・報酬等の重要事項に関
して、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強
化を目的に、「指名・報酬委員会」を設置しました。また、
2022年６月、当行の取締役が株価変動のメリットとリ
スクを株主の皆さまとより一層共有し、企業価値向上へ
の貢献意欲を従来以上に高めるため、「譲渡制限付株式
報酬制度」を導入しました。今後も当行の持続可能な成
長と企業価値向上を目指し、コーポレート・ガバナンス
の充実と不断の見直しを実施してまいります。（→P72）

2021年度の業績と配当方針、
株主優待制度について
　ここで2022年3月期決算の概況をご報告します。新型
コロナウイルス感染拡大の影響は続いていますが、上記
の施策などにより、預り資産関係手数料や法人事業性手
数料といったコンサルティングを中心とする役務取引
等利益が増加したこと等で業績は好調に推移しました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比62億円
増の177億円となりました。単体ベースの預金残高（譲

渡性預金を含む期中平均残高）は前期比2,419億円増の
5兆5,192億円、貸出金残高（期中平均残高）は622億円
増の4兆570億円になりました。連結ベースの総自己資
本比率は15.14％、金融再生法に基づく開示債権の合計
は835億円で、総貸出金残高に占める比率は2.02％で
した。業績を踏まえ、年間配当金は期初に予定していた
40円から80円へ上方修正しました。
　2023年3月期の通期連結業績予想については、当期
純利益（連結）で148億円を見込んでおります。なお、
2022年度以降の配当方針につきましては、「安定的な
配当を継続しつつ、配当と自己株式取得合計の株主還元
率40％を目安」に取り組んでいく方針へと変更させて
いただきました（2022年度の年間配当金は80円を予定
しております）。また、毎年３月31日時点の株主名簿に
登録された当行株式200株以上を１年以上継続保有い
ただいている株主さまを対象に株主優待制度も導入い
たしました。今後も企業価値と株主価値の向上により一
層努めてまいります。

単体 連結
22年 3月期実績 23年 3月期予想 前期比 22年 3月期実績 23年 3月期予想 前期比

経常利益 22,942 20,000 △ 2,942 23,999 21,000 △ 2,999

当期利益 17,361 14,500 △ 2,861 17,715 14,800 △ 2,915

（単位：百万円）

※連結は親会社株主に帰属する当期純利益

8



未来につなげるSX

　国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は今年
2月、「人為的な気候変動が自然や人々に広く悪影響と
損失・損害を与えている」と断定した報告書を発表しま
した。続く4月の報告書では、産業革命前からの気温上
昇を1.5℃に抑える世界的な目標の達成には、2025年
までに温室効果ガスの排出を減少に転じさせる必要が
あると指摘し、今すぐ行動を起こすように促していま
す。また、気候変動だけでなく、さまざまな社会的課題が
待ったなしの状況です。この現状をしっかりと認識し、
子や孫という未来の世代が安心して暮らせる社会を残
していくことが、私たちの世代の使命だと考えます。
　「成功がどれほど平凡なものか、人は知らない」。オリ
ンピック競泳金メダリストの米国人選手は日々の努力
の積み重ねについて、このように述べたそうです。日常
的な、一見して「平凡」に思えるいくつもの作業を正しく
行い、小さな改善を加えながら、地道に、忍耐強く「継続」

していく。その努力の先に、金メダルをもたらすような、
以前とは見える風景が一変した世界が開けてくる可能
性が高まるのだと思います。大切なことは、現状に満足
することなく、絶えず最善策を模索しながら挑戦し続け
ていくことです。
　当行は来年10月1日、創立90周年を迎えます。さらに
その先を見据え、地域の皆さまと、サステナブルな社会と
経済の共創に努めてまいります。当行グループができる
ことは小さな一歩に過ぎませんが、地域社会の新たな未
来を創る、との気概を地方から発信してまいります。
　これからも当行グループの役職員が力を合わせ、「未
来につなげるSX」の取り組みをさらに推進していく所
存です。皆さまには、引き続き滋賀銀行グループへのご
理解と一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

取締役頭取
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価値創造のための
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価値創造を
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