
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
が取締役会を牽制する体制としています。
　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
査役がそれらの運営状況の監視を行っています。
　なお、2021年12月に取締役会の諮問機関として独立した「指名・報酬委員会」を設置しました。

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。

取締役会

常務会

監査役会

会計監査人

監査部

内部監査報告会

監査役室

監査

監査

内部監査

選任・解任

選任・解任

連携

サステナビリティ委員会

コンプライアンス委員会

ALM委員会

本部各部

指名・報酬委員会

営業店

選任・解任

連携

連携

株主総会

コーポレート・ガバナンス体制図（2022年 6月末現在）
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各機関の内容

1. 取締役会
　取締役会は、8名の取締役（うち社外取締役 3名）で構成され、監査役出席のもと、原則毎月 1回開催し、当行の重要な
業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。

2. 監査役会
　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。

3. 指名・報酬委員会
　指名・報酬委員会は、取締役会長（現在空席）・取締役頭取・社外取締役により構成（過半数は社外取締役）され、指名・
報酬に関する事項について、取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に対して助言・提言を行っています。

4. 常務会
　常務会は、取締役会長（現在空席）・取締役頭取・取締役副頭取（現在空席）・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、重要な業務の執行については取締役会に上程しています。

5. 内部監査体制
　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、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。

6.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、しがぎんグループの ESG( 環境、社会、ガバナンス）優先課題、
社会的課題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企画の検討を行っています。

7.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ついて総合的な検討を行っています。

8. ＡＬＭ委員会
　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（資産と負債の総合管理）の対応を図っています。

9. 会計監査人
　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。

指名・報酬委員会の状況

開催日

第1回 2021年 12月 17日（金）

第2回 2022年 1月 28日（金）

第3回 2022年 2月 24日（木）

第4回 2022年 3月 24日（木）

第5回 2022年 4月 21日（木）

第6回 2022年 5月 12日（木）

活動内容

指名に関する事項
・委員長•委員の選任　・後継者 ·取締役の選任プロセス
・後継者資格要件　・取締役のスキル
・取締役•監査役•役付取締役候補者の審議

報酬に関する事項
・現行の報酬体系
・取締役報酬制度の審議
・譲渡制限付株式報酬制度導入

2021年12月以降の開催状況
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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、指名・報酬委員会
の答申を踏まえ、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います。　
　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「譲渡制限付株式に関する報酬」より構成しています。
　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います。
　なお、上記の基本方針は指名・報酬委員会や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しました。

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。
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。
　報酬限度：年額２億 2,500 万円以内
②業績連動型報酬
　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益の 0.45％以内で、上限は年額 7,500 万円
③譲渡制限付株式
　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るため支給する。
　報酬限度：年額１億円以内

（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

2. 監査役の報酬
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。
報酬限度：年額 8,400 万円以内

3. 報酬決定の手続き
（１）取締役
株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議により決定する。

（２）監査役
株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定する。

価値創造を支える力
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役員数と社外役員比率

取締役会構成およびスキル・マトリックス

取締役

社外

2022 年

37.5％
総数
8名

3名 1名 2名

女性取締役

女性

2022 年

12.5％
総数
8名

監査役

社外

2022 年

50.0％
総数
4名

独立社外役員

氏名 役職 選任理由 2021年度の取締役会への出席状況

竹内　美奈子 社外取締役

株式会社 TM Future 代表取締役および株式会社日本M&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。

●定例取締役会 12 回中 12 回出席
（出席率 100％）

服部　力也 社外取締役

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。

●定例取締役会 12 回中 11 回出席
（出席率 91％）

鎌田　沢一郎 社外取締役

日本銀行および日本証券業協会で培われた金融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。

●定例取締役会 10 回中 10 回出席
（出席率 100％）

松井　保仁 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期待。

●定例取締役会 12 回中 12 回出席
（出席率 100％）

大西　一清 社外監査役
大蔵省（現財務省）および他の法人における豊富な経験と財政や行政
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。

●定例取締役会 12 回中 12 回出席
（出席率 100％）

氏名
専門性と経験

経営戦略 SDGs・ESG
サステナビリティ

DX
ICT戦略 国内営業 リスク

マネジメント
人事

ダイバーシティ
市場
国際

高橋　祥二郎 ● ● ● ● ●

久保田　真也 ● ● ● ●

西藤　崇浩 ● ● ● ●

堀内　勝美 ● ● ● ●

西川　勝之 ● ● ●

竹内　美奈子 ● ● ●

服部　力也 ● ● ●

鎌田　沢一郎 ● ● ●

取
締
役

社
外
取
締
役

※本表は各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。
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当行の取締役会の実効性をどのように評価されていますか。

　当行の取締役会は、毎年の実効性評価で抽出された課題を受け、中長期的な経営戦略や事業ポートフォリオ、内部
統制やリスク管理など、重要な議論に時間をかけられるよう、創意工夫を重ねてきています。特に、昨年はコーポレー
トガバナンス・コードの改訂やプライム市場への移行を受け、早い段階から大きな決断のための準備をし、議論を重
ねることができました。実効性を高めるために努力されているポイントは、①事前説明会をはじめとし、重要な判断
やモニタリングに必要な情報提供が幅広くかつタイムリーに行われていること ②重要事項について十分な審議をす
るために、決議までの早い段階からの情報や論点が共有されること ③短期のみならず中長期的に解決したい課題や
目指すべき方向性が、繰り返される議論を通して共有されてきたことであると考えています。
　一方で、今後の課題は、ビジネスモデルの転換と企業価値の向上に資する「企業文化・風土」の醸成や、経営戦略
に紐づく人材戦略をもとにした「人的資本」の議論により深く踏み込むことだと考えます。そして、真に多様な人材
が生き生きと活躍でき、持続的に地域のお客さまの期待に応えステークホルダーの皆さまに信頼される。そんな、柔
軟で強固な企業基盤を作ることに資する取締役会でありたいと思っています。

昨年12月に指名・報酬委員会を設置しましたが、どのように評価されていますか。

　取締役会のモニタリングボード化の推進のためには、委員会活動の実効性の向上は不可欠でしょう。その中でもキー
となる指名・報酬委員会の設置は、当行の取締役会としても大きなターニングポイントになると思います。同委員会
の立ち上げに際し、「透明性、客観性、公平性のある選考プロセス」と「経営課題や戦略に紐づいた人材要件（スキルセッ
トとコンピテンシー）」を可視化・言語化することに十分に時間をかけて準備し、議論しました。こういった委員会
の立ち上げ時にはありがちな内部の懸念や心理的抵抗も考慮して、丁寧な説明や社外自らも俎上にのるという姿勢を
示し、ソフトランディングはできたように思います。執行役員以上全員には、それらを使って自己評価も行っていた
だいています。初年度故のわかりにくさや使いにくさはまだまだありますが、運用を積み重ねることで課題を洗い出
し、改善していけると思っています。
　これを機に、後継者計画やボードダイバーシティ実現の客観性、納得性を強化していけたらと考えています。報酬
委員会の機能もまだまだ発展途上にあります。それらの階段を一歩一歩上っていくことで、若い人にもやりがいや夢
をもって働いていける企業であり、地域のお客さまやステークホルダーの皆さまにも当行のメッセージをきちんと伝
え、期待と信頼をいただける企業でありたいと考えます。

社外取締役メッセージ

社外取締役

竹内 美奈子

価値創造を支える力
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社外取締役

服部 力也

社外取締役として期待されている役割をどのように認識されていますか。

　当行は現状３名の社外取締役が在任し、経歴は三者三様となっています。その中で私は銀行出身者で、法人営業部門
の企画・営業を長年担当し、（代表）取締役として銀行経営に携わってきた実務経験から、当行が従来以上に、お客さま・
株主さまから支持・評価され、かつ収益力ある銀行に、より発展するために、少しでも役に立つ事を最大のテーマと考
えています。
　当行の強み・特徴は、①全職員の行動規範である「行是」が明確で、行是を全てのCSRの原点として、地域社会と
の共存共栄を目指すSDGs経営を標榜・実践していること ②滋賀県における高いマーケットシェアを有し、万全な顧
客基盤を有していること ③先駆的なリスク管理に取り組んでおり、経営は極めて堅実であること ④人材についても誠
実で、能力の高い人材が多いこと、等々が挙げられます。ただし、これらの強みも、激しく変化する環境においては決
して万全ではなく、絶えずブラッシュアップするとともに、新たな付加価値・強みを構築していかなければなりません。
　当行では既に「Sustainability Design Company」を目指し、「Bank」の発想の枠を超え、「Company」になることや、「DX」
「課題解決型金融情報サービス」への取組強化を表明しています。これらの戦略は極めて妥当性がありますが、課題は「い
かに具現化し、成果を上げるか」がポイントです。従来と同じような枠組み・ステップではスムーズに推進できないこ
とも多々あります。そういった課題に関して、①追加すべき戦略は何か ②具体的な戦術をどうするのか ③現場での実
践力向上にどのように繋げるのか等々の実行・運営面において、PDCAをしっかりとまわすことによって、より成果が
上がるように、経営にアドバイスできたらと思っています。

中長期的に企業価値向上を目指すにあたり、ご意見やアドバイスをお願いします。

　銀行を取り巻く環境は、AI・IoT等やDXの発達・浸透により、異業種による参入等が進展し、ビジネス形態は大きく変容し、
変化のスピードが短期化するとともに、付加価値の短命化も加速度的に進んでいます。よって従来型のビジネスモデルや経
営手法に固執していては限界があるといえます。柔軟な考え・発想を持って、変化に即応出来る機動性・多様性を持つこと
が極めて重要となっています。既成概念に捉われず、進取の精神を持って、変革を推進する気概溢れる風土を構築していく
必要があります。
　そのためには、①社内外の人材交流によって、絶えず将来のマーケット・顧客の動向・ニーズの変化を逸早く察知するこ
と ②多種多様なニーズを汲み取れる多様性のある人材を登用すること（特に IT人材の拡充は必須です） ③組織・方針につい
ても変化に即応できる機動的な対応をすること（Try&Error の発想で挑戦することも必要と思います） ④リスクテイクを
可能とする、高度なリスク管理・マネジメントすること、等々が重要で、これ以外にも必要なキーワードとして「情報力・情
報開発力」「スピード」「具現力」「変革力」等々が挙げられます。これらを組織・人材・運営面において醸成して行くことが、
結果的に、当行の持つ強み・特徴にさらに磨きをかけるとともに、新たな価値を創造していくものと確信しています。
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当行のSDGsへの貢献やサステナビリティへの取り組みをどのように評価されていますか。

　当行は、2005年に独自の環境格付を導入するなど早くから環境に配慮した経営を行ってきました。最近では2017
年に地銀として初めて「SDGs宣言」を行い、他行に先駆けてサステナビリティ・リンク・ローン（SLL）を商品化して
拡大させるなど、その活動が第三者からも高く評価されています。
　当行のSDGs経営の原点を探ると、２つあるように思います。１つは、近江商人です。近江商人は、近江以外の地で
卸売り商いを行うにあたり、商いの当事者だけでなく地域社会にも利益をもたらすことが大事だという「三方よし」の
考え方を家訓として残しており、それが当行にも受け継がれていると感じます。もう１つは、琵琶湖です。琵琶湖は、
古くから漁業や水運など生活に欠かせない存在でしたが、1970年代後半に都市化の進展で赤潮が発生したことから、
市民レベルでの議論を経て合成洗剤や工場排水を規制する条例が制定され、当行が環境経営にいち早く舵を切る契機に
なりました。こうした流れを踏まえると、当行のSDGs経営が一歩先んじていることに合点がいきます。
　最近のサプライチェーンの混乱は自然災害による工場閉鎖にも起因しており、気候変動のリスクはいよいよ身近に迫っ
てきています。地域が抱える高齢化などの社会問題の解決も待ったなしです。SDGs経営を競争優位の源泉と位置づけ
ている当行ではありますが、今後は、標榜する「SDGsをビジネスへ」の成果がますます問われることになるでしょう。

当行の次世代基幹系システム（Flexsus）への取り組みをどのように評価されていますか。

　当行の現行基幹系システムは、30 年前の古い設計思想に基づくものを長年使い続けてきたため、プログラムが肥大
化・複雑化し、新規商品を追加する際の影響度調査やテスト負担の大きさから、機動的な業務運営に支障をきたすよう
になっていました。こうした問題を解消するために、現在、現行基幹系システムを次世代基幹系システム（Flexsus）と
して再構築するプロジェクトを進めています。
　具体的には、ハード面では、メーカー独自仕様のメインフレームから世界標準に基づくオープン系を全面的に採用し、
ソフト面では、プログラムを部品化して緩く結合させるとともに、パラメータの設定で業務要件を実現する仕組みに変
更する予定です。このような仕組みは、銀行の基幹系システムとしては、間違いなく最先端を行くものですが、それだ
けに技術的なジャンプは大きく、多くの課題を乗り越えていく必要があります。
　成功のカギは、システム要員だけでなくユーザーである業務要員も含めた全行的な参画体制が構築できるかにかかっ
ていると思います。幸いにして、現段階では、驚くほどの一体感の下でプロジェクトは進んでいます。当面は、予定通
りの稼働開始を全力で目指しているわけですが、稼働後を見越して、今から新商品・サービスや外部連携の選択肢を検討し、
次世代基幹系システムの強みである機動性を生かせるようにしておくことも重要です。無事稼働の暁には、Flexsusは当
行の経営戦略上の大きな武器になるものと期待されます。

価値創造を支える力

社外取締役

鎌田 沢一郎
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・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

健全性の確保、株主還元、成長投資を
バランスよく運営

・地域のサステナビリティに
向けた自己資本の充実

・連結普通株式等 Tier1 比率
（除く包括利益）11％台を
目指す

経済的価値
社会的価値

企業価値向上
株主価値向上

・地域・お取引先の成長支援
・オルタナティブ投融資
・Flexsus プロジェクトへの投資
・人的資本への投資

株主還元

三方よし

健全性

成長投資

４. 株主還元方針
　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、毎事業年度 2回、株主の皆さまへの安定的な配
当を継続しつつ、出来る限りの株主還元を行うことを基本方
針としています。
　第 7次中期経営計画期間中の配当方針は、
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
むこととしております。
　なお、2022年より株主優待制度も開始して
おります。

３. 自己資本管理
　2021年度の連結自己資本比率は 15.14％となっており、高い水準を維持しています。一方、連結普通株式等 Tier1
比率（除く包括利益）は 10.08％であり、引き続き資本の充実が必要と考えています。
　ROEは当期純利益の増加と自己資本の減少に伴い 3.69％に改善しました。引き続き、長期的挑戦指標である「5％
以上」を目指し、効率的な経営に努めます。

2. 政策保有株式の縮減
　政策保有株式は計画的に削減する方針を掲げています。
　7次中計期間中の 5年間で、簿価ベースで約 136 億円の
削減（約 30％）を予定しています。

政策保有株式の縮減に関する方針
保有継続の可否について、経済合理性および地域経済との関連性なら
びに当行の資本政策上の観点から総合的に判断し、縮減に努めてまい
ります。なお、売却にあたっては、取引先企業との十分な対話を通じて
進めてまいります。

資本政策
１．基本方針
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株主資本ROE自己資本 ROE

連結自己資本比率 連結ROE

項目 2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

連結当期純利益（億円） 146 124 114 177

配当総額（億円） 21.9 20.2 19.9 38.9

1株あたり年間配当金（円） 42.5 40 40 80

　（うち 普通配当） 35 35 35 35

　（うち 特別配当） 5 5 5 45

　（うち 記念配当） 2.5 0 0 0

連結配当性向（％） 15.1 16.5 17.5 22.2

自己株式取得（百万円） 2,462 2,283 1,000 2,499

総還元性向（％） 31.6 34.7 26.2 36.1
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(2022 年 6月 24日現在 )

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）

代表取締役頭取 高橋 祥二郎

1987 年４月 当行入行
2016年６月 監査部長
2018年６月 執行役員 監査部長
2020年６月 取締役監査部長
2022年 6月　常務取締役（現職）

常務取締役 西川 勝之

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）

常務取締役 西藤 崇浩

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）

代表取締役専務 久保田 真也

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
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
2021年 6月　住友電設株式会社 社外監査役退任
2021年 6月　住友電設株式会社 社外取締役（現職）

取締役（非常勤）服部 力也

1987 年 4月　当行入行
2014年 6月　経営管理部長
2017年 6月　執行役員営業統轄部長
2019年 6月　取締役京都支店長
2021年 6月　常務取締役市場国際部長
2022年 2月　常務取締役（現職）

常務取締役 堀内 勝美

1987 年 4月 当行入行
2014年 6月 経営管理部長
2017年 6月 執行役員営業統轄部長
2019年 6月 取締役京都支店長（現職）
2021年 6月 常務取締役（現職）

取締役（非常勤）鎌田 沢一郎

取締役

1984 年 4月　日本銀行入行
2012年 7月　日本銀行京都支店長
2015年 6月　日本銀行退職
2015年 7月　日本証券業協会政策本部参与
2017年 7月　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）
2021年 6月　日本証券業協会退職
2021年 6月　当行社外取締役（現職）

役員・執行役員

価値創造を支える力

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）
2022年 6月 三菱製鋼株式会社社外取締役に就任（現職）
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執行役員
市場国際部長

中村 泰彦

執行役員
営業統轄部長

片岡 一明
執行役員
本店営業部長

山元 磯和
執行役員
システム部長

髙津 知仁

常務執行役員
監査部長

田中 伸幸

執行役員
人事部長

福田 敏宏

常務執行役員
業務統轄部長

戸田 秀和

常務執行役員
審査部長

井上 博喜

常務執行役員
京都支店長

遠藤 良則

2000 年 4月 弁護士登録
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
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
2012年 5月 弁理士登録
2017年 6月 当行社外監査役（現職）
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）

監査役（非常勤）松井 保仁

1985 年 4月　当行入行
2012年 6月　当行秘書室秘書役
2016年 6月　当行退職
2016年 6月　びわ湖放送株式会社常務取締役
2022年 3月　びわ湖放送株式会社常務取締役退任
2022年 4月　当行審議役
2022年 6月　当行監査役（現職）

監査役 杉江 秀樹
1983 年 4月 当行入行
2013年 6月 営業統轄部長
2014年 6月 取締役営業統轄部長
2015年 6月 常務取締役
2020年 6月　監査役（現職）

監査役 大野 恭永

1980 年４月 大蔵省（現 財務省）入省
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
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
2016年６月 高砂香料工業株式会社　常勤監査役
2020年６月 高砂香料工業株式会社　常勤監査役退任
2020年６月 当行社外監査役（現職）

監査役（非常勤）大西 一清

監査役

執行役員
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お客さまとの対話
　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グサービスを
通じて、お客さまの課題解決に貢献します。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カード、お客さまアンケート、お客
さま相談室、格付コミュニケーション・サービス、ESG
評価制度、地域懇談会　など

　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。

◇コミュニケーションチャネル
地域総合情報誌「かけはし」、CSRリポート、しが
ぎん福祉基金、各種市民活動への参加、地元経済
団体、文化事業・スポーツ振興　など

地域社会との対話

　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
連携も積極的に行います。

◇コミュニケーションチャネル
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

行政•教育機関•
NPO／NGO等との対話

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。

価値創造を支える力
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　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
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

　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、自己実現に向けたサポー
ト体制などを整えています。

◇コミュニケーションチャネル
はなしあい制度、1on 1ミーティング、ダイバーシ
ティ推進委員会、人材公募制度、内部通報制度、
提案制度　など

株主•投資家との対話 地球環境との対話

従業員との対話

　気候変動や地域資源 ･生態系の危機など、環
境問題への対応を外部と協議し、ボランティア
や本業を通じた直接的 ･間接的な活動を実現す
ることで、次世代を担う子どもたちが安心して
暮らせる社会の実現に努めます。

◇コミュニケーションチャネル
地域ボランティア、各種イニシアチブへの参画 ･
対話、SDGsや環境に関する講演、環境会計の開
示、環境マネジメント組織　など

　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、ともに発展することを目指
します。

◇コミュニケーションチャネル
国内他行とのアライアンス、海外金融機関との
業務提携、21世紀金融行動原則、責任銀行原則
など

業界団体•
同業他社との対話
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リスク管理
基本的な考え方
　　　　　　　　　　　
　銀行が業務を遂行するうえで直面するリスクは、従来にもまして複雑化、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・アペタイト・フレームワーク（RAF）　　　　

　　「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「現状分析、リスク・プロファイル」→「リスク・テイク方針」→「戦略」→「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。

積極的にテイクするリスク、抑制するリスクの明確化

（バーゼル規制等）

ストレス・テストによる
リスク指標の水準確認
リスク制御方法の検討

リスク・テイク方針との
整合性確保

ストレス・
テスト

資本配賦

収益性・効率性等
現状分析 リスク・プロファイル

リスク許容水準

戦　略

〈営業部門〉
〈市場部門〉

〈営業部門〉
〈市場部門〉 リスク・コントロール

モニタリング・PDCAサイクル

リスク・テイク方針

財務計画

見直し

シミュレーション
収益・リスク指標

● 財務計画の策定プロセス
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　また、サステナビリティの観点から、中長期的に企業価値に重大な影響をもたらす可能性があると考えられる事象を
「リスクと機会」として捉え、「リスク・アペタイト・フレームワーク」を通じて経営陣が議論・共有することで、あらか
じめ必要な対策を講じてリスクを抑制するとともに、当行の経営方針・目的と戦略・リスクのとり方が整合的であるか
確認しています。

新型コロナウイルス
感染症

財務の健全性

情報セキュリティ

サステナビリティへのインパクト
（リスク）

る価値創造を支えるる経営・財務基盤
財（財務・非財務リスク）

要社会からの期待・要要請に応えているか
造（価値創造造の源泉）

コンプライアンス

地球環境の持続性 地域経済の創造

IT・DX

多様な人材の育成異業種競合

価
値
創
造
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト

（
機
会
）

大

大

小

小

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。

【資本配賦】用語解説

リスク管理体制の概要

　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。
　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。

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、信頼水準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います。

【VaR（バリュー・アット・リスク）】用語解説
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監査役会・監査役

監査役室

内部監査報告会

常務会

ALM 委員会 情報セキュリティ
委員会

コンプライアンス
委員会

経営管理部

信用リスク

審査部 市場国際部 業務統轄部 システム部

営業店・本部

経営管理部 総務部 人事部 総合企画部

市場

リスク

流動性

リスク

リスク
統轄部署
リスク
管理部署

リスク
カテゴリー

リスク
所管部署

業務統轄部

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

風評
リスク

監
査
部
（
内
部
監
査
部
署
）

●リスク管理体制

▷ 資本配賦制度
　事業を行ううえで、金融商品（貸出金、有価証券、預金等）の保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。
　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）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制を構築しています。

▷ 自己資本充実度評価（ストレス・テスト）
　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。

統合的リスク管理

　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、適切にリスク管理を行うことをいいます。
　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内にコントロールする業務運営を行っています。

価値創造を支える力
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　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。

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、当行が損失を受けるリスクをいいます。
　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」を定めて信用リスク管理の高度化に取り組んでいます。

▷ 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や経営改善計画策定支援に努めています。

▷ 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、当行の信用リスクの変化として反映されます。
　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、信用リスクに応じたプライシン
グ（貸出金利の設定）に取り組んでいます。
　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構築しています。

格付制度の意義と目的
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市場リスク管理体制                            

　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・負債の価値が変動することで損失を被るリスクをいいます。
　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ともに、「銀行勘定の金利リスク」
（IRRBB）に基づき、金利リスク量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（デュレーション、BPV）等を用い、複合的に管理しています。
　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その検証結果について
ALM委員会に報告しています。
　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。

地域社会の発展

共存共栄

格 付 当 行

リスクテイク
能力向上

適切なリスク評価

合理的なコミュニケーション・ツール
として格付を開示

安定的な資金供給地域経済の活性化

格付制度
レベルアップ

企業価値向上

企業価値向上財務内容良化

経営基盤強化 課題の認識
解決策検討

お客さま

価値創造を支える力
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オペレーショナル・リスク管理体制           

　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
損失を被るリスクをいいます。
　「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。
　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ては、組織横断のチーム（しがぎん CSIRT※）を組成し、
外部の知見も活用するなど、入口・内部・出口での対策による多層防御の考え方を取り入れた態勢強化に取り組んで
います。
※CSIRT（シーサート）：Computer Security Incident Response Team

▷ システムリスクおよびサイバーセキュリティの管理体制
　金融サービスを安全かつ安定的に稼働させ、デジタル社会において懸念が高まるサイバー攻撃からお客さまの大切
な資産を守るため、当行ではシステムリスク※1 およびサイバーセキュリティ※2 の管理体制を整備しています。
　システムリスクについては、発生したシステム障害の原因を分析し、開発・運用の改善に生かすことで、再発防止に
取り組んでいます。また、システム障害を未然に防ぐために、システムリスクの自己評価を実施することで、システム
に潜むリスクを洗い出し、対策を実施しています。これらの取り組みを通じて、システムリスクの低減に取り組んでい
ます。
　サイバーセキュリティについては、ウイルス対策ソフトの導入や外部サービスによる通信監視等を行っています。
部門横断的な組織である「しがぎんCSIRT」を中心にサイバー攻撃に対応し、サイバー攻撃対応演習の実施とコンティ
ンジェンシープラン※3 の改善で有事に備えています。役職員に対しては、標的型メール訓練やセキュリティ教育を定
期的に実施し、リテラシー向上に努めています。
　システムリスクおよびサイバーセキュリティの状況を定期的に経営会議へ報告し、適切な経営判断ができる態勢を
整備しています。
　これらの取り組みを通じて、デジタル化を安全・安心なかたちで実現できるよう努めています。

※1　システム障害等により、お客さまや銀行が損失を被るリスク
※ 2　デジタル情報や情報システムの安全管理措置（漏えい防止等）が講じられ、その状態が適切に維持・管理されていること
※ 3　緊急時対応計画。災害や事故などが起きた時のために事前に定めておく対応手順

風評リスク管理体制                              

　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
失を被るリスクをいいます。
　「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。
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　マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融（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できるように対策を進
めています。
　金融庁は、金融機関等における実効的なマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリングおよび
テロ資金供与対策に関するガイドライン」（2018年 2月策定、2021年 2月改定）を公表しています。
　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。

取締役会

常務会

コンプライアンス委員会
（事務局：経営管理部）
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コンプライアンス体制
　経営理念である「CSR 憲章」に基づき「滋賀銀行の行動規範」を定めています。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。
　なお、各部店には「コンプライアンスオフィサー」を配置し、経営管理部法務室と連携しつつコンプライアンス体制の
維持 · 向上に努めています。

役職員による内部通報窓口を設置
　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、ハラスメントホットライン）を銀行グループ内
外に設置し、当行グループ全ての役職員などからの通報を受け付ける体制を整備しています。また、内部規程に通報者
情報の秘密保持 · 通報者への不利益取り扱いの禁止などを定め、実効性のある内部通報制度の構築 · 運用に取り組ん
でいます。

コンプライアンス（法令等遵守）の取り組み

●コンプライアンス体制図

　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職員の育成に取り組んでいます。

マネー・ローンダリング対策

価値創造を支える力
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▷ 当行のおもな取り組み
・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。
・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
部内に設置。
・2020 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。
・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入。
・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。
・同年3月、「お客さま情報の確認」に関する新聞広告の掲載を開始。
・同年7月、マネロン等の対策をより高度化をするため、関連部署を拡大した「マネロン等対策ガイドライン対応プロジェ
クトチーム」を発足。
・同年12月、「マネー・ローンダリング防止方針」を改正。
・2022年3月、「お客さま情報確認」へのご協力をお願いするバナー広告を当行 ATM 画面で開始。
　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。

特殊詐欺未然防止体制
　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
取り組みを行っています。
▷ おもな取組事例
・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
・「預手プラン」の導入
・ＡＴＭでの振込機能の一部制限
・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）
・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
　これにより、2021年1月～ 12月の1年間で、滋賀県内の警察署より特殊詐欺未然防止の感謝状を11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」を明記。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。

個人情報の保護・管理について
　インターネット、SNS、クラウド、FinTech 等の情報通信技術の進展に伴い、サービスの利便性が向上する一方で、個人情
報の適切な保護および管理は一層重要になっています。
　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扱に関す
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。
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