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第第第第６次中期経営計画の公表について６次中期経営計画の公表について６次中期経営計画の公表について６次中期経営計画の公表について    
 

 このたび当行は、今後２年間（2006 年 4 月～2008 年 3 月）で取組むべき第６次中期経営計画  

「Ｐｏｗｅｒ ｕｐ Ｐｌａｎ ２００８ ～躍進～」を策定しましたので、その概要を別添の

とおりお知らせします。 

以 上 

 

 

本件に関するご照会先 

経営管理部 広報グループ（村上） 

経営管理部 経営企画・管理グループ（田中） 

TEL 096-385-1117 

 
 

添付資料には、将来に関する記述が含まれておりますが、こうした記述は将来の業績を

保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです｡ 

将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があることにご留意ください｡ 



    

平成平成平成平成 18181818 年年年年 3333 月月月月 17171717 日日日日    

熊本ファミリー銀行熊本ファミリー銀行熊本ファミリー銀行熊本ファミリー銀行    

    

第６次中期経営計画の第６次中期経営計画の第６次中期経営計画の第６次中期経営計画の要旨要旨要旨要旨    

    

前第５次中期経営計画は、前第５次中期経営計画は、前第５次中期経営計画は、前第５次中期経営計画は、当行の経営改革のホップ･ステップの時期と位置付け、当行の経営改革のホップ･ステップの時期と位置付け、当行の経営改革のホップ･ステップの時期と位置付け、当行の経営改革のホップ･ステップの時期と位置付け、

各種改革の断行により各種改革の断行により各種改革の断行により各種改革の断行により収益の収益の収益の収益のＶ字回復とＶ字回復とＶ字回復とＶ字回復と株式の株式の株式の株式の復配を果たし、地域の信頼回復を復配を果たし、地域の信頼回復を復配を果たし、地域の信頼回復を復配を果たし、地域の信頼回復を

得ることを得ることを得ることを得ることを最大の最大の最大の最大の課題として取組課題として取組課題として取組課題として取組んんんんでまいりましたでまいりましたでまいりましたでまいりました。その結果、収益・配当の目。その結果、収益・配当の目。その結果、収益・配当の目。その結果、収益・配当の目

標のほか、標のほか、標のほか、標のほか、自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率が不良債権比率を逆転が不良債権比率を逆転が不良債権比率を逆転が不良債権比率を逆転し上回ることも成し遂げるなし上回ることも成し遂げるなし上回ることも成し遂げるなし上回ることも成し遂げるなどどどど、、、、

目に見える目に見える目に見える目に見える成果を上げることができ成果を上げることができ成果を上げることができ成果を上げることができましましましました｡た｡た｡た｡    

    

今今今今第６次中期経営計画第６次中期経営計画第６次中期経営計画第６次中期経営計画は、は、は、は、初年度が初年度が初年度が初年度が前中計の流れの前中計の流れの前中計の流れの前中計の流れの「ジャンプ」の時期に当た「ジャンプ」の時期に当た「ジャンプ」の時期に当た「ジャンプ」の時期に当た

り、タイトルにり、タイトルにり、タイトルにり、タイトルにもももも示したように示したように示したように示したように、、、、前中前中前中前中計を受け計を受け計を受け計を受けこの２年間でこの２年間でこの２年間でこの２年間で大きく大きく大きく大きく躍進する躍進する躍進する躍進することことことこと

を目指していを目指していを目指していを目指していますますますます｡｡｡｡    

    

今中計今中計今中計今中計ののののポイントポイントポイントポイントは、「攻めの経営」と「規律ある経営」を両輪としは、「攻めの経営」と「規律ある経営」を両輪としは、「攻めの経営」と「規律ある経営」を両輪としは、「攻めの経営」と「規律ある経営」を両輪とし、、、、経営体経営体経営体経営体

力の一層の強化を図り、公的資金の返済を視野に入れ力の一層の強化を図り、公的資金の返済を視野に入れ力の一層の強化を図り、公的資金の返済を視野に入れ力の一層の強化を図り、公的資金の返済を視野に入れ策定している策定している策定している策定している点で点で点で点ですすすす｡｡｡｡    

    

「攻めの経営」「攻めの経営」「攻めの経営」「攻めの経営」ととととはすなわち、個人取引の拡大、中小企業取引の拡大はすなわち、個人取引の拡大、中小企業取引の拡大はすなわち、個人取引の拡大、中小企業取引の拡大はすなわち、個人取引の拡大、中小企業取引の拡大、、、、不良債不良債不良債不良債

権問題の終結権問題の終結権問題の終結権問題の終結およびおよびおよびおよびＣＳＲの推進ＣＳＲの推進ＣＳＲの推進ＣＳＲの推進を主要なを主要なを主要なを主要なテーマテーマテーマテーマとして取組むことでとして取組むことでとして取組むことでとして取組むことですすすす｡｡｡｡    

    

「規律ある経営」「規律ある経営」「規律ある経営」「規律ある経営」ととととはすなわち、コンプライアンスの徹底、リスク管理の一層はすなわち、コンプライアンスの徹底、リスク管理の一層はすなわち、コンプライアンスの徹底、リスク管理の一層はすなわち、コンプライアンスの徹底、リスク管理の一層

の強化および人材の育成・職場の活性化の強化および人材の育成・職場の活性化の強化および人材の育成・職場の活性化の強化および人材の育成・職場の活性化を主要なテーマとして取組むことでを主要なテーマとして取組むことでを主要なテーマとして取組むことでを主要なテーマとして取組むことですすすす｡｡｡｡    

    

特徴となる特徴となる特徴となる特徴となる重点施策重点施策重点施策重点施策の一つは、の一つは、の一つは、の一つは、営業体制の強化により、住宅ローンの飛躍的拡営業体制の強化により、住宅ローンの飛躍的拡営業体制の強化により、住宅ローンの飛躍的拡営業体制の強化により、住宅ローンの飛躍的拡

大大大大やややや投信･生保等の販売強化、ポイント制の促進など投信･生保等の販売強化、ポイント制の促進など投信･生保等の販売強化、ポイント制の促進など投信･生保等の販売強化、ポイント制の促進など個人取引を拡大することで個人取引を拡大することで個人取引を拡大することで個人取引を拡大することですすすす。。。。

これにより、収益力の強化・取引シェアの拡大を図これにより、収益力の強化・取引シェアの拡大を図これにより、収益力の強化・取引シェアの拡大を図これにより、収益力の強化・取引シェアの拡大を図りますりますりますります｡｡｡｡    

    

もう一つは、積極的な不良債権の管理・回収や事業再生・経営支援の強化によもう一つは、積極的な不良債権の管理・回収や事業再生・経営支援の強化によもう一つは、積極的な不良債権の管理・回収や事業再生・経営支援の強化によもう一つは、積極的な不良債権の管理・回収や事業再生・経営支援の強化によ

り、不良債権問題を終結させることでり、不良債権問題を終結させることでり、不良債権問題を終結させることでり、不良債権問題を終結させることですすすす。。。。    

    

これらを通してこれらを通してこれらを通してこれらを通して、、、、地域になくてはならない銀行（地域貢献ＮＯ地域になくてはならない銀行（地域貢献ＮＯ地域になくてはならない銀行（地域貢献ＮＯ地域になくてはならない銀行（地域貢献ＮＯ....１銀行、お客様１銀行、お客様１銀行、お客様１銀行、お客様

満足度ＮＯ満足度ＮＯ満足度ＮＯ満足度ＮＯ....１銀行）を目指してまいります。１銀行）を目指してまいります。１銀行）を目指してまいります。１銀行）を目指してまいります。    

    

この第６次中期経営計画をやり遂げることで、公的資金返済への道筋この第６次中期経営計画をやり遂げることで、公的資金返済への道筋この第６次中期経営計画をやり遂げることで、公的資金返済への道筋この第６次中期経営計画をやり遂げることで、公的資金返済への道筋をををを明確明確明確明確なななな

ものとものとものとものとしますしますしますします。。。。    

以上以上以上以上    



第６次中期経営計画第６次中期経営計画第６次中期経営計画第６次中期経営計画
（平成18年4月～平成20年3月）



◆前第５次中期経営計画では、職員の意識改革をはじめとした各種改革を断行し、収益のＶ字回復と復配を

　果たしたことにより、地域の信頼回復を得るなど、一定の成果を上げることができた。

◆しかしながら、この間他行競合の激化に加え、郵政民営化や銀行代理業制度の創設など金融の環境変化も

　急速に進み、地域金融機関の経営環境は厳しさを増している｡また新たに、内部統制制度やバーゼルⅡへの

　対応に向けた経営力の強化や、リスク管理の高度化にも的確に対応していくことが求められている。

◆このような中、今後新しい時代にふさわしいビジネスモデルを構築し、さらなる収益力の強化を図るため

　には、これまで進めてきたエリア制の進展をはじめとした営業体制の強化による中小企業取引の推進、個

　人ローンの増強、フィービジネスの拡大など営業基盤の拡充、経営の効率化、資産内容の健全化、ＣＳＲ

　の推進などをこれまで以上に強化・徹底することが必要である｡とりわけ、個人取引・中小企業取引の拡大、

　不良債権問題の終結を主要な経営課題として取組んでいくことが重要である｡

◆これらを「攻めの経営」「攻めの経営」「攻めの経営」「攻めの経営」の基本スタンスとして取組むことにより、一層の経営体力の強化を図り、公的資

　金の返済を明確に視野に入れ、「地域になくてはならない銀行」「地域になくてはならない銀行」「地域になくてはならない銀行」「地域になくてはならない銀行」として「躍進」「躍進」「躍進」「躍進」する。

第６次中期経営計画第６次中期経営計画第６次中期経営計画第６次中期経営計画
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（1）２年間で役職員の意識改革をはじめ各種の改革改革改革改革を断行する。
（2）行内の活力を向上（Power upPower upPower upPower up）させる。
（3）収益のＶ字回復（飛躍飛躍飛躍飛躍）を果たす。
（4）優先株式、普通株式の復配と自己資本比率８％の早期回復を目標とする。
（5）「地域貢献Ｎｏ.１銀行」を目指す。

前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括

＜前中計で目指したもの（要約）＞

（1）役職員の意識改革をはじめ各種の改革を断行（1）役職員の意識改革をはじめ各種の改革を断行（1）役職員の意識改革をはじめ各種の改革を断行（1）役職員の意識改革をはじめ各種の改革を断行

■新経営体制の発足
■業務監査委員会、経営諮問委員会の新設並びに両委員会における提言を経営施策に反映
■本部組織の改革（スリム化、フラット化）
■ＣＳＲ推進室の設置並びに環境問題への積極的取組み、ＩＳＯ14001認証の取得
■積極的な情報開示

（2）行内の活力を向上（Power up）（2）行内の活力を向上（Power up）（2）行内の活力を向上（Power up）（2）行内の活力を向上（Power up）

■現場主義の徹底　　■本支店一体化の推進
■コーポレート推進部の創設　　■ローンプラザの機能拡充　　■エリア制の導入　　■情報プラザの開設
■専門分野における中途採用の実施
■ふるさと環境応援定期などエコ関連商品の販売　　■「期限延長特約付定期預金　プライム・ファミー」の発売
■ポイントサービス「ファミーズ・クラブ」のスタート
■女性営業の全店配置　　■女性支店長の初登用　　■契約社員の正行員への登用制度開始
■信賞必罰の厳格化　　■頭取ホットラインの創設　　■内部通報制度の創設

1



＜計数目標＞ （単位：億円、％）

16/3月期 17/3月期 18/3月期

実績 実績 計画

コア業務純益 140 140 149

当期純利益 ▲ 171 49 43

不良債権残高 1,164 897 750

ＲＯＡ 1.02 1.27 1.12

職員一人当たりコア業純 11,236 12,169 13,000

ＯＨＲ 56.38 50.79 53.30

不良債権比率 11.37 8.99 7.0以下

自己資本比率 7.17 7.94 8.0以上

＊職員一人当たりコア業純は千円単位

前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括前中期経営計画（～改革　飛躍　Power up Plan 2006～）の総括

（3）収益のＶ字回復（飛躍）（3）収益のＶ字回復（飛躍）（3）収益のＶ字回復（飛躍）（3）収益のＶ字回復（飛躍）

■右表の通りＶ字回復達成
　 当期純利益、不良債権残高、ＯＨＲ、自己資本比率は計画達成見込み

（4）優先株式、普通株式の復配と自己資本比率８％の早期回復（4）優先株式、普通株式の復配と自己資本比率８％の早期回復（4）優先株式、普通株式の復配と自己資本比率８％の早期回復（4）優先株式、普通株式の復配と自己資本比率８％の早期回復

■優先株式、普通株式とも復配を実現
■自己資本比率も9.3％（見込み）に達し、不良債権比率7.4％（見込み）を
かなり上回る見込み
（右下図の通りゴールデンクロスを達成）

（5）「地域貢献Ｎｏ.１銀行」を目指す（5）「地域貢献Ｎｏ.１銀行」を目指す（5）「地域貢献Ｎｏ.１銀行」を目指す（5）「地域貢献Ｎｏ.１銀行」を目指す

■第５次中期経営計画とリレーションシップバンキングの機能強化計画、
地域密着型金融推進計画の推進による経営支援や企業再生等を通じて、
地域社会への貢献を果たせた。

自己資本比率と不良債権比率の推移
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取組むべき課題取組むべき課題取組むべき課題取組むべき課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《当行を取り巻く環境》《当行を取り巻く環境》《当行を取り巻く環境》《当行を取り巻く環境》

■地域間、業種間、企業間格差が拡大
■メガバンクの攻勢や郵政民営化により地域における
　 競争がより一層激化
■少子・高齢化、団塊の世代の大量退職等、労働力の減少
■銀行代理業制度の導入、取引チャネルの多様化
　 営業時間規制撤廃
■内部統制制度（日本版ＳＯＸ法）への対応
■バーゼルⅡ（新しい自己資本比率規制）への対応
■金融商品取引法の創設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《取組むべき課題》《取組むべき課題》《取組むべき課題》《取組むべき課題》

１．収益力の強化・取引シェアの向上１．収益力の強化・取引シェアの向上１．収益力の強化・取引シェアの向上１．収益力の強化・取引シェアの向上

２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結

３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進

４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底

５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化

６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《金融・経済環境の見通し》《金融・経済環境の見通し》《金融・経済環境の見通し》《金融・経済環境の見通し》

■景気の持続的回復。ただし、地方は依然厳しさが残る

■地価の下げ止まり。ただし、地方は依然下落傾向

■量的緩和解除とゼロ金利解除

■企業収益と個人所得の二極化

■社会保険料の引上げ、定率減税の廃止等家計負担の増加

　　　　　　　《前中計の成果・反省を踏まえた現状認識》《前中計の成果・反省を踏まえた現状認識》《前中計の成果・反省を踏まえた現状認識》《前中計の成果・反省を踏まえた現状認識》

■貸出金の量が伸び悩む中、貸出金利回りが低下

■役務取引等利益はもう一段の増額が必要

■顧客基盤・取引先数の一層の拡大が必要

■不良債権残高の一層の削減が必要

■与信コストが依然高水準

■各種リスク管理に対する全職員の意識及び態勢が十分で

　 はない

■コンプライアンスに対する一層の意識高揚が必要

■ＣＳの一層の向上が必要

■株主利益の一層の向上が必要

 3



第６次中期経営計画の全体像第６次中期経営計画の全体像第６次中期経営計画の全体像第６次中期経営計画の全体像

業量・基盤・シェア・フィービジネスの拡大、ＣＳＲの推進業量・基盤・シェア・フィービジネスの拡大、ＣＳＲの推進業量・基盤・シェア・フィービジネスの拡大、ＣＳＲの推進業量・基盤・シェア・フィービジネスの拡大、ＣＳＲの推進

攻めの経営攻めの経営攻めの経営攻めの経営

経営体力の強化経営体力の強化経営体力の強化経営体力の強化 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成
職場の活性化職場の活性化職場の活性化職場の活性化

コンプライアンスの徹底コンプライアンスの徹底コンプライアンスの徹底コンプライアンスの徹底

企業価値の向上企業価値の向上企業価値の向上企業価値の向上

自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率
１０％以上１０％以上１０％以上１０％以上

不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率
３％台３％台３％台３％台

公的資金返済への公的資金返済への公的資金返済への公的資金返済への
道筋を明確化道筋を明確化道筋を明確化道筋を明確化

株式時価総額の株式時価総額の株式時価総額の株式時価総額の
向上向上向上向上

地域になくてはならない銀行地域になくてはならない銀行地域になくてはならない銀行地域になくてはならない銀行

地域貢献ＮＯ．１銀行地域貢献ＮＯ．１銀行地域貢献ＮＯ．１銀行地域貢献ＮＯ．１銀行 お客様満足度ＮＯ．１銀行お客様満足度ＮＯ．１銀行お客様満足度ＮＯ．１銀行お客様満足度ＮＯ．１銀行

個人取引の拡大個人取引の拡大個人取引の拡大個人取引の拡大 不良債権問題の終結不良債権問題の終結不良債権問題の終結不良債権問題の終結

躍進

リスク管理の一層の強化リスク管理の一層の強化リスク管理の一層の強化リスク管理の一層の強化

中小企業取引の拡大中小企業取引の拡大中小企業取引の拡大中小企業取引の拡大
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第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想

　　　　
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  攻めの経営攻めの経営攻めの経営攻めの経営

　　　　Ⅰ．当行のあるべき姿Ⅰ．当行のあるべき姿Ⅰ．当行のあるべき姿Ⅰ．当行のあるべき姿

地域になくてはならない銀行地域になくてはならない銀行地域になくてはならない銀行地域になくてはならない銀行

　　　　Ⅱ．基本方針Ⅱ．基本方針Ⅱ．基本方針Ⅱ．基本方針

１．収益力の強化・取引シェアの拡大１．収益力の強化・取引シェアの拡大１．収益力の強化・取引シェアの拡大１．収益力の強化・取引シェアの拡大

２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結

３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進

地域貢献ＮＯ.１銀行地域貢献ＮＯ.１銀行地域貢献ＮＯ.１銀行地域貢献ＮＯ.１銀行

お客様満足度ＮＯ.１銀行お客様満足度ＮＯ.１銀行お客様満足度ＮＯ.１銀行お客様満足度ＮＯ.１銀行

企企企企
業業業業
価価価価
値値値値
のののの
向向向向
上上上上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  規律ある経営規律ある経営規律ある経営規律ある経営

４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底

５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化

６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化
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第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想

熊本県内融資シェア熊本県内融資シェア熊本県内融資シェア熊本県内融資シェア
２５％を目指して２５％を目指して２５％を目指して２５％を目指して

　　　　
　　　　
　　　　

　　　　

　　　　
　　　　
　　　　
　　　　

　Ⅲ．重点施策　Ⅲ．重点施策　Ⅲ．重点施策　Ⅲ．重点施策

１．収益力の強化・取引シェアの拡大１．収益力の強化・取引シェアの拡大１．収益力の強化・取引シェアの拡大１．収益力の強化・取引シェアの拡大

個人取引の拡大個人取引の拡大個人取引の拡大個人取引の拡大

中小企業取引の拡大中小企業取引の拡大中小企業取引の拡大中小企業取引の拡大

効率化の追求効率化の追求効率化の追求効率化の追求

　◆エリア制の進展　◆エリア制の進展　◆エリア制の進展　◆エリア制の進展

　◆エリアＦＰの増員　◆エリアＦＰの増員　◆エリアＦＰの増員　◆エリアＦＰの増員
　　　　
　◆新規融資開拓専担者（ＰＴ）の増員　◆新規融資開拓専担者（ＰＴ）の増員　◆新規融資開拓専担者（ＰＴ）の増員　◆新規融資開拓専担者（ＰＴ）の増員
　　　　
　◆ローンプラザの拡充　◆ローンプラザの拡充　◆ローンプラザの拡充　◆ローンプラザの拡充
　　　　
　◆情報プラザの機能強化　◆情報プラザの機能強化　◆情報プラザの機能強化　◆情報プラザの機能強化
　　　　
　◆郡部・県外店舗の役割見直し　◆郡部・県外店舗の役割見直し　◆郡部・県外店舗の役割見直し　◆郡部・県外店舗の役割見直し

　◆窓口営業力の強化　◆窓口営業力の強化　◆窓口営業力の強化　◆窓口営業力の強化
　　　　
　◆新営業拠点の開設　◆新営業拠点の開設　◆新営業拠点の開設　◆新営業拠点の開設

営業体制・店舗戦略営業体制・店舗戦略営業体制・店舗戦略営業体制・店舗戦略

経営経営経営経営
資源資源資源資源
のののの
傾斜傾斜傾斜傾斜
配分配分配分配分

◆住宅ローン残高の飛躍的拡大◆住宅ローン残高の飛躍的拡大◆住宅ローン残高の飛躍的拡大◆住宅ローン残高の飛躍的拡大
　　　　　〔２年間で６００億円増加、個人ローン比率２７％へ〕　〔２年間で６００億円増加、個人ローン比率２７％へ〕　〔２年間で６００億円増加、個人ローン比率２７％へ〕　〔２年間で６００億円増加、個人ローン比率２７％へ〕

◆投信・生保等の販売強化◆投信・生保等の販売強化◆投信・生保等の販売強化◆投信・生保等の販売強化
　　　　　　　　〔２年間で８００億円販売〕〔２年間で８００億円販売〕〔２年間で８００億円販売〕〔２年間で８００億円販売〕

◆ポイント制の促進◆ポイント制の促進◆ポイント制の促進◆ポイント制の促進
　　〔２年後にファミーズ・クラブ会員数２０万人〕　　〔２年後にファミーズ・クラブ会員数２０万人〕　　〔２年後にファミーズ・クラブ会員数２０万人〕　　〔２年後にファミーズ・クラブ会員数２０万人〕

◆中小企業向け貸出の推進◆中小企業向け貸出の推進◆中小企業向け貸出の推進◆中小企業向け貸出の推進
　　　　　　　　〔２年間で新規先への実行額１,２００億円〕〔２年間で新規先への実行額１,２００億円〕〔２年間で新規先への実行額１,２００億円〕〔２年間で新規先への実行額１,２００億円〕

　　　　　　　　〔２年間で既存先への実行額１,２００億円〕〔２年間で既存先への実行額１,２００億円〕〔２年間で既存先への実行額１,２００億円〕〔２年間で既存先への実行額１,２００億円〕

◆経費率、ＯＨＲのさらなる改善◆経費率、ＯＨＲのさらなる改善◆経費率、ＯＨＲのさらなる改善◆経費率、ＯＨＲのさらなる改善
　　〔２年後に経費率１．２％〕　　〔２年後に経費率１．２％〕　　〔２年後に経費率１．２％〕　　〔２年後に経費率１．２％〕
　　〔２年後に業務粗利益ＯＨＲ５２．６５％〕　　〔２年後に業務粗利益ＯＨＲ５２．６５％〕　　〔２年後に業務粗利益ＯＨＲ５２．６５％〕　　〔２年後に業務粗利益ＯＨＲ５２．６５％〕
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第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想
不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率
３％台へ向けて３％台へ向けて３％台へ向けて３％台へ向けて

２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結２．不良債権問題の終結

３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進３．ＣＳＲの推進

◆環境問題への取組みの一層の推進◆環境問題への取組みの一層の推進◆環境問題への取組みの一層の推進◆環境問題への取組みの一層の推進
◆「小さな親切」運動への能動的関わり◆「小さな親切」運動への能動的関わり◆「小さな親切」運動への能動的関わり◆「小さな親切」運動への能動的関わり
◆ユニバーサル・マインドの向上◆ユニバーサル・マインドの向上◆ユニバーサル・マインドの向上◆ユニバーサル・マインドの向上 [経営諮問委員会より][経営諮問委員会より][経営諮問委員会より][経営諮問委員会より]

＊ユニバーサル・マインド：
        自分以外の立場で物事の考え方や気づきのできる心、他人への気配りのできる心

　◆好感度の高い店づくり　◆好感度の高い店づくり　◆好感度の高い店づくり　◆好感度の高い店づくり
　◆質の高い金融サービスの提供　◆質の高い金融サービスの提供　◆質の高い金融サービスの提供　◆質の高い金融サービスの提供
　◆事務水準の向上とスピードアップ　◆事務水準の向上とスピードアップ　◆事務水準の向上とスピードアップ　◆事務水準の向上とスピードアップ
　◆利用者満足度アンケート調査結果の経営　◆利用者満足度アンケート調査結果の経営　◆利用者満足度アンケート調査結果の経営　◆利用者満足度アンケート調査結果の経営
　　 方針への反映　　 方針への反映　　 方針への反映　　 方針への反映

ＣＳの向上ＣＳの向上ＣＳの向上ＣＳの向上

◆与信費用の巡航速度化を展望した不良債権処理◆与信費用の巡航速度化を展望した不良債権処理◆与信費用の巡航速度化を展望した不良債権処理◆与信費用の巡航速度化を展望した不良債権処理
◆新規発生防止に向けた中間管理の徹底◆新規発生防止に向けた中間管理の徹底◆新規発生防止に向けた中間管理の徹底◆新規発生防止に向けた中間管理の徹底

◆中小企業再生支援協議会、企業再生ファンド等◆中小企業再生支援協議会、企業再生ファンド等◆中小企業再生支援協議会、企業再生ファンド等◆中小企業再生支援協議会、企業再生ファンド等
　 再生手法の積極活用　 再生手法の積極活用　 再生手法の積極活用　 再生手法の積極活用
◆経営情報やビジネスマッチング情報の提供◆経営情報やビジネスマッチング情報の提供◆経営情報やビジネスマッチング情報の提供◆経営情報やビジネスマッチング情報の提供
◆政府系金融機関との協調融資の取組み◆政府系金融機関との協調融資の取組み◆政府系金融機関との協調融資の取組み◆政府系金融機関との協調融資の取組み

積極的な不良債権の管理･回収積極的な不良債権の管理･回収積極的な不良債権の管理･回収積極的な不良債権の管理･回収 事業再生・経営支援の強化事業再生・経営支援の強化事業再生・経営支援の強化事業再生・経営支援の強化
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第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想

４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底４．コンプライアンスの徹底

５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化５．リスク管理の一層の強化

内部統制体制の整備内部統制体制の整備内部統制体制の整備内部統制体制の整備 内部監査の充実と有効性の確保内部監査の充実と有効性の確保内部監査の充実と有効性の確保内部監査の充実と有効性の確保

バーゼルⅡに向けたリスク管理の高度化バーゼルⅡに向けたリスク管理の高度化バーゼルⅡに向けたリスク管理の高度化バーゼルⅡに向けたリスク管理の高度化 オペレーショナルリスク管理の強化オペレーショナルリスク管理の強化オペレーショナルリスク管理の強化オペレーショナルリスク管理の強化

信用リスク管理の強化信用リスク管理の強化信用リスク管理の強化信用リスク管理の強化
　　　　◆貸出ポートフォリオの改善　　◆信用リスクデータベースの整備・充実・活用　　◆適正なプライシング◆貸出ポートフォリオの改善　　◆信用リスクデータベースの整備・充実・活用　　◆適正なプライシング◆貸出ポートフォリオの改善　　◆信用リスクデータベースの整備・充実・活用　　◆適正なプライシング◆貸出ポートフォリオの改善　　◆信用リスクデータベースの整備・充実・活用　　◆適正なプライシング

コンプライアンス重視の企業風土の醸成コンプライアンス重視の企業風土の醸成コンプライアンス重視の企業風土の醸成コンプライアンス重視の企業風土の醸成

苦情・トラブルへの対応強化とＣＳへの反映苦情・トラブルへの対応強化とＣＳへの反映苦情・トラブルへの対応強化とＣＳへの反映苦情・トラブルへの対応強化とＣＳへの反映

個人情報保護法への的確な対応個人情報保護法への的確な対応個人情報保護法への的確な対応個人情報保護法への的確な対応
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第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想

資本政策等の検討資本政策等の検討資本政策等の検討資本政策等の検討

６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化６．人材の育成・職場の活性化

現場主義の徹底現場主義の徹底現場主義の徹底現場主義の徹底

活力ある職場づくり活力ある職場づくり活力ある職場づくり活力ある職場づくり

行員の意識向上と行員の意識向上と行員の意識向上と行員の意識向上と
ＯＪＴの強化ＯＪＴの強化ＯＪＴの強化ＯＪＴの強化

　
　◆職員のやる気を引き出す人事制度の再構築
　◆専門性のある行員の育成
　◆女性管理職の積極登用
　◆定年制延長への対応
　◆信賞必罰の一層の徹底

ＥＳの向上ＥＳの向上ＥＳの向上ＥＳの向上

処遇の向上処遇の向上処遇の向上処遇の向上

以上の１～６の重点施策を通じて以上の１～６の重点施策を通じて以上の１～６の重点施策を通じて以上の１～６の重点施策を通じて

外部評価の向上外部評価の向上外部評価の向上外部評価の向上
（格付Ａ-格以上）（格付Ａ-格以上）（格付Ａ-格以上）（格付Ａ-格以上）

公的資金返済への公的資金返済への公的資金返済への公的資金返済への
道筋を明確化道筋を明確化道筋を明確化道筋を明確化

株式の流動性向上株式の流動性向上株式の流動性向上株式の流動性向上 株式時価総額の向上株式時価総額の向上株式時価総額の向上株式時価総額の向上

企業価値の向上企業価値の向上企業価値の向上企業価値の向上

※ＥＳ：Employee Satisfaction（職員満足度）
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第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想第６次中期経営計画の基本構想

ＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡ
＊一般貸引前業純／（総資産－支払承諾見返）平残

ＯＨＲＯＨＲＯＨＲＯＨＲ
＊経費／業務粗利益

個人ローン比率個人ローン比率個人ローン比率個人ローン比率
＊個人ローン期末残高／貸出金期末残高

ふるさと環境応援定期残高ふるさと環境応援定期残高ふるさと環境応援定期残高ふるさと環境応援定期残高

熊本県内貸出シェア熊本県内貸出シェア熊本県内貸出シェア熊本県内貸出シェア
＊末残シェア *17年12月末実績

平成１８年３月期平成１８年３月期平成１８年３月期平成１８年３月期 平成１９年３月期平成１９年３月期平成１９年３月期平成１９年３月期 平成２０年３月期平成２０年３月期平成２０年３月期平成２０年３月期
見込み見込み見込み見込み 目標計数目標計数目標計数目標計数 目標計数目標計数目標計数目標計数

１．１０％１．１０％１．１０％１．１０％ １．１３％１．１３％１．１３％１．１３％ １．１６％１．１６％１．１６％１．１６％

５３．１７％５３．１７％５３．１７％５３．１７％ ５３．１４％５３．１４％５３．１４％５３．１４％ ５２．６５％５２．６５％５２．６５％５２．６５％

２２．７％２２．７％２２．７％２２．７％

２２．７％２２．７％２２．７％２２．７％

４００億円４００億円４００億円４００億円 ５００億円５００億円５００億円５００億円３００億円３００億円３００億円３００億円

２４％２４％２４％２４％ ２５％２５％２５％２５％

２５％２５％２５％２５％ ２７％２７％２７％２７％

　Ⅳ．主要計数目標　Ⅳ．主要計数目標　Ⅳ．主要計数目標　Ⅳ．主要計数目標
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