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中期経営計画２００６の策定について 

 

 

筑邦銀行（頭取 山下 洋）は、今後３年間（2006 年 4 月～2009 年 3 月）に取組むべき

中期経営計画２００６「地域に根差しお客さまに選ばれ続ける銀行」を策定しましたので、

その概要をお知らせします。 

4 月 1 日に就任した山下新頭取のもと、本計画をベースとして、お客さまの満足度と企業

価値を高めるため、「持続的な収益力の強化」「地域密着型営業の高度化」「企業風土の改革」

の 3 つを基本方針として定め、計画の実現に向けて取組んでまいります。 

なお、計画の詳細につきましては、別紙の「中期経営計画２００６」をご参照ください。 
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 １．中期経営計画２００６のスタートにあたって 

２００６年４月 

頭取 山下 洋 

 当行は、平成１５年４月からの３か年を計画期間とした中期経営計画のもと、「選択と集中」を行動指針に、 
計画に掲げた諸施策を、全行一丸となって取組んだ結果、基本方針である「顧客第一主義の徹底」「健全性の 
確保」「人材の育成・活力ある職場作り」のそれぞれについて、着実な成果をあげてまいりました。 
 
 この間、わが国経済は本格的な回復軌道に乗り、企業業績の改善や個人消費が拡大する等、景気回復が鮮明に 
なってまいりました。また、ペイオフ解禁拡大をはじめとする各種の制度改正や規制緩和が実施されるなかで、 
新しい金融商品や金融サービスに対するニーズの高度化・多様化や取引の安全性に対する期待の高まりを反映し 
て、お客さまの銀行に対する選別が益々強まりつつあります。私ども金融機関を巡る局面は、過去の不良債権問 
題への対応が中心であった時代から、厳しい競争環境の中で、お客さまの満足度が高く、活力ある金融機関を目 
指すことが求められる局面へと大きく変化しつつあります。 
 
 このような中で、本中期経営計画では、３年後の達成すべき当行の目標を具体的な数値で明確にした上で「地 
域に根差しお客さまに選ばれ続ける銀行」を目指すこととし、「持続的な収益力の強化」「地域密着型金融の高 
度化」「企業風土の変革」を３つの基本方針としました。また、これらの基本方針を「営業部門戦略」をはじめ 
とする５つの戦略と「法令等遵守」を柱とする経営管理態勢の強化によって実現してまいります。 
  
 当行が、かつてない「大競争時代」を「お客さまに選ばれ続ける銀行」として成長していくためには、設立当 
初からの経営理念である「地域社会へのご奉仕」に常に立ち返り、永年培ってきたお客さまとのフェース・ツー・ 
フェースの関係の中で、行員一人ひとりが「金融のプロ」としてのスキルを磨き、お客さまのニーズを正確に理 
解し的確にお応えすることが重要です。全行員が一丸となりスピード感とチャレンジング・スピリットをもって 
この「中期経営計画２００６」に取組んでまいります。 
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ２．計画の概要（１） 

 
 
 
 

 

      取組むべき課題 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 求められる当行の姿  

「地域に根差しお客さまに 
    選ばれ続ける銀行」 
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目指すべき当行の姿 
 

 期間：２００６年4月～２００９年3月 

◎企業価値向上のための 
（１）収益構造の改善 
  （マーケット運用力の強化） 
（２）経営資源の再分配 
◎利用価値向上のための 
（１）お客さま第一主義の徹底 
（２）サービスの質の向上 
  （セキュリティの強化） 
（３）プロフェッショナルの育成 
◎経営インフラ強化のための 
（１）システム基盤の拡充 
（２）リスク管理強化 
（３）コンプライアンスの徹底 

◎地域と社会から信頼される銀行

◎利便性の高い銀行 

◎何でも相談できる銀行 

◎安心して取引できる銀行 

◎投資価値の高い銀行 

 

基 本 方 針 
 

1.持続的な収益力の強化 
 ￭営業基盤の拡充、営業力の強化 
 ￭ローコスト・オペレーションの追求 
 

2.地域密着型金融の高度化 
 ￭地域のお客さまに対する相談業務の充実 
 ￭提案型営業の強化 
 

3.企業風土の変革 
 ￭スピード・決断力・実行力の向上 
 ￭チャレンジング・スピリットの醸成 
 

     経 済 環 境 
   
          経済・社会環境             制度改正等                          規制緩和                  他金融機関との競争            
・景気回復による企業業績の改善 ・新リレバン（平成17年4月～平成19年3月） ・証券仲介業務の解禁（平成16年12月） ・貸出金を巡る競争の激化 
・個人消費の回復 ・新会社法施行（平成18年5月頃） ・保険商品の全面解禁（平成19年12月以降） ・新商品・新サービスでの競争激化 
・超低金利政策の見直し ・バーゼルⅡ（平成19年3月） ・銀行代理店制度の緩和（平成18年4月）      ・郵政民営化スタート（平成19年10月） 
・少子・高齢化の進行 ・金融商品取引法施行（平成18年度以降）      

 

  当行を取巻く環境 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ３．計画の概要（２） 
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市場部門戦略 事務部門戦略 IT・ｼｽﾃﾑ部門戦略 人事部門戦略 

 
 

     戦     略      

○マーケット運用力の強化 

○市場部門リスク管理の 

 強化 

 

○営業店事務効率化の 

 推進 

○事務管理の高度化 

○ＩＴ関連商品・サービス 

 への取組強化 

○セキュリティ対策の強化 

○システム基盤強化  

○プロフェッショナル集 

 団の養成 

○従業員満足度の向上 

 

 

                     
 
     １．持続的な収益力の強化   ２．地域密着型金融の高度化  ３．企業風土の変革 
 

基 本 方 針   

営業部門戦略 

○エリア戦略への取組 

○個人預り資産の増強 

 （個人戦略） 

○問題解決型金融・サー 

 ビスの提供（法人戦略） 

               
  

     リスク管理 
 
 

    コンプライアンス 
 
 

      収益管理 
 
 

    内部統制の充実 
 
 

経営管理の高度化   

○コンプライアンス態勢の強化 

○お客さま保護に関する管理強化 

○統合リスク管理への取組 

○信用リスク管理の高度化 
○内部統制システムの高度化 

○システムの高度化による 

 収益管理の強化 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ４．主要計数目標（単体） 

※1:ＲＯＥ（株主資本利益率＝税引き後利益÷株主資本）    ※2:ＯＨＲ（付加価値経費率＝経費÷業務粗利益）   

（単位：百万円） 
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４．５ 金融再生法開示債権比率（％） 

９%台 自己資本比率（％） 

７０．００ ＯＨＲ（％）※2 

３．００ ＲＯＥ（％）※1 

１，１００ 当期純利益 

１，９００ 経常利益 

３，６００ 実質業務純益 

２００８年度目標  指標項目  



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（１） 

 ⑴－1 営業部門戦略    

営業部門は当行収益基盤の根幹であり、最重要課題として改革に取組むほか、制度改正や規制緩和等につ

いて営業戦略上の観点から具体的な検討を行ってまいります。 
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② 制度改正・規制緩和にも積極的に取組みます 

銀行代理店制度・営業時間
の自由化 

銀行代理店制度については地域金融機関としての活用方法を検討する

ほか、営業時間の自由化も今後の店舗戦略と絡めて研究に取組みます。 

【全般】 

① エリア戦略への取組みを図ります 

エリア戦略の見直し 
地域の特性や経済情勢等のマーケット分析を深めることにより、それ

ぞれの店舗エリアの特性を明確化し、店舗毎の経営資源を再配分する

エリア戦略の見直しに取組みます。 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（２） 
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 ⑴－２ 営業部門戦略         

 【個人戦略】         

個人取引を収益の大きな柱と位置づけ、個人部門の営業力を強化するとともに、さまざまな金融商品を統

括する業務部（当中期経営計画スタートと同時に新設）において、規制緩和やお客さまのニーズの多様化

に対応した、タイムリーな商品・サービスの提供に努めてまいります。 

② 新規業務に係るサービスの提供に努めます 
 

規制緩和に伴う新規業務 
への取組 

証券仲介業務、信託業務、保険の窓販等規制緩和により取扱いが拡大

された分野について、お客さまのニーズに合った商品・サービスの提

供に努めます。    

① 個人預り資産の増強に取組みます 

最適な運用商品の提供 常にお客さまのニーズの把握に努め、投資信託、保険商品、債券、外

貨預金等の商品提供とコンサルティング営業の強化を図ります。 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（３） 
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③ お客さまの借入ニーズにお応えするためローン商品への取組みを強化します 

住宅ローン等の強化 
長期固定金利商品の提供や既存商品の商品性の改善、住宅業者へのア

プローチ強化等に取組み、住宅ローンの増強に努めるほか、リフォー

ムローン等についても取組強化を図ります。また、無担保ローンや

カードローンについても商品性の改善により販売の強化に努めます。 

カード業務の強化 
クレジットカード戦略は、既存のキャッシュカード一体型クレジット

カードの見直しも含めた機能・商品性の強化のための方策を検討しま

す。 

④ お客さまの利便性向上に向けた取組みを強化します 

お客さまの利便性の向上 
店舗・ＡＴＭ・電話・インターネット等のチャネルについて、セキュ

リティ対策の強化及び機能向上等を図り、お客さまの安全性・利便性

の向上に努めます。 

店頭営業体制の強化 
お客さまの多様なニーズに応えるために、専門的な知識を有する人材

の育成に努めます。また、営業店窓口に相談コーナーを設置し窓口相

談担当による対面営業の強化を図ります。 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（４） 
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  ⑴－３ 営業部門戦略    

 【法人戦略 】         

提案型営業と小口ビジネスローンを主体に事業性融資への取組みを強化し、貸出金の増強に注力するほか、
問題解決型営業を展開する部署として業務部を新設し、多様化するお客さまのニーズの把握に努めてまい
ります。  

① 問題解決型金融・サービスの提供に努めます 

問題解決型営業・ 
提案型営業の推進 

お客さまの課題や多様なニーズにマッチしたソリューションの提供や、
医療ビジネス、アグリビジネス等のそれぞれの業種に応じた提案型営
業を推進します。 

新商品・市場金融業務等 
への取組 

ノンリコースローン、ＡＢＬ（注）等の新しい手法の融資商品の導入を
図るほか、デリバティブを利用した預金・融資商品、Ｍ＆Ａ等の各種
の金融サービスの提供に取組みます。 

（注）ＡＢＬ   ＡＳＳＥＴ ＢＡＳＥＤ ＬＥＮＤＩＮＧ 
         動産・債権等の事業収益資産を担保とし、担保資産の価値を常にモニタリングし、資産の一定割合を上限に貸出を行う手法。 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（５） 

ビジネスローンの強化 外部保証機関を活用したビジネスローンを商品化し、スピード審査に

よる融資対象先の拡大と貸出金の増強に努めます。 

手数料収入の増強 
規制緩和等によるフィービジネスへの取組みを強化するとともに、既

存サービスの手数料見直し等にも取組みます。  
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貸出金利適正化の徹底 
個社毎の信用コストを反映した金利を、お客さまの理解を得ながら浸

透に取組みます。  

② お客さまとの関係を強化しつつ、貸出金の増強と収益性の向上を図ります 

③ 地域密着型営業の推進を図ります 

企業再生支援への取組 
中小企業診断協会等の外部専門家集団の活用による事業再生への積極
的な推進に努めます。また、経営相談会を活用した事業再生への取組
みを強化するとともに、法人貸出取引の拡大にも注力します。  

ビジネスマッチングの推進 北部九州ビジネスマッチング協議会を活用した情報の発信に努めると
ともに、商談会やセミナーの開催にも積極的に取組みます。  



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（６） 

最適な資産配分による 
運用力の強化 

金利上昇リスクや運用商品の集中リスクを考慮した最適なポートフォ
リオを構築するとともに、投資枠の拡大および株式等への投資拡大に
より収益の増強を図ります。 

① マーケット運用力を強化します 

② 市場部門リスク管理の強化を図ります 

システム化によるリスク管
理能力の強化 

新証券システムの導入により、バーゼルⅡ・市場関連リスク計量化等
のリスク管理の高度化を図ります。   

 (2) 市場部門戦略    

貸出金が伸び悩むなか、有価証券運用額の増加による市場運用部門の収益貢献への役割期待が増しており、
運用力強化への取組みを強化してまいります。 

市場運用部門の体制強化 

市場運用部門について、運用力強化のために外部からの採用等も含め
て要員増を図るとともに、人材育成策として営業店行員等をトレー
ニーとして受入るほか、行外研修などにより運用の専門家を養成しま
す。 
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（７） 

 

事務リスク管理態勢の強化 
事務規程の遵守等事務リスク管理意識の向上を図るとともに、管理者を
対象とした研修制度の充実に努めます。 

② 事務管理の高度化に努めます 

① 営業店事務の効率化を推進します 

営業店事務の効率化 営業店保管の書類・資料や各種届出書類等について、本部で集中保管管
理する仕組みを導入し、事務の効率化を推進します。 

 (3) 事務部門戦略    

内部事務管理態勢の強化を図り、営業部門の業務をバックでサポートできる態勢を構築してまいります。  

内部監査の強化 
監査部門による定期的な総合監査のほか必要に応じて不定期的な一部監
査を実施します。また、監査部門担当者をセミナーや研修等に積極的に
参加させスキルアップを図ります。  
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（８） 

ネット取引関連商品への 
取組強化 

インターネットバンキングについて、マルチペイメントへの対応を図
るとともに、サービス充実に努めます。  

① ＩＴ関連商品・サービスへの取組みを強化します 

ＡＴＭネットワーク網強化
への取組 

コンビニＡＴＭとの提携等について具体的な実施時期を踏まえた検討
を行います。   

② セキュリティ対策を強化します 

偽造キャッシュカード犯罪
等への取組 

お客さまに安心してお取引いただくため、カード・ＡＴＭの安全対策
強化に取組みます。ＩＣキャッシュカードについては平成19年の早い
時期の導入を目指すとともに、生体認証システムについても具体的な
検討に着手します。  

 (4) IT・システム部門戦略    

新しい商品・サービスやチャネルに迅速かつ柔軟に対応し、お客さまの利便性向上を図るとともに、経営
管理の強化を実現するＩＴ基盤の構築に努めてまいります。 

スパイウェア等への対策強化 インターネットバンキングにおけるセキュリティ対策として、スパイ
ウェア等への取組みを強化します。  
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ５．目標達成のための戦略（９） 

基幹システム共同化への取組 
十八銀行、佐賀銀行、当行の３行で基幹システムの共同化に取組んで
おり、平成２２年のシステム稼動に向けて進捗管理を徹底し着実に準
備を進めます。 

③ システム基盤の強化に取組みます 
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 (5) 人事部門戦略    

人材が最大の経営資源であるとの認識に立ち、当行の将来を担うプロフェッショナル集団を養成し、営業
力の向上を目指すとともに、従業員満足度向上にも取組んでまいります。  

① プロフェッショナル集団の養成に取組みます 

研修制度の充実・人材公募 
若手・中堅行員のレベル向上を図るとともに、ソリューション営業ス
キルの高い人材の育成に取組みます。また、専門知識とスキルを備え
た人材公募を強化します。  

② 従業員満足度向上に取組みます 

公平な評価制度の構築 
能力・成果に基づいた評価制度を構築し、公平で客観的な評価と成果
配分を実現することにより、活力ある職場づくりを推進し、従業員満
足度向上を図ります。 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ６．経営管理の高度化（１） 

① コンプライアンス態勢の強化に努めます 

 ⑴ コンプライアンス    

高い公共性を有し、信用を経営の根幹とすべき銀行にとってお客さまの信頼を得つづけるためにコンプラ
イアンスの徹底は最重要課題の一つであります。経営陣が先頭に立ち、全行員が一丸となって取組んでま
いります。 

コンプライアンス研修の充実 

全面改訂を実施し、本部・営業店の体制、ルール、ツール等を見直し

て、行員一人ひとりが中身を理解し、実践しやすいものとします。 

コンプライアンスマニュア
ルの改訂 

各種の集合研修で本部各部が連携し、より実践的で身近なテーマに基

づく研修を実施します。全員のコンプライアンスに対する意識の向上

を図ります。 

② お客さま保護に関する管理の強化を図ります 

情報管理態勢の強化 当行が保有するお客さま情報について、管理態勢を強化し情報漏えい
を防止します。 

説明態勢の強化 
融資やリスク商品について、説明態勢の一層の充実を図ります。また、
お客さまからの苦情等の受付・処理についても、組織体制の見直しを
図り取組みを強化します。 
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ６．経営管理の高度化（２） 

① 統合リスク管理への取組みを強化します 
 

 ⑵ リスク管理    

各リスク算定の精緻化と計量化により、統合リスク管理への取組みを強化いたします。また、引続き不
良債権の圧縮を図ってまいります。 

「ＶａＲ」によるリスク量計測の精緻化に取組むほか、各業務部門の
リスクを計量化し、リスク量に見合う資本を各業務部門へ配賦する仕
組みを構築します。 

信用リスク・市場関連リスク 

② 信用リスク管理の高度化に努めます 

不良債権の発生防止・ 
不良債権残高の圧縮 

業況変化の予兆等を早期に捉え、事前対策等により不良債権の新規発
生防止に努めます。また、回収プロセスの改善を図り不良債権残高の
圧縮に取組みます。 
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バーゼルⅡへの対応 平成19年3月よりスタートするバーゼルⅡの対応では信用リスクに係
るリスクアセット算定のためのシステム導入およびシステムベンダー
のコンサルティングにより計画的な取組みを図ります。 



 
            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ６．経営管理の高度化（３） 

 ⑶ 内部統制の充実  

企業等に求められる業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資

産保全の観点から、内部統制システムの整備・充実を図ってまいります。 

内部統制システムの高度化に取組みます 

財務報告に係る内部統制の
評価及び報告 

コンサルタントの支援による内部統制の現状把握及び業務プロセス等

の改善並びに内部統制の有効性の評価手法整備を推進し、「内部統制

報告書」を作成します。 
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 ６．経営管理の高度化（４） 

 ⑷ 収益管理    

管理会計システムを再構築し、スプレッド収益管理・活動基準原価計算による個社別の採算計算を精緻化

するとともに、信用リスク計量化システムにより信用リスクの計量化を行い、リスク調整後収益（ＲＡ

Ｒ）をベースとした収益管理構築に取組んでまいります。 

システムの高度化により収益管理の強化を図ります 

新管理会計システムの活用 
スプレッド収益管理と活動基準原価計算(ＡＢＣ)を採用し、個社別の
収益と費用を算出し、収益改善へ取組むツールとして利用します。 

信用リスク計量化システム
の活用 

予想損失率を算出し、予想損失額を考慮した貸出金・金利設定の目標

値を算出するほか、３年程度先までの予想損失額を算出し、中長期的

な融資戦略に活用します。また、信用リスクの計量化を行い、リスク

調整後収益（ＲＡＲ）を算出し、収益管理をより精緻化します。 
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            中期経営計画２００６  筑邦銀行 

本資料には、将来の業績等に関する記述が含まれています。これらの記述は、将来

の業績等を保証するものではありません。今後、経営環境の変化等により、変更さ

れる可能性があることにご留意ください。また、本資料は当行の経営計画に関する

情報提供を示したものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。 
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