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株式会社 札幌北洋ホールディングス

（コード番号 8328 東証第 1部・札証）
 
 

「ローリング中計 2006」の策定について 
 
 
札幌北洋グループでは、経営計画は変化対応型のローリングプランを採用し、向こう 3年間の計画を
毎年立案、毎年見直しすることとしておりますが、このたび計画を更新し、平成 20年度まで 3年間の経
営計画「ローリング中計 2006」を策定いたしましたので、その概要をお知らせします。 
「ローリング中計 2006」では『前進』をキーワードに、引き続き地域密着型金融の本質を追求してまい

ります。 
 
 基本方針 

 「北海道のリーディングバンク」として、確固たる地位を確立します 
 「北海道のリテールバンク」として、その機能の一層の発揮に努めます 
 「信頼される銀行」であるため、さらなる経営体質の強化を図ります 

 
 主要戦略 

サービス業の視点に立った 

 お客様の満足を徹底追求 

 地域経済再構築・企業経営支援 

 法人取引のシェアアップとリテール取引の推進 

 経営力の強化 

 
 数値目標 

 ROE（株主資本純利益率） 10％以上 
 自己資本比率   10％程度 

 
         以 上 
 

お問い合わせ先  札幌北洋ホールディングス 事務局 前田 Tel. 011-261-2417 
 

 
本資料における平成18年3月期の業績は、平成18年4月28日現在における概算の予想値または速報値です。
平成 18年 3月期決算の確定値は、各種の要因により本資料記載の計数から変動する可能性があります。 
本資料には、当社グループの将来の業績、経営目標などに関する記述が含まれております。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。 
 



「ローリング中計2006」

平成18年4月28日
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経営環境

金融政策変更の動き

道内他行との競争

メガバンクの

中小企業金融への進出

郵政民営化（19年4月）

政府系金融機関の再編

異業種からの銀行参入

利用者保護、利用者

満足向上の社会的要請

新ＢＩＳ規制（19年3月）

規制緩和の拡大

内部管理態勢

高度化の流れ

リスク管理技術の高度化

公共工事の削減継続

地方都市の市街地の衰退

他業態からの農業進出

観光への期待

産学官連携の進展

北海道新幹線の波及効果

一段の競争激化
健全性･収益性･

コンプライアンス重視
厳しい経営環境のもとでの

新しい流れ

金融政策・
金融機関の動向

金融・会計制度北海道経済
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グループ像

＜グループ経営理念＞

札幌北洋ホールディングス

北洋銀行

総資産 6兆4,182億円

道内店舗数 166店
札幌圏 85店
その他 81店

全道ネットワークで総合的
な金融サービスを充実

札幌銀行

総資産 9,303億円

道内店舗数 65店
札幌圏 43店
その他 22店

豊富なローン商品で
リテール部門へ注力

札幌
北洋
リース

札幌
北洋
カード

機能
分社

総資産・店舗数は18年3月末現在
店舗数には振込専用支店を含む

お取引先に良質なサービスを提供し、お客様と共に発展する。
企業価値の増大を図り、株主と市場から高い信認を得る。
職員がその能力を十分に発揮できる働きがいのある職場をつくる。
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「ローリング中計2006」の骨子

主
要
戦
略

基
本
方
針

「サービス業の視点に立った」

お客様の満足を徹底追求

地域経済再構築・企業経営支援

法人取引のシェアアップとリテール取引の推進

経営力の強化

「北海道のリーディングバンク」として、
確固たる地位を確立します

「北海道のリテールバンク」として、
その機能の一層の発揮に努めます

「信頼される銀行」であるため、
さらなる経営体質の強化を図ります

キ
ー
ワ
ー
ド
は
『
前
進
』

地域密着型金融の本質を追求
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お客様の満足を徹底追求
～ 身近にあって役立つ金融グループを目指して ～

経営の健全性と適切な情報開示

セキュリティー対策の向上

お客様への配慮

接客姿勢の向上

お客様サービスの向上

バリアフリー対応

より安心により親切に

チャネルの拡大

機械化推進

新たなサービスの導入

ライフスタイルに合わせた商品の提供

スピーディーな対応

より便利に

コンビニＡＴＭ

土日営業店舗・ローンプラザ

キャッシュカード＆クレジットＩＣカード

テレビ相談窓口
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「地域密着型金融推進
ファンド」での出資

ベンチャー支援・
株式公開支援

出資を用いた戦略的
資本政策支援

企業の
資本政策支援

経営改善支援

事業活性化・再生支援

経営相談機能の提供

ビジネスマッチング支援

中国ビジネス支援

産学官民の連携強化

提携商品の拡充

新たな北海道経済の象徴
「北洋大通ビル」建設

経営相談・
支援機能強化

北海道経済振興

地域貢献活動への取り組み強化

地域経済再構築・企業経営支援
～ 「地元北海道」、「お取引先企業」とともに発展 ～
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カードを核とした複合取引の推進

ローン販売チャネルの拡大

預かり資産販売の推進

新商品の開発

札幌銀行を中心とした特色のある
消費者ローンの提供

北洋・札幌両行で様々な
ビジネスローンを提供

経営支援型融資の強化

戦略商品の取り扱い

融資分野の拡大

リースなどグループとしての総合力を
活用した金融サービスの提供

リテール取引法人取引

コントロールされた積極的なリスクテイク

中小・小規模事業先・個人の裾野拡大

既存取引先の維持・拡充

法人取引のシェアアップと
リテール取引の推進
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信用コスト削減
・ 融資先の経営改善支援

経費抑制
・ 経費削減運動の継続推進
・ ＩＴ化推進による事務合理化
・ パートタイマーの活用
・ アウトソーシングの利用拡大

貸出金利息の増加
・ 融資シェアアップと適正なプライシング
・ リスクプレミアム型貸出の推進

フィービジネス強化
・ 国際業務、投資銀行業務充実
・ 金融商品販売拡大

マーケット運用強化

研修の充実

キャリアの開発

働きがいのある職場づくり

人材の育成経営管理の高度化

費用減少収益拡大

収益力の強化

収益管理手法の整備・充実

内部統制システムの強化・確立

ＩＴの活用による経営管理態勢の強化

経営力の強化
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数値目標

10％以上ＲＯＥ（株主資本純利益率）

10％程度自己資本比率

＜マクロ経済シナリオ（数値目標の前提）＞

・ 景気 国内全体はゆるやかに成長、道内経済の成長は0～0.5%程度（実質ベース）にとどまる

・ 地価 住宅地・商業地とも全道平均で年5％程度の値下がりが続く

・ 株価 ゆるやかに上昇

・ 為替 円相場は現行水準横ばいが続く

・ 金利 18年度は直近水準フラット、19年度、20年度は市場金利がそれぞれ0.50％程度上昇

（グループ連結ベース）
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ＲＯＥ（株主資本純利益率）

76

21

185

290

94

3.6

1.0

4.0

6.7

8.8

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
（速報値） （目標）

当期純利益（億円） ＲＯＥ（％）

10％以上

※ ＲＯＥ（Return on Equity） 当期純利益÷株主資本（期首・期末平均） ～ 企業の収益性、資本効率を示す指標
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自己資本比率（連結）

8.81
9.16 9.35

9.93

6.08
6.46 6.74

7.99

10.1程度

8.3程度

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
（速報値） （目標）

自己資本比率 TierⅠ比率（％）

10程度

9程度

・ 自己資本比率 自己資本÷リスクアセット（損失率勘案後の資産）×100 ～ 金融機関の体力、健全性を示す指標
・ TierⅠ比率 TierⅠ（自己資本のうちの基本的項目）÷リスクアセット×100
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本資料には、当社グループの将来の業績、経営目標などに関する記述が含まれ
ております。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。




