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「第１次中期経営計画」の策定に関するお知らせ 

 

 当社および当社の子会社である株式会社紀陽銀行と株式会社和歌山銀行（以下、総称し

て「両行」という。）は、経営統合の最終段階である両行の合併に向けた準備を鋭意進め

ておりますが、この度、合併後の「新紀陽銀行」の経営の指針となる「第１次中期経営計

画」を策定致しましたので、その概要をお知らせ致します。 

 

記 

１．名称 

   「第１次中期経営計画」 

 

２．サブタイトル 

      「ハート＆ブレイン・アクションプラン」 

 

３．目指す銀行像 

   「お客様から選ばれ続ける銀行」を目指します。 

   我々紀陽フィナンシャルグループは「お客様の満足を第一とする心（ハート）を   

大切にし、お客様の良き相談相手として知恵（ブレイン）を絞り、汗をかき行動    

（アクション）する銀行」を目指し、継続的な成長を続けて参ります。 

 

４．計画期間 

   「平成１９年３月期～平成２１年３月期」までの３年間 

 

５．基本方針 

（１）「攻めの経営」への転換 

    銀行合併・システム統合・店舗統廃合を同時に実施することで、効率化による経

費削減効果を早期実現し、「攻めの経営」への転換を図ります。 

 

   平成１８年度（第１ステップ） 合併による徹底した効率化と経費削減効果の実現 

                  （計画期間中の経費削減効果約５７億円） 

 

   平成１９年度（第２ステップ） 営業体制の再構築による営業力強化と経費削減効 

                  果の再投資                  

                  （計画期間中の再投資総額約６８億円） 

 

   平成２０年度（第３ステップ） 更なる飛躍に向けた体制整備の完了       

                   コア業務純益２３０億円の安定確保＋新たな 

投資効果の実現 
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（２）「金融機能強化法にもとづく公的資金」の活用 

    平成１８年３月末の当社連結自己資本比率は９．５２％でありますが、攻めの経   

営による資産増加とリスクテイクに備えて更なる自己資本の充実を図り、新紀陽

銀行の攻めの経営戦略を下支えする「新たな自己資本の調達」を行う予定です。

自己資本の調達にあたっては、金融機能強化法にもとづく公的資金の活用を検討

しております。 

    なお、新たな資本調達にあたっては普通株式の希薄化（ダイリューション）に配

慮した内容といたしたく、今後、金融当局に申請させていただく予定です。 

   

６．基本方針にもとづく主要施策 

（１）収益力の強化 

  ①「ＲＭ強化戦略～Face to Face によるお客様との接点強化～」 

    我々地域金融機関グループの最大の強みは「地域におけるお客様とのFace to     

Face による取引関係」であるとの認識のもと、お客様との接点となる営業拠点    

・営業人員を増強するとともに、お客様に役立つ人材の育成を進めて参ります。 

  ａ．営業拠点の増設 

    従来型銀行店舗の集約化による統廃合を平成１８年度に完了し、お客様のニーズ    

や生活スタイルにあった機能化・専門化した営業拠点を新設して参ります。 

    具体的には、預金・資産運用に特化した軽量化店舗（ミニ店舗）、貸出業務特化    

型店舗、ローンセンター、ビジネスサポートセンター等を１８店舗開設予定。 

  ｂ．従来型店舗の機能強化 

    現営業店のうち、６０ヵ店に「資産運用相談専門窓口」を設置し、お客様の金融    

資産運用の様々なご要望にお応えできる資産運用専門のアドバイザーを配置致し    

ます。また、現営業店舗のリニューアルも進め、お客様の利便性の向上に努めて    

参ります。                               

ｃ．営業人員の増員 

    現在の営業店における渉外担当者を約５０％増員し４９０名体制とするほか、本

部渉外人員も約５０％増員し１５５名体制と致します。また、資産運用アドバイ    

ザー等の店頭営業人員も７２名増員し、営業人員の最終的な増員は約３００名と

なります。 

    営業人員増員の大部分は、合併後の新銀行体制のなかでの戦略的再配置人員によ    

り対応し、パート化、契約社員化による効率化も併せて実施することから、総人    

件費の増加を抑制して参ります。 

 

  ②「ＩＴ投資の積極化によるお客様の利便性向上」                   

店舗統廃合等で実現した経費削減効果を積極的にＩＴ関連に再投資し、お客様の   

利便性向上を図り、新紀陽銀行へのロイヤリティを高めることで、長く取引を継

続して頂けるお客様の確保と、新たなお客様の開拓を進めて参ります。 

    ａ．多様かつ良質な金融商品・サービスの提供 

    従来より信用リスクデータベースの整備とスコアリングモデルによる融資商品の

開発など、新たな金融商品を地域に提供して参りましたが、今後も引き続きお客

様のニーズに対応できる多様で良質な金融商品とサービスの開発を積極的に行っ

て参ります。 

    ｂ．インターネットバンキング等の機能充実 

    現在、約５万７千先の個人のお客様、約６千先の法人のお客様にインターネット

・モバイル・テレホンバンキング機能をご利用頂いております。 

    平成１９年度にはインターネット上のネット支店の開設も予定しており、ネット    

機能を活用し金融商品・サービスをお客様にスピーディかつローコストで提供で    

きる機能充実と拡大に努めて参ります。 
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（２）財務基盤の更なる強化 

   両行においては、合併後の財務リスクを一掃しておく観点から、平成１８年３月期   

に不良債権処理額約３８５億円を計上し、抜本的な不良債権引当処理は完了してお   

ります。 

   しかしながら、不良債権比率は両行合算で７．３９％と他行比較で高水準にあると   

認識しており、早期に不良債権比率４％台を達成して参ります。 

   また、新紀陽銀行の「攻めの経営戦略」を下支えする強固な自己資本を確保するた

めに、金融機能強化法にもとづく公的資金の申請を行う予定です。 

 

（３）営業力強化を支える組織体制と人材育成 

   紀陽フィナンシャルグループの総合金融力の強化、お客様に役立つ人材の育成と新  

たな人事制度の構築、リスク管理と収益管理の高度化に向けた取組、システム共同 

化に向けた取組などにより、お客様から選ばれ続ける銀行として継続的な成長を支

える組織体制を強化致します。 

   また、収益向上・効率化経営の観点から従来業務の抜本的見直し（ＢＰＲ）を行い、

営業部門への人材の傾斜配分を行って参ります。           

 

  ①コーポレート・ガバナンスの強化 

   経営の客観性・透明性の確保に向けて「社外取締役の選任」「外部の第三者で構成    

する経営評価委員会（仮称）・コンプライアンス委員会（仮称）の設置」を進めて

参ります。 

   また、現在導入しております役員報酬の「業績連動制」を更に強化するなど責任あ

る経営体制をより強固に確立して参ります。 

 

  ②人事体系の再構築と人材育成 

   機能化、専門化する営業人員の評価体系の見直しと新規・中途採用の多様化を進め   

るとともに、高齢者雇用の促進とパート化推進による効率的な営業体制を確立する

ため、人事体系の再構築を行い、お客様に役立つ人材の育成を進めて参ります。 

 

  ③経営管理機能の強化 

   信用リスク管理の高度化に重点をおいた統合リスク管理体制の構築に向けて、各経

営管理システムの再構築を図るとともに、経営計画の進捗管理と継続的改善を行う

ために、営業店収益管理システムを含めた部門別収益管理体制（新たな管理会計シ

ステム）を確立して参ります。 

 

  ④本部機能の再編 

   お客様の声をスピーディに反映した商品開発やサービス提供を行うため、部門別収

益管理を前提として再編成致します。また合併後の本部組織効率化に向けて本部人

員を削減致します。 

 

  ⑤システム開発部門の強化 

   紀陽フィナンシャルグループのシステム開発部門である紀陽情報システム株式会社

（以下、「紀陽情報システム」という。）を紀陽ホールディングス直轄の連結子会

社とし、最先端のＩＴ技術を銀行に導入して参ります。 

      紀陽情報システムは紀陽銀行のシステム開発・運営を行う関連会社として設立、現

在では２００名規模のシステムエンジニアを擁し、最先端の金融ＩＴ技術を有して

おります。また、売上高の８０％を外部から得ている「競争力あるシステム会社」   

として、地方銀行のシステム関連会社の中でも有数の規模に成長いたしました。 

   紀陽フィナンシャルグループでは、新たな金融商品・サービスの開発や各種経営管
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理システムの構築に向けて、その開発能力をベースとして積極的なＩＴ投資を進め   

て参ります。 

  【紀陽情報システムの概要】 

会 社 名 紀陽情報システム株式会社 

代 表 者 代表取締役 花田 通夫 

所 在 地 和歌山市中之島２２４０番地 

売 上 高 ３７億円（平成１８年３月期） 

社 員 数 ２４６名（平成１８年３月末現在） 

事業内容 金融機関向け各種システム開発・運営 

自治体向け総合行政システムの開発・運営 

企業向け各種システム開発と受託 

 

７．目標とする経営指標 

 平成１８年３月期 平成２１年３月期 

規模 

（単体） 

預 金（末残） 

貸出金（末残） 

 内ローン残高（末残）

預かり資産残高（末残）

 内投資信託残高（末残）

２兆９，５５０億円

２兆    ４９４億円

    ６，６８１億円

    ２，７０８億円

    １，３２２億円

３兆３，０００億円以上

２兆２，０００億円以上

    ７，８００億円以上

    ５，４００億円以上

    ２，６００億円以上

収益性 コア業務純益（単体） 

連結当期純利益 

       １９８億円

         ３２億円

        ２３０億円以上

        １００億円以上

効率性 ＯＨＲ（単体）        ６４．９％           ６０％未満

健全性 

 

 

連結自己資本比率 

連結Ｔｉｅｒ１ 

連結Tier1繰延税金資産比率

不良債権比率（単体） 

       ９．５２％

       ６．３０％

       ３６．１％

       ７．３９％

          １１％以上

            ８％以上

          １０％台

            ４％台

（注）・平成１８年３月期の単体計数は紀陽銀行(単体)と和歌山銀行(単体)の合計。 

・預かり資産は、投資信託（末残）、国債（末残）、個人年金保険（販売累計額）     
の合計。 

 

８．平成１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

   平成１９年３月期の業績予想につきましては、平成１８年５月２６日に公表しまし

た連結業績予想からの変更はございません。 

なお、本経営計画の諸施策については、その詳細が決定され次第、適時に情報開示

を行って参ります。 

 

以上 
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第１次中期経営計画の概要

「ハート＆ブレイン・アクションプラン」

第１次中期経営計画の概要第１次中期経営計画の概要

「ハート＆ブレイン・アクションプラン」「ハート＆ブレイン・アクションプラン」
　（ 平成19年3月期 ～ 平成21年3月期 ）　　（ 平成19年3月期 ～ 平成21年3月期 ）

　　株式会社 紀陽ホールディングス

平成18年8月



1

基本姿勢基本姿勢

多様化するお客様のニーズに対して、お客様の声を
受け止め、お客様の満足を第一に考え、高度でか
つきめ細やかな総合的金融サービスをご提供してま
いります。

多様かつ高度な総合金融サービスのご提供

経営基盤の強化

地域経済への貢献

両行が主要営業エリア（和歌山県・大阪府）に有す
る強固な営業基盤・戦力、商品・サービス、営業チャ
ネルを統廃合し、統合シナジー効果を早期に実現す
ることで、より磐石な営業基盤の構築と高い収益力
を確保します。

地域のお客様とのリレーションシップを強化し、地域
金融の一層の円滑化に資するとともに、企業市民と
して地域経済の発展に貢献する銀行であり続けま
す。

新 紀陽銀行の目指す銀行像

「お客様から選ばれ続ける銀行」

お客様の満足を第一とする心（ハート）を大切にし、
　お客様の良き相談相手として知恵（ブレイン）を絞り、

汗をかき行動する（アクション）銀行を目指します。
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◆　中期経営計画の基本方針◆　中期経営計画の基本方針



3

主要戦略主要戦略

　　　　　店舗統廃合・システム統合を実施することで、効率化による経費削減効果を確実なものとし、20年3月期

　　　　　から「攻めの経営」への転換を図る
　　　　　→　合計約57億円の経費削減効果により、新規出店などの再投資計画を推進する

　　　　　店舗や本部組織の統廃合による余剰人員を営業に振り分け、新しい営業拠点を積極的に展開する
　　　　　→　ミニ店舗・住宅ローンセンター含め18カ所の営業拠点増設／約300名の営業人員増強

　　①　　収益力の強化

　　　　　抜本的な不良債権処理は完了したが、更なる不良債権比率の低減を目標とする
　　　　　→　不良債権比率4%台の早期達成へ

　　　　　新紀陽銀行の「攻めの経営」戦略を下支えすべく、「より強固な自己資本」を確保する
　　　　　→　金融機能強化法に基づく公的資金（抜本的組織再編成）の活用を申請

　　②　　財務基盤の更なる強化

　　　　　経営戦略と一体となった充実した収益管理制度などの経営管理体制のインフラ整備を進め、経営計画
　　　　　の進捗管理と継続的改善を図る

　　　　　営業体制の再構築とともに人事制度の改定を行い、活力ある人材の育成と登用を積極的に推進する

　　③　　継続的な成長を支える組織・制度の強化
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３ヵ年中計のステップ３ヵ年中計のステップ

19年3月期

20年3月期

21年3月期

第１ステップ 合併による徹底した効率化と経費削減効果の実現
（計画期間中の経費削減効果　約57億円）

営業体制の再構築による営業力強化と経費削減効果の再投資
（計画期間中の再投資額　約68億円）

「攻めの経営」への転換

更なる飛躍に向けた体制整備の完了

〔コア業務純益230億円の安定確保〕＋〔新たな投資効果の実現〕

第２ステップ

第３ステップ

　　　　合併での徹底した効率化による経費削減効果を、営業拠点・営業人員の大幅な増強と営業力強化の
　　　　ための人材育成に積極投資する

　　　　積極的な投資や資産増加を支えるために自己資本の増強を図り、「攻めの経営」へのスピードアップを図る

　　『経営改革のシフトアップ』
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自己資本の充実自己資本の充実

　　　自己資本の充実の必要性

　　　合併を起点として営業力の強化による「攻めの経営」に転じ、「拡大戦略」「成長戦略」による
　　　業容の拡大と収益力強化を下支えするために「自己資本の充実」が必須

　　　自己資本の調達にあたっては、金融機能強化法に基づく公的資金の申請を行う
　　　　　「総合金融サービスのご提供」と「地域経済への貢献」を基本方針とする本経営計画と
　　　　　地域経済の活性化を目的とする同法の趣旨は合致　
　　　　

【金融機能強化法】

新　紀陽銀行
（紀陽銀行・和歌山銀行の合併）

経営統合シナジー効果

シナジー効果の再投資

拡大戦略・成長戦略
　・収益力の向上
　・健全性の向上
　・安定した利益確保　
（当期純利益100億円以上）

経費削減効果：57億円 再投資総額：68億円

自己資本充実

企業価値(株価)
の向上

内部留保の積み上げ

株主還元の充実
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平成18年3月末　連結自己資本比率　9.52％

　

公的資金の公的資金の活用活用

紀陽ホールディングス
地銀平均(9.50%)と同水準
であり、現状でも健全性
に懸念がない水準

第１次中期経営計画(平成19年3月期～平成21年3月期)

・営業人員・営業拠点の増強によりお客様との接点を強化
　→徹底した地域密着による金融サービスの提供
　→業容の拡大による収益力の向上
・お客様とのリレーションシップ強化による地域金融の円滑化

積極的なリスクテイク
と資産の積み上げ

地域経済活性化

＜金融機能強化法(新法公的資金)＞

　＜当行が目標とするビジネスモデル＞
　　①地銀としての規模の優位性と効率性
　　②徹底した地域密着
　　③課題解決型営業

同法に基づく「経営強化計画」

適
切
な
自
己
査
定
の
確
認

（
平
成
18
年
2
月
当
局
検
査
、
3
月
監
査
法
人
）

将来の財務リスクを一掃するため厳格な査定を実施

自己資本充実により
計画の実践を下支え

自己資本比率11%台を維持

新たな成長戦略
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目標とする経営指標目標とする経営指標

3兆3,000億円以上

2兆2,000億円以上

　（ 7,800億円以上 ）

5,400億円以上

（ 2,600億円以上 ）

230億円以上

100億円以上

60％未満

11％以上

8％以上

10％台

4％台

21年3月期

※ 1. 18年3月期の単体計数は紀陽銀行（単体）と和歌山銀行（単体）の合算
　　2. 預かり資産残高は「投資信託（末残）、国債（末残）、個人年金保険（販売累計額）」の合計

規模 預金残高 （末残） 2兆9,550億円

貸出金残高 （末残） 2兆494億円

　（内 ローン残高） （ 6,681億円 ）

預かり資産残高（末残） 2,708億円

　（内 投資信託残高） （ 1,322億円 ）

収益 コア業務純益（単体） 198億円

連結当期純利益 32億円

効率性 OHR（単体） 64.9％

健全性 連結自己資本比率 9.52％

連結Tier１比率 6.30％

連結Tier1繰延税金資産比率 36.1％

不良債権比率（単体） 7.39％

18年3月期

（単体）
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◆　収益力強化策◆　収益力強化策
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　　　　　　新しい営業チャネルとして預金・預かり資産業務に特化した軽量化店舗（ミニ店舗）を展開

　　　　　　人口増加が見込まれる地区、富裕層マーケット、集客力のある施設内、既存店舗網の空白エリア
　　　　　　への積極展開

　　　　　　既存店舗に資産運用相談の専門家（資産運用アドバイザー）を配置する窓口を新設
　　　　　　（店舗リニューアルも同時に進め、お客様の利便性向上を目指す）

エリア戦略　～和歌山県エリア戦略　～和歌山県内内～～

　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　和歌山県に本店を置く唯一の地方銀行として、徹底したリレーションシップ強化（ＲＭ強化）による
　　　　　　既存取引先へのシェアアップ

　　　　　　スコアリングモデルを活用した中小企業、個人事業主向け貸出の強化

　　　　　　預金業務を入り口とした 「 預かり資産部門 」 の強化
　　　　　　→郵貯・JAを含めたマーケットで30％以上の預金シェアを確保

　　　　　　

基本施策

チャネル展開

徹底した地域密着による金融サービスのご提供
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エリア戦略　～和歌山県のマーケットポテンシャル～エリア戦略　～和歌山県のマーケットポテンシャル～

紀陽＋和歌山

45％

JA

13％

メガバンク

13％

信金

16％

その他

12％

KYFG

27％

郵便貯金

29％

JA

17％

大手銀行

10％

信金

9％

KYFG

48％

JA

13％

大手銀行

13％

信金

14％

人 口 1 ,0 4 6 千 人

世 帯 数 4 1 4 千 世 帯

法 人 数 1 7 ,2 9 9 社

就 業 人 口 5 1 1 千 人

個 人 保 険 契 約 残 高 8 9 ,3 1 6 億 円

個 人 年 金 保 険 残 高 5 ,1 9 3 億 円

簡 易 保 険 契 約 残 高 1 6 ,8 0 1 億 円

和歌山県の概況

19年12月の保険窓販全面解禁後の新たな市場

預貯金シェア（18/3末） シェア＋3％upを目標
　⇒ 残高＋2,400億円

貸出金残高シェア（18/3末）

（注）平成17年国勢調査資料、平成15年度版国税庁統計年報書、総務省平成14年就業構造基本調査報告、

　　　平成16年度生命保険協会、日本郵政公社統計資料　　　

紀陽＋和歌山

27％

郵便貯金

28％

JA

17％

メガバンク

10％

信金

11％

その他

6％

総計 8.2兆円

上記に加え、政府系金融機関の貸出金マーケット9,250億円が存在

紀陽＋和歌山

46％

JA

13％

メガバンク

13％

信金

14％

その他

14％

総計 2.3兆円
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エリア戦略　～大阪府エリア戦略　～大阪府内内～～

　　　　　 堺市以北の市場を重点地域として位置付け

　　　　　　貸出業務特化型店舗の新設　
　　　　　　　 既存店舗網とのつながりを重視した「面で捉えたエリア拡大」

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　
　　　　
　　　　　　
　　　　　　営業人員（法人向け営業）の重点傾斜配置

　　　　　　「 事業性貸出部門 」 及び「 住宅ローン部門 」 の強化

　　　　　　

基本施策

　　　　　　貸出業務特化型店舗の新設

　　　　　　住宅ローンセンター・ビジネスサポートセンター（ＢＳＣ）の増設

チャネル展開

特化型サービスのご提供　→　将来のコア取引先となり得る新規企業との事業性取引拡大を企図

「大阪市西部地区」　･･･大阪中央支店と住吉支店のライン上に２拠点
「大阪市東部地区」　･･･平野支店と東大阪支店、高田支店のライン上に２拠点
「大阪市北東部地区」･･･大阪支店と鴻池新田支店のライン上に１拠点
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KYFG

27％

郵便貯金

29％

JA

17％

大手銀行

10％

信金

9％

KYFG

48％

JA

13％

大手銀行

13％

信金

14％

業態別預貯金シェア（18/3末） 業態別貸出金シェア（18/3末）

地銀

10％

郵便貯金

21％

信金・信組

9％

ＪＡ

4％

第二地銀

3％

メガバンク

53％

総計 80兆円

エリア戦略　～大阪府のマーケットポテンシャル～エリア戦略　～大阪府のマーケットポテンシャル～

地銀

17％

第二地銀

5％

信金・信組

10％

その他

3％

メガバンク

65％

両行出店エリアでの同一業態内の預貸金シェア
（メガバンク・ＪＡ・郵貯除く）

0236.1%3.2%東大阪・八尾地区

110316.8%5.4%大阪府下合計

0442.8%1.3%大阪市内以北

12821.8%12.4%堺地区

02823.2%16.6%岸和田地区

00827.2%30.1%泉南地区

ビジネス

サポート

センター

住宅

ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ

支店･

出張所

貸出金預金

店舗等拠点数両行シェア

地区

総計 47兆円

大阪府の概況

233,105社法人数

3,692千世帯世帯数

8,651千人人口
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80
94 94

7 15

9

9

17

6

6

11

8

18

13

18/3末 合併～19/3末 21/3末

263 275 275

30
60

18/3末 合併～19/3末 21/3末

185

293

148

14679

89
123

67

73
73

18/3末 合併～19/3末 21/3末

1,940

460

18/3末 合併～19/3末 21/3末

個人専担

役席

法人専担

個人総合担当

331人

455人
490人

資産運用
窓口人員

窓口人員

ブロックFA

ピクシス事業室

法人新規開拓室

ＢＳＣ

住宅ローン
　　センター

103人

129人

155人

263人

305人

335人

本部渉外人員の増強 店頭営業力の増強

営業店渉外担当者の増強連結人員の推移

紀陽

和歌山

2,400人
2,300人

　全体人員数（連結）をほぼ横這いで、渉外・店頭などの営業人員を拡充

＜法人向け＞

＜個人向け＞

＋52人

＋159人

＋72人

2,300人

RMRM強化戦略　強化戦略　 ～～Face Face ｔｏｔｏ Face Face によるお客様との接点強化～によるお客様との接点強化～
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69 77 77

8
8 8

17
15 15

10
5

11
12

12
4

2
2
3

3

3

18/3末 合併～19/3末 21/3末

29

2

◆　～19/3期 「集約による効率化」
　 ・ 和歌山銀行店舗 ：25ヵ店の統廃合

◆　～21/3期 「専門化による拠点拡大」
　 ・ 預金、預かり資産に特化したミニ店舗　： +10ヵ店
　 ・ 貸出業務特化型店舗　： +5ヵ店
　 ・ 住宅ローンセンター、ビジネスサポートセンター等
　　 の機能別拠点増設 ： +3ヵ店
　 ・ 各拠点への資産運用専門窓口の設置 ： +70ヵ店
　

一般総合店舗

プラザ他
ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

住宅ローンセンター
貸出特化型
ミニ店舗

サテライト

出張所

店舗外ATMの拡大と機能強化

◆　～19/3期 「集客力のある施設への出店と機能強化」
　 ・ 流通業店舗への店舗外ATMの積極出店
　・ ICカード対応等、セキュリティー強化
　 ・ ローン契約、宝くじ販売、手数料優遇等の機能強化

◆　～21/3期 「既存営業エリア外への出店」
　 ・ 就労地、就学地等のターミナル拠点への設置
　 ・ 将来のコア顧客（若年層等）をターゲットとした出店
　 ・ 外部提携の拡大

形態別営業店舗の推移

＋102カ所

＋18店舗

18/3末
和歌山銀行

RMRM強化戦略強化戦略 　～　～Face Face ｔｏｔｏ Face Face によるお客様との接点強化～によるお客様との接点強化～

98ｶ所

170ｶ所

200ｶ所

8/3期末 18/3期末 21/3期末

機能強化
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エリア戦略とエリア戦略とRMRM強化戦略の融合強化戦略の融合

チャネルミックス
による有機的結合

ダイレクトチャネル
強化

和歌山県 大阪府・奈良県 その他地域

店舗の営業人員増強
　　・ 渉外担当増員（事業性貸出担当者の増員）　　　　　　：＋159人
　　　　　　　　　 　　 （個人担当・預かり資産担当増員）
　　・ 窓口増員（資産運用アドバイザーの配置） 　　　　　　 ：＋ 72人

エリアFA新設・増員：＋15人

法人新規開拓室　　 　：＋10人
ビジネスサポートセンター：＋ 8人

ローン専担者 ：＋14人

経営相談・支援体制強化：＋5人

テレホンバンキング機能の強化

市場運用担当者：＋5人

（東京マーケット）

営業拠点の増設

ミニ店舗新設：10ヵ店

住宅ローンセンター増設：1ヵ所

営業人員の増強

貸出業務特化型店舗新設：5ヵ店

ビジネスサポートセンター増設（小口事業性貸出）：2ヵ所

インターネット店舗の強化
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2,708億円

3,440億円

4,400億円

5,400億円

2,600億円

1322億円

1,400億円

751億円

1,400億円

635億円

18/3期末 19/3期末 20/3期末 21/3期末

投信 国債 個人年金

2兆9,582億円
3兆円

3兆1,300億円

3兆3,000億円

18/3期末 19/3期末 20/3期末 21/3期末

各部門別各部門別 残高目標残高目標

1兆2,500億円

1兆2,000億円

1兆1,500億円1兆1,469億円

18/3期末 19/3期末 20/3期末 21/3期末

6,681億円 6,800億円

7,370億円
7,800億円

18/3期末 19/3期末 20/3期末 21/3期末

8,180億円

9,000億円
9,500億円

1兆円

18/3期末 19/3期末 20/3期末 21/3期末

預かり資産残高

預金残高

有価証券残高

・ 貸出業務特化型店舗の新設
・ 法人渉外担当者の増員
・ 中小企業、個人事業主向け貸出の強化

3年間で＋1,000億円

3年間で＋1,100億円

・ 住宅ローンセンターの増設
・ 専担者の増員

運用額１兆円を目指す

3年間で＋3,000億円

事業性貸出残高

ローン残高

3年間で＋2,700億円

・ 専担者の配置
・ 資産運用専用窓口の設置

・ 債券投資による安定収益
・ リスク管理の精緻化

・ 預金・預かり資産業務特化型店舗の新設
・ 営業店渉外担当者の増員
・ 法人営業の強化
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◆　財務基盤強化策◆　財務基盤強化策



18

不良債権比率の低減不良債権比率の低減

1,550億円

1,350億円

1,150億円

1,025億円

6.5％

5.3％

4.5％

18/3期末 19/3期末 20/3期末 21/3期末

7.4%

不良債権残高・比率目標

与信費用と与信費用率(=与信費用/貸出金残高)見込み

　　　　　合併後の財務リスク一掃のための引当処理は完了 → 今後の与信費用発生は巡航速度となる見込み

　　　　　不良債権比率：4％台の早期達成を目標とする

　　基本方針

360億円

70億円 85億円 75億円

1.8%

0.3% 0.4% 0.3%

18/3期末 19/3期末 20/3期末 21/3期末
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◆　組織力強化策◆　組織力強化策



20

営業力強化を支える組織体制と人材育成営業力強化を支える組織体制と人材育成

経営の透明性を確保し、高い倫理観をもち、コンプライアンスを
重視する企業風土を醸成します。　

　　　
　 業務執行に対する監督体制の強化→社外取締役の選任

　　　
コンプライアンス体制の強化→外部有識者で構成する委員会設置

　
　 経営に対する評価の客観性確保→外部有識者で構成する委員会設置

　　
役員報酬における「業績連動制」の強化

コーポレート・ガバナンス強化

お客様のニーズに応えることができる専門知識をもち、目標の
達成を担える人材の育成に努めるとともに、採用の多様化、幅
広い登用を行い、組織を活性化します。

　　機能化、専門化する営業人員の評価体系の見直しと
　　 採用の多様化

　 　関連会社業務及び人員と給与体系の見直し

　 　高齢者雇用の促進

人事体系の再構築と人材育成

統合リスク管理体制の構築を目指すとともに、経営計画の進
捗を管理し、継続的改善を図るため、経営管理システムを高度
化します。
　　　

各種経営管理システムの再構築

　　　　・統合リスク管理の高度化（バーゼルⅡ対応）
　　　　・営業支援システムの高度化

　　部門別収益管理システムの再構築
　　　 （営業店収益管理、顧客別管理、ABC原価計算）

経営管理機能の強化

お客様の声をスピーディーに反映した商品やサービスをご提
供するため、営業店サポート体制の充実を図ります。

部門別収益管理を前提とした本部組織の再編

合併による本部組織の効率化（本部人員の削減）

本部機能の再編

新たな金融商品・サービスの開発や各種経営管理体制の構築
に向け、システム開発部門の強化を図ります。

　　紀陽情報システムの紀陽ホールディングス子会社化

　　　 ＩＴ戦略会議の設置

システム開発部門の強化



21

紀陽フィナンシャルグループの概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀陽フィナンシャルグループの概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成（平成1818年年1010月以降）月以降）

紀陽フィナンシャルグループ紀陽フィナンシャルグループ

株式会社紀陽ホールディングス株式会社紀陽ホールディングス
（金融持株会社）（金融持株会社）

株式会社紀陽銀行株式会社紀陽銀行
（銀行業）（銀行業）

紀陽情報システム株式会社紀陽情報システム株式会社
（ソフトウェア開発業務等）（ソフトウェア開発業務等）

紀陽ビジネスサービス株式会社紀陽ビジネスサービス株式会社
（事務代行等）（事務代行等）

阪和信用保証株式会社阪和信用保証株式会社
（信用保証業務）（信用保証業務）

株式会社紀陽カードディーシー株式会社紀陽カードディーシー
（クレジットカード業務・（クレジットカード業務・DCDC））

株式会社紀陽カード株式会社紀陽カード
（クレジットカード業務・（クレジットカード業務・JCB/VISAJCB/VISA））

紀陽リース・キャピタル株式会社紀陽リース・キャピタル株式会社
（リース業務・株式公開支援・コンサルティング）（リース業務・株式公開支援・コンサルティング）

紀陽ビジネスファイナンス株式会社紀陽ビジネスファイナンス株式会社
（融資業務）（融資業務）

和銀ビジネスサービス株式会社和銀ビジネスサービス株式会社
（事務代行等）（事務代行等）

和歌山銀カード株式会社和歌山銀カード株式会社
（クレジットカード業務・（クレジットカード業務・UFJUFJﾆｺｽ）ﾆｺｽ）
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本資料には、将来の業績にかか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、
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伴い異なる可能性があることにご留意願います。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

　　株式会社紀陽ホールディングス　グループ企画部

　　〒640-8656　和歌山市本町1丁目35番地　TEL.073-426-5111
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