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「新中期経営計画」の策定について

株式会社第三銀行（頭取 谷川憲三）では、平成 19年 4月～平成 22年 3月までの 3年間にお

ける新中期経営計画「Challenge100 ～地域とともに～ 2nd Stage」を下記のとおり策定しまし

たのでお知らせいたします。

記

１．「新中期経営計画」の位置づけ

当行では平成 16年 4月から、平成 24年 10月の創立 100周年に向け、それまでの 9年間

を 3年毎の 3 つのステージに分けて、目指すべき銀行像である「お客様に選ばれる銀行～好

感度 No.1～」の実現に向け取り組んでいます。平成 19 年 3 月で、その最初のステージが終

了しますので、セカンドステージとして平成 19年 4月～平成 22年 3月を計画期間とする新

中期経営計画「Challenge100 ～地域とともに～ 2nd Stage」を策定しました。

1st Stageは不良債権処理を進め、ゆるぎない健全性を確保することと、お客様本位の活動、

利益重視の活動への転換を図るための職員の意識改革を最重要テーマとして取り組んできま

したが、概ねその目標を達成することができたと考えております。

2nd Stageにおいては、創立 100周年に向けて着実に前進すること、一歩一歩大きく強く

なることを目標として「Step by Step」のステージと位置づけました。

２．「新中期経営計画」の概要

次の２つのコア戦略を設定し推進することにより「強固な取引基盤による収益力の強化」

を図ります。

（１）コア戦略

①「事業融資基盤の拡充」

★ 三重県北勢地域、名古屋市、大阪府を重点推進地域とし、事業先担当を増加させます。

★ 事業先担当を地域中核店に集約化させ、効率的かつ効果的な営業活動を実践します。



②「ライフプラン提案力の強化」、「個人向けローンの拡充」

★ 新たな個人向けの店舗形態「CIAO（チャオ）」を拡大します。

★ 休日営業店、営業時間延長店を拡大します。

★ 窓口担当者の増員とレベルアップを図り、窓口営業力を強化します。

★ 積極的な事務の集中化等を実施し後方事務処理を削減することで、窓口営業を支援で

きる体制を構築します。

（２）コア戦略を実現するための５つの基本方針

コア戦略を実現するために「５つの基本方針」を定め、それぞれの基本方針の下に、

その具体化に向けた基本戦略を定めました。

基本方針 基本戦略

１．お客様の満足を一番に考

える銀行づくり

（１） 総合金融サービス機能の強化

（２） 問題解決型営業への転換

（３） 営業体制の見直し

（４） 審査体制、事務体制の見直し

２．お客様に信頼される銀行

づくり

（１） 経営管理（ガバナンス）態勢の強化

（２） コンプライアンスの徹底

（３） リスク管理の高度化

（４） 貸出債権の健全性の向上

（５） 適正な自己資本比率の確保

３．収益重視の活動ができる

銀行づくり

（１） 資金調達、資金運用での収益重視の活動の徹底

（２） フィービジネス等の増強

（３） 生産性の向上

４．人が育ち人が活きる銀行

づくり

（１） 職員の能力向上ができる環境の整備

（２） 一人ひとりが活躍できる環境の整備

（３） 一人ひとりのやる気を高める環境の整備

５．地域とともに生きる銀行

づくり

（１） 地域社会への貢献

（２） 社会的責任への取組み強化

３．主な計数目標

項目 平成 22年 3月の目標 項目 平成 22年 3月の目標

当期利益
52億円

（48.5%増加） 自己資本比率 10％以上

コア業務純益
105億円

（23.5％増加） 不良債権比率 2.6%

ROE 7.0% 中小企業向け貸出比率 87％
OHR 69.1% 地域への資金還流率 67％

預金増加額 1,000億円増加 店舗数
100店舗

（3店舗増加）

貸出金増加額 1,000億円増加 人員
1,550人

（57人増加）
＊増加率、増加額等は平成 19年 3月末の見込みとの比較です。

以上

総合企画部 企画課
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１．新中期経営計画の概要

名 称名 称

期 間期 間

コア戦略コア戦略

基本戦略基本戦略

「Challenge 100 ～地域とともに ～ 2nd Stage」

2007年4月～2010年3月 （３カ年計画）

★ 「事業融資基盤の拡充」
★ 「ライフプラン提案力の強化」、「個人向けローンの拡充」

目指す銀行目指す銀行 お客様に選ばれる銀行 ～好感度No.1～

創立100周年
「お客様に選
ばれる銀行
好感度No.1」

創立100周年
「お客様に選
ばれる銀行
好感度No.1」

2004年度～2006年度 2007年度 2010年度～2012年度

3rd  Stage2nd  Stage1st  Stage中期経営計画
Challenge100
～地域とともに～

中期経営計画
Challenge100
～地域とともに～

2008年度 2009年度

（不良債権の処理、
意識改革）

（仕上げのステージ）（着実な前進「Step ｂy Step」）

お客様の満足
を一番に考える

銀行づくり

お客様の満足
を一番に考える

銀行づくり

お客様に
信頼される
銀行づくり

お客様に
信頼される
銀行づくり

収益重視の
活動ができる
銀行づくり

収益重視の
活動ができる
銀行づくり

地域とともに
生きる

銀行づくり

地域とともに
生きる

銀行づくり

コンプライアンスの徹底CS＋ESの向上 IT基盤の強化
戦略実現
の基盤

基本方針

コア戦略の実現に向けた変革

人が育ち
人が活きる
銀行づくり

人が育ち
人が活きる
銀行づくり



２．新中期経営計画の基本戦略～コア戦略の実現に向けて～

１．お客様の満足
を一番に考える
銀行づくり

１．お客様の満足
を一番に考える
銀行づくり

２．お客様に信頼
される銀行
づくり

２．お客様に信頼
される銀行
づくり

３．収益重視の
活動ができる
銀行づくり

３．収益重視の
活動ができる
銀行づくり

５．地域とともに
生きる
銀行づくり

５．地域とともに
生きる
銀行づくり

（１）総合金融サービス機能の強化
（２）問題解決型営業への転換
（３）営業体制の見直し
（４）審査体制、事務体制の見直し

（１）総合金融サービス機能の強化
（２）問題解決型営業への転換
（３）営業体制の見直し
（４）審査体制、事務体制の見直し

（１）経営管理（ガバナンス）態勢の強化
（２）コンプライアンスの徹底
（３）リスク管理の高度化
（４）貸出債権の健全化の向上
（５）適正な自己資本比率の確保

（１）経営管理（ガバナンス）態勢の強化
（２）コンプライアンスの徹底
（３）リスク管理の高度化
（４）貸出債権の健全化の向上
（５）適正な自己資本比率の確保

（１）資金調達、資金運用での収益重視の活動の徹底
（２）フィービジネス等の増強
（３）生産性の向上

（１）資金調達、資金運用での収益重視の活動の徹底
（２）フィービジネス等の増強
（３）生産性の向上

（１）地域社会への貢献
（２）社会的責任への取組強化

（１）地域社会への貢献
（２）社会的責任への取組強化

基本方針基本方針 基本戦略基本戦略

経営管理、コンプライアンス、リスク管理等の内部管理
態勢を強化することで、「健全な銀行」を創り上げる。
（CSの向上、株主満足度の向上）

経営管理、コンプライアンス、リスク管理等の内部管理
態勢を強化することで、「健全な銀行」を創り上げる。
（CSの向上、株主満足度の向上）

お客様のニーズにあった商品、サービスを提供するた
めに、営業体制、審査体制、事務体制を変革する。
（CSの向上）

お客様のニーズにあった商品、サービスを提供するた
めに、営業体制、審査体制、事務体制を変革する。
（CSの向上）

一人ひとりが収益中心の活動を行うことで、強固な
財務体質を作り上げる。
（株主満足度の向上）

一人ひとりが収益中心の活動を行うことで、強固な
財務体質を作り上げる。
（株主満足度の向上）

社会的責任を全うすることで、地域社会を活性化する。
（地域社会満足度の向上）

社会的責任を全うすることで、地域社会を活性化する。
（地域社会満足度の向上）

目指すもの目指すもの

４．人が育ち
人が活きる
銀行づくり

４．人が育ち
人が活きる
銀行づくり

（１）職員の能力向上ができる環境の整備
（２）一人ひとりが活躍できる環境の整備
（３）一人ひとりのやる気を高める環境の整備

（１）職員の能力向上ができる環境の整備
（２）一人ひとりが活躍できる環境の整備
（３）一人ひとりのやる気を高める環境の整備

「人が育つ」環境を整備し、職員の能力が最大限に発
揮でき「人が活きる」銀行づくりを行う。
（ESの向上）

「人が育つ」環境を整備し、職員の能力が最大限に発
揮でき「人が活きる」銀行づくりを行う。
（ESの向上）

コンプライアンスの徹底CS＋ESの向上 IT基盤の強化基 盤


