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第１２次中期経営計画の策定について 

 

 

 当行は、今後３年間（平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日）の経営戦略の指針となる

「第１２次中期経営計画」を策定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．テーマ 

  今後、金融環境は目まぐるしい変化が予想され、県境と業態を超えた競争がますます激化し

ていく中で、当行が競り勝っていくためには、お客さま指向をより強めていくことが大切と考

えています。 

  第 12 次中期経営計画では、「より深く、お客さまの暮らし、事業、そして心の中へ～「さぎ

んさん」と呼ばれる銀行をめざして～」をテーマとした計画を策定しました。 

 

２．計画期間 

  平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日（３年間） 

 

３．計画の概要と目標とする経営指標等 

  別添の「第１２次中期経営計画」をご覧ください。 

 

以 上 

 

【本件に関するお問い合わせ先】        

佐賀銀行総合企画部 経営企画グループ 田辺 

ＴＥＬ：０９５２－２５－４５５３      
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Ⅰ．第 12 次中期経営計画のテーマ 

  第 12 次中期経営計画では、より深くお客さまを想い、より深くお客さまの心に入り、より多くのお客さまとお取引できるようになることを目指

し、またそのための人材が育つ企業風土を確立します。 

 

 

 

 

 

Ⅱ．目標とする経営指標 

  第 12 次中期経営計画では次の指標を目標とする経営指標とします。 

なお、平成 18 年度については一般貸倒引当金取崩し等によりクレジットコストがマイナスとなることから当期純利益、ＲＯＥが大きくなって
います。 
このため、それを調整した（クレジットコストが平成 21 年度の予想額と同額と仮定した場合の）数値を括弧書きで示しています。 

目標とする経営指標 
平成１８年度 

（平成18年 11月22 日中間決算発表時の通期予想ベース） 
平成２１年度（目標） 

コア業務純益 ９３億円 １１７億円 

当期純利益 ６０億円（４５億円） ５６億円 

ＲＯＥ ７．３％（５．３％） ６．０％ 

自己資本比率 ９．９％ １０．６％ 

 ＴｉｅｒⅠ比率 ６．４％ ７．３％ 

 ＴｉｅｒⅠ中繰延税金資産の比率 １３．３％（２６．６％） １．０％（１３．９％） 

不良債権比率 ５．６％ ３．２％ 

 同貸倒引当金控除後比率 ２．０％ １．４％ 

ＯＨＲ ７２．９％ ６８．０％ 
     ※コア業務純益＝一般貸倒引当金繰入前、債券 5 勘定尻調整後の業務純益 
     ※ＲＯＥ＝当期純利益／株主資本 

※繰延税金資産は繰延税金負債控除後（平成21 年度の有価証券評価損益を平成 18年度予想と同額として計算しています）のものです。なお、繰延税金負債控除前の数値を括弧書きで示
しています。 

※不良債権比率＝債権中金融再生法開示債権比率 
     ※ＯＨＲ＝経費／業務粗利益 平成21年5 月のシステム共同化を控えていること等から数値は高目となっています。 
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Ⅲ．基本方針と具体的な施策や行動 

 

 （１）お客さまの暮らしへのサービス 

①お客さまの資産運用のお手伝い 具体的な施策や行動 

 ・お客さまのニーズに合った預り資産商品を提供できるよう、行員全般のお客さま

からのご相談への対応力を高めるほか、専門的知識を備えたアドバイザーを新設し

ます。 

・マネーアドバイザー制度の新設 

・証券仲介業務への算入 

 ・団塊世代の方や資産運用をお考えの方など、幅広いお客さまににご満足いただけ

る商品開発に努めます。 

・団塊世代・資産家・富裕層向け新商品の開発 

 

 ・ローカウンターや相談ブース等を備えた店頭づくりを進めます。 ・ローカウンター、相談ブース等を備えた新・店頭態勢の

拡大 

②お客さまの夢を実現していただくために 具体的な施策や行動 

 ・住宅資金については、マイホームセンターでお気軽にご相談からお申込みまでい

ただける体制を整えます。 

・マイホームセンターの機能強化 

・住宅ローン斡旋業務開始 

 ・急なご入用にもお応えできるよう、ローン商品の機能を拡大します。 ・ＡＴＭカードローン等の機能強化 

・モテカカードの機能とＰＲの強化 

 ・当行をご利用いただけるほどお得になる「ポイント制」を導入し、その機能を拡

大していきます。 

・ポイント制の導入 

③お客さまがご利用しやすい環境を目指して 具体的な施策や行動 

 ・「お待たせしない店づくり」をコンセプトにした店頭づくりを拡充します。 ・クイックコーナー、ロビー入金機、デイデポジット等設

置店舗の拡大 

 ・ダイレクト機能チャネルを拡充し、いつでもどこでもご利用いただける環境を整

えます。 

・コールセンターの新設 

・自行ＡＴＭのご利用時間延長、ご利用時間統一 

・コンビニＡＴＭのご利用時間延長 

 

 ・金融商品取引法等の遵守により、お客さまに安心してご利用いただきます。 

 ・正しい知識により、お客さまに誤解を与えない説明責任を果たします。 

・金融商品取引法等、各法令等の遵守や厳格な説明責任の

遂行 
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 （２）お客さまの事業活動のサポート 

①お客さまの事業活動のお手伝い 具体的な施策や行動 

 ・県境を超えたビジネスマッチングでお客さまに新たな事業販路の拡大をサポート

します。 

 ・お客さまの将来ビジョンの実現性を高めるため、ご相談いただけるよきパートナ

ーになります。 

・ビジネスマッチングの活動強化 

・各種セミナーや商談会等の実施 

 ・医療業界等専門的な業界に精通した人材を育て配置します。 ・医療専門スタッフの拡大 

・業種別審査体制の拡大 

 ・中小企業の皆さまからのご相談を承りやすくします。 ・ビジネスサポートセンターの設置 

②事業に必要な資金等のお手伝い 具体的な施策や行動 

 ・事業資金の新しい貸出ガイドラインを策定する等、これまで以上にご利用いただ

きやすくします。 

・新貸出ガイドラインの策定 

・営業店長の決裁範囲の拡大 

 ・様々な商品で、お客さまの多様な資金ニーズにお応えします。 ・情報収集能力を向上させた商品開発 

・売掛債権・動産等担保融資、シンジケートローン、コベ

ナンツ付融資等による様々な資金供給 

 ・お客さまとお会いできる機会を広げます。 ・法人渉外室の北九州分室設置 

・佐賀・福岡の基幹店舗や地下鉄七隈線沿線等の新たな成

長地域への人員配置 

 ・株式公開等ご融資以外のご相談についても、当行グループ総力をあげてお客さま

をサポートします。 

・佐銀ベンチャーキャピタル他との連携 

③事業の転換をお考えのお客さまに 具体的な施策や行動 

 ・事業の転換期を迎えられるお客さまには、Ｍ＆Ａや事業承継等、早め早めのご相

談に応じられる態勢を続けてまいります。 

・Ｍ＆Ａ、事業承継、相続対策等ＦＡ案件の提案力強化 

 

 ・事業の建て直しをお考えの方の強力なパートナーとなります。 ・企業再生事業の強化 

・優先株引受の実施やＥＸＩＴファイナンスの実現による

事業再生の早期完了 
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（３）人材の育成 

①お役に立てる人材の育成 具体的な施策や行動 

 ・行員は常に相互に触発し合い、上ランクのスキルを身に付けます。 

 ・窓口の応対力・事務力を磨き、お待たせしない店づくりを行います。 

 ・商品知識を高めること等により、お客さまの暮らしの多様なご相談にお応えでき

る能力を高めます。 

 ・融資スキルを磨くこと等により、お客さまの事業活動のお力になれる人材を育み

ます。 

 ・多面的なアンテナを張り巡らし、一人ひとりが情報の発信源となり、お客さまを

サポートいたします。 

・「融資能力認定制度」におけるＳ、Ａランク者を１８年度

１６８名から２１年度２５０名へ、「店頭営業・事務力認

定制度」におけるＳ、Ａランク者を１８年度２４名から

２１年度１００名へ 

・ロールプレイング形式やトレーニー形式等、実践型研修

の実施 

・人材が育つ企業風土を醸成する表彰制度の実施 

 ・より多くのお客さまに専門的な知識をお届けできる人材を育てます。 ・医療専担者やビジネスマッチング担当者等による事業サ

ポートや情報の提供等 

 

 ・大切なお客さまをお守りするため、法令や社会規範の遵守姿勢を高めます。 ・モラルアップ研修等法令等遵守姿勢や説明責任等の意識

を高める研修の実施 

・人事考課制度の見直しにより、推進と管理のバランスが

取れた人材の育成 

 ②人間性の向上 具体的な施策や行動 

  ・当行にいただいている「泥くさいが誠実」という評価に磨きをかけます。 ・あらゆる機会をとらえながらの一人ひとりの努力 

 

 （４）お客さまとの心の触れ合い 

 「佐賀銀行・・・いい銀行だね」と思っていただくために 具体的な施策や行動 

 ・お客さまの暮らしへのサービスや事業活動のサポートを通じ、真のお客さま満足

を追求します。 

・お客さまに評価していただける人材を育成します。 

 ・お客さまアンケートや店舗のモニタリング調査を通じ、お客さまのご意向の当行

業務への反映に努めます。 

・当行業務の着実なレベルアップ 

・一人ひとりが「佐賀銀行の○○さん」と呼んでいただけ

る人材の育成 

・営業店モニター調査やお客さまアンケート等によるお客

さまご意向調査の実施とその実践 
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（５）その他の経営上の課題 

①収益力を強化します 具体的な施策や行動 

 ・貸出金利収額を高めます。 

 ・手数料収入を増加させます。 

 ・有価証券運用収入を増加させます。 

・基幹店舗や福岡地区の増員等による営業力強化 

・提案型融資の拡大 

・私募債、シンジケートローン等の拡大 

・ポイント制を活用したお客さまのサービス利用機会の拡

大 

・現行手数料体系（地公体関連等）の見直し 

・手数料新設（ビジネスマッチング手数料）等 

・有価証券運用力の強化 

 ・厳格なコスト管理を継続します。 ・コスト削減プロジェクト施策の定着 

②厳格なコーポレートガバナンスを実現します 具体的な施策や行動 

 ・法令等遵守姿勢を向上させ、また厳格な説明責任を果たします。 ・モラルアップ研修等、法令等遵守や説明責任等の意識を

高める研修の実施 

・総合表彰制度による法令等遵守姿勢重視の継続 

・金融商品取引法等に対応した管理態勢の整備 

 ・内部統制の仕組みを強化し、透明性が高い企業風土を確立します。 ・透明性が高い財務報告の作成 

 ・行内の監査機能を向上させ、事故の発生を未然に防ぎます。 ・監査態勢の見直しと自店検査の機能強化 

 

 ・統合的リスク管理態勢やバーゼルⅡへの対応を早期に確立し、経営力を高めます。 ・効果的なリスク資本の配賦 

・適切な自己資本比率の確保と金利リスク管理のレベルア

ップ 
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③リスク管理を強化します 具体的な施策や行動 

 ・事業の継続にお悩みのお取引先に早目のサポートをさせていただき、新たな不良

債権の発生を防ぎます。 

 ・効果的な事業再生案をご提供し、これからも不良債権比率が低い銀行としてあり

続けます。 

・経営改善提案能力や効果的な企業再生スキームの策定能

力の強化 

・早期警戒ルールを導入した信用リスク管理機能の強化 

・オートコール地区センターの実効性向上 

 ・金融業務が一段と多様化、高度化する中で、多岐にわたり複雑化する各種リスク

に対応したリスク管理態勢を整備します。 

・事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等危機管理態勢の強化 

・「リスク管理方針や規程」等に基づき各種リスクに対応し

た管理態勢の整備 

④三行システム共同化作業を着実に進めます 具体的な施策や行動 

 

 ・平成２１年５月稼動に向け、移行作業を着実に進めます。 ・所管部による着実な移行手続きの遂行 

・新システム稼動に向けた実践的な研修の実施 

・共同バックアップセンターの構築等によるシステムの安

全性確保 

・各研究会の効果的な活用と実効性の向上 
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お客さまとの心の触れ合い 

お客さまの暮らしへの 

サービス 

お客さまの事業活動の 

サポート 

人 材 の 育 成

 
地域社会の発展 

 
お客さまの繁栄 

従業員の満足度の

向上 

当行収益の増加と

当行の繁栄 

 
株主様のご満足 

イメージ図 

経 営 上 の 課 題


