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中期経営計画の策定について 

 

大垣共立銀行（頭取 土屋 嶢）では、平成 19 年４月～21 年３月の２ヵ年を計画期間とする

新中期経営計画 『ＴＨＥ ＮＥＸＴ』を下記のとおり策定いたしましたので、概要をお知らせします。 

 

記 

１．計画名称 

中期経営計画 『 ＴＨＥ ＮＥＸＴ 』  ～ 新たなるステージへ ～ 

前中期経営計画においては、ゼロバンクを初めとする顧客目線に立った独自戦略を展開す

るとともに、知名度や評価の高まりを武器に、ボリューム・シェアの拡大に向けた攻めの営業

を展開してまいりました。 

また、ファイナンスによる自己資本増強や不良債権比率の大幅な改善など経営体質の強化に

も取組み、攻めの経営をさらに推し進めるための十分な土台固めも図ってまいりました。 

本計画は、こうした土台をバネに、次代の大垣共立銀行の創造に向けて、さらなる発展と

飛躍へのステップを踏む強い意志を表明するものといたしました。 

２．計画期間 

平成１９年４月～２１年３月（２ヵ年） 

金融業界を取り巻く環境変化のスピードを踏まえ、計画期間は実効性・具現性を高めた

２ヵ年の中期経営計画といたしました。 

３．スローガン 

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ 『収 益 パワーアップ』 

４．重点テーマ 

(1)   顧客満足度のさらなる追求   ・・・ 強みの発揮 

これまで高い評価を得てきた顧客目線の経営を、当行の強みとしてさらに進化させ、商品・

サービス、店舗・組織態勢等、あらゆる観点からサービス品質のさらなる向上に向けた実効

性高い取組みを展開してまいります。 

 

(2)   強固な収益体質の構築     ・・・ 課題の克服 

様々な独自戦略で培ったプレゼンスの向上を武器に、マーケットシェアの拡大に引き続き取

組むとともに、「適切なリスクテイク」と「経営資源の戦略的投下」により、喫緊の課題である収

益力の強化を実現してまいります。 



５．基本戦略及び主要施策 

（１）  トップラインの収益力強化   

Ａ．適切なリスクテイクによる資金利益の拡大 

〔貸出金部門〕  

中小企業貸出・個人ローンを軸として、よりリスクをとった貸出攻勢、プライシング改善への取組

みを図り、高収益貸出資産の積み上げを目指してまいります。 

〔有価証券部門〕  

リスク抑制型から適切なリスクテイクによる積極運用方針への転換を図り、デュレーション

の長期化や高利回り債券への投資、株式・投資信託の積み上げ等の施策に取組み、収益の

向上を目指してまいります。 

Ｂ．預り資産増強を軸とした非金利収益の拡大 

預り資産店頭専担者の配置店拡大や営業店の相談コーナー設置拡大、保険窓販全面解禁

に向けた態勢整備等、ソフト・ハードの両面から窓口販売態勢の強化を図り、収益機会の

さらなる拡大を目指してまいります。 

 

（２）  地域特性を踏まえた経営資源の戦略配分  

Ａ．愛知県マーケット戦略 
空白域への新規出店やローンプラザ拡充等、店舗網の拡充により営業エリアの拡大、点

から面への営業展開を図り、愛知攻勢をさらに加速させてまいります。 

 ＜戦略目標（平成 20 年度末）＞ 

愛知県内貸出金残高  １１，８００億円 以上 （平成 18 年度末見込み 10,290 億円） 

Ｂ．岐阜県マーケット戦略 

地域・店舗特性等を踏まえ、店舗機能の明確化を図ってまいります。一律のフルバンキ

ング態勢を見直すことで、利便性高いネットワークを確保しつつ、より効果的・効率的な店舗・

人員態勢を構築してまいります。 

 ＜戦略目標（平成 20 年度末）＞ 

岐阜県内個人預り資産残高 ５，６００億円 以上 （平成 18 年度末見込み 3,805 億円） 

 

（３）   顧客重視のビジネスモデル確立  

Ａ．顧客目線に立った商品・サービスの追求 

商品・サービスのさらなるクォリティアップやグループ連携によるソリューション機能の強化等に

取組み、サービス業としての新たなビジネスモデル構築を目指してまいります。 

Ｂ．次世代システム基盤の構築 

お客さまニーズの多様化、環境変化に迅速・柔軟に対応できる次世代システム基盤構築

に向けた検討を行ってまいります。 

 

（４）  ＣＳＲへのさらなる取組強化  

地域からの真の信頼を確立していくため、社会貢献推進委員会を主体として、環境問題

への取組みや地域・社会貢献活動を柱としたＣＳＲ活動を本支店が一体となって推進してま

いります。 



（５）  生産性高い組織態勢の構築  

A.営業店事務ＢＰＲの推進 

営業店後方事務の簡素化・集中化等、抜本的な合理化・効率化を推進し、省力化により

創出した人員を営業前線にシフトすることで、営業店を事務処理の場から営業の拠点へと

変革してまいります。 

B.人材マネジメント戦略 

業務の拡大・高度化を踏まえ、専門性高い人材の育成・配置を行うとともに、従業員のモチ

ベーションアップに向けた取組み等により活力ある組織を構築してまいります。 
 

（６）  攻めの経営を支える経営管理機能の強化  

新ＢＩＳ規制（バーゼルⅡ）導入や金融商品取引法（日本版ＳＯＸ法）の施行を踏ま

え、攻めの営業活動を推し進めるためのリスク管理態勢の高度化や内部統制の充実、コンプ

ライアンス態勢の強化に取組んでまいります。 

６．計数目標の設定 

本計画の成果を明確かつ客観的に示す指標として、以下の５項目の計数目標を設定いたしま

した。 

 平成 20 年度目標 

当期純利益 

 

１４０億円以上 

コアＯＨＲ 

※経費／コア業務粗利益 

６５％程度 

連結自己資本比率 

 

１０％台後半 

貸出金残高 

 

（内 個人ローン残高） 

２６，０００億円以上 

18 年度末見込み：23,730 億円 

（８，３００億円以上） 

（18 年度末見込み：7,286 億円） 

預金及び預り資産残高 

 

（内 預り資産残高） 

※公共債・投資信託・生命保険の合計額 

４３，７００億円以上 

18 年度末見込み：38,863 億円 

（１０，２００億円以上） 

（18 年度末見込み：6,800 億円） 

 

以  上 

 

［本件に関するお問い合せ先  総合企画部 浦松  TEL0584－74－2508］ 



【課題の克服】

強固な収益体質の構築

トップラインの収益力強化

計数目標 （２年後に目指す到達点）

新経営計画の概要

適切なリスクテイクによる
資金利益の拡大

預り資産増強を軸とした
非金利収益の拡大

顧客重視のビジネスモデル確立

顧客目線に立った
商品・サービスの追求

次世代システム基盤の構築

生産性高い組織態勢の構築

営業店事務ＢＰＲの推進

人材マネジメントの強化

攻めの経営を支える

経営管理機能の強化

リスク管理態勢の高度化

内部統制の充実・
コンプライアンス態勢の強化

ＣＳＲへのさらなる取組強化

環境問題への取組み

地域・社会貢献活動の実践

地域特性を踏まえた
経営資源の戦略配分

愛知県マーケット戦略：

愛知攻勢に向けた店舗網の拡充

戦略目標：県内貸出金残高 １１，８００億円以上

岐阜県マーケット戦略：

地域特性を踏まえた店舗機能の明確化

戦略目標：県内個人預り資産残高 ５，６００億円以上

【強みの発揮】

顧客満足度のさらなる追求

スローガン

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ 「収益パワーアップ」

中期経営計画

『 ＴＨＥＴＨＥ ＮＥＸＴＮＥＸＴ 』
～ 新たなるステージへ ～

計画期間 平成１９年４月～２１年３月（２ヵ年）

経営体質の強化
・ファイナンスによる自己資本増強

・不良債権比率の大幅な低下

プレゼンスの向上
・顧客評価・知名度の高まり

・預貸金・フィービジネスの伸張

コアＯＨＲ

６５％ 程度

貸出金残高
２６，０００億円 以上

（内 個人ローン残高）
（８，３００億円 以上）

預金・預り資産残高
４３，７００億円 以上
（内 預り資産残高）

（１０，２００億円 以上）

連結自己資本比率

１０％台後半

当期純利益

１４０億円 以上

会社法施行（18年5月）

新ＢＩＳ規制の導入（19年3月）

保険窓販全面解禁（19年12月予定）

金融商品取引法施行（19年9月予定）

景気回復、地域経済の好転

企業業績改善、資金需要拡大

地域間格差の拡大

団塊世代の大量退職

道州制の議論

競合他行の攻めへの転換

メガバンクのリテール強化

異業種との競合激化

低金利政策の転換

郵政民営化（19年10月～）

経
済
・社
会
環
境

金
融
制
度
環
境

経
営
環
境

基 本 戦 略

重点テーマ

顧客目線に立った経営の進化

サービス品質のさらなる向上

適切なリスクテイク

経営資源の戦略的投下

環境認識

現状認識


