
 

             

 

 

「地域密着型金融の推進に関する方針」について 

 

横浜銀行（頭取 小川 是）は、「地域密着型金融の推進に関する方針」を策定しましたのでお知らせします。 

これは、当行が平成 15 年度以降、2 回にわたり取り組んできた地域密着型金融（リレーションシップバンキング）

の機能強化策を受け継ぐもので、今後も恒久的に取り組む地域密着型金融に関する方針を定めたものです。 

 

資料については、次ページ以降をご覧ください。 
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１．横浜銀行の概要１．横浜銀行の概要
（１）経営理念

横浜銀行は、経営理念として次の３点を掲げ、「スリーシップスの精神」の具体化に
努めています。

◎信用秩序の支え役としての本来の役割を十分認識し、円滑な資金供給と適正な金融
サービスの提供に努め、完璧な事務処理に徹し、“信頼される銀行”をめざします。

◎それぞれの営業地盤において、地域に深く根ざした活動を展開し、それぞれの支店が
“ベストバンク”をめざすとともに、地域に貢献し、地域と一体となって発展する“コミュニ
ティ・バンク”をめざします。

◎活力あふれる人材の開発、育成を積極的におこない、明るい、活気に満ちた行風を確
立し、働きがいのある職場づくりをすすめるとともに、 “地域の皆さまのお役に立つ銀
行”をめざします。

横浜銀行の行章「スリーシップス」は、港都横浜に

ちなみ、お取引先・株主・行員の三隻の船が緊密な

連帯と融和により限りない発展をめざすことを表し

ています。

お取引先

株主 行員
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１．横浜銀行の概要１．横浜銀行の概要
（２）プロフィール

【国 内】575

〔本支店190、 出張所8、無人店舗（ATMコーナー）377〕

【海 外】4（駐在員事務所 4）

579

拠 点 数

4,044人従業員数

AA（JCR）、AA-（R&I）、A1（Moody's）格 付
（平成19年9月末）

（連結ベース：国内基準）11.19％自己資本比率

普通株式1,392,506千株発行済株式総数

2,154億8千1百万円資 本 金

8兆1,144億円（単体）

8兆1,150億円（連結）
貸 出 金

9兆8,270億円（単体）

9兆7,973億円（連結）
預 金

11兆0,799億円（単体）

11兆4,021億円（連結）
総 資 産

大正9年12月創 立

（平成19年3月末）
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２．横浜銀行の経営基盤２．横浜銀行の経営基盤
（１）地域のポテンシャル

地域の社会・経済指標

総人口（2006年10月）

事業所数（2004年６月）

県内総生産（2004年度）

製造品出荷額等（2005年）

小売業販売額（2004年）

◆ 横浜銀行の経営地盤である、神奈川県および東京西南部は、全国でも有数の産業集積エリアであ

り、県内総生産や小売業販売額など経済規模を表す各種指標では、いずれも全国上位を占めてい

ます。

◆ また、企業が事業活動を展開するにあたっては、情報収集面での優位性に加え、道路や鉄道の交通

網や国際港湾機能が充実しているなど、諸条件が整っており、地方自治体などによる積極的な産業

振興策の効果もあって、起業・創業が活発な地域となっています。

◆ 東京都心部への通勤面での利便性などから、住宅地としても人気が高く、現在もなお、住宅建設が

活発で、人口の流入が続いています。

883.0万人

28.5万か所

30.8兆円

19.4兆円

8.5兆円

（２位／47都道府県）

（４位／同）

（４位／同）

（２位／同）

（３位／同）

（東京、神奈川、大阪）

（東京、大阪、愛知、神奈川）

（東京、大阪、愛知、神奈川）

（愛知、神奈川、静岡）

（東京、大阪、神奈川）

（出所）総人口：総務省（人口推計）、事業所数：総務省（事業所・企業統計調査）、県内総生産：内閣府（県民経済計算）、

製造品出荷額等：経済産業省（工業統計調査）、小売業販売額：経済産業省（商業統計調査）
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２．横浜銀行の経営基盤２．横浜銀行の経営基盤
（２）神奈川県内のシェア

神奈川県内のシェア（平成19年3月末）

横浜銀行はリージョナル・リテールへの特化戦略に沿って、ホームマーケットにおける金融取引の拡大に積

極的に取り組んでおり、神奈川県内での貸出金、預金、店舗のシェアはともに優位な水準を維持しています。

（注）シェアは郵貯、信組、農協を除くベース（横浜銀行調べ）

預金

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
11%

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
13%

信金
19%

信託等
4%

第２地銀
5%

地銀
3%

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ
3% Cｸﾞﾙｰﾌﾟ

18%

横浜
23.2%

（当行預金：約 9.0兆円）貸出金

横浜
28.2%

Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
9%

Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ
7%

地銀
4%

第２地銀
5%

信託等
2%

信金
19%

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
12%

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
13%

（当行貸出金：約 6.4兆円）

店舗数

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ
5%
Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
6%

信金
40%

信託等
3%

第２地銀
10% 地銀

6%
Ｄｸﾞﾙｰﾌﾟ
4%

Cｸﾞﾙｰﾌﾟ
7%

横浜
18.9%

（当行店舗：173か店）
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３．中期経営計画について３．中期経営計画について
（１）中期経営計画策定の背景

現 状 認 識

中期経営計画
New Horizon

（平成19年4月～平成22年3月）

●経済環境の変化
・景気の回復、金利上昇
・少子高齢化の進展

●業界における競争の激化
・メガバンクや異業種との競争激化

１０年後の目指す姿

高付加価値を生み出す

ビジネスモデル
（フィービジネスの強化）

頼りになる金融サービス

業としてのブランド確立

高い資本効率性

（小資本高利益体質）

長期ビジョン

お客さま、株主、行員、地域社会に
とって魅力あふれる金融機関

魅力＝あこがれ、期待、ロイヤリティ（愛着）

長期ビジョン

お客さま、株主、行員、地域社会に
とって魅力あふれる金融機関

魅力＝あこがれ、期待、ロイヤリティ（愛着）

ステークホルダーへの還元

満足度向上

◆ 横浜銀行は、今後予想される経済・社会環境の変化を見据え、業態を超えた厳しい競争環境を勝ち抜いていくため、

すべてのステークホルダーにとって、“なくてはならない存在”になりたいと考えています。

◆ そこで、皆さまに、“あこがれ・期待・ロイヤリティ（愛着）”を感じていただける金融機関となるため、「お客さま、株主、行

員、地域社会にとって魅力あふれる金融機関」を長期ビジョン（10年後の目指す姿）として掲げることとし、ステークホル

ダーの皆さまにご満足いただき、頼りになる金融サービス業としてのブランドを確立できるよう努力していきます。

◆ そして、それに向けた第一歩として、平成19年4月より中期経営計画「New Horizon」をスタートさせました。

外部環境

●課題
・将来に向けた投資の拡大

・人材育成等の“人財”投資の拡大
・商品・サービスの拡充

内部環境

今後予想される環境変化

・規制緩和の一層の進展
・貯蓄から投資へ
・キャッシュレス化・決済の電子化の進展
・不動産や債権の証券化の進展
・人材獲得競争時代の到来
・企業の社会的責任（CSR）の高まり
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３．中期経営計画について３．中期経営計画について
（２）中期経営計画の概要

◆ 横浜銀行は、神奈川県・東京西南部をフランチャイズとするリージョナル・リテールバンクとして、改めてこの地域のお客

さまにフォーカスし、地域のお客さまに対し、従来にない“あらたな魅力（あらたな商品・あらたなサービス）”をお届けする

ことに全力を注ぎます。

◆ そのために、中期経営計画「New Horizon」では、「提携を活用した機能拡充」、「人財投資の強化」、「横浜ブランドの
確立」の３点を基本テーマとし、これらのテーマに対し経営資源を重点的に投入し、「魅力あふれる金融機関」となるため

の土壌形成を着実におこなっていきます。

ネーミング New Horizon ～あらたな“みらい”への第一歩～

計画期間 ３年間（平成19年4月～平成22年3月）

位置づけ 長期ビジョン実現に向けての最初の３年間

基本テーマ

提携を活用した
機能拡充

人財投資の強化

横浜ブランドの
確立

これまで以上にお客さまのニーズに的確にお応えできるよう、商品・サービ
スの提供機能を拡充します。必要に応じて他の金融機関や地方銀行との
提携・連携も積極的に活用していきます。

これまで以上にお客さまの立場に立って付加価値を提供できるよう、人財
教育などの人財投資を積極的におこないます。これにより他の金融機関
に負けない高いコンサルティング力や専門性を備えた人財を増やします。

横浜銀行が中長期的に“選ばれる銀行”になるため、目指す姿や提供した
い価値を明確にステークホルダーに伝え、横浜銀行のブランドイメージを
高めていきます。

ねらい

ねらい

ねらい

①

②

③
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● 神奈川県内シェア（郵貯・信組・農協は含まないベース）

● 収益性

３．中期経営計画について３．中期経営計画について
（３）目標とする経営指標

（４）マニフェスト

業務粗利益 （単体）

ＥＰＳ （連結）
（Earnings Per Share = 1株あたり当期純利益）

貸出金シェア （単体）

預金シェア （単体）

平成18年度実績 平成21年度目標

2,117億円 2,700億円（3年間で27%増加）

47.41円

28.2%

23.2%

3年間で30%増加

30%以上

23%以上かつ投資型商品残高
50%以上増加

◎ お客さまへの「ＣＳ向上投資」を積極的におこないます。

◎ 行員への「人財投資」を積極的におこないます。

◎ 「株主還元」を積極的におこないます。

◎ 地域社会への「ＣＳＲ活動」を積極的におこないます。

お取引先

株主 行員

地 域 社 会
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４．地域密着型金融の推進４．地域密着型金融の推進
（１）横浜銀行における「地域密着型金融の推進」の位置づけ

中期経営計画の部門別施策（抜粋）

◆ 横浜銀行は、神奈川県・東京西南部を主要なマーケットとして、リージョナル・リテールへ特化することを経営の基本

方針と定めています。そのため、これまでも地元の中小企業や個人のお取引先等に対して円滑な資金供給とともに、

ニーズに合わせたきめ細かな対応をおこなっていくことで、地域金融機関としての存在感を高めてきました。

◆ 「地域密着型金融の推進」は、このような経営の基本方針と同じベクトルにあり、これまでのリージョナル・リテールを

一層深化させていくことにより果たせるものと考えています。

◆ すなわち、「地域密着型金融の推進」における３つの大きな柱である①「ライフサイクルに応じた取引先企業の支援

の一層の強化」 、②「事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底」、③「地域の

情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献」については、中期経営計画「New Horizon」におけるＣＳ向上
施策、ＣＳＲ施策等で掲げる各重点施策を具現化するものと位置づけます。

ＣＳ向上施策

（法人部門）

重 点 施 策 （例）

ＣＳＲ施策

多様なファイナンススキームへの対応力強化

提案機能の高度化

事業再生に向けた取り組み

金融教育活動

具現化

地
域
密
着
型
金
融
の
推
進

ＣＳ向上施策

（個人部門） 多様化する営業チャネルへの対応強化

マーケティング強化によるお客さまニーズに合致した商品提供

安定的な資金供給
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４．地域密着型金融の推進４．地域密着型金融の推進
（２）具体的取り組み

Ａ．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

◎ 事業再生に向けた取り組み

・ 取引先企業との強固なリレーションシップのもとで、財務内容の改善のみならず、経営全般のニーズ（事業面、外
部環境の変化への対応等）に則した経営改善計画の策定・実践を支援していきます。

・ 早期再生の重要性を認識し、必要に応じて外部機関（ＲＣＣ、中小企業再生支援協議会、再生ファンド等）との
連携をはかったうえで、ＤＥＳ（過剰債務圧縮のための貸出債権と株式の交換）、ＤＤＳ（財務状態の実質的な改
善を目的とする貸出債権の資本的劣後ローンへの転換）等を含めた最適な再生手法を活用し、取引先企業の再
生に取り組んでいきます。

・ 経営改善計画の進捗状況を確認・検証し、きめ細かなフォローをおこなっていきます。

・ 再生支援に関する能力向上を目的に、研修・勉強会の充実をはかっていきます。

◎ ベンチャー企業向け投資による創業・新事業支援

・ 技術やサービスにおいて新規性・成長性のあるベンチャー企業に対する支援をはかっていきます。

・ 具体的には、｢ゆめファンド投資事業組合（横浜銀行、横浜キャピタル（横浜銀行のグループ企業）等が出資）｣に
よるベンチャー企業に対する投資をおこなっていきます。
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４．地域密着型金融の推進４．地域密着型金融の推進
（２）具体的取り組み

Ｂ．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

◎ 不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資手法の拡充

・ 不動産担保・個人保証に過度に依存することなく、取引先企業の事業価値を見極める融資手法の拡充に努め
ていきます。

・ 具体的には、コベナンツ（特約条項）を活用したローンに取り組むほか、動産担保融資（ＡＢＬ）にも注力していき
ます。

・ また、多様化する取引先企業の資金調達ニーズに対応するため、高度なスキームへの対応力の強化をはかった
うえで、シンジケートローンの組成にも取り組んでいきます。

・ これらの取り組みの前提として、信用リスク管理の一層の高度化をはかっていきます。
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◎ 取引先企業のニーズに応じた経営情報の提供や広範なビジネスマッチング情報の提供

４．地域密着型金融の推進４．地域密着型金融の推進

・ 行内で定めた「情報マイスター」が中心となり、情報の共有化を積極的におこない、情報の受発信を活性化して
いきます。

・ 取引先企業に鮮度の高い情報を提供することにより、ビジネスマッチング成約の強化をはかっていきます。

・ 行内のみならず、必要に応じて他行との連携もはかり、幅広い情報提供に努めていきます。

◎ 店舗出店等による営業チャネルの強化

・ マーケティングにもとづいた最適な商品・サービスを提供するため、店舗の出店、再構築をはかっていきます。

・ 具体的には、東京西南部を中心に法人取引特化店舗を、神奈川県を中心に個人取引特化店舗を出店するほか、
既存の店舗についても随時機能の見直しをはかっていきます。

・ ＡＴＭネットーワークについても、提携による拡充等をすすめ、強固な営業チャネルを構築していきます。

◎ 地域に対する金融教育の拡充

・ 地域を担う若い世代に焦点を当て、経済の仕組みや銀行の役割等について伝えていきます。

・ 具体的には、「支店体験学習」「インターンシップ制度」「寄附講座」等を定期的に開催・開設することで、金融知
識の啓蒙をはかっていきます。

（２）具体的取り組み

Ｃ．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
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取り組み実績の積極的な情報開示

５．５．情報開示態勢情報開示態勢

◆横浜銀行では、これまでも地域の皆さまに対して、「お客さまの利便性向上」や「地域金融円滑化」な

どにつながる情報開示を積極的におこなってきました。

◆ 今回方針として定める「地域密着型金融の推進」に関する取り組みの実績についても、引き続き、さ

まざまな機会をとらえて、ホームページやミニディスクロージャー誌などで情報開示をおこないます。

◆ 横浜銀行では、地域の皆さまの目を通じて、地域密着型金融の一層の深化・定着をはかっていきま

す。

開 示 ツ ー ル

ホームページ

開 示 時 期

地域の皆さまの目を通じた地域密着型金融の一層の深化・定着

ミニディスクロージャー誌 ６月、１２月

決算発表時（５月、１１月）




