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各位

2．新中期計画の名称

　役職員一人ひとりが、常にお客さまの立場に立った行動を一歩一歩着実に積み重ね、成果を
一歩一歩着実に積み上げるという思いを込めて＜STEPS (ステップス)＞と名付けました。

－　新中期計画　＜STEPS (ステップス) ＞－　

3．計画期間 3年間（平成21年度 ～ 23年度）

平成21年5月15日

会社名 株式会社　 広島銀行
代表者名 取締役頭取　角廣　勲
（コード番号　8379  東証第1部）
問合せ先　 常務執行役員総合企画部長

　　　　　　　　　　　　　　　池田　晃治
（TEL 082-247-5151）

本件に関するお問い合わせ先
株式会社　広島銀行　総合企画部
企画室　担当部長　日下　智晴
℡　０８２－５０４－３８２３

新中期計画 ＜STEPS(ステップス)＞ の策定について

　広島銀行（頭取　角廣　勲）では、平成21年度から平成23年度までを計画期間とする新中期
計画＜STEPS(ステップス)＞を策定しましたので、その概要をお知らせします。

1．新中期計画策定の経緯

　当行では、これまで、平成19～21年度の3年間を計画期間とする中期計画＜スピリッツ＞を
推し進めてまいりました。
　ところが今、日本経済は大幅なマイナス成長に陥り、当行の営業基盤である地元においても
、主要産業である製造業をはじめとする企業業績の悪化、個人消費の低迷など、金融機関を取
り巻く外部環境は大きく変化しています。
　この百年に一度とも言われる経済環境にあって、当行は、地元のトップバンクとして、地元
での安定した預金獲得に基づく地元企業へのスピーディーかつ円滑な資金供給等を通じ、地元
経済を支え、早期の回復と新たな成長に向けた重要な役割を果たす時であると考えています。
　そこで、当行が今なすべき事柄を改めて明確にするとともに、将来の成長に向けた着実な布
石を打つという観点から、昨年度をもって＜スピリッツ＞を終了し、本年度から平成23年度ま
でを計画期間とする新たな中期計画＜STEPS(ステップス)＞をスタートいたしました。
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4．新中期計画 ＜STEPS（ステップス）＞の概要

　

　＜STEPS(ステップス)＞では、現下の経済環境のもと、地元経済と一体不可分の存在で
ある当行が、今なすべき事柄を改めて明確にするとともに、将来の成長に向けた着実な布石
を打つことで、地元のお客さまからの「真の信頼の確保」と、圧倒的な営業基盤に基づく「
安定した収益力の発揮による磐石な財務体質の構築」を目指します。

新中期計画　 ＜STEPS＞ 　（計画期間：平成21～23年度）新中期計画　 ＜STEPS＞ 　（計画期間：平成21～23年度）
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・・・　「・・・　「 SStart Action tart Action 」」

・・・　「・・・　「 TTry Best ry Best 」　」　

・・・　「・・・　「 EEnergize Persons nergize Persons 」　」　

・・・　「・・・　「 PPositive Thinking ositive Thinking 」　」　

・・・　「・・・　「 SSatisfy Customers atisfy Customers 」　」　

－　－　まず行動しようまず行動しよう

－　－　全力を尽くそう全力を尽くそう

－　－　人にエネルギーを与え人にエネルギーを与え

－　－　常に前向き思考で常に前向き思考で

－　－　お客さまに満足していただこうお客さまに満足していただこう

＜＜STEPSSTEPS＞＞における行動テーマ

広島県に本店を置く唯一の地方銀行として、地元において円滑な資金仲介機能を発揮し、
優れた金融商品・サービスを提供する役割と使命をしっかりと果たす

「日本一お客さまを大切にする、

　　　　中四国No.1のハイクオリティ・バンクを目指そう」

広島県に本店を置く唯一の地方銀行として、地元において円滑な資金仲介機能を発揮し、
優れた金融商品・サービスを提供する役割と使命をしっかりと果たす

「日本一お客さまを大切にする、「日本一お客さまを大切にする、

　　　　中四国　　　　中四国No.1No.1ののハイクオリティ・バンクハイクオリティ・バンクを目指そう」を目指そう」

－　－　スローガン　－スローガン　－

　当行は、地元トップバンクとして、地元経済の更なる発展に資することを使命としていま
す。地元に根差し、地元にとって真に必要とされる銀行であるために、「取引基盤」「サー
ビス」「財務基盤」 「従事者」など、当行の持つあらゆる面において、常にその「質（ク
オリティ）の向上」を目指します。

－　「－　「ハイクオリティ・バンク」とは　－ハイクオリティ・バンク」とは　－

取引基盤の

サービスの　

財務基盤の

従事者の

取引基盤の

サービスの　

財務基盤の

従事者の

「質」 … お客さまからの圧倒的な支持に基づく、地域で磐石な営業基盤を有する銀行お客さまからの圧倒的な支持に基づく、地域で磐石な営業基盤を有する銀行

「質」 … 充実したネットワークを有し、最高品質の価値ある金融サービスを提供する銀行充実したネットワークを有し、最高品質の価値ある金融サービスを提供する銀行

「質」 … 高い信用力を有し、格付け、高い信用力を有し、格付け、PBRPBR（（株価純資産倍率）の高い銀行株価純資産倍率）の高い銀行

「質」 … 従事者が幅広い金融・業務知識を有し、強い使命感と高い倫理観を備える銀行従事者が幅広い金融・業務知識を有し、強い使命感と高い倫理観を備える銀行

　＜STEPS(ステップス)＞では、 「ハイクオリティ・バンク」の実現に向け、以下の行
動テーマを掲げ、従事者一人ひとりが常にお客さまの立場に立った行動を一歩一歩（STEP）
着実に積み重ね、成果を一歩一歩着実に積み上げます。
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5．ビジネスの考え方

　当行は、あらゆる面での「質（クオリティ）の向上」に向け、ビジネスの基本としてコン
プライアンスを基盤とし、安定した地元預金の獲得に基づく地元中小企業への積極的な資金
の供給（「資金」の仲介）、及びお客さまのニーズに合わせた提案型ビジネスの展開（「情
報」の仲介／「リスク対応」の仲介）のさらなる強化に加え、メリットの大きいアライアン
ス（提携）を拡充させるというビジネススタイルを展開します。

バランスシートを使ったビジネスバランスシートを使ったビジネス

貸出金 預金

質・利回り・量の

バランスのとれた推進

質・利回り・量の

バランスのとれた推進
基盤取引の強化による

集まる仕組み作り

基盤取引の強化による

集まる仕組み作り

安定した地元預金の獲得に基づく

地元中小企業への積極的な資金供給

バランスシートを使わないビジネスバランスシートを使わないビジネス

ソリューション提供 資産運用

高度なノウハウに基づく

経営支援業務の展開

高度なノウハウに基づく

経営支援業務の展開
ニーズに応じた

幅広い商品の提供

ニーズに応じた

幅広い商品の提供

お客さまニーズに合わせた提案型ビジネスの展開

地元の

お客さま

「資金」の仲介「資金」の仲介

預金預金

貸出金貸出金

地元の

お客さま

「情報」の仲介

「リスク対応」の仲介

「情報」の仲介

「リスク対応」の仲介

情報情報

商品

提案

商品

提案

「「日本一お客さまを大切にする、日本一お客さまを大切にする、

中四国中四国No.1No.1のハイクオリティ・バンク」のハイクオリティ・バンク」

従事者の「質」財務基盤の「質」サービスの「質」取引基盤の「質」

あらゆる面での「質（クオリティ）」の向上あらゆる面での「質（クオリティ）」の向上

アライアンス（提携）アライアンス（提携）

広島銀行グループとの提携外部との提携

証券業務

（ひろぎんウツミ屋証券）

信用保証/担保評価
保険代理
人材派遣
事務集中

国際業務
証券業務
保険業務
ＡＴＭ相互提携

クレジットカード
リース/オートリース
債権管理回収

システム共同化

（ふくおかFG）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

総
合
取
引
の
推
進

総
合
取
引
の
推
進

総
合
取
引
の
推
進

有価証券 収益・リスクのバランスのとれたポートフォリオ構築収益・リスクのバランスのとれたポートフォリオ構築



6．＜STEPS＞の重点施策及び経営目標

新中期計画　 ＜STEPS＞ 　（計画期間：平成21～23年度）新中期計画　 ＜STEPS＞ 　（計画期間：平成21～23年度）

営業戦略

「コンプライアンス」と「お客さま第一主義」を徹底し、「Face to Face」での接点の格段の増大により、お　
　 客さまとの長期的な信頼関係を構築します。

お客さまの目線に立った営業を実践し、お客さまの圧倒的支持に基づく磐石な顧客基盤を確立します。

地元における資金仲介機能の積極的な発揮とともに、運用・調達の質的良化及び安定化を図ります。

人材戦略

リスク管理

当行が直面する諸リスクを統合的に把握・管理し、自己資本/リスク/収益のバランスのとれた、健全で
　 収益力の高い経営を実現します。

与信コストの削減に向け、個社別取引管理の徹底による与信管理体制を強化します。

安定したパフォーマンスを生み出す良質な有価証券ポートフォリオを構築します。

事務・IT戦略

お客さまの「ご満足」「ご安心」の向上に向けた営業店事務体制の強化を図ります。

システムの安定稼動を堅持し、中長期的な経営戦略に基づく最適なITの構築及び活用を実現します。

アライアンス（提携）

お客さま、当行グループ、提携先の三者にとってメリットの大きいアライアンスを積極的に進めます。

経営目標 「安定した収益力」と「磐石な財務体質の構築」に向けた確固たる礎を作ります

安定した収益力

磐石な財務体質

実質業務純益実質業務純益

連結当期純利益連結当期純利益

与信費用比率与信費用比率

連結自己資本比率連結自己資本比率

　　徹底した足場固めと、次なる成長に向けた確固たる地力の蓄積　⇒　大いなる飛躍へ徹底した足場固めと、次なる成長に向けた確固たる地力の蓄積　⇒　大いなる飛躍へ
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個社別方針・管理の徹底による総合取引推進法人 世帯管理の徹底による家計メイン化推進個人

全職員が自立的にスキルアップを図れる人材育成サイクルを構築します（OJTの推進）。

法・個人分野への重点的な戦力投入と現場力の強化につながる人員配置を実施します。

一体感の醸成に向け、組織にロイヤリティと誇りを感じられる職場作りを進めます。

※実質業務純益＝コア業務純益＋債券関係損益　※与信費用比率＝与信費用／貸出金残高

20年度20年度 23年度目標

367億円 450億円以上

72億円 182億円以上

0.53% 0.3%以下
10.96% 11.0%以上


