
1 

 

平成 21年 6 月 18日 

各 位 

会 社 名         株 式 会 社  岐 阜 銀 行 
代 表 者 名          取締役頭取 大 熊 義 之 

（コード番号 8528  名証第１部） 
問い合せ先 執行役員経営管理グループ長       祐 嶋 公 男 
電 話 番 号         058-275-1111（代表） 

 

「抜本的な収益改善に向けた取組み」について 

 

本日開催の当行取締役会において、「抜本的な収益改善に向けた取組み」について下記のとおり決議いた

しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

 当行は平成２０年３月期において、平成１９年８月に策定した「経営の健全化のための計画（以下「健

全化計画」と記載します。）の利益目標を実績が大幅に下回ったため、平成２０年９月に健全化計画の見直

しを行い、収益力の改善に向けた諸施策を進めてまいりました。 

 しかしながら、平成２１年３月期においても、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金

融市場の混乱により多額の有価証券減損処理が発生したほか、国内景気の急速な悪化等により与信費用が

大幅に増加したため大幅な赤字決算を余儀なくされ、再度健全化計画の利益目標を実績が下回り、かつ公

的資金により引受けて頂いた第１種優先株式（以下優先株式（公的資金）と記載します。）に対し所定の配

当を行うことができない状況となりました。この「健全化計画の目標利益の未達」と「優先株式（公的資

金）の配当見送り」という事態に対しましては、外的環境の変化に伴う収益悪化要因があったものの、収

益改善への取組みが総じて低調な結果に終わったことを真摯に反省し、改めて抜本的な収益改善策の策定

が必要であると考えております。 

 当行は当地域のトップバンクである株式会社十六銀行（以下十六銀行と記載します。）との間で平成２１

年１月に業務資本提携契約を締結、平成２１年３月には５０億円の資本出資を受けておりますが、抜本的

な収益改善策の策定にあたっては、十六銀行との業務資本提携における提携効果を実現していくことが重

要であると考えております。また、平成２０年９月に見直しを行った健全化計画においても、その推進が

不十分であったことを踏まえ、改めてこの健全化計画を見直し、推進強化を図ることも必要であると考え

ており、平成２２年３月期以降の業績回復と優先株式（公的資金）への配当を確実なものとするため、以

下の施策を実施してまいります。 

＜抜本的な収益改善に向けた取組み＞ 

１．十六銀行との実効性ある業務提携の推進 

２．収益力の強化に向けた取組み 

３．経営合理化に向けた取組み 

４．不良債権処理費用の削減と信用リスク管理強化に向けた取組み 

５．責任ある経営体制の確立 
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１．十六銀行との実効性ある業務提携の推進 

（１）十六銀行との業務資本提携 

当行は足元での業績悪化に加え、単独行としての将来的な展望を見据え、平成２０年１２月に十六

銀行との資本支援を含む業務提携の協議を開始することを公表し、平成２１年１月に業務資本提携契

約を締結、平成２１年３月には５０億円の優先株式（第４種）を引受けて頂いております。 

平成２１年３月期における再度の利益計画下振れに対する抜本的な収益改善策の策定にあたっては、

十六銀行との実効性ある提携効果を実現し、収益力強化を図っていくことが重要な課題であると考え

ております。 

 

（２）業務提携検討状況 

十六銀行との業務提携の検討にあたっては、平成２１年１月に締結した業務資本提携契約に基づき

両行にて「業務提携検討委員会」を設置し、実効性ある業務提携に向けた協議を進めております。 

また、「業務提携検討委員会」においては、下部組織として営業統括・事務統括・人事総務・経営企

画の４部門の小委員会を設置し、運営を円滑に行うための事務局を設けております。 

 

（３）実効性ある業務提携の推進 

 イ．営業面における業務提携 

業務提携検討委員会における営業統括小委員会において、投資信託共同販売及び協調融資に関する

業務提携の検討を進めております。 

投資信託共同販売においては、新たな投資信託販売取扱いにより販売額増加が見込まれます。また、

協調融資においてはシ・ローンの共同組成やＰＦＩ案件等協調事業融資の取上げ等、提携効果が期待

されております。その他、リースやコンピュータサービス関連等、当行にない機能を持つ十六銀行の

関連会社への当行顧客の取次ぎなど、当行顧客に対するソリューション提供に関する業務提携につい

ても検討を進めております。 

    

ロ．業務面における業務提携 

   業務提携検討委員会における営業統括小委員会及び人事総務小委員会、事務統括小委員会において、

行内メール便の共同運行やＡＴＭ入金提携に関する業務提携の検討を進めております。 

   行内メール便の共同運行においては、当行のメール便運行委託費用削減が可能となります。また、

十六銀行とは中部地区地銀７行のＡＴＭ提携において出金提携を行っておりますが、新たに入金提携

を行うことで利便性が高まるため、十六銀行と隣接して設置されている店外ＡＴＭの撤去により、ラ

ンニングコストの軽減が可能となります。 

 

２．収益力の強化に向けた取組み 

（１）収益力の強化に向けた取組方針 

当行は平成２０年９月に健全化計画の見直しを行い、収益力強化に向けて推進してまいりましたが、  

平成２１年３月期も利益計画が大幅な未達となる等その推進が不十分であったこと踏まえ、改めて健

全化計画を見直し、推進強化を図ることも必要であると考えております。 

具体的には、貸出資産のポートフォリオ改善と個人（住宅）ローン取組み強化により預貸利益増強

を図るとともに、有価証券運用収益の安定確保に努め、投信・保険を中心とした金融商品販売強化に

より役務利益を増強することで、コア収益の強化を図ってまいります。 
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   また、そのための体制整備として営業体制の再構築を行い、十六銀行との業務提携も有効に活用し

つつ商品開発や推進施策を進めるとともに、リスク管理やコンプライアンス管理態勢の強化に向けた

取組みも行ってまいります。 

 

（２）貸出ボリューム拡大による預貸利益増強 

 イ．貸出資産のポートフォリオ改善と貸出残高の積上げ 

金利低下や他行競合激化により、足元での預貸利鞘は縮小傾向にありますが、コア収益強化のため

には預貸利益の維持・増強が必要であり、貸出ボリューム拡大による預貸利益の強化を進めてまいり

ます。 

具体的には、現状の経済環境下での事業性融資拡大については信用リスクに留意した運営が必要で

あることから、正常先貸出及び保証付貸出を中心とした中小企業向け事業融資の増強により貸出ポー

トフォリオ改善を図る一方で、相対的に金利水準の高い住宅ローンを主体とした個人ローンの取組強

化により貸出残高の積上げを図ってまいります。 

    

 ロ．事業融資の増強 

①事業融資の推進施策 

    営業店と本部（融資審査グループ・法人営業グループ・営業統括グループ）で個社別の融資取組

方針を一括協議する場として、平成１６年１０月から「融資案件事前協議会」を継続的に開催して

おりますが、平成２０年度からはこれまでの個別融資案件を中心に協議する方法から、個社別の融

資方針を協議する「貸出方針協議会」に形態を変えて実施しております。 

そのほか、新規融資先開拓の推進に向けた「新規事業融資キャンペーン」、正常先向け貸出や保証

付貸出等良質な事業融資増強のための「法人取引キャンペーン」及び中小企業向け貸出増強を狙い

とする「特別運動」等、行内的なキャンペーンも展開しており、事業融資増強に向けた取組強化を

図っております。 

②医療・福祉事業者向け貸出の増強 

    シルバー戦略推進強化の一環として、医療・福祉事業者向け融資増強の取組みを強化しておりま

す。法人営業グループ内の担当者による営業店支援強化のほか、シルバー関連の社内ベンチャーで

ある株式会社Ｇ－ＶＥＣとの協業、独立行政法人福祉医療機構や株式会社日医リース等との連携等

体制整備を進め、独立開業資金等良質な事業融資の増強を図ってまいります。 

    また、医療事業者向け貸出については十六銀行が得意とする分野であり、当行が強化している福

祉・介護事業者向け貸出との連携による協調融資取上げ等についても検討を進めてまいります。 

   

 ハ．個人（住宅）ローン拡大 

   当行は、個人営業グループ内に住宅ローン推進拠点であるローン推進室を設置しております。ロー

ン推進室は住宅業者案件の獲得を主体とした活動を展開するとともに、住宅ローン推進にかかる営業

店支援も担っており、本部と営業店が連携して住宅ローンの効率的な獲得を図っております。また、

平成２０年度からはローン推進室の担当者を増員するとともに、住宅ローンを強化すべき営業店やエ

リアに専任担当者を配置する等推進体制の強化も進めております。 

   住宅ローン拡大にあたっては、こうした体制整備に加え、新たな商品開発についての取組みも進め

ております。平成２０年６月に「他行口座振替サービス（集金代行）を利用した住宅ローン」（口座レ

ス住宅ローン）の発売を行っており、当初愛知県内２店舗（天白支店、岡崎支店）での試行を経て、
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平成２１年１月からは取扱店舗を名古屋市内４店舗（名古屋支店・中川支店・池下支店・名東支店）

にも拡大しております。当行は近隣他行に比べ店舗網が少なく、当行以外の口座からの返済を可能と

するサービスを提供することで、住宅ローン需要の大きい愛知県下を中心に持込み案件の増加を図っ

てまいります。 

   さらに、消費者ローンにおいても商品開発を進めております。当行の主力商品である「韋駄天シリ

ーズ」について、平成２０年９月に当行住宅ローンやフリーローン韋駄天利用者専用の新型カードロ

ーン「カードローン韋駄天」の発売を行っており、主力商品ラインナップの充実により住宅ローンと

併せ消費者ローンについても増強してまいります。 

 

（３）有価証券運用収益の安定確保 

イ．有価証券の補完的運用  

   有価証券運用収益については、景気後退に伴う金利低下や不動産ファンド収益の減少等により利回

りが低下傾向にありますが、足下で伸び悩みの状況にある貸出金ボリュームをカバーするための補完

的運用として、国債等債券運用を中心に安定的な資金繰り運営に留意したボリュームコントロールを

図り、安定的な収益確保を行ってまいります。 

   なお、有価証券運用にあたっては、金融市場環境が不安定な状況が続いていることを踏まえ、引き

続き、金利・株式・為替・信用等の分散投資を通じた相場変動に左右されにくい有価証券ポートフォ

リオの構築に努め、インカム収益の確保と有価証券ポートフォリオの改善を図っていくとともに、市

場関連リスク管理の強化に向けた取組みを行ってまいります。 

    

 ロ．有価証券ポートフォリオの改善 

   平成２０年度後半にかけての株価急落などを背景に有価証券の評価損益が大幅に悪化、平成２１年

３月期において多額の有価証券減損処理を余儀なくされました。この結果、足元での有価証券評価損

は大幅に縮小しており、今年度における有価証券減損リスクも軽減されているものと考えております。 

   引き続き相場要因の相関関係を継続的にモニターするとともに、金利や株価を中心としたシミュレ

ーション分析を活用する等、効率的なポートフォリオ運営を行ってまいります。 

   

 ハ．市場関連リスク管理強化 

   当行は頭取を委員長とするＡＬＭ委員会を月次で開催し、先行きの金利・相場見通しおよび有価証

券運営方針などを審議するとともに、新規運用商品の購入にあたっては、そのリスクの所在について

確認のうえ慎重な取扱いを行っているほか、ＡＬＭ委員会の下部組織として週次会議（市場国際グル

ープ、リスク統括室、経営管理グループで構成）を毎週開催し、ＡＬＭ委員会で審議した金利・相場

見通しの確認および方針見直しの要否などについて検討しております。 

   また、市場リスク管理部署については、フロントオフィスを市場国際グループ（市場営業チーム）、

ミドルオフィスをリスク統括室、バックオフィスを市場国際グループ（証券業務チーム）にそれぞれ

分離し相互の牽制機能確保に努めております。 

   引き続き、ＡＬＭ委員会において景気・金利・市場動向を審議し金利レンジを的確に予想する中で、

分散投資やポジションコントロール並びに残存期間（デュレーション）等に配慮したポートフォリオ

運用を行うとともに、新規運用商品の購入にあたっての協議を十分に行うなど、市場関連のリスク管

理強化に努めてまいります。 
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（４）役務利益増強に向けた取組み 

 イ．投信・保険を中心とした金融商品販売強化 

役務利益増強については、内国為替手数料やＣＤ手数料などベース手数料の大幅な増強は難しくな

っており、株価低迷など足下の金融商品販売環境は厳しくなっておりますが、顧客保護や顧客説明に

十分留意した対応を行うことで、投資信託や保険を中心とした金融商品販売の強化により収益増強を

図ってまいります。 

      

 ロ．商品・サービス面の工夫 

商品・サービス面においては、平成１９年度より投信販売について一部商品のノーロード化を進め

ており、投信販売手数料の獲得とともに預かり資産残高増強による信託報酬手数料収入の強化も進め、

ストック収入の拡大も目指してまいります。 

また、新たな商品取扱いにあたり、十六銀行との業務提携による共同販売等についても検討を進め

てまいります。 

  

ハ．顧客保護や顧客説明に留意したコンプライアンス態勢強化 

金融商品販売強化に向けた課題は、顧客保護や顧客説明に留意したコンプライアンス態勢強化であ

りますが、営業店の金融商品販売チェック体制の強化とともに行員のスキルに向上に努めるなど、金

融商品取引法対応を強化しております。 

具体的には、平成１９年度までに営業統括グループ内に金融商品販売・勧誘にかかる部門コンプラ

イアンス要員２名（責任者、担当者各１名）を配置、営業店における金融商品販売指導及び関係書類

の事後チェック等を行っているほか、行員教育については金融商品販売強化に備えた教育プログラム

（金融知力研修、窓口営業力強化研修）を金融商品取引法施行に合わせ平成１９年度にバージョンア

ップする等販売員の能力向上に向けた取組みを進めております。 

 

（５）営業体制の再構築 

イ．住宅ローン、事業融資及び金融商品販売強化の体制整備（フリーエリアマネージャー新設） 

住宅ローンの取組強化、事業融資増強及び金融商品販売強化を目的として、平成２０年４月より営

業体制の再構築に取組んでおります。具体的には人員配置の見直しや店舗合理化等により人員を捻出

し、住宅ローン及び金融商品販売専任担当者を各エリアにフリーエリアマネージャーとして配置する

ことで住宅ローンや金融商品販売強化を図るとともに、店長や渉外役席の事業融資先対応力を強化し

てまいります。 

フリーエリアマネージャーは本部（営業統括グループ）に所属し、エリア店長に代わり住宅ローン

や預り資産業務等個人営業部門のエリア目標の責任を担います。また、住宅ローン及び金融商品販売

専任担当者としてエリア内の住宅ローン業者営業のほか、エリア内の住宅ローンの販売推進を行うと

ともに、エリア内の投資信託や保険の販売について渉外担当者のサポート等にも注力しております。 

こうした体制の見直しにより、店長や渉外役席には従来以上に事業融資先のシェアアップや新規開

拓など法人営業の強化活動に特化させ、本部と営業店が一層連携を強めつつ、優良中小企業先を中心

に貸出残高の増強に努めていくことで、事業融資強化の体制整備も図ってまいります。 
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ロ．営業体制再構築の取組み 

（イ）第１ステップ（平成２０年度） 

    営業体制の再構築に向けた取組みの第１ステップとして、人員配置の見直し等により新たに８名

の営業人員を捻出し、平成２０年４月にフリーエリアマネージャー５名と住宅業者営業担当者３名

の再配置を行っております。 

具体的にはフリーエリアマネージャー５名については愛知県内のエリアを中心に配置したほか、

住宅業者営業担当者については個人営業グループ・ローン推進室の住宅チームを２名増員、また、

住宅ローンの取扱いが好調な岡崎支店の担当者を１名増員しております。 

   ＜営業体制再構築（第１ステップ：平成２０年度）＞ 

投入人員 人数 配置場所 役割 

フリーエリアマネージャー ５名 

岐阜東エリア （１） 
名古屋中エリア（２） 
愛北東エリア （１） 
愛北西エリア （１） 

住宅ローン販売 
金融商品販売 

住宅業者専門営業担当者 ３名 
ローン推進室 （２） 
岡崎支店   （１） 

住宅ローン販売 

 

（ロ）第２ステップ（平成２１年度） 

   さらに、営業体制再構築の第２ステップとして、平成２１年度にはフリーエリアマネージャー２

名および住宅業者営業担当者２名の増員、加えて店頭での金融商品販売強化を図るべく店頭営業強

化要員２名の増員を予定しております。第１ステップとあわせ当行渉外人員の約１割にあたる１２

名を住宅ローン取組強化のための専任担当者として、また９名を金融商品販売専任担当者として配

置する予定であります。 

なお、平成２１年４月には第２ステップの一次対応としてフリーエリアマネージャー２名、店頭

営業強化要員１名を追加配置しております。 

   ＜営業体制再構築（第２ステップ：平成２１年度）＞ 

投入人員 人数 配置場所 役割 

フリーエリアマネージャー ２名 
愛北東エリア （１） 
愛北西エリア （１） 

住宅ローン販売 
金融商品販売 

住宅業者専門営業担当者 ２名 今後検討 住宅ローン販売 

店頭営業強化要員 ２名 
営業統括Ｇ（１） 
残り１名は今後検討 

金融商品販売 

  

３．経営合理化に向けた取組み 

（１）これまでの取組み 

   経費については、公的資金の導入以降、平成１４年度以降の人員圧縮、店舗削減や平成１５年度に

設置した効率化推進室を中心とした調達慣習見直しへの取組みなどにより、平成２０年度までに約 

２０億円を削減しております。 

  ＜経費実績推移＞                                 （億円） 

 
 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 

13 年度比 

人件費 52.6 33.7 34.4 37.4 37.7 40.1 41.5 41.5 ▲11.0 

物件費 55.7 54.5 51.1 45.4 46.0 45.6 45.8 46.3 ▲9.4 

税金 5.2 5.8 4.9 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 ▲0.2 

経費合計 113.6 94.1 90.5 88.1 88.9 90.7 92.4 93.0 ▲20.6 
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①人件費削減 

    人件費については、公的資金の導入以降、平成２０年度迄に約１１億円を削減しております。こ

うした大幅な削減を可能とするため、平成１４年度に転身支援制度を導入する等２２６名の人員削

減を実施しました。 

また、平成１４年度は給与２５％カットと賞与の全額カットを、平成１５年度は給与１０％カッ

トと賞与の全額カットを実施しました。平成１６年度以降は業況の回復と職員のモラルの維持を勘

案し、給与カットを解消するとともに、賞与についても段階的に支給率の引上げを行っております

が、引き続き抑制的運営としております。 

 

  ②物件費削減 

物件費については、公的資金導入以降、店舗設備の圧縮策として７支店３出張所の店舗統廃合を

実施するとともに、１０支店の出張所化を実施しました。 

また、上記店舗設備の圧縮に併せ平成１５年度に設置した効率化推進室を中心として、業者との

値引交渉や仕様変更に加え、予算管理を徹底するなど調達慣習の見直しを進めたことから、新たな

制度対応案件や業務効率化、顧客利便性向上等に伴う機械化関連案件などの投資負担増加を吸収、

平成２０年度までに約１１億円の削減を図りました。 

＜店舗統廃合（７支店３出張所）＞ 

   １３年度：６支店２出張所～田神(出)・長良北町(出)・加納・竹鼻・西加納・三田洞・長森・蘇原 

   １５年度：１出張所～県庁前(出) 

   １６年度：１支店～駅前 

＜出張所化（１０支店）＞ 

 １４年度：３か店～県庁前・黒野・忠節橋 

   １５年度：４か店～鵜沼・本荘・尻毛・可児 

   １８年度：３か店～穂積・大洞・金園町 

＜投資負担増加案件＞ 

ⅰ）制度対応案件～新券対応・バーゼルⅡ対応 

ⅱ）機械化関連投資案件～融資支援システム導入・ＩＣカード・コンピュータセンター移転・ 

新端末設置・ＡＴＭ更改等 

  

（２）経費の削減の現状と今後の取組み方針 

 イ．経費の削減の現状 

   今後の収益改善のための重要な課題は経費削減でありますが、上記のとおり平成１４年度以降の人

員圧縮、店舗削減や平成１５年度に設置した効率化推進室を中心とした調達慣習見直しへの取組み等

により、経費については大幅な削減を進めてきており、削減余力は限られたものとなっております。 

   一方で、営業力強化の為の営業店人員や経営環境変化に対応した本部人員等の要員確保が必要であ

り、業務の高度化や制度変更対応、顧客利便性や安全性向上といった観点からの投資負担の必要性か

ら、経費支出は増加傾向にあるのが実情であります。 

  

 ロ．今後の取組み方針 

（イ）経費削減努力の継続  

    引き続き、物件費については効率化推進室を中心とした調達慣習の見直し継続により抑制運用に
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努めていくほか、人件費については業務の効率化促進などによる時間外の抑制や転籍・出向等人事

諸施策の検討・実施による人員数の抑制を図っていくとともに、必要人員の確保（必要分野への人

員投入）については人員の適正配置見直しなどにより人員捻出を図り対応してまいります。 

    また、物件費、人件費ともに経費支出にあたっては、対応必要性と重要度について優先度の高い

ものを良く精査し、必要最小限の範囲内に止めることにより、経費抑制に努めてまいります。 

    なお、経費削減については、行内メール便の共同運行やＡＴＭ入出金提携による店外ＡＴＭ撤去

等、十六銀行との業務提携による経費削減策についても検討を進めてまいります。 

  

（ロ）人員捻出のための合理化策の推進 

コア収益強化のためには、限られた人員の中で適正な配置の見直しなどにより、収益強化分野へ

の人員投入が必要と考えており、そのための店質の見直しや店舗の効率化などを進めてまいります。 

具体的には、平成２０年４月からの営業体制再構築（第１ステップ～８名の営業人員捻出）に伴

い、既存店の適正人員の見直しによる再配置に加え、ＧＳ店（フルライン店舗）からＲＳ店（リテ

ール特化店）への店質変更を１か店実施したほか、本店営業部のナンバー部制を見直し３部体制か

ら２部体制へのスリム化を図るなど、拠点体制の見直しを行っております。 

また、平成２１年度には営業体制再構築の第２ステップとして、営業人員６名（渉外４名、店頭

営業２名）の捻出を行う予定であり、既存店の人員再配置には限界があることから、さらに２カ店

程度の店質変更が必要となっており、ＲＳ店（一般店（リテール店））からＳ店（出張所（リテール

特化店））への出張所化を検討してまいります。 

 

４．不良債権処理費用の削減と信用リスク管理強化に向けた取組み 

（１）不良債権処理費用の削減に向けた取組方針 

   平成２０年度の不良債権処理費用については、平成１９年度に引き続きシンジケート･ローン先を中

心に一部業種での破綻が続き、多額の不良債権処理損失計上を余儀なくされました。これは個社別の

実態把握、および与信集中管理やポートフォリオ管理が不十分であったことにより追加的な引当が必

要となったものと認識しております。 

   こうした反省点を踏まえ、不良債権残高の圧縮への取組みや、信用リスク管理強化等による不良債

権処理費用の削減に一層注力していく考えであります。 

  

（２）信用リスク管理強化による不良債権発生の抑制 

 イ．規程・制度面での管理強化     

  ①シンジケート･ローン先に関する与信管理の一層の強化 

    平成２０年度においては平成１９年度に引き続きシンジケート･ローン先を中心とした不良債権

発生が続いたことから、シンジケート･ローン先に関する与信管理の一層の強化を図ってまいります。 

    具体的には、シンジケート･ローンの小口分散を図ることを目的として、平成１９年３月にシンジ

ケート・ローンの取扱要領を改正、案件の取上基準を詳細に明文化するとともに、取上基準の厳格

な運用を行うため、案件取上げ時には事前案件協議書やチェックシートの作成を義務付けるなど、

審査判断の精度向上および信用リスク管理強化に向けての態勢整備を図りました。 
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  ②与信集中管理強化 

    平成１９年度より、与信集中の傾向が見られる業種については、従来の業種別個別審査の対応方

針による与信管理に加え、期末残高の目標水準を設定してモニタリングしております。平成１９年

度においては試行的運用としましたが、平成２０年度からは本格運用に移行し、一業種への与信集

中の軽減を図っていく方針であります。 

    

 ロ．審査体制の見直し 

 新規不良債権発生の抑制のため、規程・制度面での管理強化とともに、融資審査グループ（審査役）

における審査体制の見直しも行っております。既に、シンジケート・ローン等の融資案件審査におい

て業種別審査体制を一部導入しておりましたが、平成２０年度下期から営業店の融資案件審査におい

ても業種別審査体制を一部導入しております。 

具体的には、これまで審査役が担当店からの融資案件を全て審査する体制としておりましたが、業

種に特有なリスクや業界動向の把握・情報収集を専門的に行い、より的確な融資判断を行うため、平

成２０年下期からは、業種によって審査役が担当店に関係なく融資案件審査を行う体制に移行してお

ります。 

 

 ハ．再生支援、ランクアップ支援による不良債権の圧縮 

   当行では融資管理グループによる不良債権の管理回収強化に努める一方で、融資審査グループの経

営支援チームによる企業再生、ランクアップ支援を進めておりますが、平成２０年度より経営支援チ

ームについては取組み強化に向け、体制見直しを実施しております。 

   具体的には、経営支援チームの所管する支援銘柄について、これまでの取組みにより支援の方向性

も定まってきていることから、継続してランクアップに向けた支援を行っていく先と重点的に管理す

べき先とを明確にし、分別管理をしていく体制に見直しを行っております。特に平成１９年度から平

成２０年度にかけ、整理回収機構や中小企業再生支援協議会などを活用した再生スキームにより、不

良債権処理費用の発生を最小限に止めた案件が実績として挙がってきており、重点管理先への対応強

化により不良債権の圧縮を進めてまいります。 
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５．責任ある経営体制の確立 

（１）経営責任の明確化 

   当行は足元での業績悪化に加え、単独行としての将来的な展望を見据え、平成２０年１２月に当地

域のトップバンクである十六銀行との「資本支援を含む業務提携の協議を開始」することを公表し、

平成２１年１月に業務資本提携契約を締結、３月には５０億円の資本出資を受けております。現時点

では、十六銀行との経営統合については「業務提携検討の延長線上の選択肢」との位置づけであり、

本件業務提携の更なる深化に向けた検討を進めることが重要であると考えております。 

   以上の状況を鑑みれば、平成２１年３月期決算を踏まえた頭取の経営責任に関しては、現在進めて

いる十六銀行との業務提携の更なる深化を含め、現頭取が当行の業務再構築を主導している途上であ

ることから、これをしっかりと定着させていくことが頭取としての経営責任を果たすことに繋がると

考えております。 

   また、現頭取が当行顧客、取引先、関係先等との間で培っている信頼関係に鑑みれば、当行が業務

再構築の遂行途上にある現状においては、むしろ引き続き、現頭取の下において地域銀行としてのリ

レーションシップバンキング機能の発揮に努めていくことが重要と考えております。 

   これらの理由から、現頭取につきましては、当面は現職に留まり、当行の最重要課題である業務再

構築の実現に向けて、努力してまいりたいと考えております。 

 

（２）各役員の職務上の責任分担明確化 

   当行が２期連続で３割ルール抵触となる大幅な計画目標未達となった主な要因は、有価証券減損処

理の増加と不良債権処理費用の増大でありますが、そうした要因を踏まえた各役員の責任の明確化と

役割分担の見直しを予定しており、役員の配置替え等による取締役会や経営会議の機能強化を通じ、

一層のガバナンス強化を図ってまいります。 

 

（３）役員賞与の支給停止及び役員退職慰労金の支払停止並びに役員報酬の一部返上 

   平成１３年度の公的資金注入以降も、役員賞与の支給を行っておりませんが、今年度においても支

給いたしません。役員賞与については、当面同様の方針を継続する予定であります。 

    また、平成１３年度の公的資金注入以降、役員退職慰労金の支払いも行っておりません。今年度は

取締役１名の退任が予定されておりますが、支払いは行いません。引き続き役員退職慰労金について

も、同様の方針を継続する予定であります。 

   さらに、役員報酬については平成１３年度以降大幅な削減を図っており、平成１９年度には３３％

の報酬カットを行っておりますが、平成２０年度は前年度決算における利益計画の大幅な未達に対す

る経営責任として、頭取においては平成１９年度対比さらに５％、その他役員においては平成１９年

度対比さらに３％の役員報酬の一部返上を６か月間行っております。 

   引き続き役員報酬についても抑制運営を継続してまいりますが、今年度においては、大幅な赤字決

算に対する経営責任として、頭取においては平成１９年度対比さらに１０％、その他役員においては

平成１９年度対比さらに３％の役員報酬の一部返上を６か月間実施いたします。 

 

                                            以 上                                

＜本件に関するお問い合せ＞ 

経営管理グループ（広報担当） 

TEL（058）272－9006 


