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問合せ先  総合企画グループ 部長 松井 和城 
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平成 25 年度 しまぎん経営情報説明資料の開示について 

 

 株式会社島根銀行（頭取 田頭基典）は、皆さまに対し、当行の主要な経営情報を分

かりやすくお伝えするため、「平成 25 年度 しまぎん経営情報説明資料」を作成いたし

ました。是非、ご覧いただき、当行に対するご理解を深めていただければ幸いに存じま

す。 

以上 



＜平成２５年度＞＜平成２５年度＞

しまぎんしまぎん経営情報説明資料経営情報説明資料



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

預金残高預金残高預金残高預金残高のののの推移推移推移推移
個人個人個人個人 法人法人法人法人

公金公金公金公金 金融機関金融機関金融機関金融機関

0000

1,0001,0001,0001,000

2,0002,0002,0002,000

3,0003,0003,0003,000

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

3,3,3,3,422422422422億円億円億円億円3,3,3,3,338338338338億円億円億円億円3,3,3,3,254254254254億円億円億円億円

８３８３８３８３億円億円億円億円
増加増加増加増加

８３８３８３８３億円億円億円億円
増加増加増加増加

�個人個人個人個人・・・・法人法人法人法人をををを中心中心中心中心にににに最高残高更新最高残高更新最高残高更新最高残高更新

�個人個人個人個人・・・・法人残高法人残高法人残高法人残高はははは
3,0003,0003,0003,000億円億円億円億円のののの大台大台大台大台へへへへ

2,2442,2442,2442,244 2,2942,2942,2942,294 2,3602,3602,3602,360

638638638638

354354354354

17171717

678678678678

352352352352

13131313 10101010

351351351351

699699699699



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

個人預個人預個人預個人預りりりり資産資産資産資産のののの推移推移推移推移
個人預金個人預金個人預金個人預金 年金保険等年金保険等年金保険等年金保険等

投資信託投資信託投資信託投資信託 公共債公共債公共債公共債

1,5001,5001,5001,500

1,7001,7001,7001,700

1,9001,9001,9001,900

2,1002,1002,1002,100

2,3002,3002,3002,300

2,5002,5002,5002,500

2,7002,7002,7002,700

2,9002,9002,9002,900

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

2,62,62,62,678787878億円億円億円億円 2,2,2,2,741741741741億円億円億円億円 2,2,2,2,834834834834億円億円億円億円

６３６３６３６３億円億円億円億円
増加増加増加増加

９２９２９２９２億円億円億円億円
増加増加増加増加

279279279279

2,2442,2442,2442,244

311311311311

�個人預金個人預金個人預金個人預金、、、、年金保険等年金保険等年金保険等年金保険等をををを中心中心中心中心にににに残高増残高増残高増残高増

2,2942,2942,2942,294 2,3602,3602,3602,360

137137137137

16161616

349349349349

121121121121

14141414
12121212

112112112112



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

貸出金残高貸出金残高貸出金残高貸出金残高のののの推移推移推移推移
個人個人個人個人 中小企業中小企業中小企業中小企業

そのそのそのその他他他他

0000

500500500500

1,0001,0001,0001,000

1,5001,5001,5001,500

2,0002,0002,0002,000

2,5002,5002,5002,500

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

2,32,32,32,351515151億円億円億円億円 2,2,2,2,398398398398億円億円億円億円 2,2,2,2,424424424424億円億円億円億円

４６４６４６４６億円億円億円億円
増加増加増加増加

２６２６２６２６億円億円億円億円
増加増加増加増加

693693693693 789789789789 823823823823

�個人個人個人個人をををを中心中心中心中心にににに最高残高更新最高残高更新最高残高更新最高残高更新

1,1201,1201,1201,120

538538538538 507507507507

1,1011,1011,1011,101

506506506506

1,0941,0941,0941,094



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

有価証券有価証券有価証券有価証券のののの推移推移推移推移

0000

100100100100

200200200200

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

800800800800

900900900900

1,0001,0001,0001,000

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

債券債券債券債券 株式株式株式株式 そのそのそのその他他他他

875875875875億円億円億円億円 932932932932億円億円億円億円 981981981981億円億円億円億円

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

■■■■有価証券残高有価証券残高有価証券残高有価証券残高 ■■■■評価損益評価損益評価損益評価損益のののの推移推移推移推移

7777億円億円億円億円 10101010億円億円億円億円 56565656億円億円億円億円

�安全性安全性安全性安全性のののの高高高高いいいい国債等債券国債等債券国債等債券国債等債券をををを中心中心中心中心にににに運用運用運用運用

平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度

�含含含含みみみみ益益益益がががが大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加

５７５７５７５７億円億円億円億円
増加増加増加増加

４８４８４８４８億円億円億円億円
増加増加増加増加

697697697697 747747747747 772772772772

6969696966666666
56565656

121121121121
119119119119

139139139139



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

収益収益収益収益のののの状況状況状況状況①①①①

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））

６５８

９５１

６,６３１

７,５８２

23年度

+３８６９６６９６６９６６９６６０９当期純利益

+３６６１,３１８９５７経常利益

+６９４７,３２５６,８２２経常費用

+１,０６１８,６４３７,７８０経常収益

前期
増減

24年度22年度



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

収益収益収益収益のののの状況状況状況状況②②②②

（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））�４４４４期連続期連続期連続期連続 過去最高益過去最高益過去最高益過去最高益更新更新更新更新

431431431431

602602602602 609609609609

658658658658
696696696696

300300300300

400400400400

500500500500

600600600600

700700700700

800800800800

■■■■当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益のののの推移推移推移推移

平成平成平成平成20202020年度年度年度年度 平成平成平成平成21212121年度年度年度年度 平成平成平成平成22222222年度年度年度年度 平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

平成２２年度 平成２３年度 平成２4年度

自己資本比率 基本的項目(TierⅠ比率)

自己自己自己自己資本資本資本資本とととと基本的項目基本的項目基本的項目基本的項目(Tier (Tier (Tier (Tier 1111))))比率比率比率比率

9.9.9.9.21212121%%%% 9.9.9.9.63636363%%%%9.9.9.9.58585858%%%%

7.7.7.7.53535353%%%% 7.7.7.7.43434343%%%%7.7.7.7.71717171%%%%



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

不良債権不良債権不良債権不良債権 （（（（金融再生法金融再生法金融再生法金融再生法））））

正常債権正常債権正常債権正常債権
２２２２,,,,３０３３０３３０３３０３億円億円億円億円
（（（（93.9393.9393.9393.93％）％）％）％）

不良債権不良債権不良債権不良債権（（（（合計合計合計合計））））

１１１１４８４８４８４８億億億億円円円円（（（（6.076.076.076.07％）％）％）％）

危険債権危険債権危険債権危険債権

１１１１１１１１7777億円億円億円億円（（（（4.794.794.794.79％）％）％）％）

要管理債権要管理債権要管理債権要管理債権

4444億円億円億円億円（（（（0.0.0.0.20202020％）％）％）％）

破産更生債権及破産更生債権及破産更生債権及破産更生債権及びこれらびこれらびこれらびこれら
にににに準準準準ずるずるずるずる債権債権債権債権

２６２６２６２６億円億円億円億円（（（（1.081.081.081.08％）％）％）％）

148148148148

2,3032,3032,3032,303＋＋＋＋148148148148 ＝＝＝＝5.715.715.715.71％％％％
＝＝＝＝6.076.076.076.07％％％％



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

不良債権不良債権不良債権不良債権比率比率比率比率のののの推移推移推移推移

5.17%5.17%5.17%5.17%
5.53%5.53%5.53%5.53%

5.68%5.68%5.68%5.68% 5.70%5.70%5.70%5.70%

6.07%6.07%6.07%6.07%

5.71%5.71%5.71%5.71%
5.54%5.54%5.54%5.54%

5.93%5.93%5.93%5.93%

6.36%6.36%6.36%6.36%

8.33%8.33%8.33%8.33%

4.00%4.00%4.00%4.00%

4.50%4.50%4.50%4.50%

5.00%5.00%5.00%5.00%

5.50%5.50%5.50%5.50%

6.00%6.00%6.00%6.00%

6.50%6.50%6.50%6.50%

7.00%7.00%7.00%7.00%

7.50%7.50%7.50%7.50%

8.00%8.00%8.00%8.00%

8.50%8.50%8.50%8.50%

9.00%9.00%9.00%9.00%

平成平成平成平成15151515年年年年 平成平成平成平成16161616年年年年 平成平成平成平成17171717年年年年 平成平成平成平成18181818年年年年 平成平成平成平成19191919年年年年 平成平成平成平成20202020年年年年 平成平成平成平成21212121年年年年 平成平成平成平成22222222年年年年 平成平成平成平成23232323年年年年 平成平成平成平成24242424年年年年

■■■■過去過去過去過去10101010年年年年のののの「「「「不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率」」」」のののの推移推移推移推移
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26262626 38383838

117117117117 87878787

4444

167167167167

0

50

100

150

200

250

300

不良債権不良債権不良債権不良債権へのへのへのへの対応状況対応状況対応状況対応状況

要管理債権要管理債権要管理債権要管理債権

危険債権危険債権危険債権危険債権

破産更生破産更生破産更生破産更生
債権等債権等債権等債権等

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表上上上上のののの
純資産純資産純資産純資産

担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証等等等等

貸倒引当金貸倒引当金貸倒引当金貸倒引当金

不良債権不良債権不良債権不良債権のののの合計合計合計合計

111148484848億円億円億円億円

不良債権不良債権不良債権不良債権へのへのへのへの対応対応対応対応合計合計合計合計

222293939393億円億円億円億円
（（（（億円億円億円億円））））

22222222
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中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法へのへのへのへの対応実績対応実績対応実績対応実績

円滑化法施行後円滑化法施行後円滑化法施行後円滑化法施行後のののの実行率実行率実行率実行率 ９０９０９０９０．．．．９９９９％％％％

－－－－0.5%0.5%0.5%0.5%－－－－5.3%5.3%5.3%5.3%－－－－3.3%3.3%3.3%3.3%－－－－90.9%90.9%90.9%90.9%－－－－－－－－
受付受付受付受付にににに対対対対
するするするする割合割合割合割合

154154154154171717172,3602,3602,3602,3601841841841841,9091,9091,9091,90911511511511556,68656,68656,68656,6863,1393,1393,1393,13961,10961,10961,10961,1093,4553,4553,4553,455合計合計合計合計

24242424222288288288288281818181289289289289323232322,0912,0912,0912,0911861861861863,2863,2863,2863,286301301301301
住宅資金住宅資金住宅資金住宅資金
借入者借入者借入者借入者

130130130130151515151,4781,4781,4781,4781031031031031,6201,6201,6201,6208383838354,59554,59554,59554,5952,9532,9532,9532,95357,82357,82357,82357,8233,1543,1543,1543,154中小企業者中小企業者中小企業者中小企業者

金額金額金額金額件数件数件数件数金額金額金額金額件数件数件数件数金額金額金額金額件数件数件数件数金額金額金額金額件数件数件数件数金額金額金額金額件数件数件数件数

うちうちうちうち審査中審査中審査中審査中うちうちうちうち取下取下取下取下げげげげうちうちうちうち謝絶謝絶謝絶謝絶うちうちうちうち実行実行実行実行済済済済みみみみ受付計受付計受付計受付計

（（（（単位単位単位単位：：：：件件件件、、、、百万円百万円百万円百万円））））
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中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの概要概要概要概要①①①①

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」
～～～～創業創業創業創業100100100100周年周年周年周年をををを機機機機にににに、、、、新新新新たなるたなるたなるたなるステージステージステージステージへへへへ～～～～

（（（（計画期間計画期間計画期間計画期間：：：：平成平成平成平成25252525年年年年4444月月月月～～～～平成平成平成平成28282828年年年年3333月月月月））））

～～～～経営経営経営経営ビジョンビジョンビジョンビジョン～～～～

フェイスフェイスフェイスフェイス・・・・トゥートゥートゥートゥー・・・・フェイスフェイスフェイスフェイスのののの精神精神精神精神のののの下下下下、、、、地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融をよりをよりをよりをより一層強化一層強化一層強化一層強化しししし、、、、おおおお客様客様客様客様のののの各種各種各種各種
ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへのスピーディースピーディースピーディースピーディーなななな対応対応対応対応によりによりによりにより、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化にににに寄与寄与寄与寄与できるできるできるできる銀行銀行銀行銀行

営業営業営業営業のののの強化強化強化強化 財務財務財務財務のののの強化強化強化強化

経営理念経営理念経営理念経営理念

1. 1. 1. 1. 地域社会地域社会地域社会地域社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献しししし、、、、信頼信頼信頼信頼されされされされ、、、、愛愛愛愛されるされるされるされる銀行銀行銀行銀行となるとなるとなるとなる。。。。

2. 2. 2. 2. 常常常常にににに魅力魅力魅力魅力あるあるあるあるサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供しししし、、、、おおおお客客客客さまのさまのさまのさまのニーズニーズニーズニーズにににに積極的積極的積極的積極的にににに応応応応えるえるえるえる。。。。

3. 3. 3. 3. 創造力豊創造力豊創造力豊創造力豊かでかでかでかで、、、、活力活力活力活力にみちたにみちたにみちたにみちた、、、、明明明明るいるいるいるい人間集団人間集団人間集団人間集団をつくるをつくるをつくるをつくる。。。。

人材人材人材人材のののの強化強化強化強化 組織組織組織組織のののの強化強化強化強化



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの概要概要概要概要②②②②

～～～～営業営業営業営業のののの強化強化強化強化～～～～

(1) (1) (1) (1) 営業営業営業営業エリアエリアエリアエリア特性特性特性特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした 営業態勢営業態勢営業態勢営業態勢のののの強化強化強化強化

(2) (2) (2) (2) 中小企業中小企業中小企業中小企業およびおよびおよびおよび個人個人個人個人にににに対対対対するするするする取引拡大取引拡大取引拡大取引拡大

(3) (3) (3) (3) ハードハードハードハード・・・・ソフトソフトソフトソフト両面両面両面両面ののののチャネルチャネルチャネルチャネル強化強化強化強化

(4) (4) (4) (4) 地域密着地域密着地域密着地域密着ブランドイメージブランドイメージブランドイメージブランドイメージのののの向上向上向上向上

～～～～財務財務財務財務のののの強化強化強化強化～～～～

(1) (1) (1) (1) コアコアコアコア資本資本資本資本のののの充実充実充実充実

(2) (2) (2) (2) 信用信用信用信用コストコストコストコストのののの抑制抑制抑制抑制

(3) (3) (3) (3) 有価証券有価証券有価証券有価証券のののの適正適正適正適正ななななポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ構築構築構築構築

(4) (4) (4) (4) 統合的統合的統合的統合的リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理のののの高度化高度化高度化高度化

～～～～人材人材人材人材のののの強化強化強化強化～～～～

(1) (1) (1) (1) 営業能力営業能力営業能力営業能力のののの向上向上向上向上

(2) (2) (2) (2) 適材適所適材適所適材適所適材適所へのへのへのへの人事配置人事配置人事配置人事配置

(3) (3) (3) (3) 行員満足度行員満足度行員満足度行員満足度のののの向上向上向上向上

(4) (4) (4) (4) コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス意識意識意識意識のののの醸成醸成醸成醸成

～～～～組織組織組織組織のののの強化強化強化強化～～～～

(1) (1) (1) (1) 内部管理態勢内部管理態勢内部管理態勢内部管理態勢のののの充実充実充実充実

(2) (2) (2) (2) 開示開示開示開示のののの一段一段一段一段のののの充実充実充実充実

(3) (3) (3) (3) 危機管理態勢危機管理態勢危機管理態勢危機管理態勢のののの充実充実充実充実

(4) (4) (4) (4) 創業創業創業創業100100100100周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業のののの展開展開展開展開

【【【【具体的戦略具体的戦略具体的戦略具体的戦略－－－－４４４４本本本本のののの柱柱柱柱－－－－】】】】

�平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年からからからから継続継続継続継続しているしているしているしている 具体的戦略具体的戦略具体的戦略具体的戦略－－－－４４４４本本本本のののの柱柱柱柱－－－－ををををブラシュアップブラシュアップブラシュアップブラシュアップ!!!!！！！！

�着実着実着実着実なななな実践実践実践実践によりによりによりにより、、、、経営経営経営経営ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの達成達成達成達成をををを目指目指目指目指すすすす



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの概要概要概要概要③③③③

✓✓✓✓本計画達成本計画達成本計画達成本計画達成のためののためののためののための、、、、平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度((((計画最終年度計画最終年度計画最終年度計画最終年度））））のののの数値目標数値目標数値目標数値目標。。。。

【【【【数値目標数値目標数値目標数値目標】】】】

６%4％不 良 債 権 比 率

9％9％コ ア 資 本 比 率

BBBBBB+格 付

10億円14億円コ ア 業 務 純 益

平成25年3月
実 績

平成28年3月
目 標

項目



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策①①①①

①①①①成長業種成長業種成長業種成長業種（（（（医療医療医療医療・・・・介護介護介護介護、、、、環境環境環境環境・・・・エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー等等等等））））のののの資金資金資金資金
需要需要需要需要のののの確実確実確実確実なななな取取取取りりりり込込込込みみみみ

融資渉外力融資渉外力融資渉外力融資渉外力

情報収集力情報収集力情報収集力情報収集力

提案力提案力提案力提案力

外部連携外部連携外部連携外部連携によるによるによるによる

ノウハウノウハウノウハウノウハウのののの蓄積蓄積蓄積蓄積

企業企業企業企業ニーズニーズニーズニーズへのへのへのへの対応対応対応対応

事業継承事業継承事業継承事業継承
Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ

ビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチングビジネスマッチング

②②②②若年層若年層若年層若年層、、、、シニアシニアシニアシニア層層層層のののの取組強化取組強化取組強化取組強化によるによるによるによる個人預金個人預金個人預金個人預金のののの積積積積
極的極的極的極的なななな吸収吸収吸収吸収

生涯生涯生涯生涯サポートサポートサポートサポート力力力力のののの強化強化強化強化

ライフプランライフプランライフプランライフプランにににに応応応応じたじたじたじた商品提案商品提案商品提案商品提案

基盤取引基盤取引基盤取引基盤取引・・・・メインメインメインメイン取引取引取引取引のののの拡大拡大拡大拡大

相談相談相談相談ファーストコールファーストコールファーストコールファーストコールのののの獲得獲得獲得獲得

（（（（資産運用資産運用資産運用資産運用・・・・退職金退職金退職金退職金・・・・年金年金年金年金・・・・相続相続相続相続））））

＜＜＜＜若年層若年層若年層若年層＞＞＞＞ ＜＜＜＜シニアシニアシニアシニア層層層層＞＞＞＞



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策②②②②

宣伝方法宣伝方法宣伝方法宣伝方法・・・・申込申込申込申込みみみみチャネルチャネルチャネルチャネルのののの改善改善改善改善

アタックアタックアタックアタック方法方法方法方法のののの改善改善改善改善

新商品新商品新商品新商品のののの開発開発開発開発・・・・採用採用採用採用

③③③③営業営業営業営業・・・・宣伝宣伝宣伝宣伝・・・・商品等強化商品等強化商品等強化商品等強化によるによるによるによる消費者消費者消費者消費者ローンローンローンローンのののの積極積極積極積極
的的的的なななな拡販拡販拡販拡販

④④④④シニアシニアシニアシニア層層層層のののの取組強化取組強化取組強化取組強化によりによりによりにより、、、、公社債公社債公社債公社債もももも含含含含めためためためた預預預預かりかりかりかり
資産残高資産残高資産残高資産残高のののの増嵩増嵩増嵩増嵩

接遇力接遇力接遇力接遇力・・・・販売力販売力販売力販売力のののの向上向上向上向上

アフターフォローアフターフォローアフターフォローアフターフォロー営業営業営業営業のののの推進推進推進推進

相続相続相続相続・・・・資産運用等資産運用等資産運用等資産運用等セミナーセミナーセミナーセミナーのののの開催開催開催開催



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策③③③③

＜＜＜＜長期育成長期育成長期育成長期育成プランプランプランプラン＞＞＞＞

新入新入新入新入 2222年目年目年目年目 3333年目年目年目年目 4444年目年目年目年目 5555年目年目年目年目 6666年目年目年目年目 7777年目年目年目年目 8888年目年目年目年目 9999年目年目年目年目 10101010年目年目年目年目11111111年目年目年目年目 　　　　　　　　12121212年目年目年目年目～～～～

ⅠⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢⅢ

ⅣⅣⅣⅣ 管理能力向上期間管理能力向上期間管理能力向上期間管理能力向上期間

役席基礎養成期間役席基礎養成期間役席基礎養成期間役席基礎養成期間

上位管理者となるための管理・指導能力向上

基礎養成期間基礎養成期間基礎養成期間基礎養成期間

レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ期間期間期間期間

銀行員となるための基本的態度・知識・スキルの習得

プロの銀行員としての担当業務の能力レベル向上

管理者に必要な知識・スキル・管理能力の習得

営業店営業店営業店営業店

基礎養成期間基礎養成期間基礎養成期間基礎養成期間 レベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ期間期間期間期間
管理能力管理能力管理能力管理能力
向上期間向上期間向上期間向上期間

役席基礎役席基礎役席基礎役席基礎
養成期間養成期間養成期間養成期間

進路選択進路選択進路選択進路選択
昇格基準昇格基準昇格基準昇格基準

マネジメントコースマネジメントコースマネジメントコースマネジメントコース

営業店営業店営業店営業店・・・・本部本部本部本部（（（（キャリアパスキャリアパスキャリアパスキャリアパス））））

長期育成長期育成長期育成長期育成
プランプランプランプラン

エキスパートコースエキスパートコースエキスパートコースエキスパートコース

一般職一般職一般職一般職コースコースコースコース

�幅広幅広幅広幅広いいいい知識知識知識知識をををを持持持持ったったったったバランスバランスバランスバランスのあるのあるのあるのある人材人材人材人材をををを育成育成育成育成



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策④④④④

しまぎんしまぎんしまぎんしまぎん 創業創業創業創業１００１００１００１００周年周年周年周年

～～～～平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年５５５５月月月月２０２０２０２０日日日日～～～～

◆◆◆◆創業創業創業創業１００１００１００１００周年周年周年周年へへへへ向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ◆◆◆◆

新本店新本店新本店新本店のののの建築建築建築建築

各種記念事業各種記念事業各種記念事業各種記念事業・・・・ＰＲＰＲＰＲＰＲイベントイベントイベントイベント等等等等をををを

継続継続継続継続してしてしてして実施実施実施実施



平成２５年度 しまぎん経営情報説明資料

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策⑤⑤⑤⑤

①①①①時間外手数料時間外手数料時間外手数料時間外手数料がががが無料無料無料無料となるとなるとなるとなる提携提携提携提携ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭのののの拡大拡大拡大拡大
＜＜＜＜出金手数料出金手数料出金手数料出金手数料＞＞＞＞・・・・・・・・しまぎんしまぎんしまぎんしまぎんピスカピスカピスカピスカ、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット普通預金普通預金普通預金普通預金カードカードカードカード

当行当行当行当行ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ

ゆうゆうゆうゆうちょちょちょちょ銀行銀行銀行銀行

＜＜＜＜入金手数料入金手数料入金手数料入金手数料＞＞＞＞・・・・・・・・すべてのすべてのすべてのすべてのキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカードキャッシュカード

当行当行当行当行ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ

ゆうゆうゆうゆうちょちょちょちょ銀行銀行銀行銀行
※一部提携ATMは除きます。

②②②②店舗内店舗内店舗内店舗内ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭのののの利用時間延長利用時間延長利用時間延長利用時間延長

・・・・店舗内店舗内店舗内店舗内ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭのののの平日利用時間拡大平日利用時間拡大平日利用時間拡大平日利用時間拡大 ⇒⇒⇒⇒ すべてすべてすべてすべて２１２１２１２１：：：：００００００００までまでまでまで

■■■■ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭのののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

鳥取銀行鳥取銀行鳥取銀行鳥取銀行、、、、島根中央信用金庫島根中央信用金庫島根中央信用金庫島根中央信用金庫、、、、

トマトトマトトマトトマト銀行銀行銀行銀行、、、、もみじもみじもみじもみじ銀行銀行銀行銀行、、、、西京銀行西京銀行西京銀行西京銀行
＋＋＋＋

＋＋＋＋
島根中央信用金庫島根中央信用金庫島根中央信用金庫島根中央信用金庫

トマトトマトトマトトマト銀行銀行銀行銀行、、、、西京銀行西京銀行西京銀行西京銀行

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日よりよりよりより開始開始開始開始平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日よりよりよりより開始開始開始開始
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中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策⑥⑥⑥⑥

■■■■ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭのののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

◆◆◆◆平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年 秋秋秋秋よりよりよりより提携開始提携開始提携開始提携開始
・・・・ファミリーマートファミリーマートファミリーマートファミリーマート
・・・・セブンイレブンセブンイレブンセブンイレブンセブンイレブン
・・・・ポプラポプラポプラポプラ 等等等等

③③③③コンビニコンビニコンビニコンビニＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭとのとのとのとの提携提携提携提携

◆◆◆◆山陰両県山陰両県山陰両県山陰両県におけるにおけるにおけるにおける
提携後提携後提携後提携後ののののＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ設置箇所数設置箇所数設置箇所数設置箇所数

島根県島根県島根県島根県

当行当行当行当行ATMATMATMATM 59595959ヶヶヶヶ所所所所

提携銀行提携銀行提携銀行提携銀行ATMATMATMATM 316316316316ヶヶヶヶ所所所所

＋＋＋＋

コンビニコンビニコンビニコンビニＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ

79797979ヶヶヶヶ所所所所

※当行ATMは、平成25年3月31日現在

※提携銀行ATMは、当行調査時点

鳥取鳥取鳥取鳥取県県県県

当行当行当行当行ATMATMATMATM 16161616ヶヶヶヶ所所所所

提携銀行提携銀行提携銀行提携銀行ATMATMATMATM 267267267267ヶヶヶヶ所所所所

＋＋＋＋

コンビニコンビニコンビニコンビニＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ

56565656ヶヶヶヶ所所所所
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中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画「「「「元気大集合元気大集合元気大集合元気大集合」」」」のののの具体的施策具体的施策具体的施策具体的施策⑦⑦⑦⑦

■■■■スマホアプリスマホアプリスマホアプリスマホアプリのののの導入導入導入導入

＜＜＜＜主主主主なななな搭載予定機能搭載予定機能搭載予定機能搭載予定機能＞＞＞＞

・・・・ＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ機能機能機能機能によるによるによるによる店舗店舗店舗店舗・・・・ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭ検索検索検索検索

・・・・各種各種各種各種ローンローンローンローン申込申込申込申込みみみみ

・・・・インターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングインターネットバンキングへのへのへのへのログインログインログインログイン

・・・・アットユーネットアットユーネットアットユーネットアットユーネット（ＵＣ（ＵＣ（ＵＣ（ＵＣカードカードカードカード））））へのへのへのへのログインログインログインログイン などなどなどなど

※画像はイメージ

平成平成平成平成25252525年年年年8888月導入予定月導入予定月導入予定月導入予定（（（（山陰初山陰初山陰初山陰初!!!!））））
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ＮＩＳＡＮＩＳＡＮＩＳＡＮＩＳＡ ・・・・教育資金一括贈与非課税措置教育資金一括贈与非課税措置教育資金一括贈与非課税措置教育資金一括贈与非課税措置へのへのへのへの対応対応対応対応

平成２５年７月より事前受付開始

◆制度のポイント◆

毎年毎年毎年毎年100100100100万円万円万円万円をををを上限上限上限上限にににに最大最大最大最大５００５００５００５００万円万円万円万円までまでまでまで購入可能購入可能購入可能購入可能

株式投資信託株式投資信託株式投資信託株式投資信託、、、、上場株式上場株式上場株式上場株式のののの配当所得配当所得配当所得配当所得やややや譲渡所得譲渡所得譲渡所得譲渡所得がががが非課税非課税非課税非課税

２０２０２０２０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの日本日本日本日本にににに居住居住居住居住するするするする方等方等方等方等がががが対象対象対象対象

■■■■NISANISANISANISA（（（（少額投資非課税制度少額投資非課税制度少額投資非課税制度少額投資非課税制度））））へのへのへのへの対応対応対応対応

■■■■教育資金教育資金教育資金教育資金のののの一括贈与一括贈与一括贈与一括贈与にににに係係係係るるるる贈与非課税措置贈与非課税措置贈与非課税措置贈与非課税措置へのへのへのへの対応対応対応対応

（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月からからからからスタートスタートスタートスタート））））

対応商品の導入に向け現在準備中

（（（（平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１月月月月からからからからスタートスタートスタートスタート））））
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株主還元株主還元株主還元株主還元のののの方針方針方針方針

自己資本充実自己資本充実自己資本充実自己資本充実によるによるによるによる経営体質強化経営体質強化経営体質強化経営体質強化をををを図図図図るるるる一方一方一方一方でででで、、、、
継続的継続的継続的継続的・・・・安定的安定的安定的安定的なななな配当配当配当配当をををを実施実施実施実施

＜＜＜＜参考参考参考参考：：：：直近直近直近直近5555年間年間年間年間のののの一株当一株当一株当一株当たりのたりのたりのたりの配当額配当額配当額配当額（（（（内一株当内一株当内一株当内一株当たりのたりのたりのたりの中間配当額中間配当額中間配当額中間配当額））））およびおよびおよびおよび配当総額配当総額配当総額配当総額＞＞＞＞

★★★★22222222年度年度年度年度（（（（23/323/323/323/3））））およびおよびおよびおよび23232323年度年度年度年度（（（（24/324/324/324/3））））はははは記念配当記念配当記念配当記念配当をををを含含含含むむむむ

22222222年度年度年度年度（（（（23232323////3333）））） 23232323年度年度年度年度（（（（24242424////3333）））） 24242424年度年度年度年度（（（（25252525////3333））））

55555555....00000000円円円円））））]]]] 55555555....00000000円円円円））））]]]] 50505050....00000000円円円円））））]]]]

（（（（25252525....00000000円円円円））））]]]] （（（（25252525....00000000円円円円））））]]]] （（（（25252525....00000000円円円円））））]]]]

282282282282百万円百万円百万円百万円 305305305305百万円百万円百万円百万円 277277277277百万円百万円百万円百万円
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