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編集方針
山陰合同銀行は、このたび「統合報告書2019（ディスク
ロージャー誌）」を作成いたしました。本統合報告書は、
国際統合報告評議会（IIRC）が提示する「国際統合報告
フレームワーク」を参考にして、財務情報と非財務情報

（ESG 情報）から構成し、当行の経営方針や持続的な成
長への取り組み、中長期的な価値創造などを統合的に記
載しています。
なお、銀行法施行規則等で規定された開
示項目は、資料編に記載しています。資
料編は当行ホームページでご覧ください。

（https://www.gogin.co.jp）



10年ぶりに開催された日本三大船神事の一つ「ホーランエンヤ」の様子（2019年5月、松江市）
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経営方針
ビジョンと戦略
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■ 当行の概要（単体）（2019年3月31日現在）
設 　 立 1941年7月1日
本 　 店 島根県松江市魚町10番地
資 本 金 207億円
従 業 員 数 2,018名
拠 点 数 国内本支店 81

出張所 69
国内事務所 1（東京）
海外事務所 3（大連、上海、バンコク）

主 要 勘 定
総 資 産 5兆5,840億円
預 金 等

（預金＋NCD）
4兆1,572億円

貸 出 金 3兆1,210億円
有 価 証 券 1兆6,004億円

自 己 資 本 比 率 13.32%
格 付 A2（ムーディーズ・ジャパン㈱）

A＋（㈱格付投資情報センター）
AA−（㈱日本格付研究所）

中期経営計画
（2018年度～2020年度）

コンセプト
課題先進地域の地域金融機関として、

積極的に地域の課題解決を図り、 
地域、お客様とともに成長する、

先行モデルづくりにチャレンジする

※中期経営計画は、P14～15で詳しく説明しています。

私たちは、お客さまのお役に立ちます。
私たちは、お客さまへの感謝の気持ちを忘れません。

私たちは、お客さまを笑顔でお迎えします。

ごうぎんのCS宣言

経営理念

長期的に目指す姿
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1800～ 1940～ 1960～ 1980～
1868年
・ 明治維新

1929年
・ 世界恐慌発生

1941年
・ 太平洋戦争勃発

1964年
・ オリンピック東京大会開幕

1973年
・ 東京外国為替市場、
   変動相場制へ移行

1985年
・ G5、為替市場への 協調介入
  （プラザ合意）

1878年
・  当行の最も古い源流である 

津和野第五十三国立銀行設立

以降、40もの銀行を源流とする

1941年
・  それまでの合併による 

島根県側での結集であった 
松江銀行と、鳥取県側での 
結集であった米子銀行が合併し、 
山隂合同銀行設立

・ 石州銀行・矢上銀行を 買収合併

1945年
・ 山陰貯蓄銀行を買収、 
  62代理店を開設

1953年
・ 本店新築

1962年
・ 初の両県外店舗、 大阪支店開設

1964年
・ 広島支店開設

1965年
・ 東京支店開設

1969年
・ 岡山支店開設

1981年
・ 「ごうぎん一粒の麦の会」 発足

1987年
・ 東京証券取引所市場 第一部に
  株式上場

近年、SDGs※1やESG※2の考えを経営に取り込むことが重要とされていますが、当行は創業以来、地域
に深く根ざし、地域の持続可能性に真剣に向き合い続けています。本業においても、地域貢献活動にお
いても、長い時間をかけてSDGsやESGの考えと同じ理念の下で事業に取り組んでいます。
こうしたビジネスモデルは、当行の特徴である安定した財務基盤と厚い自己資本により成り立っていると
いえます。今後も過去から受け継いだ自己資本を活用し、経営の健全性の確保と成長に向けた投資、株
主還元のバランスを図りつつ、未来への蓄えとして引き継いでいくことで、持続可能な地域社会の実現
に貢献していきます。 ※1  Sustainable Development Goalsの略。2015年9月の総会決議で国連加盟国が採択した、2030

年までに達成を目指す17の持続可能な開発目標と、これを達成するための169のターゲットのこと。
※2  環境Environment、社会Social、ガバナンスGovernanceの頭文字をとったもの。企業の中長期的

な成長のためには、環境・社会に配慮し、ガバナンスを高度化していく経営を実践することが必要であ
るという考え方。

1990年11月、ふそう銀行と合併
覚書締結

山隂合同銀行命名書

新築直後の旧本店ビル

社会・経済情勢

店舗ネットワークの拡大
1991年4月1日、当行と鳥取市に本店を置く第二地
方銀行である「ふそう銀行」が合併し、新たな「山隂
合同銀行」としてスタートしました。
ふそう銀行との合併により、当行の合理化・効率化
は飛躍的に進み、現在の当行の大きな特徴の一つ
である、山陰、山陽、兵庫・大阪にまたがる広域な店
舗ネットワークを得ることができました。

山陰合同銀行の軌跡
赤：経営に関する出来事　青：本業における活動　緑：地域貢献活動

ビジョンと戦略

価値創造の歩み
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1990～ 2000～ 2010～ 2020～
1991年
・ バブル崩壊で大型景気に かげり、
  地価下落

1995年
・ 阪神・淡路大震災発生

1997年
・ アジア通貨危機発生

2008年
・ リーマン・ブラザーズ破綻、
  リーマンショック発生

2011年
・ 東日本大震災発生

2016年
・ 日本銀行が初の 
  マイナス金利を導入

2030年
・ SDGsの目標達成期限

地域・
お客様とともに

成長・発展

1991年
・ ふそう銀行と合併
・ 創立50周年

1992年
・ ごうぎん（鳥取・島根） 
  文化振興財団設立

1993年
・ バドミントン部創部

1997年
・ 「小さな親切」運動 山陰本部設立
・ 商号を山陰合同銀行に 変更、
  新CI導入
・ 本店を現在地に新築移転

2003年
・ みちのく銀行、肥後銀行との
  三行基幹システム共同化による
  システム稼働
・ 「リレーションシップ バンキングの
  機能強化計画」策定

2006年
・ 森林保全活動開始
・ ごうぎんDuoカード
   取扱 開始

2007年
・ ビジネスマッチング有償化開始
・ 知的障がい者雇用事業所
  「ごうぎんチャレンジド まつえ」開設

2012年
・ 兵庫・大阪に新たに店舗 出店開始、
  ネットワーク拡大
・ 私塾「尚風館」開校

2015年
・ 1人1社運動開始

2016年
・ 創立75周年

2017年
・ 障がい者雇用事業所 
  「ごうぎんチャレンジド とっとり」開設

2018年
・  ごうぎん構造改革プロジェクト 

開始、抜本的なコスト削減を進める
・ 付加価値向上運動開始
・  SAN-IN・イノベーション・ 

プログラム開始

（予定事項）
2020年
・ 次期基幹系システムとして
  「地銀共同センター」の 
  利用開始

2030年
・ SDGsの目標達成

2041年
・ 創立100周年

リレーションシップバンキングへのこだわり
当行は「地域を何とかしなければならない」という強い思
いを常に持ち、地域経済活性化や地域の発展に継続し
て取り組んできました。
特に、地域の中小企業のお取引先に元気になっていただ
くことで、雇用や資金の循環を生み出し、地域全体が活
力溢れるものになるという考えの下、事業支援活動に長
年注力してきました。
2003年の「リレーションシップバンキングの機能強化計
画」で明文化して以降、当行ではリレーションシップバン
キングを普遍的なビジネスモデルと位置付けて取り組
みを続け、ビジネスマッチングの有償化や現在の「付加
価値向上運動」へと至っています。

ユニークな地域貢献活動の展開
当行は、社会福祉・教育・文化等への社会貢献活動を
通じて、地域社会に対する責任を果たすよう努めてき
ました。
2000年代に入ると、加速度を増す外部環境の変化を
的確にとらえ、よりお客様の目線に立ち、真に地域・
お客様のお役に立つことが必要という考えの下、各種
の施策に取り組みました。
地域貢献活動においても、同じ考えにより、「森林保
全活動」「ごうぎんチャレンジド」「尚風館」といった、他
社に先駆けた、ユニークな活動を展開してきました。
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地域の課題
・ 人口減少・超高齢化の進展
・ 事業所数の減少
・ 働き方の多様化
・ 環境保全への対応

お客様の課題
・ 企業の成長・継続
・ 資産運用・資産形成
・ デジタル化への対応
・ 人手不足・人材不足

金融機関の課題
・ 超低金利環境の継続
・ 他業種からの新規参入
・ 質の高い金融サービスを
  提供できる人材の育成

持続可能な地域社会の実現

活用する資本社会的課題
ステークホルダーに
提供する価値地域の夢、お客様の夢をかなえる

創造的なベストバンク
法人のお取引先
地域産業と
企業の成長

個人のお客様
ゆとりある

利便性の高い生活

地域
豊かで活力ある
地域社会

株主・投資家
積極的かつ

安定的な利益還元

従業員
仕事に対する誇りと
満足度の向上

人材育成
1

当行の成長・発展
5

地域・お客様の
付加価値向上

4

信頼関係構築、
課題・ニーズの把握

2
解決策の
提案・実践

3

お客様本位の
付加価値共創

デジタル化
による

構造改革の推進

組織が
活性化する
人事運営

中期経営計画
徹底的な

リレーションシップ
バンキングの展開

財務資本
地銀トップクラスの
自己資本比率

知的資本
質の高いリレーションシップ
バンキングのノウハウ

社会資本
高い取引シェアと
広域店舗ネットワーク

人的資本
地域への思いあふれる
勤勉な人財

自然資本
豊かな自然環境

長期的に目指す姿 

経営
理念

価値創造プロセス
ビジョンと戦略
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トップメッセージ
持続可能な地域社会の一員として、
地域・お客様とともに成長・発展する存在であり続けます。

2019年7月
取締役頭取

ビジョンと戦略
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１．社会情勢と経営環境の変化
当行の方向性をご説明する前に、まずは社会情勢や、
当行をとりまく経営環境の変化について触れたいと
思います。
地政学リスクの高まりにより、世界の枠組みが揺ら
ぎ、海外経済の先行きにも不透明感が強まっていま
す。経済がグローバルにつながる今の時代、我々地
域金融機関としても、お客様への影響も含めこれら
の動きに十分に留意しつつ、経営の舵取りをしていく
必要があると考えています。
国内に目を向けると、少子高齢化など、社会構造が大
きく変わりつつあります。とりわけ、当行の主要営業
エリアである山陰は、全国のなかでも人口減少や高
齢化が最も進んでいるエリアの一つとして課題を多
く抱える地域といわれており、経済基盤も決して強い
とはいえません。
また、金融機関をとりまく環境はというと、前例のな
い金融緩和によりマイナス金利が長期化し、収益環
境の厳しさが緩まる兆しがみえない状況にあります。
一方で、ITの進展に伴い、フィンテックの台頭や、他業
種からの新規参入が拡大しつつあり、今後の銀行経
営においてはIT化への対応やデジタル技術の活用が
不可欠になってきています。
これからの10年は、こうした不可逆的な社会構造の
変化に加え、金融のIT化など、金融機関にとってはこ
れまでに類をみない変動の期間となることが予想さ
れます。こうした見通しに加え、足元では既に伝統的
な金融業務の収益性が低下する環境において、当行
はどのような姿を目指し、歩みを進めていくべきか、
持続可能なビジネスモデルを構築するうえで、極めて
重要な局面にあると認識しています。

２．長期的な価値創造に向けた取り組み
（１）長期的に目指す姿
上述のとおり、当行をとりまく経営環境は依然厳しい
状況が続くものと思われます。悲観的な見方をする
と、地域にも当行にも課題が山積みということになっ
てしまいます。しかしながら、視点を変えれば、課題が
沢山あるということは、解決するニーズ、つまりビジ

ネスチャンスも沢山あるということでもあります。ま
た、既存金融機関の脅威とみられているフィンテック
の台頭やITの進展も、取り組み次第で生産性の向上
など当行の持続可能性に大きく寄与することが期待
できます。こうした逆転の発想をもって、地域・お客様
の課題を解決することを事業機会ととらえ、ＩＴも活用
した抜本的なビジネスモデルの変革に挑戦していか
なければならないという思いを強く持っています。
こうした信念をベースに、昨年度からスタートした中
期経営計画（2018年度〜2020年度）においては、当
行が長期的に目指す姿として、「『地域・お客様の課題
解決』によって、『地域』と『当行』の『持続的な成長』
を実現する」ことを掲げました。
お取引先企業に対しては、適切にリスクテイクすると
ともに、あらゆるリソースを活用して成長を積極的に
支援し、個人のお客様に対しては、資産形成などを通
じて生活がより豊かになるようお手伝いし、ひいては
地域の産業・社会の競争力や活力の向上に資する。
そして、こうした地域・お客様の付加価値の向上が当
行との信頼関係をより強固なものにし、当行の成長に
もつながり、長く深いお付き合いのなかでさらに高度
な金融サービスを提供し続けられるようになる。この
ような好循環によって地域とともに持続的に発展・成
長していくことが、地域に根ざした地方銀行として当
行が取り組むべき方向性だと考えています。
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トップメッセージ

ビジョンと戦略

（２）「サステナビリティ宣言」の表明
先般、当行は「サステナビリティ宣言」を表明しました。
これまでも当行は、当たり前のこととして、地域の持
続可能性を目指しリレーションシップバンキング、地
方創生、CSR活動など広範に取り組んできました。近
年は世界的にSDGsや、ESG経営などに対する関心
が高まっていますが、当行の取り組みはこれらの理念
と考え方を同じくするものであることから、SDGsに
賛同し「サステナビリティ宣言」としてあらためて表明
することで、役職員の意識を一層高めるとともに、地
域社会・お客様に対してこれらの理念を広め、目指す
姿に近づいていきます。

（３）バランスのとれた資本配賦
当行の強みの一つとして、高い自己資本比率が挙げ
られます。厚い自己資本があるからこそ、積極的なリ
スクテイクが可能となり、経営戦略上の柔軟性も確保
できることから、当面現在の水準を維持したうえで、
リスク許容度と収益の安定性に配慮しながら収益を
極大化させるべく、バランスのとれた資本配賦に努め
ていきます。

山陰合同銀行グループは、国連の定めた持続可能な開発目標（ＳＤＧs）の 
趣旨に賛同し、地域の課題解決に取り組むことで、 

持続可能な地域社会の実現を目指します。

重点的に取り組む事項

地域経済の
持続的な成長

地域産業の成長支援やお客様の課題・ニーズ解決に取り組み、地域・お客
様の付加価値を向上することで、地域経済の持続的な成長に貢献します。

豊かな地域社会の実現 地域・社会貢献活動に積極的に参画し、豊かで活力ある地域社会を実現し
ます。

持続可能な
地域環境の実現

環境に配慮した企業活動の実践と地域の環境意識を高めることで、気候
変動に対応し、持続可能な地域環境を実現します。

従業員の満足度向上 能力を最大限に発揮できる環境を整備し、仕事に対する誇りと満足度の向
上を目指します。

健全で透明性の高い
経営体制の確立

経営等の情報を積極的かつ公正に開示し、ステークホルダーと適切に協
働することで、コーポレートガバナンスの強化とその充実に取り組みます。

戦略としては、現在の金利環境は当面継続するもの
と見込まれることから、顧客部門と市場部門の調和の
とれた収益構造を目指して分散投資に取り組みます。
貸出金を中心に積極的に信用リスクをとる一方、金利
リスクにも有価証券や住宅ローンを中心に十分な資
本を配賦したうえで、市場変化等のリスクへの対応も
強化していく考えです。
顧客部門では、従来通りお客様に寄り添う価値提案
によって、拡大を目指します。ただ、景気の変調も囁
かれるなか、貸出金については、リスクに見合ったリ
ターンを得るという原則に立ち返り、質に対する意識
を高め、ボリューム偏重に陥らないように留意してい
ます。市場部門は、分散投資によりリスクカテゴリー
を拡大し、安定した収益の確保を目指すとともに、予
兆管理の高度化により機動的な運用を強化していき
ます。

サステナビリティ宣言
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３．事業分野別の取り組み
（１）面的支援による地域の課題解決
地域産業や企業群の課題に対しては、面的な支援活
動で課題を解決し、地域の活力を引き出すことで、地
方創生の実現を目指しています。
例えば、低い新規創業率への対策として、新規事業の
創発を目的とした「SAN-IN・イノベーション・プログ
ラム」を実施しました。本プログラムでは多彩な事業
アイデアがプレゼンされ、それぞれ起業に向け、取引
店と本部が、外部の支援機関も巻き込んでサポート
をしているところです。既に法人を設立して事業の立
ち上げに動き始めているチームもあり、少しずつ起業
の種の芽が出てきていると感じています。
また当行は、宿泊・観光業、食品製造業、医療・介護
業を地域における主要産業と位置付け、特に支援体
制を強化しています。例えば、宿泊・観光業のお取引
先に対しては、品質認証の取得をサポートする業務
や、生産性向上や人手不足への対応を目的にＩＴ導入
を支援しています。これらの取り組みを通じて、地域
の旅館やホテルなどの宿泊施設の魅力と競争力を高
めていきたいと考えています。

（２）企業に対する取り組み
当行では、以前から持続可能なビジネスモデルの確
立に向け、お客様の「真のパートナー」となるために、
一貫してリレーションシップバンキング・事業支援活

動に力を入れて取り組んできました。前中期経営計画
（2015年度〜2017年度）では、各担当者が１社を選
んで深度ある事業性評価から徹底的な事業支援まで
行う「1人1社運動」により人材育成やスキルアップを
一定程度図ることができました。その次のステップと
して現中期経営計画では、「付加価値向上運動」と銘
打って、お取引先の企業価値向上に専念する運動に
取り組んでいます。対象とするお取引先も、1人1社
運動の5倍となる2千社を超える水準となり、着実に
活動を拡大しています。なかでも実績に応じて手数料
を頂く「成功報酬型コンサル」を柱に据え、売上や利
益拡大に貢献し、成果が花開いていくようしっかりと
取り組んでいきます。
また、当行は大きな特徴の一つとして、山陰、山陽、
兵庫・大阪にまたがる広域な店舗ネットワークを有し、
各地でリレーションシップバンキングをベースとした
取引の深掘りもしっかりと実践し、地域に密着した活
動を展開しています。特に兵庫・大阪には近年店舗を
増やし、プレゼンスを高めてきました。お取引先数・メ
イン先数は着実に増加しており、当行のリレーション
シップバンキングの姿勢が評価されていることの表
れだととらえています。この強みを活かすべく、以前
から山陰と山陽、兵庫・大阪をつなぐビジネスマッチ
ングなどの事業支援活動に力を入れており、今後もこ
うした“地域の架け橋”としての機能を強化してまいり
ます。

お客様に寄り添う価値提案 有価証券運用の高度化

信用リスク
貸出金中心
金利リスク
海外債券、住宅ローン中心

自己資本比率
当面13％維持
IRRBB規制導入

景気変調の兆し環境

●分散投資
●予兆管理

●事業性評価・事業支援
●ライフプランのサポート

マイナス金利政策継続
顧客部門と市場部門の

調和のとれた安定した収益力

構造改革
効率化・生産性向上

顧客 市場

リスク許容度と収益の安定性に配慮し極大化

お客様本位リスク 自己資本

収益
2020年3月期計画の考え方
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トップメッセージ

ビジョンと戦略

（３）個人のライフプランサポート
個人のお客様に対する取り組みとして、当行ではそれ
ぞれのライフプランにあったお客様本位のコンサル
ティング営業により、市況に左右されにくい、長期的な
お付き合いを前提とするストック型のビジネスモデル
への転換を進めています。時間に縛られず自分ででき
るインターネット取引のほか、週末も営業し、ゆっくり
と相談のできるマネープラザも開設し、一人ひとりに
あったチャネルでお取引いただけるようにしています。
このような取り組みにより、顧客基盤の拡大を進めて
おり、新興国経済にブレーキがかかり市況が思わしく
なかったなかでも、預り資産残高は着実に積み上げる
ことができましたし、個人ローンについても堅調な伸
びを示しています。

（４）キャッシュレス化に向けた取り組み
キャッシュレスは、今や国を挙げた取り組みとなっ
ています。当行としてもこの時流に乗り、地域での
キャッシュレスの裾野拡大を進め、より良い消費体験
を提供していきたいと考えています。
当行には現在、クレジットカード事業において28万人
の個人カード会員、1万社の法人会員と1万件の加盟
店契約という既存の顧客資産があり、これを活かして
キャッシュレス決済を普及させることができると考え
ています。お客様には便利で簡単な決済体験をして
いただけるとともに、当行としても取扱高増加による
収益拡大と、お客様との接点を確保する狙いがあり
ます。

４．経営戦略を実現するための体制構築
（１）構造改革
次に、こうした経営戦略を実現していくために我々が
取り組んでいる構造改革として、「店舗・人員体制の
見直し」と「ＩＴを活用した業務効率化」についてご説明
します。
店舗・人員体制の見直しについては、2018年度、店
舗の役割見直しによる営業体制の効率化を実施しま
した。今年4月から全営業店の1/3にあたる49の出
張所に昼休業を導入し少人数での運営を可能にした
ほか、地域ごとに本支店と出張所が一体となって営業
推進できるように体制を整えました。今後、さらに本
部の人員体制の見直しにも取り組み、戦略分野への
重点配置を加速させていきます。
ITを活用した業務効率化については、お客様の利便
性が向上することと、行職員が全力で接客に集中で
きる体制を整えることをコンセプトに推し進めていき
ます。2020年1月に勘定系システムを新システムに
移行する計画であり、より有効性の高いシステム基盤
を手に入れることを機に、チャネルの再構築とＩＴによ
る事務効率化を図ります。

お客様本位の付加価値共創

構造
改革

店舗役割、人員体制の見直し、
デジタル化推進による業務プロセス
の抜本的な効率化・生産性向上

人材
多様化、高度化するお客様ニーズに
応えられる専門人材の育成と、
戦略分野への重点配置

法人

個人

リレバン活動をベースに、
お取引先の付加価値向上に向けた
事業支援とファイナンスを一体で提供

多様化するニーズに対し
利便性と専門性を高めることで
長期的取引関係の深耕を推進
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（２）一人ひとりが輝く人事戦略
個々人がもてる能力を存分に発揮できる環境を整え
ることは、戦略を実現していくうえで不可欠な要素で
あり、経営の責務であると考えています。また、現在お
かれている難局を力強く打開していくためにも、組織
の中に多様性をもたなければなりません。多様な人材
や自由な考え方を受け入れる職場環境があるからこ
そ、そのぶつかり合いのなかで新たな発想が生まれ、
活力と発展性のある組織になれると考えています。
2018年度から、女性の活躍の場を広げる一環で、エ
リア職行員のキャリアパスの選択肢に法人営業を追
加しました。意欲ある行員には研修やOJTなどで手厚
くサポートし、銀行としてもしっかりと後押ししていま
す。また、管理職に占める女性の割合も着実に増えて
おり、2020年度には25％を目指しています。今後も
女性が存分に活躍できるよう努力を続けます。
日本では今、働き方の多様化が議論されています。
なかでも、AIやRPAといった技術の活用によるデジタ
ル化は行職員の働き方をより柔軟にし、業務をより創
造的なものに転換する機会であるともいえます。そう
した環境下において、一部の業務は機械に代替され
ていくことから、銀行としては、行職員の教育にこれ
まで以上に力を入れるとともに、やりがいのある仕事
の機会を提供することも重要と考えています。

（３）ガバナンス改革
当行では、早くから役員報酬体系の改定や、任意の指
名・報酬委員会の設置など、コーポレートガバナンス
改革に取り組み、実効性を高めてきましたが、さらなる
ガバナンス態勢の強化を図り、ステークホルダーの皆
様の期待に応えるため、2019年6月開催の定時株主
総会において監査等委員会設置会社に移行しました。
これによって、監査・監督機能の強化、意思決定の迅
速化、経営の透明性の向上を実現し、これまで以上に
取締役会の実効性を高め、持続的に企業価値を向上
させてまいります。

５．最後に
当行は設立からもうすぐ80年を迎えます。この間、絶
えず地域とともに歩み、お客様に寄り添ってまいりま
した。これからもこの姿勢を変えることなく、この変
動の時代においても、「ごうぎん」が持続可能な地域
社会の一員として地域やお客様とともに成長・発展し
ていく存在であり続けるべく、役職員一丸となって取
り組んでいく所存でございます。
皆様には今後ともより一層のご支援、ご愛顧を賜りま
すよう心からお願い申し上げます。

リレバン活動をベースに、
お取引先の付加価値向上に向けた
事業支援とファイナンスを一体で提供

多様化するニーズに対し
利便性と専門性を高めることで
長期的取引関係の深耕を推進
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ビジョンと戦略

中期経営計画 （計画期間：2018年度～2020年度）

行動基準

地域・当行ともに、縮小均衡に陥ることなく、持続的な成長を遂げる

行職員一人ひとりの成長
能力を存分に発揮できる環境

地域の価値創造に
専念する運動

ＩＴを活用した
業務の創造的破壊
プロジェクト

・ 地域の逆境をチャンスに変える
・ 総合的な金融サービス業へと自らを転換

新しくユニークな
ビジネスモデルを
創出し続ける

地域の夢、お客様の夢をかなえる創造的なベストバンク

■ 行動基準・主要施策

課題先進地域の地域金融機関として、積極的に地域の課題解決を図り、
地域、お客様とともに成長する、先行モデルづくりにチャレンジする

地域・お客様の長期的な価値向上を第一に考え、チャレンジします。

重
点
施
策

お客様本位の
付加価値共創

・地域産業の競争力強化とお取引先の企業価値向上
・兵庫・大阪への進出加速による地域の架け橋としての機能強化
・個人向けコンサルティング機能の高度化

デジタル化による
構造改革の推進

・デジタルチャネルを利用した収益モデル改革
・戦略的投資の実現のためのコスト構造改革
・ＢＰＲによる生産性の飛躍的向上

組織が活性化する
人事運営

・高度金融・情報生産活動を担う専門人材育成
・人事改革による従業員の働き甲斐と生産性の向上
・お客様と向き合うための人材再配置

そ
の
他

重
要
施
策

有価証券運用の強化 ・市場リスク管理の高度化
・分散投資アロケーション

効率的・効果的な経営 ・グループガバナンスと連携の強化
・資本効率の向上と適切な株主還元

コンセプト

経営理念
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●  中期経営計画の1年目となる2018年度は、厳し
い環境下ではありましたが、法人向け貸出や住宅
ローンなどの個人向け貸出の増強により、貸出金
利息は11年ぶりに前期比プラスに転じることがで
きました。また、日本国債への再投資が難しいな
か、外国証券や投資信託などに機動的に投資し、
有価証券利息配当金の減少抑制に努めたことなど
から、連結ベースの当期純利益は132億円を確保
することができました。

・ 人口・企業数の減少
・ 超低金利環境の継続
・ 金融機関の競争激化
・ ＩＴの急速な普及
・ 働き方の多様化
・ 金融取引ニーズの
  多様化・高度化

・ 地域資源を活用した産業活性化・新ビジネスの発掘
・ ＩＴを活用した新サービス・生産性向上
・ 低金利環境による資産運用ニーズの高まり

急激に変化する事業環境を
ビジネスチャンスととらえ、

ビジネスモデルの
抜本的な変革への

挑戦が必要・人材の育成 
・ リレバン活動の収益モデルの確立
・ 生産性向上によるローコスト体制の構築

計画の進捗状況

計画策定の背景

■ 目標とする経営指標

外部環境 ビジネスチャンス

主要課題

重
点
施
策

お客様本位の
付加価値共創

・地域産業の競争力強化とお取引先の企業価値向上
・兵庫・大阪への進出加速による地域の架け橋としての機能強化
・個人向けコンサルティング機能の高度化

デジタル化による
構造改革の推進

・デジタルチャネルを利用した収益モデル改革
・戦略的投資の実現のためのコスト構造改革
・ＢＰＲによる生産性の飛躍的向上

組織が活性化する
人事運営

・高度金融・情報生産活動を担う専門人材育成
・人事改革による従業員の働き甲斐と生産性の向上
・お客様と向き合うための人材再配置

そ
の
他

重
要
施
策

有価証券運用の強化 ・市場リスク管理の高度化
・分散投資アロケーション

効率的・効果的な経営 ・グループガバナンスと連携の強化
・資本効率の向上と適切な株主還元

2018年度
実績

2019年度
予想項目

連結
収益性指標

資本効率指標

効率性指標

健全性指標
単体

最終年度
（2020年度）目標

1．当期純利益 132億円 121億円 138億円以上

2．非金利収益比率（コア業務粗利益ベース） 15.54％ 16.94％ 19％以上

3．ＲＯＥ（株主資本ベース） 4.21％ 3.75％ 4.2％以上

4．ＯＨＲ（コア業務粗利益ベース） 62.12％ 65.14％ 63％以下

5．自己資本比率 13.32％ 13%以上 13%以上

●  2019年度は、昨年度、日本国債を中心とした約
3,000億円に上る有価証券が償還となったことを
主因に、当期純利益は121億円となる見込みで
す。現中期経営計画では、地域・お客様と当行がと
もに成長するビジネスモデルの確立に向け、お取
引先の付加価値向上に貢献する「付加価値向上運
動」に全行挙げて取り組んでいます。今後も積極的
なリスクテイクやより高度なコンサルティングサー
ビスを提供することで、貸出金利息収入や法人ソ
リューション関連収益の増強などを図り、中期経営
計画最終年度の目標達成につなげていきます。
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価値創造の源泉～法人部門
ビジョンと戦略

中長期的
な戦略

リレバン活動をベースに、お取引先の付加価値向上に向けた
事業支援とファイナンスを一体で提供
• お取引先の付加価値向上のため、個別先へのコンサルティングを強化
• 広域にわたる顧客基盤の拡大による地域間シナジーの追求

「付加価値向上運動」概要
当行は、「リレーションシップバンキング」を普遍的なビジネスモデルととらえ、真っ向から取り組んでいます。2018年度か
らは、「付加価値向上運動」を展開しており、それまでの「1人1社運動」により培ってきたリレバンのノウハウをベースに、お
取引先の付加価値向上につながる活動に専念し、全てのお取引先にとって、長期的な信頼関係を軸にした「真のビジネス
パートナー」となることを目指しています。
今後は、成功報酬型コンサルや、事業承継支援・M&Aなど、コンサルティング分野に力点をおき、お取引先・当行ともに成
長できる持続可能なビジネスモデルの確立を図っていきます。

付加価値向上運動の基盤拡大
2016年度末 2017年度末 2018年度末

1人1社運動先 422社 430社 ー

付加価値向上
宣言先 ー ー 2,123社

成功報酬型
コンサル契約先 ー ー 40社

※私募債保証料・クーポンスワップ等の全期間想定収益を含む。

法人貸出金平残 法人ソリューション関連収益

営業店サポート強化
・協働によるレベルアップ
・案件化のサポート

2016年度 2017年度 2018年度

15,421
16,582 17,520

（億円） ■ 山陰　■ 山陽　■ 兵庫・大阪　■ 東京

0

5,000

10,000

15,000

20,000

6,304

2,656

4,135

2,324

6,532

3,036

4,713

2,301

6,726

3,380

5,233

2,180

2016年度 2017年度 2018年度

1,388
42

35

（百万円）

0

500

1,000

1,500

2,000

1,013

332

1,144

326

1,848

377

1,391

1,939

513

■ クーポンスワップ他
■ 私募債保証料
■ 事業支援手数料

コンサルティング
● 成功報酬型コンサル
● 事業承継支援・M&A
・ビジネスマッチング
・事業計画策定支援
・行員常駐型コンサル　　等

ファイナンス
・事業性評価融資
・シンジケートローン
・私募債　　　　等

お取引先の付加価値向上に専念することで、
｢真のビジネスパートナー」になります

発展・進化、
対象先拡大

2018年度～

高度サービスの提供

コンセプト

重点

付加価値
向上運動

コンサル
ティング
サービスの
強化

本部担当者の増員
・ 専門家の増強
・ 各地の営業本部へ配置

1人1社運動の5倍となる
2,000社を超え、着実に活動を拡大

2015年度～2017年度

1人1社
運動
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※  半期ごとに対象の一部洗い直しを実施。2018年度上期または下期で強化先と
した3,050先。

「神戸西支店」外観

地域別戦略
付加価値向上運動などの活動を通じ、事業性評価を行い、お取引先の事業内容や成長可能性を適切に見極めることで、
積極的なリスクテイクを進めています。

■ 山陰
山陰では、上記の取り組みを加速させるため、2018年度
から、事業性評価を実施し対話による課題共有ができる
お取引先のなかから取組強化先を選び、重点的に活動し
てきました。今年度は、さらに強化先以外のお取引先にも
取り組みを拡大しています。

■ 兵庫・大阪
以前から、山陰との架け橋とな
るようビジネスマッチングなど
の事業支援活動に力を入れてい
ます。リレーションシップバンキ
ングをベースとした取引の深掘
りもしっかりと進め、地域に密着
した活動を展開しています。
2018年11月には神戸市長田
区に5年ぶりの新設店舗となる「神戸西支店」を開設し、広
域店舗ネットワークを一層充実させました。

■ 山陽
従来注力している新規先の獲得と既存先のシェアアップ
に加え、近年は瀬戸内の地場産業としてシップファイナン
スにも取り組んでいます。

シップファイナンス残高

兵庫・大阪地区　法人取引先数の推移

取組強化先※の残高推移

お取引先の
成長・業績改善

取組拡大

利息等
リスクテイクの対価

取組強化先
その他事業・
財務に課題を

抱えるお取引先取組強化先

2018年度 2019年度

本業支援・資金繰り支援

お取引先との対話（事業性評価）を通じ、
お取引先の将来性・課題を十分に把握

2016年度末 2017年度末 2018年度末

3,117

（億円）

2,500

3,000

3,500

3,301
3,419

2016年度末 2017年度末 2018年度末

（社）

0

1,000

2,000

3,000

2,508
2,650

2,280

570 598
460

うちメイン先

2016年度末 2017年度末 2018年度末

78

267

463
（億円） ■ 山陰　■ 山陽　■ 兵庫・大阪　■ 東京

0

100

200

300

400

500

61
11

5 5 5

16

180

63 360

72

25
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価値創造の源泉～リテール部門
ビジョンと戦略

中長期的
な戦略

住宅ローン残高 クレジット取扱高の推移

ストック型ビジネスモデルへの転換加速

多様化するニーズに対し利便性と専門性を高めることで
長期的取引関係の深耕を推進
• 高度なコンサルティングの提供により、長期的な信頼関係を構築
• デジタル技術を活用し、あらゆるチャネルで取引を強化

個人向けコンサルティング機能の高度化
お客様本位のコンサルティング営業により、長期的なお
付き合いを前提とするストック型のビジネスモデルへの
転換を進めています。
現役世代のお客様には、お取引先の従業員の方向けのセ
ミナーなどによる接点を活用し、資産運用へのきっかけ作
りを推進しています。またインターネット取引の他、週末
も営業するマネープラザを開設し、それぞれにあったチャ
ネルでお取引いただけるようにしました。
2018年度下期には、富裕層の方々の資産配分や資産承
継のニーズに応えるため、プライベートアドバイザリー業
務も開始しています。

個人ローンの取組深化
住宅ローンは、個人取引基盤の厚い山陰両県を中心に推
進し、住宅業者とのリレーションを一層強化することで着
実に伸ばしています。また、山陰両県外においても堅調な
伸びを示しています。
消費者ローンは、お取引先の従業員の方への営業の強化
と、デジタルチャネルの充実で利便性を向上し、山陰での
シェアアップを図っています。

クレジットカード戦略
キャッシュレス決済の促進
今後進展するキャッシュレス決済に対しても、当行のクレ
ジットカード顧客基盤を活かし、普及を進め収益の拡大を
図っていきます。
クレジット取扱高は、会員ショッピング額も、加盟店売上高
もともに堅調に増加しています。

（銀行・証券合計）

取扱開始
証券：2018年4月
銀行：2018年7月

・職域セミナー開催など、
 顧客基盤を活かした対面営業力
・デジタルマーケティング強化

・専門人材育成
・ごうぎん証券との連携強化
・外部専門家との提携拡充

資産形成層

資産運用層

高度なコンサルティング
サービスの提供

ライフスタイルにあったチャネルの提供

ローン
申込みから契約まで
Webで完結

運用商品
インターネット取引

非対面

マネープラザ
開設

対面

2016年度末 2017年度末 2018年度末

5,485 6,086 6,631

（億円）
■ 山陰　■ 山陰両県外

0

2,000

4,000

6,000

8,000

4,570

914

4,995

1,091

5,339

1,291

2016年度 2017年度 2018年度

572

349

624

382

646

428

（億円）
■ 会員ショッピング額　■ 加盟店売上高

0

200

400

600

800

2016年度末 2017年度末 2018年度末

（百万円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,369
1,556

2,415

積立投信
（期中積立実績）

ファンド
ラップ

残高
(2019/3末)
61億円
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価値創造の源泉～有価証券部門

中長期的
な戦略

機動的にアセット・アロケーションを見直し、
安定的に収益を確保
• 日本国債中心とした運用から、外国債券や投資信託などへ再投資
• 市場リスク管理の高度化に取り組む

■ 金利リスクの分散
低金利環境が継続するなか、日本国債を中心とした運用か
ら、外国債券や投資信託などへ運用の幅を広げています。

有価証券ポートフォリオにおいて、海外金利商品の比率が高まっていることから、欧州および米国金利の予兆管理に注力して
いるほか、評価損益の変動等により、評価損が一定水準になった場合、対応策を検討するスキームを導入しています。
また、マーケットの変動を想定したシナリオを用いて、各種ストレステストやシミュレーションを実施し、影響についてALM委員
会等を通じて経営に報告しています。
また、ファンド商品の管理では、組入資産をルックスルーし、リスクの所在を適切に把握し管理しています。

■ バランス運用の拡大
運用実績を精査のうえ、良好なファンドに追加投資をして
います。

■ 金利リスクに見合った株式投資
従来、日本株を中心に運用していましたが、債券ポートフォ
リオのアロケーションに合わせ、外国株式にも投資してい
ます。また、相場の見通しを基に機動的にアロケーションを
調整しています。

■ ファンドの活用
定期的なリバランスを必要とする戦略におけるファンドの
活用や、国内籍追加型・単位型、外国籍などの投資目的に
応じたファンド形式を選択しています。

市場リスク管理の高度化

リスクテイクの多様化

平残と収益の推移（比率）

2015年度

65%
49%

34%

79% 63%

46%

16%
31%

48%

5% 6% 6%

24%

28% 49%

11%
23% 17%

2018年度 2020年度
見込

外側： 平残の比率　内側： 資金収益の比率（海外金利は調達コスト考慮後）

■ 円金利　■ 海外金利　■ 株式等

米金利
調達コストの高止まりを
避ける運用
米ドル建為替オープン
ファンドなど

欧州金利
タームプレミアム獲得、
調達プレミアム享受
ソブリン債（ラダーファン
ド含む）、先進国国債ア
クティブファンドなど

従来：日本国債中心
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• マイナス金利が続く厳しい環境のなか、積極的なリスクテイクによる貸
出金の増加や非金利収益の増強に取り組んだほか、株式等売却益の増
加などから、経常収益は前期比20億円の増収となりました。

• 経常費用は、米国債の売却損が増加したことや、貸倒引当金の算出基準
を改定し、より手厚く将来に備えたことで与信費用が増加したことなどか
ら、前期比26億円増加しました。

• その結果、経常利益は前期比5億円減益の192億円となり、親会社株主
に帰属する当期純利益は前期比4億円減益の132億円となりました。

財務ハイライト

225億円978億円

192億円192億円

134億円132億円

コア業務純益経常収益

経常利益経常利益

当期純利益親会社株主に帰属する
当期純利益

（本業における純粋な利益）
（前期比2億円減少）（前期比20億円増加）

（前期と同水準）（前期比5億円減少）

（前期比1億円増加）（前期比4億円減少）

2019/32018/32017/3

958 9789371,000

800
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200

0

（億円）

2019/32018/32017/3

198 192205
250

200

150

100

50

0

（億円）

2019/32018/32017/3

136 132133
150

120

90

60

30

0

（億円）

利益の状況（単体）利益の状況（連結）

2018年度
決算の

ポイント
（連結）

2019/32018/32017/3

228 225233250

200
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100

50

0

（億円）

192194 192

2019/32018/32017/3

250

200

150

100

50

0

（億円）

2019/32018/32017/3

133133 134150
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60

30

0

（億円）

ビジョンと戦略
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2019/32018/32017/3

41,57239,563 40,814

（億円）
50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

2019/32018/32017/3

31,210
28,224

30,165

（億円）
40,000

30,000

20,000

10,000

0

2019/32018/32017/3

16,004

19,220 18,484
（億円）
20,000

15,000

10,000

5,000

0

主要勘定の状況（単体）

個人預金が増加した一方で、金融機関預金が減少したことを主
因に預金は減少しました。ただし、譲渡性預金を含む預金等期末
残高は、前期末比758億円増加の4兆1,572億円となりました。

山陰両県を中心に住宅ローンなどの個人向け貸出が増加した
ことに加え、法人向け貸出も山陰両県のほか、山陽および兵庫・
大阪地区でも増加したことなどから、前期末比1,045億円増加
の3兆1,210億円となりました。

日本国債への再投資が難しいなかで、リスクを見極めながら
ポートフォリオの入れ替えを行った結果、前期末比2,480億円
減少の1兆6,004億円となりました。

4兆1,572億円

3兆1,210億円

1兆6,004億円

預金等※（期末残高） ※預金＋譲渡性預金

貸出金（期末残高）

有価証券（期末残高）

（前期末比758億円増加）

（前期末比1,045億円増加）

（前期末比2,480億円減少）

兵庫・大阪
1,349億円
3.5%

東京
316億円
0.8%

山陽
1,878億円
4.8%

山陰両県
34,814億円
90.7%

預金の
地域別構成比
（2019/3）

貸出金の
地域別構成比
（2019/3）

兵庫・大阪
5,841億円
18.7%

東京
3,835億円
12.2%

山陽
4,755億円
15.2%

山陰両県
16,777億円
53.7%

株式
599億円
3.7%

その他
4,459億円
27.8%

地方債
1,919億円
11.9%

有価証券の
種類別構成比
（2019/3）

国債
5,887億円
36.7%

外国証券
3,137億円
19.6%
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財務ハイライト

2019/32018/32017/3

14.85 14.06 13.79

14.30 13.48 13.32

0

5

15

10

20
（%）

連結
単体

安全性・健全性の状況

単体ベース　　13.32%
（国内基準）

自己資本比率

●自己資本比率
銀行の健全性を測る代表的な指標の一つです。国内基準行は4％以上
を維持することが求められています。

●格付
企業の信用度や安全性を示す代表的な指標で、預金や債券などの元利
金が約定どおりに支払われるかどうかを公正な第三者機関が客観的に
評価し、その程度を簡単な記号で表したものです。

当行はムーディーズ・ジャパン㈱（Moody’s）から長期預金格
付「A2」を、㈱格付投資情報センター（R&I）から発行体格付「A
＋」を、㈱日本格付研究所（JCR）から長期発行体格付「AA−」の
高い格付をそれぞれ取得しています。

A2 （長期預金格付）

Ａ＋ （発行体格付）

ＡＡ− （長期発行体格付）

ムーディーズ・ジャパン㈱（Moody’s）

㈱格付投資情報センター（R&I）

㈱日本格付研究所（JCR）

格付（単体）：格付機関から安全性に高い評価

不良債権の状況（単体）
正常債権
98.22%
（3兆1,596億円）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
0.46%（150億円）
危険債権
0.87%（280億円）
要管理債権
0.43%（138億円）

不良債権比率
1.77%
（569億円）

担保・貸倒引当金によるカバー率 （単位：億円）

金融再生法
開示債権（A）

保全額（B）
（①＋②）

カバー率
（B／A）担保等による保全額① 貸倒引当金残高②

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 150 150 56 94 100.00%
危険債権 280 250 161 88 89.47%
要管理債権 138 53 25 28 38.83%
合計 569 455 243 212 79.91%

ビジョンと戦略
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非財務ハイライト
本業における特徴的な数値

社会貢献における特徴的な数値

512件

2.56%22.1%

▲ 5.8%

事業承継294社・M&A736社

2,901t-CO2

560社

8,514名

当行が関与した創業の件数

CO2排出量の削減率

障がい者雇用率

ごうぎんチャレンジドの障がいのある職員数
まつえ ： 18名 ／ とっとり ： 9名

2021/3末目標 ： 25％以上

（2019年4月1日現在）（2019年4月1日現在）

（2019年3月末現在）

（2006年度の開始から2018年度までの累計）（2018年度、対前年度比）

女性管理職比率

森林保全活動延べ参加人数

事業承継・M&A支援先数 J-クレジット販売支援実績

販路開拓支援を行った先数

2019/32018/32017/3

512558 546
（件）
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■ 事業承継　■ M&A（社）

2019/32018/32017/3
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山陰合同銀行が目指す
持続可能な地域社会 地域・お客様の課題解決によ  　って、地域と当行の持続的な成長を実現する

地域・お客様の課題の解決策の提供を地域金融機関の本業として取り組むことで、地方創生や地域経済の活性化
に貢献します。また、地域貢献活動を積極的に展開することで、地域社会の発展・向上を目指します。
なかでも地域経済の活性化は当行の使命であると考えており、徹底的に取り組むことで、地域と当行がともに持続

※SDGs （Sustainable Development Goals）：
　国連加盟国が採択した、2030年までに達成することを目指す17の持続可能な開発目標

対応するSDGs※

持続可能な地域社会形成への取り組み
～地域とのつながり・かかわりを強く持ち、地域経済の活性化・地域の発展に貢献しています

持続可能な地域社会の実現

地域経済の
持続的な成長

社会
（Social）

持続可能な
地域環境の実現

環境
（Environment）

企業統治
（Governance）

豊かな
地域社会の実現

健全で透明性の高い
経営体制の確立

従業員の満足度向上
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地方創生 （地域主要産業・企業群の活性化　等） P26〜27

お取引先企業の付加価値向上 
（徹底的な事業支援活動　等） P28〜37

お客様のゆとりある生活の実現  
（お客様本位のトータルコンサルティングサービスの提供、 
デジタル技術を活用した利便性の向上　等）

P38〜43

地域・お客様の課題解決によ  　って、地域と当行の持続的な成長を実現する
的に成長できる社会を実現していきます。

具体的な当行の取り組み

障がい者の自立支援・社会参画支援 （ごうぎんチャレンジド　等） P60

青少年の育成活動 （私塾「尚風館」、金融教育　等） P44〜45

地域貢献活動 （スポーツ振興、寄付活動　等） P46〜49

組織の活性化 （人材育成、ダイバーシティ推進、
ワーク・ライフ・バランス推進　等） P58〜61

企業統治 （コーポレートガバナンス改革の推進、情報開示の充実　等） P54〜57,64〜65
資料編P16〜18

コンプライアンス・リスク管理 （確固とした管理体制の確立　等）
P62〜63

資料編P20〜21,
P25〜29

環境に配慮した企業活動 （行内の省エネ・省資源・リサイクル活動　等） P50

地域環境や自然を守り育む活動 （森林保全活動　等） P51

環境関連ビジネス  
（J-クレジット活用支援、再生可能エネルギー事業への参入支援、 
環境配慮型商品の提供　等）

P52〜53

銀行の本業そのものとして実現するもの本業

本業

本業

本業

本業

法人のお取引先に
対する取り組み

個人のお客様に
対する取り組み
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持続可能な地域社会の実現

地方創生の実現
～地域の主要産業に対する付加価値向上支援や地方公共団体との連携により、地方創生の実現を目指しています

地域の主要産業・企業群を面的に付加価値向上支援することで、地域経済の底上げを図ります。

2019年4月から、宿泊施設向け品質認証制度「サクラクオリティ」の認証取得をサポートする業務を開始しました。本業務
を通して、宿泊施設の「サービス」「ヒューマン」「ハード」の品質向上をサポートするとともに、「サクラクオリティ」の普及によ
る、地域全体での集客力の向上を目指します。

お取引先の生産性向上により人手不足などの課題解決に寄与するため、 2019
年3月に山陰の企業を中心とする「ＩＴ商談会」を開催しました。
24社のＩＴ関連企業と、130社（来場者約200人）が来場し商談、販路開拓支援
と、企業のＩＴ高度化ニーズを結びつけました。
今後、地域振興部にＩＴコーディネータの資格保有者を置き、企業支援を行って
いきます。

主要産業の付加価値向上

主要産業・企業群

宿泊・観光業 ■ 産業のブランド化、集積化
■ 地域企業の商圏拡大
■ IT導入等生産性向上
■ 海外進出支援　　　など医療・介護業

食品製造業

地域の未来を牽引する企業

地域経済への波及付加価値向上支援

地方公共団体・大学など
外部連携先との連携 地方創生の実現

地域産業の付加価値向上

地域経済の好循環

地域の稼ぐ力の醸成

「サクラクオリティ」取得のサポート業務開始

ＩＴ導入支援（ＩＴ商談会の開催）

取組
事例

取組
事例

サクラクオリティとは？

サクラクオリティは、宿泊施設等を対象とした日本
発の「観光品質認証制度」の名称です。一部の地域
でスタートし、2018年から全国に展開され、現在
約170の宿泊施設に導入されています（2019年3月末現在）。
この制度を活用する事業者のメリットは主に以下の2点です。
①集客強化＆単価アップ
　 認証＝安全、安心、快適な施設の証。情報発信によりインバ

ウンド等の集客強化が期待できます。
②運営＆経営の改善
　 調査結果の詳細を全て事業者に還元するため、結果に基づ

く運営改善の取り組みが可能です。

ジャパンダイヤモンド

5

4

3+

3

2+

2

1+

1

サクラ
フ
ェ
イ
ズ 

Ⅱ

フ
ェ
イ
ズ 

Ⅰ

サクラ

サクラ

サクラ

サクラ

サクラ

サクラ

サクラ

高い意匠性、
サービスの積極性×共感性
意匠性、高いレベルでの
顧客配慮サービス

顧客配慮サービス

非常に高い快適性と、
ある程度の顧客配慮サービス

高い快適性、地域文化性

機能性、高い快適性

機能性、ある程度の快適性

安全安心確保、高い清潔感

安全安心確保、清潔感

ここが他の格付制度等と違う点です。
調査項目はフェイズⅠ300項目、
Ⅱ2,000項目以上と多岐にわたります。
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地方公共団体との連携

地方公共団体、公益団体等が実施する各種調査、計画
策定等について業務受託しています。地域の経済・産業
等に関する知見を駆使し、多様化する地方公共団体等の
ニーズに応じた調査を行い、地域の活性化に貢献するこ
とを目指しています。

調査受託実績
● 2018年度 ： 地公体関連2件、公益団体3件
● 2017年度 ： 地公体関連5件、公益団体3件

当行は、国土交通省から山陰地方で唯一の「ＰＰＰ協定」パートナーの認定を受け、地元自治体や民間事業者のＰＰＰ/ＰＦＩに
関するノウハウ向上や事業参画への機運醸成を目指し、個別案件の相談や事例研究、官民合同研修会などを随時行って
います。

当行では、官民が連携し地域の空き店舗等の利活用や再整備を支援することで、地域の中心市街地活性化や賑わい創出に
貢献しています。

人通りの少なくなった中心市街地に賑わいを取り戻すため、地元の行政やテレビ局と連携した「米子市角盤町エリア復活プ
ロジェクト」を始動しました。

各種調査、計画策定業務の受託

持続可能な地域社会形成に向けたＰＰＰ/ＰＦＩの推進

中心市街地活性化への取り組み

米子市角盤町エリア復活プロジェクト取組
事例

かつては商都米子の
核となる商業街だったが、
近隣のデパート閉鎖後、
賑わいが低下し、
市街地の空洞化が進行

地域の課題

鳥取県米子市の
「角盤町周辺エリア」

地元食材を使った
鶏白湯ラーメン店

不妊治療に特化した
鍼灸サロン

ハイセンスの
靴修理店

大賞
受賞

効果
検証

地方公共団体
公益団体　等 山陰合同銀行

計画
策定 産業

振興

地域
づくり 将来

予測

人材
育成

角盤町エリア復活プロジェクト

●  角盤町エリアへの出店を目的とした 
ビジネスコンテストを開催

●  空き店舗を活用し、賑わい創出の 
核となる事業者を誘致

●  募集から店舗開店までの一連の 
流れをテレビ番組で放送

      賑わい創出、街の活性化の機運を 
一層高める

当行より、クラウドファンディングによる
店舗改装資金の募集を提案
     目標金額120万円を26日間で達成！

米子市

山陰放送 当行

地　方　創　生

応募4事業者のうち3事業者が新店舗オープン！
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持続可能な地域社会の実現

2018年度からの中期経営計画では、徹底的にお取引先の付加価値向上に寄与し、当行も対価として収益を計上すること
を目的とした「付加価値向上運動」に取り組んでいます。
このビジネスモデルは、近時注目されているESGやSDGsの思想に合致するもので、当行は「リレーションシップバンキン
グ」による地域経済活性化に取り組むことで、持続可能な地域社会の実現を目指します。

大学発のベンチャービジネスを資金、経営面でサポートすることを目的に、2015年1月に「しまね大学発･産学連携ファンド」
「とっとり大学発･産学連携ファンド」を設立しました。このファンドは、島根大学、鳥取大学が保有する特許などの知的財産や
研究成果を活用したベンチャービジネスに対して投資を行い、事業化までサポートします。

2019年5月、医療機関や介護・福祉施設等からのニーズや研究成果、アイデアをもとにして医療機器等の開発、事業化を
行う大学発ベンチャー企業、㈱メディビート（代表取締役 山岸大輔）に2億円を出資しました。医療機関、地元製造業者と
ともに複数のシーズを成長させ事業化する試みは、特定のシーズの事業化を目指す一般的な大学発ベンチャーと異なる
ユニークなものです。

出資先の役割（イメージ図）

お取引先企業の付加価値向上
～徹底的な事業支援活動で「真のビジネスパートナー」となります

創業・新事業開拓支援
大学発ベンチャーの支援

地元大学病院を起点とする医療機器開発ベンチャーに出資取組
事例

医療機器
メーカー商社

アイデア・研究成果・知財等 株式会社メディビート
医療機器等製品開発事業 直接販売

患者さん

販売先

総合病院・診療所

地域中核病院

医
療
シ
ー
ズ

ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

営
業
販
売

販
売

マ
ー
ジ
ン

開発相談

研
究
開
発

製
品
開
発

製
品
製
造

製
品
販
売鳥取大学医学部 附属病院

地域製造業者　他地域医療機関・地域企業　他 出所：株式会社メディビート

ライフステージ別のビジネスソリューション
創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

企業のニーズ ・ 創業資金
・ 事業計画策定　等

・ 事業拡大、海外進出
・ 生産性向上、収益力強化
・ 事業承継計画策定

・  経営改善計画策定
・ 資金繰りの安定化 ・  再生に向けた手続き

ソリューション

経営面

資金面

事業計画策定・実行支援

PEファンド※

私募債 資本性劣後ローン

新分野進出支援

シンジケートローン組成
海外向け融資

海外進出支援

販路・仕入先開拓支援（ビジネスマッチング・総合商社機能）

事業承継支援
M&A支援

経営改善計画策定・実行支援
再生支援

創業支援融資
創業支援ファンド

※ PE（Private Equity）ファンド ： 企業の未公開株を取得し、ハンズオン支援（経営に直接的に参画していく支援手法）による企業価値の向上を目的としたファンド
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取り組みの背景
少子高齢化等により全国に先駆けて人口減少が進む山陰地方は、多様な課題を抱えている地域といえます。一方、地域課題
が山積している当地にこそ、創造的な事業の源泉があり、新たな付加価値を生み出す可能性があると考え、「SAN-IN・イノ
ベーション・プログラム（SIP）」を実施しています。

SIPの特徴と全体像
SIPでは、顕在化してしまったニーズ（Needs）からではなく、本源的な欲求や希求（Wants＝潜在的なNeeds）をベースに事業
アイデアを創発します。そのために、4つのセッションを設け、事業創発へのモチベーション（熱量）を高めながら、“Wants”の
追求とクレイジー（尖った）アイデアへの深化によって、新たな事業構想を練り上げていくことに特徴があります。

■ 事業化へ向けた支援
事業構想の実現へ向けて、事業化支援セッションを通じた
産官学金等との連携を促すことで、地域経済エコシステム
の機能を活用した事業化支援を行っています。また、新事
業だけでなく参加者が行う既存事業での連携も進んでお
り、ＳＩＰのネットワークが有効に活用されています。

2018年12月 
最終プレゼン・事業化宣言 11チーム

法人設立第一号
2KMIT株式会社

マニアックイベントを中心とした 
魅力発信情報サイト運営事業等

「ＳＡＮ-ＩＮ・イノベーション・プログラム」の実施

山陰の活性化に燃える
意欲的な人材

全国の革新的経営者
（ノウハウ・モチベーション）

SIPの実施風景（2018年）

2018年12月18日　参加者による「事業開始宣言」

■ 各セッションの特徴

※  地域において、企業、金融機関、地公体等の各主体がそれぞれの役割を果たしつつ相互補完関係を構築するとともに、地域外の経済主体等とも密接な関係を持ちながら、多面
的に連携・共創してゆく関係

❶ キックオフ ❹ 事業化支援❷ 革新者刺激 ❸ 事業創発

SIPの目的・ゴールを
共有し、参加者・事務
局との相互理解を促
進する。

事業プレゼンを通じ、
地域経済エコシステ
ム※を活用した事業推
進を目指す。

革新者のイノベーショ
ンスキルや熱意から、
事業創発の熱量を高
める。

Wantsから生まれる
事 業 構 想を、クレイ
ジー（尖った）アイデア
へ深化させる。

2019年度中に
4法人設立予定

ＳＩＰ ＳＡＮ-ＩＮ･イノベーション･プログラム

山陰に夢のある新事業の種を生み出す！

×

●  事業構想が固まったチームは、実現に向け取引店・本部で情
報共有し支援実施中。

●  2018年度の事業構想のブラッシュアップや新たな事業構想
の創発に向け、新規参加者を迎え、2019年度プログラムを
実施。
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持続可能な地域社会の実現

当行の広域な店舗ネットワークと豊富な情報収集力を活
用した「ビジネスマッチング業務」に力を入れています。
山陰両県のお取引先に対しては、大消費地・大生産地に
ある山陽、兵庫・大阪のお取引先をビジネスで結んでい
ます。山陽、兵庫・大阪のお取引先には、山陰両県の良質
な一次産品や製造技術、また行政機関と協力した企業誘
致などをご提案しています。

2017年10月に、鳥取県東部圏域の農水産物・加工品等
の「地産外商」を目指し、「株式会社地域商社とっとり」が設
立されました。
当行は出資・人材派遣等を継続的に行うとともに、当行の
ネットワークを活かし、山陰両県外への販路開拓支援を実
施しています。

商品企画
食品販売業者との商談で得
たニーズを、生産者に還元
し、地元ならではの商品企画
を行いました。

生産者支援
鳥取県内の農林水産業の担い手不足に対し、ドローンを
活用した農薬散布の実証試験の受託事業や、ＩＴ化による
ハウスの温度・湿度管理機器の導入支援など、複合的な
サービスを提供しています。

2019年1月、鳥取市と地域商社とっとりが主催し神戸ハーバーランドで「麒麟
のまち食品見本市商談会・神戸」を開催しました。鳥取県東部圏域の事業者が
ブースを出展、地域商社とっとりも多数の商品を展示して、生産者・食品取扱企
業の双方を支援しました。

来場バイヤー数 18社（うち当行紹介先11社）

来場セラー数 25社(うち10社分を地域商社とっとりが代行)

販路開拓支援を行った先数 地元への企業誘致支援件数

販路開拓の実績

販路開拓先数 199社

仕入先数 197社

取扱アイテム数 587種類

山陰と山陽、兵庫・大阪の
お取引先をつなぐ活動を展開

山陰合同銀行
外注先紹介

販路紹介

販路・仕入先開拓支援

広域店舗ネットワークを活用したビジネスマッチングの展開

総合商社機能の提供　～“地域商社とっとり”の活動

神戸市内にて、地域商社主催の食品商談会を開催！取組
事例

0

300

600
（社）

2016年度

267

2017年度

430

2018年度

560

0

10

20
（件）

2016年度

13

2017年度

12

2018年度

16

お取引先企業の付加価値向上
～徹底的な事業支援活動で「真のビジネスパートナー」となります
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■ 「バンコク駐在員事務所開設5周年記念お客様交流会」の開催
2018年12月、タイ・バンコクにて「バンコク駐在員事務所開設
5周年記念お客様交流会」を開催しました。当日はバンコクに
拠点を持つお取引先・関係先76社95名の方に参加いただき、
日頃の感謝を伝えるとともに業種の垣根を越えた交流が活発に
行われました。

海外進出支援

海外進出支援体制

海外駐在員事務所と海外提携先

当行は海外で事業展開を検討され
るお取引先を営業店、本部（海外進
出支援グループ）と海外駐在員事務
所（大連、上海、バンコク）が連携し
て支援しています。
また、海外地方政府や金融機関との
連携を積極的に行うことで支援体
制のさらなる充実を図っています。

海外進出における支援活動
● 海外の投資環境、業界動向、法規制などの情報提供
● 海外のマーケットリサーチ・現地アテンド、海外企業の信用照会のお取り次ぎ
● 海外事業戦略策定サポート、事業拡大・再編に向けたアドバイス
● 海外の会計・法律事務所、コンサルティング会社、人材サービス会社など専門家のご紹介
● 現地法人（駐在員事務所）設立サポート
● 海外企業との商談会、販路・調達先などパートナー企業のご紹介
● 外国為替取引（外国送金、信用状開設、為替変動リスクヘッジなど）に関するサポート
● 海外での口座開設銀行のご紹介、提携銀行を通じた現地法人のお借り入れをサポート
● 進出国の規制などに照らして最適な資金調達方法をご提案、資金ニーズをサポート

上海駐在員事務所

バンコク駐在員事務所

大連駐在員事務所

提携先：カシコン銀行（タイ）

当行（海外進出支援グループ）

提携先：中国工商銀行東京支店（中国）

提携先：バンクネガラインドネシア（インドネシア）

提携先：上海市松江区人民政府（中国）

提携先：ベトコム銀行（ベトナム）

提携先：大連市人民政府（中国）

提携先：メトロポリタン銀行（フィリピン）

提携先：大連銀行（中国）

提携先：インドステイト銀行（インド）

「中国向け食品輸出セミナー・商談会」開催取組
事例

2019年2月、山陰両県の食品製造、販売を行う企
業を対象に「中国向け食品輸出セミナー・商談会」
を初めて開催しました。当日はセミナーに約50名、
商談会に19社参加いただき、中国における商習慣
や販売につながるノウハウなど、普段聞けない情報
を得ていただける絶好の機会となりました。
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持続可能な地域社会の実現

資金調達ニーズへの対応

※融資件数は、中小企業者に対する件数

大口の資金ニーズに「シンジケートローン」

経営者保証に必要以上に依存しない融資への取り組み

「経営者保証に関するガイドライン」
に基づき、資金調達ニーズへの対
応として、経営者保証や不動産担保
に必要以上に依存しない融資に積
極的に取り組んでいます。

2017年度 2018年度

①新規に無保証で融資した件数 3,722件 4,780件

②新規融資件数 12,009件 12,106件

新規融資に占める経営者保証に依存しない
融資の割合（①／②） 30.99％ 39.48％

③既存融資のうち保証契約を変更した件数 17件 18件

④既存融資のうち保証契約を解除した件数 976件 570件

企業の資金ニーズに対し、複数の金融機関がシンジケート団を組成し、一つの契約書に基づき融資を行うものです。
調達する企業にとっては、
① まとまった資金の調達　   ② 調達先、調達手段の多様化　
③ 交渉窓口を一本化し事務コストを軽減  ④ 対外的なリリースで信用力アップが期待できる
といったメリットが考えられます。

シンジケートローンとは…
大規模な設備投資案件など、多額の資金が必要なお取引先への支援ツールとして、「シンジケートローン」を提供いたします。

2019年2月、㈱サンセキ（鳥取県北栄町）の納骨堂建立
資金として総額13億円のシンジケートローンを組成しま
した。当社は全国で墓石販売事業を手がけていますが、
昨今の少子・高齢化社会の進展に伴う「無縁墓問題」や「墓
地不足問題」へ対応すべく、お寺との連携による納骨堂事
業への取り組みを展開しています。納骨堂は、法律等の
規制により担保として差し入れることが困難な場合が多
いですが、本シンジケートローンでは、当社のビジネスモ
デルと資金の流れに着目した仕組みを提案しました。具
体的には、納骨堂使用権を購入する方への販売代金請求
権に譲渡担保権を設定することや、販売収益の一部を定
期的に積み立てる等、複数の手法を組み合わせた仕組み
を構築しました。
このように、お客様と対話を重ね、ビジネスモデルを共有
することで、物的担保に依存しない資金調達もご提案し
ています。

ビジネスモデルと資金の流れに着目した資金調達のご提案取組
事例

お取引先企業の付加価値向上
～徹底的な事業支援活動で「真のビジネスパートナー」となります
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グループ連携による「ファイナンス・リース仲介」
2017年4月から、連結子会社の山陰総合
リース㈱が取り扱うファイナンス・リース※

の仲介業務を開始しました。当行グループ
は、現在「グループ連携の強化」に取り組ん
でおり、当行がファイナンス・リース仲介業
務を取り扱うことで、より多くのお取引先に
グループの総合金融サービスを提供する
ことが可能となりました。今後もグループ
を挙げて、お取引先の多様なニーズに対応
していきます。

設備案件の
発掘・ニーズ把握

山陰合同銀行が対応 山陰総合リースが対応

山陰総合リース
へ連絡・紹介

リース期間や
保険の設定
などを提案

リース契約・検収 事後管理

※リース期間終了後も所有権が借り手に移らない「所有権移転外ファイナンス・リース」に限定して仲介いたします。

紹介業務 ファイナンス・リース仲介

リース取引等の流れ

※リース期間終了後も所有権が借り手に移らない「所有権移転外ファイナンス・リース」に限定して仲介いたします。

当行で引き受ける私募債は、一定の財務基準を満たす優良な企業が、その信用力を背景に発行するものです。
発行企業は、長期固定金利の資金を調達できるだけでなく、財務の健全性や地域貢献活動の取り組み等をアピールするこ
とができます。
特に最近では、「寄贈型私募債」「福利厚生型私募債」を相次いで取扱開始していますが、お取引先の地域への思いを具現
化できる金融商品として、大変好評を得ています。

金融商品を通じてお取引先の社会貢献活動を後押しする「私募債」

■ 寄贈型私募債

■ 福利厚生型私募債

■ 私募債の発行件数・発行金額の推移

•  企業の財務健全性に加えて、
教育機関、地域おこし団体、地
域スポーツチーム等に寄贈を
行う社会貢献度の高い私募債

•  私募債発行金額の0.2％以内
の金額で、発行企業と当行の
連名で寄贈

• 企業の財務健全性に加えて、山陰両県の旅館等を使い社員旅行を実施した際の代金に
ついて、私募債発行金額の0.2％を上限にサポート（補助）する私募債（2018年1月～）

教育機関寄贈型 教育機関で使用する図書やスポーツ用品、備品などを教
育機関に寄贈（2015年10月〜）

地域おこし型 山陰の当行指定公的機関を通じ、山陰の地域課題解決に
取り組むNPO団体等に活動資金を寄贈（2017年7月〜）

スポーツ振興型
当行営業エリア内を本拠地とするスポーツチームで、一
定の活動実績を持ち、当行が認める先に活動資金を寄贈

（2017年7月〜）

スポーツ振興型私募債贈呈式の様子

260
193 181

26,890

17,84017,460

件数　　　  　　発行額（件） （百万円）

2016年度 2017年度 2018年度
0
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0
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20,000
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持続可能な地域社会の実現

コンサルティングサービスの提供
お取引先への事業支援活動を通じて共有した幅広いニーズやお取引先の一層の成長支援に対応するため、コンサルティン
グサービスの提供に力を入れています。
必要に応じ外部専門家等とも連携しつつ、当行が主体となりワンストップでコンサルティングサービスを提供できる体制を
整えています。

2018年7月から、「成功報酬型コンサルティングサービス」に新たに取り組み始めました。現在、コンサルティングサービス
のなかでも特に力を入れ、取り組んでいます。

常駐型コンサルティング実績
期間 企業名

2016年11月から1年間 島根県の企業（企業名非公開）

2018年  4月から1年間 有限会社本田商店（島根県雲南市、食品製造業）

2018年10月から1年間 流通株式会社（鳥取県倉吉市、運輸業・郵便業（道路運送）、イベント企画、人材紹介事業ほか）

有限会社米澤自転車店
（自転車小売業、鳥取県鳥取市）

●  自社企画の自転車用レインコート、
カバンの製造委託先を紹介

●  販売戦略策定やブランディング支
援、県外の販売業者を紹介

コンサル内容

●  輸出に向けての情報提供、アドバイス
●  海外向けのプロモーション動画の作

成・海外ＥＣモールへの出店を支援

課題解決の度合いに応じて手数料をいただく「成功報酬型コンサルティングサービス」

企業に常駐してコンサルティングを行う「常駐型コンサルティングサービス」

自転車小売業の挑戦を全力でサポート

サービス概要 売上高や営業利益等の向上をお手伝いし、その結果に対して手数料を受領
（2019年3月末時点契約先数／40社）

取組
事例

●  常駐先企業・経営者の課題に対し、
解決策の提案から、活動支援を実施

●  当行ネットワークを有効に活用し、
新商品開発や販路開拓をコーディ
ネート

●  若手人材の育成と成長戦略を構築
●  産学連携締結や情報発信の活発化

右／㈲本田商店　本田繁社長
左／地域振興部倉内副調査役

自転車関連のアクセサ
リーの開発を行いたい
が、自社だけでは困難

課題

ヨーロッパへの自転車
輸出を検討しているが、
ノウハウが不足

当行
企業

企業の成長のため
経営者に「伴走」

常駐
行員

お取引先企業の付加価値向上
～徹底的な事業支援活動で「真のビジネスパートナー」となります
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山陰合同銀行
＋

株式会社日本経営

コンソーシアム

隠岐広域連合立隠岐病院

山陰地域の主要産業である「宿泊・観光業」「医療・介護業」
に対し、面的な付加価値向上の支援を行うため、地域振
興部内にそれぞれの専門担当者を配置し、営業店をフォ
ローする体制を構築しています。
お取引先に対しては、資金支援はもとより、外部専門家と
の連携などによるタイムリーな情報提供、コンサルティン
グやM&A業務等を含めた専門性の高い経営課題の解決
支援等を行っています。
また、営業店行員の知識向上や実践力・目利き力の強化
を図るため、本部行員との帯同訪問や各種勉強会、外部
専門家による研修の開催などを行っています。

■ 医療・介護分野のコンサルティング実績
地域の主要産業に対する付加価値向上支援活動の一環と
して、医療・介護分野のコンサルティングの実績は増加傾
向にあります。引き続き地域の主要産業である「医療介護
分野」のお取引先が抱える経営課題の解決に向け、サポー
トしていきます。

業務受託の背景
国の進める医療制度改革・公立病院改革のなか、島根県
隠岐の島町においても隠岐広域連合立隠岐病院の役割
を明確にし、医療提供体制を整備していく必要に迫られて
いました。そうした状況下、経営改善は急務の課題となっ
ており、実現可能な経営改革への取り組みとして、専門的
な知識を有する事業者に経営改革業務を委託することに
なりました。
そのプロポーザルに対して当行と大手コンサルティング
ファームである㈱日本経営がコンソーシアムを形成・参加
し、コンサルティング業務の受託に至りました。

外部専門家を活用して本業支援を行った取引先数

業務内容

イメージ図

地域の主要産業「宿泊・観光業」「医療・介護業」に対するコンサルティング

隠岐広域連合立隠岐病院経営改革コンサルティングの受託取組
事例

医療・介護分野のコンサルティング件数

※2018年度は公立病院等への簡易調査業務（7件）含む
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■医療分野　　■介護分野
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47
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97
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172

❶ 経営診断業務
❷ 経営改革計画書の策定業務
❸ 院内会議等への連携・調整・報告業務
❹  経営改革計画書に基づく実行支援業務に係る

体制および行動計画作成業務
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持続可能な地域社会の実現

事業承継問題の出口である「親族・役員等への承継」「Ｍ&Ａによる他社への譲渡」「株式公開」などに関するご相談に対して、
専門的なノウハウを用いて積極的に対応しています。
なかでも、Ｍ&Ａについては、永年にわたるアドバイザリー業務の実績があり、培われたノウハウによって、地域経済の活性
化やお取引先のさらなる発展につながるＭ&Ａアドバイザリー業務を提供しています。
また、事業承継をテーマとした経営戦略セミナーや専門家による個別相談会を定期的に開催し、お取引先への積極的な
情報提供を行っています。

当行は、㈱GROW UP（鳥取県鳥取市、代表取締役 柴原史則）と㈱プローバホールディングス（広島県広島市、代表取締役 
平本直樹）のM&A（資本提携）をアドバイザーとしてコーディネートしました。
企業の成長という両社が抱いていた経営課題に対し、お互いの強みを活かした「成長戦略型」M&Aを行うことで、さらなる
成長を目指すこととなりました。
譲渡企業は譲受企業の協力の下、新規出店への注力が可能となり、新たなエリアでの出店も実現しました。

近年、中堅・中小企業では、経営者が事業をいかに円滑に承継していくかが大きな課題となっています。
当行では「事業承継コンサルティングサービス」をご提供し、地域振興部の担当者がお取引先のニーズや課題に対し、より
具体的な対策のご提案や実行のご支援をさせていただき、円滑な事業承継をサポートしています。
また、法人営業担当者の基礎知識習得や事業承継ニーズの対応力強化のため、事業承継・M&A「事業承継・M&Aエキス
パート※」の資格取得を推進しています。
お取引先の事業承継・M&Aに関する初期ニーズを営業
店の担当者レベルで把握し、スピーディーな対応ができ
るようになることを目指しています。

「事業承継コンサルティングサービス」の提供

企業の発展と継続のためのM&Aサポート

M&A

事業承継・M&Aサポート

※中小企業の事業承継をめぐる基本的な知識の検証を図るとともに、近年、
　特に増えつつある中小企業Ｍ＆Ａについての理解度を測ることが目的の資格
　主催：（一社）金融財政事情研究会、㈱日本M&Aセンター

コーディネート

事業承継・M&Aエキスパート取得者数（累計）

300

350
（名）

2016年度

337

2017年度

341

2018年度

346

「成長戦略」 × 「新規事業」 Ｍ＆Ａをコーディネート取組
事例

株式会社プローバホールディングス
アミューズメント業（広島県広島市）

● 新規事業参入による新たな収益機会の獲得
●  既存事業とのシナジー効果による業績 

拡大

株式会社GROW UP
パン製造販売（鳥取県鳥取市）

●  新規エリアでの事業展開による成長加速
●  譲受企業からの人材派遣による内部統制強化
● 将来的な後継者問題の解決

譲受企業

成果

譲渡企業

成果

経営課題
第2の柱となる事業の模索

経営課題
新規エリア進出による企業価値向上

お取引先企業の付加価値向上
～徹底的な事業支援活動で「真のビジネスパートナー」となります
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地域経済発展のためには、地元企業の活性化が不可欠です。
当行では、審査部経営支援グループが中心となって、お取引先の経営改善支援に取り組んでいます。

REVIC（地域経済活性化支援機構）、中小企業再生支援協議会の利用先数

経営改善支援先の債務者区分改善状況（2018年4月～2019年3月）

（社）

2016年度

31

2017年度

37

2018年度

43

■REVIC の利用先数
■中小企業再生支援協議会の利用先数
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（単位：社）

期初債務者数A
（2018年3月末） うち経営改善

支援取組先　α

αのうち期末に
債務者区分が

ランクアップした
先数　β

αのうち期末に
債務者区分が
変化しなかった

先数　γ

要注意先 2,779 239 22 208

うちその他要注意先 2,678 228 20 201

うち要管理先 101 11 2 7

破綻懸念先 403 40 6 28

実質破綻先 160 6 − 3

破綻先 13 − − −

合　計 3,355 285 28 239

経営改善
支援取組率＝α/Ａ

ランクアップ率
＝β/α

8.6% 9.2%

8.5% 8.7%

10.8% 18.1%

9.9% 15.0%

3.7% −

− −

8.4% 9.8%

経営改善支援

●経営改善支援先を随時見直し、個別企業の実態に即した経営支援活動を実施
●経営改善支援先と経営課題の共有化を図り、外部専門家と連携を図りながら経営改善計画策定・実行を支援
●公的専門機関である中小企業再生支援協議会等や、グループ会社「ごうぎんキャピタル㈱」を無限責任組合
　員とする「山陰中小企業支援3号投資事業有限責任組合（通称：山陰再生3号ファンド）」を活用
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お客様のライフイベントにお応えするごうぎんの商品・サービスラインナップ

持続可能な地域社会の実現

個人のお客様のライフステージに応じた
商品・サービスのご提案
～お客様本位の良質な商品・サービスをご提案いたします

ごうぎんがお客様の
生活をずっと
サポートします。

資産形成

た
め
る
・
ふ
や
す
・
そ
な
え
る

か
り
る

便
利
な
サ
ー
ビ
ス

資産運用

手軽で便利な
サービスの提供

より専門性の
高いご提案

お客様との対話による
コンサルティングサービスの提供

給与受取 年金受取

インターネット
バンキング

キャッシュレス
決済

カードローン

遺言代用信託
暦年贈与型信託

保険商品

確定拠出年金

積立投信

資産運用商品
（投資信託、外貨預金、ファンドラップ等）

教育ローン

Dデュオuoカード

マイカーローン

マイ
ホーム出産就職 結婚 子ども

の進学 退職 相続

住宅ローン リフォームローン

20代 30代 40代 50代 60代
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手軽で便利なサービスの提供

口座開設アプリ
スマートフォンで、口座開設・
インターネットバンキングの
お申込みが、ご来店不要で
簡単にできます。

デジタルチャネルの拡充に取り組み、お客様の利便性の向上を図っています。

店頭・渉外先におけるタブレットによる申込みの追加
以前から取り扱っている保険商品に加え、2019年4月からマイカーローンなど
の個人向け無担保ローン6商品、5月からは投資信託のタブレットでの申込受付
を開始しました。

WEB完結型個人向け無担保ローンの対象商品を拡充
2019年4月から、WEB（パソコン・スマートフォン）完結型個人向け無担保ロー
ンの対象商品を拡充しました。お申込みからご契約まで来店不要・印鑑不要で
簡単にお手続きいただけます。

キャッシュレス決済の推進
キャッシュレス化の取り組みを山陰全域に広げることで、
消費機会の拡大やお取引先の生産性向上などに貢献し
ます。

QRコード決済 ： Jcoin、Alipay
電子マネー ： iD、QUICPay、Suicaなど

ごうぎんD
デュオ
uoカード

ICキャッシュカード一体型クレジットカード

振込の24時間即時入金
ＡＴＭやインターネットバンキングでのお振
込が、より便利に。平日夜間・土日祝日の振
込も相手先の口座に即時入金ができます。
2018年10月からは、他行宛、ビジネスイ
ンターネットバンキングでのお振込も即時
入金できるようになりました。

ごうぎんD
デュオ
uoカードは、地元企業の販促支援と地域内消費の活

性化を実現し、地域で最も愛され、支持される「地域カード」を目
指します。

身近で便利なサービス

デジタルチャネルへの取り組み

【年会費】一 般 会 員： 1,350円（初年度無料）
 ゴールド会員：10,800円
  　　　 （税込）

（2019年7月1日現在）

「地域カード」による地域内循環

山陰合同銀行

加盟店

特典情報提供
キャンペーン周知

お得・楽しさ

信頼

愛着

オリジナルイベント・
キャンペーン提案

会員

A T M

※一部の時間帯のお振込は翌営業日扱いとなります。

タブレットを利用して商品内容を分かりやすくご説
明します

2019年3月から、当行普通預金口座をお持ちの個人
のお客様を対象として、みずほ銀行が提供する「Jcoin」
サービスをご利用いただけるようになりました。
友人や家族へ「送る・送ってもらう」、 お店で「支払う」

「チャージ・口座に戻す」 という、お金に関する様々な
手続きがスマートフォンで完結できます。
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お客様に安心してご利用いただき、ゆっくりとご相談いただける店舗づくりを目指しています。

一部店舗への昼休業導入
2019年4月から、山陰両県49カ店に昼休業を導入しま
した。
昼休業の導入やデジタル技術の活用などにより、営業店
の事務削減・人員の再配置を実施し、よりお客様のお役に
立てるご提案ができる店舗運営を実現します。

昼休業導入店舗の窓口営業時間

窓口営業時間 平日 9：00　〜　11：30
12：30　〜　15：00

昼休業時間 11：30　〜　12：30 （1時間）
※昼休業導入店舗は、当行ホームページでご確認ください。
※ 店舗に設置している ATM は、昼休業時間中もこれまで同様にご利用いただ

けます。

2019年4月、休日の営業拠点として、個人のお客様向け
サービスの窓口を統合し「マネープラザ」を新設しました。
従来のお借り入れの相談窓口である「個人ローンセン
ター」や各種保険商品を取り扱う「保険プラザ」に加え、

「資産運用相談窓口」を設けました。
休日にご相談いただけ
るサービスを拡充し、
平日にまとまった時間
がとりにくいお客様に
も、多角的なコンサル
ティングサービスを提
供します。

マネープラザの新設

ご利用いただきやすい店舗づくり

コンサルティングサービスの充実
・コンサルティングブースを拡大し、ご相談いただきやすい環境を整備するとともに、
 専門知識を持つコンサルティングスタッフを窓口に配置
・印鑑・伝票レスを図り、書類記入時間・事務処理時間の短縮による待ち時間の短縮

便利で快適にご利用いただける設備の整備 ・待合スペースを拡充し、親しみやすく、快適で居心地のよい店舗づくり
・お客様のニーズ・ご来店目的に応じた窓口へのご案内

障がいのあるお客様に配慮した店舗づくり ・ バリアフリー化、ユニバーサルデザインの導入

持続可能な地域社会の実現

個人のお客様のライフステージに応じた商品・サービスのご提案
～お客様本位の良質な商品・サービスをご提案いたします

お客様との対話によるコンサルティングサービスの提供

ワンストップでライフプランのコンサルティング

土・日曜日も営業

ローンのご相談・お申込みは

ローン

資産運用

保険

統合
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2018年度下期からプライベートアドバイザリー業務を開始しました。営業統括部内に専属の担当者（プライベートアドバイ
ザー）を配置しています。お客様の「資産の最適な配分」と「不安のない資産承継」を総合的にサポートし、ご家族の意向とリ
スク・税制面等を考慮したトータルコンサルティングを行います。
プライベートアドバイザーと営業店・関連部・ごうぎん証券㈱・外部専門家が連携し、お客様に最適な「資産保全」「資産承継」
に関する商品・サービスを提供することで、豊かな生活を実現します。

ごうぎん証券㈱では、お客様の投資経験や証券投資ニーズに応じたご提案ができるよう、多様な資産運用商品を取り揃え
ています。外貨建債券や仕組債、ファンドラップのほか、銀行のラインナップにはない株式やETF（上場投資信託）などもご
提案しています。
また、ごうぎん証券㈱と銀行が一緒にお客様と面談することで、ごうぎん証券㈱で外貨建債券・投資信託、銀行で保険のご
案内といった、お客様のライフスタイルにあった幅広いニーズに対応しています。

ごうぎんが提供するトータルコンサルティング

商品・サービスのご案内

プライベートアドバイザリー業務の開始

ごうぎん証券との連携

より専門性の高いご提案

課題・ニーズの共有
・資産承継の意向確認
・ご家族、相続人の確認
・資産、負債状況の確認

・ じっくりとお話を伺い、現
状から考えられる課題・
ニーズを整理し、共有

・将来の相続が不安
・ 資産の配分の仕方が

不安
・資産の管理が面倒

お客様

定期的な見直し

課題の明確化 総合的なサポート

遺産分割 個々のお客様に最適な 
商品・サービスの提供

相続財産の評価額
専門家等、あらゆる
外部ネットワークを
活用した情報提供

後継者への円滑な資産承継・
次世代との取引継続

専門性の高いニーズをお持ちの
お客様との取引拡大

納税資金対策 行内・グループ内で
連携した情報提供

資産の保全・運用

●ごうぎん遺言代用信託
お客様から信託されたご資金を相続発生時に、簡便な手
続きで、あらかじめ指定された受取人に、あらかじめ指定
された方法でお支払いする信託商品です。
●ごうぎん暦年贈与型信託
あらかじめ贈与を受ける方をご指定いただくことで、毎年
の贈与契約書の作成等の面倒なお手続きなしで、生前贈
与を行うことができる信託商品です。

※いずれも当行を通じて、みずほ信託銀行㈱で信託が設定されます。

当行を通じて、野村グループの㈱ウエルス・スクエアと投
資一任運用契約をご締結いただき、当行がコンサルティ
ングサービスを提供します。
当行が提供する投資一任運用サービス「Funds(ファン
ズ) Club(クラブ)（愛称：ファンクラブ）」は、お客様の資
産運用に関するお考えをもとに、㈱ウエルス・スクエア
が適切な資産配分（運用コース）をご提案し、お客様に
代わって投資判断ならびに実際の売買等を行い、定期
的に運用報告を行うサービスです。

ファンドラップ遺言代用信託・暦年贈与型信託
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持続可能な地域社会の実現

当行およびごうぎん証券㈱は、お客様本位の徹底を図る
ため、お客様の資産形成・資産運用にかかる業務において

「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」を策
定しました。
本方針のうち「お客さま本位のコンサルティング」および

「お客さま本位の情報提供」を実現するため、当行では
様々なツールを導入・活用しています。

ヒアリングシート
お客様の家族構成、ライフイベント、金融資産等の情報を
ヒアリングシートを活用して聴取します。データベース化
した情報を元に、お客様のご意向に沿ったご提案をいた
します。

ポートフォリオ提案ツール
お客様の資産全体のバランスを可視化し、最適な資産配
分をお示しすることができます。
ポートフォリオ提案ツールを活用し、リスクを分散したバ
ランスの良いポートフォリオをご提案いたします。

お客様本位の業務運営に向けた取り組み

お客様アンケート結果
資産運用商品をご契約いただいているお客様へアンケートを実施し、「お客様本位の業務運営に向けた取り組み」がお客様
のご期待にお応えできているかを確認するとともに、商品・サービスの品質向上に努めています。

総合満足度は、「満足」「まあ満足」を合計すると
98.1％となり、前回調査（2017年12月〜2018年
1月実施）の97.4％を上回りました。
総じてご満足いただけている結果となりましたが、
より高い満足度を目指して、引き続きコンサルティ
ング営業力の強化を図ります。

ポートフォリオ提案ツール

お客様の満足度向上に向けた取り組み
～お客様の満足度向上に努めています

※ 「お客さま本位の業務運営を実現するための方針」については資料編、また
は当行ホームページ（https://www.gogin.co.jp）およびごうぎん証券ホー
ムページ（https://www.goginsec.co.jp）に掲載しています。

※  2018 年 6 〜 8 月に山陰両県内の店頭窓口でリスク性運用商品を購入された
5,000 名のお客様を抽出（有効回答 2,324 名 回答率 46.4％）

総合満足度

不満
0.3%

満足
63.6%

やや不満
1.6%

まあ満足
34.5%
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お客様の声を活用して
商品やサービスを改善した事例
●点字サービス各種通知等の金額表記の変更

数字の羅列から、3桁ごとにカンマを入れた表記
に変更しました。

●相続投資信託評価計算書の制定
投資信託について、相続税申告の手続きにご利
用いただける、解約価額に基づく評価額を記載
した計算書をお渡しできるようにしました。

お客様サービス部カスタマーセンターでは、営業店代表
電話の受電やフリーダイヤル受付、苦情対応などからお
客様の声（ご意見・ご要望）を集約・分析し、商品・サービ
スの開発に反映させています。

お客様の声を活用した顧客満足度の向上

高齢のお客様・障がいをお持ちのお客様へのサービス向上の取り組み
お身体の不自由なお客様や、お年
を召したお客様にも安心してご利用
いただけるよう、行員への講習会の
実施や店舗の整備、商品・サービス
の改定など、ソフト・ハード面ともに
ユニバーサルマナー対応の取り組
みを推進しています。

店頭の整備
【店 舗】（設備）店舗の段差解消、点字ブロックの設置を拡大
　　　 （備品）老眼鏡・コミュニケーションボード・簡易筆談器等を店頭に設置

【ＡＴＭ】 全ての拠点に視覚障がい者対応ＡＴＭを設置

商品の整備 個人のお客様に発行するキャッシュカード全てに
｢視覚障がい者認識文字（点字）｣を表示（2017年）

行職員への教育・研修

① あいサポート運動※

　・あいサポート第1号の企業に認定（2010年）
　・全行職員が「あいサポーター」に認定
② ユニバーサルマナー講習会
　・2012年度から高齢者・障がい者応対スキル向上講習会として実施
③ 窓口担当者研修への高齢者・視覚障がい者対応カリキュラムの導入
　・2011年度から実施
④ 新入行員研修への認知症サポーター養成講座の導入
　・2017年度から実施

地域のネットワークへの参画 松江市と「高齢者の見守りネットワーク」に関する協定書を締結（2018年）

ユニバーサルマナー講習会の様子

※  様々な障がいの特性を誰もが理解し、障がいのある方が困っていることに対してちょっとした手助けや心配りなどを実践することで、 
障がいのある方が暮らしやすい社会をみんなが一緒につくっていくことを目的とした、鳥取県が開始した運動。
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持続可能な地域社会の実現

～高い志を持って、新しい風を起こす～

地域の未来を担う子どもたちを育む活動に取り組んでいます。

郷土に学ぶ

伝統文化に学ぶ 自然に学ぶ

漢文の素読
日本の古典の音読

海外留学支援

短期宿泊研修

礼儀作法

自然や文化に
触れる体験学習

郷土の偉人に
ついて学習

礼儀正しく、志の高い人
思考力、洞察力に優れ、創造性に富んだ人
大局に立って決断し、行動できる人

目指す人物像

尚風館

伝統文化、郷土、自然に広く学び、
深く考え、きちんと表現する

学習内容
ディスカッションなどを通じ、様々な
物事に対し、周囲に流されることなく
自ら考える力を養う

見聞を広めるとともに、
自ら物事を創造する力を養う

学習内容
宿泊研修や課題レポートを通じ、体験
する機会の創出を促し、さらに視野を
拡げるため海外留学を支援する

目指す人物像
伝統文化に触れたり、先人たちの求
めたところを自分たちで探っていく
なかで、自分を豊かにする

目指す人物像
人と意見を交換することで、自分の考
えがまとまっていく過程を経験し、人
の意見を尊重しながら、自身の意見
も堂々と言える人になる

目指す人物像
世の中を広く知り、様々な考え方を知
ることで、自分たちの生き方を考え、
道を切り拓いていく突破力を身につ
ける

高等課程　1期生9名
【高校生から社会人になるまで】

中等課程　2期生12名
【中学生から高校生】

初等課程　3期生16名
【小学生から中学生】

五感を通して学び、
人間力を身につける

学習内容
礼儀作法をはじめ、中国・日本の古典
や郷土の偉人たちの功績、自然の大
切さなどを学ぶ

思考力や洞察力を養い、大局に立って決断できる人材を育成
「ごうぎん島根文化振興財団」が社会貢献活動のひとつ
として、青少年を対象とした教育活動を実施する私塾「尚
風館」を2012年9月に開校しました。高い志を持って将
来的に社会の中で活躍できる人材の育成を目指し、小学
生から社会人となるまで成長に応じた一貫教育を行って
います。

ごうぎん島根
文化振興財団

地域貢献活動
～豊かな地域社会の実現に貢献しています

青少年の育成活動
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教育機関寄贈型私募債

エコノミクス甲子園

金融経済教育

2015年10月に「教育機関寄贈型私募債」の取り扱いを開
始しました。これは、私募債発行時に発行金額の0.2％以
内の物品（子どもたちの学びや健やかな成長に役立つス
ポーツ用品や楽器など）を発行企業が指定する当行営業
エリア内の小・中学校等の教育機関に発行企業と当行が
連名で寄贈するものです。

特定非営利活動法人金融知力普及協会と
当行の共催で、全国高校生金融経済クイズ
選手権「エコノミクス甲子園」を開催してい
ます。
この大会は、高校生に金融知力を幅広く普
及させる一環として全国で実施されてい
るものです。地域の高校生がクイズを通し
て楽しみながら金融経済について学び、今
後、社会人として必要な金融経済知識を習
得し、「自分のライフデザイン」や「自分とお
金との関わり方」について考えてもらうきっ
かけになると考えています。

児童・生徒たちの金融経済教育の一環として、本部・支店における職場体験の
受け入れや、出張講座などに取り組んでいます。
銀行の役割や仕組み、将来のためのマネープランなどについて学んでいただ
いています。

■ これまでの寄贈品例
　・DVDプレーヤー
　・デジタル一眼レフカメラ
　・図書カード
　・カラー跳び箱
　・業務用大型ストーブ 等

教育機関寄贈型私募債の仕組み

金融商品を通じ社会に貢献
地域の将来を担う子どもたちを応援

発行企業

山陰合同銀行
地域の小・中学校

等の教育機関

連名で寄贈

各地で贈呈式を開催。
関係者の方には、「企業と銀行とが一緒に
なって地域の子どもたちの未来を支えて
いく」という考えにご賛同いただき、好評
を得ています。

鳥取大会

島根大会
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持続可能な地域社会の実現

地域社会に対する感謝のかたちとして地域・社会活動に
積極的に参画し、地域社会の発展・向上、青少年の豊かな
心と体を育む明るい社会づくりに貢献しています。

ごうぎん一粒の麦の会

ごうぎん文化振興財団

1981年に当行の創立40周年記念事業として発足。地
域社会に対する感謝の気持ちを表すため、ごうぎんグ
ループの役職員により継続的な募金・寄贈活動を行って
います。
2019年3月末までに、山陰両県をはじめ山陽、兵庫・大阪
地域の福祉施設延べ1,143先に対して総額1億1,890万
円相当の車椅子やテレビなどを贈呈しています。

当行の創立50周年記念事業として、1992年に「ごうぎん
島根文化振興財団」および「ごうぎん鳥取文化振興財団」
を設立し、島根県ならびに鳥取県で実施される教育・芸術
文化・スポーツ活動に対して支援・協賛を行っています。
教育活動の充実、優れた文化芸術の創造、スポーツの振
興等を奨励し、地域社会をさらに発展・向上させることを
目的に、2019年3月末までの27年間に、島根1,208件、
鳥取1,126件、計2,334件の事業に対して、2億9,958万
円の助成を行っています。

「小さな親切」運動
1997年に当行が事務局となり、「小さな親切」運動山陰
本部が設立されました。
当行の役職員をはじめ、山陰地域の企業、公共団体、学
校から個人まで、多くの会員の皆様にご協力いただき、

“できる親切はみんなでしよう　それが社会の習慣とな
るように”をスローガンに、「日本列島クリーン大作戦」や

「小さな親切作文コンクール」など、様々な活動を展開し
ています。

地域社会の
発展・向上

地域社会に
対する感謝

豊かな心と体を育む
明るい社会づくり

医療法人あさだ会に遊具2組を贈呈(広島支店)

日本列島クリーン大作戦（古浦海水浴場）

創作音楽劇「琴の鳴る浜」

社会・文化貢献活動

地域貢献活動
～豊かな地域社会の実現に貢献しています
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ごうぎんカラコロ美術館

本店展望フロアの開放

「ごうぎんカラコロ美術館」は、1926年9月に建築された
西洋風2階建てで、2009年7月まで当行北支店として利
用していたものです。
当行では、この建物を街の景観維持や地域活性化に資
する文化拠点となるよう、2012年より美術館としてリ
ニューアルして運営しています。

地域の方々や観光客に、松江市内の眺望を楽しんでいた
だけるよう、本店最上階を展望フロアとして開放していま
す。土日・祝日も営業し、特に宍道湖を眺める絶好の場所
として、隠れた人気スポットとなっています。

営 業 時 間 4月〜10月  10:00〜18:00
11月〜3月　 9:30〜17:30

定 休 日 年末年始（12/31、1/1）
入 場 料 無料

開 館 時 間 9：30〜18：30
休 館 日 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）

年末年始（12/28〜1/3）
入 館 料 無料

〒690-0887　島根県松江市殿町412番地

※当美術館では寄付金を受け付けています。寄付いただいた資金は全て
当地の文化振興のため、ごうぎん島根文化振興財団に寄付しています。

SAN-IN GODO MUSEUM

ごうぎん混声合唱団

本店3階に、昔の貨幣や山陰地方の藩札などを展示した
ミュージアムを開設しています。
地域の方々や子どもたちに見学していただき、貨幣や銀
行の歴史について学ぶ場としてご利用いただいています。

ごうぎん混声合唱団は、各種の合唱コンクールに出場す
るほか、「県民手づくり第九コンサートin島根」や、障がい
者の自立支援を目的とする「ゆめのつばさコンサート」など
にも参加し、歌声で地域を盛り上げています。

展示内容
1階：現代を代表する洋画家・絹谷幸二氏に当美

術館のために制作いただいた「日月双龍飛
翔」をメイン作品として、当行が所蔵する日
本人画家による洋画

2階：松江市出身の版画家・平塚運一氏の作品を
中心とし、同時代に平塚氏と影響しあった日
本人版画家の作品
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スポーツ振興による地域の活性化に取り組んでいます。

ごうぎん女子バドミントン部
ごうぎん女子バドミントン部は、島根県内のスポーツ振興
のため、1993年に創部されました。ごうぎん女子バドミ
ントン部の選手たちは、地域のバドミントンのレベルアッ
プに向け、ジュニア選手への技術指導などを行っていま
す。また、2016年度から、日本のトップリーグであるS/J
リーグに参戦してい
ます。今季はさらに
レベルアップを図り、
上位に食い込めるよ
う厳しい戦いを勝ち
抜く意気込みです。

山陰をバドミントンの盛んな地域にしようと、週3日のペースで小・中学生を
対象に指導を行ったり、地域のスポーツイベントに参加するなど、積極的に
地域との交流を行っています。
バドミントンは近年、世界でも戦えるトップレベルの日本人選手が多くなり、
年々注目度が増している競技です。S/Jリーグに参戦していることで、山陰
でホームゲームが開催され、一流のプレーを間近でご覧いただけます。
これからもバドミントンに興味を持つ子どもたちが増え、地域が盛り上がる
よう活動していきます。

地域をバドミントンで盛り上げています

漆﨑真子が、創部初となる日本代表選
手（ナショナルチーム）B代表に選ばれま
した！

地元の小学校でバドミントン交流会を行いました。
地域の子どもたちにバドミントンの魅力を伝えています。

スポーツ振興

持続可能な地域社会の実現

地域貢献活動
～豊かな地域社会の実現に貢献しています
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ガイナーレ鳥取・島根スサノオマジック

ごうぎん軟式野球部

地元プロスポーツチームを応援し、地域の活性化につな
がることを目的として、サッカーJ3のガイナーレ鳥取とバ
スケットボールB1リーグの島根スサノオマジックをスポン
サーとしてバックアップしています。
当行は冠スポンサー試合の開催やクレジットカード会員様
へのホームゲーム観戦特典の提供などを実施しています。

ごうぎん軟式野球部は、チームの活
躍で地域を盛り上げるため、1986
年に創部されました。天皇賜杯全国
軟式野球大会などの全国大会に出
場し、活躍しています。
また、地元中学生チームとの交流試
合を行うなど、地域貢献活動にも積
極的に取り組んでいます。

山陰合同銀行D
デュオ

uoカードレディース
2018年8月22〜24日、「LPGAステップ・アップ・ツアー
山陰合同銀行Ｄデュオｕｏカードレディース」を開催しました（主
催：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（LPGA））。
この大会は、LPGAのレギュラーツアーに出場権を持たな
い女子プロ選手および新人を対象に、試合経験を積ませ
ることによる育成・レベルアップを目的としたトーナメント
で、レギュラーツアーへの登竜門となっています。
地元有力ジュニア選手がトーナメントの大会本戦に出場
したほか、協賛いただいた115社の企業の皆様やボラン
ティアでのご支援・ご協力をいただいた地域の皆様と一
体になって大会を運営しました。

島根スサノオマジック

2019年5月、B1リーグへの2年ぶりの
復帰が決定！

ガイナーレ鳥取
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持続可能な地域社会の実現

環境保全活動
地域の環境保全

～地域やお取引先とともに、地域環境や自然を守り育む活動に取り組んでいます

省資源・省エネルギー・リサイクル活動の推進により、事業活動における環境負荷の低減に努めています。

ボランティア活動に参加するなど、地域社会と連携して積
極的に環境保全活動に取り組んでいます。

エコキャップ収集運動
「小さな親切」運動（P46参照）の一環として、会員の方々の
ご協力により収集した使用済ペットボトルのキャップをリ
サイクル業者に売却し、その売却益で世界の子どもたちに
ワクチンを届けています。
2010年の運動開始から2019年3月までに収集した重量
は11,453㎏、ワクチン約5,700本分に相当し、環境保全
だけでなく発展途上国の子どもたちの命を救うことにも
貢献しています。

省エネ・省資源・リサイクル活動

地域社会と連携した環境保全活動

2015年度
■ エネルギー使用量（原油換算：キロリットル）　■ CO2排出量（トン）

2016年度 2017年度 2018年度

4,187

11,309

4,085 4,004 3,932

10,903 10,572 9,954

エネルギー使用量・CO2排出量の推移

※経済産業省報告ベース

省エネ意識の向上
年2回、省エネ節電対策等を要請することにより、行内の
省エネに対する意識を高めています。

省エネ・環境配慮型製品の導入
省エネ型エアコン、LED照明、太陽光発電システム、電気
自動車などの省エネ・環境配慮型製品を順次導入してい
ます。

ペーパーレス化･リサイクル
行内文書の電子化やコピー・印刷の削減等によりペー
パーレス化を進めています。また、廃棄文書のトイレット
ペーパーへのリサイクル、ゴミの固形燃料原料へのリサ
イクル等を実施しています。

企業・個人・教育機関・会員等
からエコキャップを随時回収

累計
11,453㎏累計

114,530円

累計
5,727本

リサイクル業者

ユニセフ

リサイクル業者からの
売却代金を寄付する

認定NPO法人
世界の子どもにワクチンを
日本委員会(JCV)

「小さな親切」運動
山陰本部

ユニセフを通してワクチンを
発展途上国の子どもたちに届ける

発展途上国の子どもたち

ヨシ刈り取りボランティア
宍道湖水環境改善協議会が宍道湖の水質浄化を目的に
取り組んでおられる活動に賛同し、2013年の開始当初か
らボランティアに参加しています。
宍道湖に生えるヨシを刈り取ることで、ヘドロ化して湖底
に堆積することや、ヨシが吸収した窒素やリンが再び湖に
流出することを防いでいます。
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鳥取・島根両県の森づくり支援制度を活用し、両県内の6カ所の森
林で年2回実践的な保全活動を実施しています。2006年の取組開
始以降、延8,500人を超える役職員やその家族が活動に参加し約
17,000本の植樹を行っています。

山陰両県内で活動するボランティア団体やNPO法人等、
52団体（2019年3月末現在）を会員とするネットワーク組
織です。当行がその事務局を担い、情報交換や実践活動
等の交流を通じて、山陰両県内に活動の輪を広げる取り
組みを行っています。
2018年には「フレンドシップ店」制度（当行の営業店の行
員が会員の活動等に参加し親交を深める取り組み）を開
始し、各会員の活動の活性化を図っています。

森林・環境保全活動の輪を全国に広げるた
め、全国の地方銀行64行が加盟し、各行が
取り組んでいる活動のノウハウや情報を共
有しています。当行は2008年の発足以来
事務局を務めており、2018年度からは取り
組むテーマもSDGsやESGといった社会的
要請が高まっているものに進化しています。

日本の森を守る日本の森を守る
地方銀行有志の会地方銀行有志の会

森林を守ろ森林を守ろうう！！
山陰ネットワーク会議山陰ネットワーク会議

ごうぎん希望の森ごうぎん希望の森

浜田市

大田市
島根県

鳥取県出雲市

松江市
米子市 鳥取市

旭

石見銀山

千本ダムの里

大山 三朝

智頭

倉吉市倉吉市

私たちは、「ふるさとの自然を守る」「1人ひとりが、できることをできる範囲で継続する」という理念のもと、
これからも地域の皆様と一緒になって、森林を守り育み、次代につなげていく活動を継続していきます。

森林保全活動

ごうぎん希望の森 分布MAP
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持続可能な地域社会の実現

Ｊ-クレジットの普及・仲介への支援
Ｊ-クレジット※制度の普及とカーボン・オフセットの推進のため、鳥取県独自の「Ｊ-クレジット地域コーディネーター制度」創設を
支援しました。兵庫県養父市へも同制度を導入いただき、当行の広域店舗ネットワークを活用した販売支援を行っています。
2014年度と比較すると、Ｊ-クレジットの販売支援は件数で約3.4倍、仲介数量で約3.2倍となりました。多くのお取引先に

「ふるさとの森林整備」に対する貢献の輪が広がるとともに、鳥取県発のコーディネーター制度の実効性が年々高まって
います。

■島根県への取組拡大

Ｊ-クレジット販売支援実績（累計）

ＳＤＧｓ日南町環境フォーラムへの協力

環境関連ビジネス

ＳＤＧｓの目標達成へも寄与するＪ-クレジットを活用したカーボン・オフセットの支援に長年取り組んでいます。
「気候変動対策」や「豊かな森の保全」だけでなく、お取引先の企業価値向上を通じた持続可能な事業への支援を目指して
います。

鳥取県・兵庫県に比べて支援実績が少なかった島根県において、2018年度には民間事業者同士でのＪ-クレジット売買の取
り組みがみられ、「公−民」連携から「民−民」連携へと新たな動きが生まれています。

鳥取県日南町は、森林環境保全の一層の推進とＳＤＧｓへ
の貢献に向けて、町民・企業・自治体等が連携を強化して
取り組むことを目的に「ＳＤＧｓ日南町環境フォーラム」を開
催されました。当行もＳＤＧｓ／ＥＳＧに取り組む地元企業
の一員として参加し、当行のこれまでの「Ｊ-クレジット」の
販売支援の取り組みやＳＤＧｓとの関連性などについて講
演を行いました。
フォーラムの最後には、「持続可能なまちづくりのための
日南町ＳＤＧｓ宣言」が行われ、日南町がＳＤＧｓの概念を取
り入れたまちづくりに取り組むことが誓われました。
また、日南町は2019年度の「SDGs未来都市」へ見事選
定され、第一次産業の発展を通じた持続可能なまちづく
りをさらに推進していかれます。

※温室効果ガスの排出削減量および森林整備等によって増加した温室効果ガスの吸収量をクレジットとして認証する制度

J-クレジットの活用支援

取組
事例

仲介者である当行の石丸頭取（左）同席のもと、購入者：中央建設㈱の足立
社長（中央）と販売者：須山木材㈱の須山社長（右）が売買契約を締結。

「持続可能なまちづくりのための日南町ＳＤＧｓ宣言」

1,700 1,791
1,991

65

55

45

35
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環境保全活動
～地域やお取引先とともに、地域環境や自然を守り育む活動に取り組んでいます
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環境への負担が少なく、枯渇の心配がない自然の力から創る再生可能エネルギー事業参入へのサポートを本部と営業店
が協力し取り組んでいます。

環境配慮型商品の提供等を通じ、お客様の環境に配慮した取り組みを支援しています。

大規模な再生可能エネルギー案件への対応
大規模な再生可能エネルギー案件に対して、プロジェクトファイナンス形式でのシンジケートローンの組成を行っています

（太陽光発電、風力発電、木質バイオマス発電において実績あり）。

お取引先の営農型太陽光発電事業参入に対しサポートを行いました。
営農型太陽光発電とは、農業を行いながら農地の上部空間で太陽光発電を行う方式をいいます。農地活用ができます
が、農業と効率的発電のバランス、農地転用期間の制限等の課題の解決が必要となります。事業計画に対するアドバイス
や評価を通じお客様の事業実現をお手伝いしました。

㈱キッカワグループ （倉敷支店）

既存事業
（建設） 既存事業 新事業

発電事業・農業

・営農型太陽光発電の取り組みにより将来的な安定収入を確保。
・営農型太陽光発電事業のノウハウ蓄積。
・農業参入への足がかりの獲得。

エコ型銀行保証付私募債
環境に配慮した取り組み（ISO14000取得等）を行っている企業を対象とし、本私募債の発行による資金調達
に加え、企業イメージの向上を支援しています。

リフォームローン
太陽光発電・ソーラーシステム・蓄電池購入費用、および設置工事等に伴う費用に利用でき、金利優遇を行ってい
ます。

住宅ローン金利優遇
省エネ住宅や環境に配慮した住宅、島根・鳥取県産木材を利用した住宅の購入および新築の場合に金利優遇を
行っています。

営農型太陽光発電設備への対応

再生可能エネルギー分野での取り組み

環境配慮型商品の提供と金利優遇の実施

取組
事例
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取締役会長（代表取締役）
久保田　一朗

1974年 4月 当行入行
1996年 4月 乃木支店長
1998年 7月 出雲駅前支店長
2000年 6月 大阪支店長
2002年 11月 本店営業部長
2004年 6月 取締役鳥取営業部長
2005年 6月 常務取締役鳥取営業部長
2007年 6月 専務取締役
2011年 6月 取締役頭取
2015年 6月 取締役会長（現職）

取締役頭取（代表取締役）
石丸　文男

1977年 4月 当行入行
1998年 7月 桜谷支店長
2001年 6月 総合企画部ALM室長
2003年 6月 広島支店長
2006年 4月 鳥取営業部長
2007年 6月 取締役鳥取営業部長
2008年 4月 取締役経営企画部長
2009年 6月 常務取締役経営企画部長
2010年 6月 常務取締役
2011年 6月 取締役専務執行役員鳥取営業本部長
2013年 6月 取締役専務執行役員
2015年 6月 取締役頭取（現職）

取締役（代表取締役）
山崎　徹

1982年 4月 当行入行
2006年 6月 米子西支店長
2009年 6月 営業企画部長
2012年 6月 執行役員経営企画部長
2014年 6月 常務執行役員
2015年 6月 取締役専務執行役員
2018年 6月 取締役副頭取執行役員（現職）

1

2

3

取 締 役（ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除く）

取締役（代表取締役）
杉原　伸治

1983年 4月 当行入行
2008年 7月 大阪支店長
2010年 6月 人事部長
2013年 6月 執行役員CR統括部長
2014年 6月 執行役員経営企画部長
2015年 6月 常務執行役員
2016年 6月 常務執行役員兵庫・大阪営業本部長
2017年 6月  取締役専務執行役員鳥取営業本部長

（現職）

取締役
今若　康浩

1983年 4月 当行入行
2006年 7月 津田支店長
2009年 6月 出雲支店長
2012年 6月 営業企画部長
2013年 6月 地域振興部長
2014年 6月 執行役員地域振興部長
2016年 6月 常務執行役員
2018年 6月 取締役専務執行役員（現職）

取締役（社外・独立）
多胡　秀人

1974年 4月 ㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
1988年 8月  フランス・インドスエズ銀行 

東京支店資本市場部長
1992年 1月  ナショナル・ウエストミンスター銀行

東京支店業務推進部長
1997年 4月 ㈲多胡事務所代表取締役（現職）
1999年 4月  デロイト・トーマツ・ 

コンサルティング㈱ 
（現アビームコンサルティング㈱）
パートナー（執行役員）

2003年 6月 アビームコンサルティング㈱顧問
2004年 6月 ㈱鹿児島銀行監査役
2007年 6月 ㈱鹿児島銀行取締役
2007年 6月 当行取締役（現職）
2018年 6月 ㈱商工組合中央金庫取締役（現職）

4

5

6

取締役（社外）
田部　長右衛門

2010年 4月 ㈱田部代表取締役社長（現職）
2010年 4月 樹徳産業㈱代表取締役社長
2010年 4月 ㈲松陽印刷所代表取締役社長（現職）
2010年 6月 山陰中央テレビジョン放送㈱取締役
2011年 4月  公益財団法人田部美術館代表理事

（現職）
2011年 6月 ㈱JUTOKU代表取締役社長（現職）
2011年 6月 当行取締役（現職）
2012年 6月  合同会社グリーンパワーうんなん 

代表社員（現職）
2014年 5月  ダノベータインターナショナル㈱ 

代表取締役社長（現職）
2014年 6月  山陰中央テレビジョン放送㈱ 

常務取締役
2016年 6月  山陰中央テレビジョン放送㈱ 

代表取締役社長（現職）
2018年 1月 ㈱松工建設代表取締役会長（現職）

取締役（社外・独立）
倉都　康行

1979年 4月 ㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
1996年 4月  バンカース・トラスト 

マネージング・ディレクター
1997年 6月  チェース・マンハッタン・バンク 

マネージング・ディレクター
1998年 6月 チェース証券会社東京代表兼務
2001年 4月  リサーチアンドプライシングテクノ

ロジー㈱代表取締役（現職）
2007年 2月  産業ファンド投資法人 

執行役員（現職）
2007年 3月  セントラル短資FX㈱監査役（現職）
2015年 4月  ㈱国際経済研究所シニア・フェロー

（現職）
2018年 6月 当行取締役（現職）

7

8

6

（2019年6月25日現在）

役員
価値創造を支える力
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監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役

執 行 役 員

常勤監査等委員
吉田　孝

1987年 4月 当行入行
2006年 4月 加古川支店次長
2008年 2月 CR統括部調査役
2010年 7月 CR統括部グループ長
2012年 4月 システム部副部長
2014年 6月 システム部長
2017年 6月 常勤監査役
2019年 6月 常勤監査等委員（現職）

常勤監査等委員
宮内　浩二

1988年 4月 当行入行
2007年 7月 経営企画部グループ長
2010年 7月 松江駅前支店長
2013年 6月 東京支店長
2015年 7月 浜田支店長
2017年 6月 人事部長
2018年 6月 執行役員人事部長
2019年 6月 常勤監査等委員（現職）

9

�

監査等委員（社外・独立）
河本　充弘

1983年 4月 検事任官
1991年 4月 弁護士登録（京都弁護士会入会）
1993年 4月  鳥取県弁護士会入会（登録換） 

鳥取市にて開業 
弁護士法人河本・森法律事務所 
代表（現職）

2005年 6月 当行監査役
2019年 6月 当行監査等委員（現職）

監査等委員（社外・独立）
今岡　正一

1987年 10月  サンワ・等松青木監査法人 
（現　有限責任監査法人トーマツ）入所

1991年 4月 公認会計士登録
1999年 12月 今岡公認会計士事務所所長（現職）
2004年 9月  税理士登録 

今岡正一税理士事務所所長（現職）
2007年 8月 大黒天物産㈱監査役（現職）
2007年 10月 ACアーネスト監査法人社員（現職）
2015年 6月 当行監査役
2019年 6月 当行監査等委員（現職）

�

�

監査等委員（社外・独立）
足立　珠希

2001年 10月  弁護士登録（鳥取県弁護士会入会） 
米子市にて開業

2011年 1月 足立珠希法律事務所代表（現職）
2016年 4月 国立大学法人鳥取大学監事（現職）
2016年 6月 当行監査役
2019年 6月 当行監査等委員（現職）

�

頭取執行役員
石丸　文男

専務執行役員
今若　康浩

常務執行役員
（山陽営業本部長）
犬山　司

執行役員
（鳥取営業部長）
矢田　克明

執行役員
（石見営業本部長）
赤木　利光

（注）1.  取締役 多胡秀人、取締役 田部長右衛門、取締役 倉都康行は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 
なお、多胡秀人、倉都康行は、東京証券取引所の規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

2.  監査等委員である取締役 河本充弘、監査等委員である取締役 今岡正一、監査等委員である取締役 足立珠希は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。 
なお、河本充弘、今岡正一、足立珠希は、東京証券取引所の規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

副頭取執行役員
山崎　徹

専務執行役員
（鳥取営業本部長）
杉原　伸治

常務執行役員
清田　睦人

常務執行役員
（兵庫・大阪営業本部長）
古山　英明

常務執行役員
（米子営業本部長）
安喰　哲哉
常務執行役員
布野　裕二

執行役員
（経営企画部長）
井田　修一
執行役員

（CR統括部長）
秋下　宗一

執行役員
（神戸支店長）
生田　博久
執行役員

（米子支店長）
吉川　浩

7

1

9

3

11

13

5
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ガバナンスの取り組み
ガバナンス改革の取り組み

コーポレートガバナンス体制の強化

当行は、これまで取締役会の構成、役員報酬制度の改革を進めてきました。改革の一環として、2019年6月から監査等委
員会設置会社に移行しています。

取締役会の構成
議論の充実

・ 監査・監督機能の強化、意思決定の迅速化、経営の透明性の向上
を目的に、監査等委員会設置会社へ移行

・ 取締役（監査等委員である取締役を除く）は、監督側４名と執行側
４名の人数が拮抗する構成

・ 監査等委員である取締役は社内2名、社外3名と社外が過半数を
占める

・社外取締役は積極的に発言し、議案の決定プロセスに深く関与

2011年
体制変更
　総数 17名→8名
　社外取締役増員

2019年
監査等委員会設置会社
へ移行
社外取締役比率46.1％

透明性・客観性の高い
役員選任プロセスと
役員報酬制度

・社外取締役を委員長とした任意の指名・報酬委員会を設置
・ 企業価値向上のインセンティブとして業績連動報酬、自社株報酬

を導入
・役員報酬に占めるインセンティブ報酬の割合が高い報酬体系

2008年 ストックオプション導入

2016年 株式給付信託に変更

2018年 任意の指名・報酬委員会
設置

取締役会の
実効性評価

・アンケートにより取締役会の実効性を評価
・課題に対するアクションプランを作成し改善に取り組む
・評価結果はコーポレートガバナンス報告書で詳細に開示

2016年 取締役会の実効性
評価開始

ステークホルダーのご期待に応え、持続的な企業価値向上を実現するため、今後もコーポレートガバナンス体制の強化を
継続していきます。

※ガバナンスについては資料編P16〜18にも掲載しています

取締役会の目指す姿

リスクテイクの意思決定
への積極的な関与

企業価値向上の
インセンティブとなる報酬制度迅速な意思決定

取締役会の構成 活発な議論 意思決定プロセス 監督機能

経営の監督機能の強化 経営資源・資本の
適切な配分

透明性・客観性の高い
役員選任プロセス

指名・報酬委員会の設置 リスクテイクに関する議論の充実

ガバナンス強化に向けた重点項目

現状の評価＝ 取締役会の実効性は十分に確保

透明性・客観性向上 攻めのガバナンス

価値創造を支える力

56



人口減少社会における地域金融機関の役割
平成が終わり新しい令和の時代に入り、日本の人口減に端
を発する将来に向けたネガティブな話は後を絶ちません。
およそ1億2千万人の人口は、一説によると2100年には、
7,500万人まで減少するという予想が出ています。そのな
かで地域を支える金融機関として、一番心を砕き、注力し
なければならない課題は、“地域の持続可能性”をどう担保
していくかということです。
山陰地域の人口減、高齢化率は全国的にみてもかなり深
刻なレベルにあります。人口が減少する方向性を食い止
めることは困難とするなら、やるべきことは二つしかありま
せん。一つは、人口減のカーブを予想よりもなだらかにす
ること。流入人口を増やし、人口を地域で集積して効率化
を図ることです。二つ目は、地域のそれぞれの会社の質を
上げることです。会社の業容を拡大し、商品やサービスの
単価と質を向上させ、雇用人数の拡大を図ることです。
正に、今、地域金融機関に求められているのは、後者です。
山陰合同銀行では、リレーションシップバンキングに全社
挙げて取り組んでおり、これを昇華して地場企業と一体に
なったコンサルティング事業を展開しています。従来型の
いわゆるビジネスマッチングだけではなく、お客様の目線
で、そして外野的な立場ではなく、微に入り細を穿ち一緒に

“汗をかく”事業をエリア内外で展開しています。
そして、今後さらに求められていることは、地域の経営者
の数、特に若い世代の起業を促し、その人たちの質を向上
させることです。地域の若手が起業したいと思わせるきっ
かけの一つとして、地域VC（VENTURE  CAPITAL）の組
成や、起業するためのスタートアップ推進事業に積極的に
関わり、地域で光る経営者を育てなければなりません。
今、山陰では廃業や倒産が多く、会社の数が増えていませ
ん。これは、企業誘致などではとても賄えない落ち込み具
合です。M&Aや、事業承継など、企業数を減らさない事

田部　長右衛門 （たなべ　ちょうえもん）
島根県松江市出身。現在の島根県奥出雲で江戸時代に隆盛を極めた

「たたら製鉄」や山林経営などを手がけた田部家の第25代当主。大
手テレビ局勤務を経て2010年に帰郷、㈱田部をはじめとした家業を
承継。2011年6月より当行社外取締役に就任。
近年は、「たたら製鉄」を復興し新たな地域産品や観光資源に活用する
など、地域の活性化に尽力している。

取締役　田部　長右衛門

地域社会の
持続可能性に向けた、
山陰合同銀行の
取り組みについて

業もさることながら、企業数を増やしていく分野に傾注す
べきです。

「会社経営はリスクが大きいから」という安定的思考ではな
く、もっと若手が夢をみて「地域のために仕事をしよう」と
いう人をどれだけ増やしていけるかは、山陰合同銀行をは
じめ、地域金融機関に委ねられています。
　
地域企業の模範となるガバナンス体制へ
また、今後気をつけなければならないのは、ガバナンスの
強化と、コンプライアンスの問題です。せっかく会社が大
きくなっても一つの綻びで致命的なダメージを負うケー
スが増えています。ガバナンスを如何に強化していくか
全ての企業が真剣に考えなければなりません。そのよう
ななか山陰合同銀行は、この6月から「監査等委員会設置
会社」に移行したほか、任意の「指名・報酬委員会」も設置
し、透明性が高く、不正が起こりにくいガバナンス体制が
構築されました。山陰合同銀行は、地域のリーディングカ
ンパニーとして、常に先進的なガバナンスを模範として示
し、道標にならなければなりません。

一般的に銀行業という業態の将来は明るくないといわれ
ますが、地域と密着し、地域とともに“汗をかく”理念さえ
忘れなければ、これからも地域金融機関の役割は霞むど
ころか、さらに増えていくのではないでしょうか。

社外取締役メッセージ
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金融サービスの質向上
お客様の満足度向上

仕事に対する誇り
従業員の満足度向上

従業員の成長
当行の総合力アップ

組織
活性化の
実現

従業員一人ひとりの能力発揮を促進

キャリア形成
支援

自らキャリアを中長期的にデザインし、仕事への取り組み意識を向上させるよう、キャリアビジョンの
形成・実現をサポート

多様な
キャリアパス
の整備

エリア職（勤務エリアを限定した職種）のキャリアマップに「法人営業」を追加
融資の基礎知識習得・法人営業のやりがいなどモチベーション向上を目的とした研修の実施や実践
研修の充実などエリア職の成長を積極的に支援
配置転換 ： 2019年3月期実績 15名 　 　2020年3月期計画 40名

高度金融を担う本部専門人材の育成
外部への研修派遣、外部連携先からのノウハウ吸収など、高度金融を担う本部専門人材を育成

準職員・パートタイマーの積極的な行員登用
準職員・パートタイマーで、行員となることを希望する人を積極的に行員に登用

OJTや研修など人材育成体制を充実させるとともに、キャリア形成支援とキャリアパスの多様化により、
従業員一人ひとりの強みを活かし、能力を引き出す成長機会の整備に努めています。

能力を引き出すための人材育成体制

質の高い金融サービスをご提供できる専門人材を育成し、お客様のお役に立つことで、
従業員の仕事に対する誇りと満足度の向上を図ります。

人事戦略
～地域・お客様の課題解決にチャレンジングに行動する人材育成に取り組んでいます

人材育成の強化

価値創造を支える力

OJT体制の整備
●  本部専門人材との協働・OJTによる 

営業店行員の知識・スキル・実践力の向上
●  人事異動サイクル長期化による 

深度ある経験値の向上

階層別体系
（人間力育成体系）

役割別体系
（仕事力育成体系）

当行の経営理念を
具体化できる人材を育成

●  新入行員、中堅行員、管理職
など階層に応じた研修

●  補 佐 職 以 上 向 け 研 修 では
OJT強化のための人材育成
を重視

●  女性管理職・シニア層を対象
とした研修

●  お取引先の付加価値向上支援やコン
サルティング能力強化のための研修

●  業務別、レベル別に細分化した研修
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店舗運営体制や本部人員の見直し、業務の
効率化により戦略的な分野に人員を重点
的に再配置することで、高度なご要望にお
応えし、お客様の付加価値を向上できる体
制を整備しています。

構造改革による人員再配置ポテンシャル
約180名

働き甲斐と誇りを実感できる組織とすることで、地域・お客様のために行動する意欲を高めます。

経営層と従業員の一体感の醸成
役員が「経営ビジョン」「想い」を直接従業員に伝えるとと
もに、従業員が「意見」「考え」を直接役員に伝える機会を
設け、双方向のコミュニケーションを強化し、相互の理解
を深めることで組織の一体感を高めます。

人事考課・業績評価の見直し
短期的な成果だけではなく、すぐに成果とはならなくて
も、長い目で見て、お客様の付加価値向上につながる活
動が評価されるよう、活動のプロセスや定性面からの評
価を取り入れています。

モチベーションの向上

戦略的な人員の再配置

コミュニケーションの活性化
キャリア形成支援を通じ、組織内のコミュニケーションと
信頼関係の強化を図ります。

コミュニケーションサポート制度
「職場内での関わり」「家族・地域を含めた関わり」強化が
図れるようコミュニケーションサポート制度を制定してい
ます。具体的には、職場内のみならず家族・地域を含めた
コミュニケーション強化を図ることを目的とした行事の実
施と補助金の支給を行っています。

戦略分野でのお客様との接点強化

法人営業・事業支援部門 ＋ 33名

＋ 70名

戦略的分野 2019年3月期
増員実績

2020年3月期
増員計画

プライベートアドバイザリー部門 ＋ 4名

システム移行、デジタル推進部等 ＋ 27名

お客様の付加価値向上
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当行は障がいのある方々を積極的に雇用し、それぞれの能力に合った活躍の場を設けることで、
誰もが輝く活力ある組織とすることを目指します。

ごうぎんチャレンジドまつえ

ごうぎんチャレンジドとっとり

2007年9月開設
障がいのある職員数：18名

（2019年4月1日現在、開設当初：6名）

2017年9月開設
障がいのある職員数：9名

（2019年4月1日現在、開設当初：5名）

「インターンシップ」「研修プログラム」の提供

ゆめいくワークサポート事業

「ごうぎんチャレンジドとっとり」は、精神障がいや発達障がいのある方が主
に就労し、データ入力や書類整備など幅広い銀行業務を担っています。

「ごうぎんチャレンジドまつえ」は、知的障がいのある方が専門的に就労する事
業所で、絵の好きな方を雇用しています。絵画の制作や絵画を使用したノベ
ルティの製作、パンフレット封入やゴム印押しなどの事務業務を行っています。

鳥取県および鳥取県教育委員会と「障がい者の社会参画
支援」に関して包括連携協定を結び、他の事業所の障がい
者職員や特別支援学校の生徒等を対象としたインターン
シップの受け入れや研修プログラムを提供しています。現
場体験（銀行業務）やビジネスマナー等の習得により、地元
企業での就職につながるよう支援しています。

知的障がい者の方々が持つ芸術的能力によって、経済的価値を生み出す仕
組み「ゆめいくワークサポート事業」を島根県・島根県社会福祉協議会とと
もにつくり、障がい者の自立を支援しています。

障がい者雇用事業所「ごうぎんチャレンジド」

絵画の使用料は社会福祉協議会を経て、障がい者就労支援事業所や
企業に還元され、障がい者自立支援の目的に活用されています。

当行の取り組みにご賛同いただいた企業に、「ごうぎんチャレンジドまつえ」の
職員が描いた絵画をノベルティのイラストなどに使用いただいています。

テープおこし ビジネスマナー研修

行員貸与物
管理業務

地域で支える障がい者自立支援

障がい者

島根県
島根県社会福祉協議会

ご賛同
いただいた企業

ごうぎん
チャレンジドまつえ

島根県内の障がい者就労支援事業所・企業等
〈仕事・市場の開拓〉

絵画の無償提供

ノウハウの提供

デザイン
使用料
の支払い

絵画データ
の提供

交
付
金
分
配

交
付
金
審
査

雇用増加・工賃向上

雇用

雇用・ノウハウ提供・絵画活用

ダイバーシティ／ワーク・ライフ・バランス
～個性・ライフスタイルに合わせ、能力が発揮できる組織づくりを目指しています

障がい者雇用

チャレンジドまつえの職員が描
いた絵をプリントしたノベルティ
をお客様にお配りしています。

価値創造を支える力
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産業省および日本健康会議から「健康
経営優良法人2019（大規模法人部門）
ホワイト500」に認定されています。

働き方改革

「健康経営」への取り組み

仕事と家庭生活の両立支援
3歳まで取得可能な育児休業のほか、復職後も短時間勤務・
時間外労働の免除および制限を子どもが小学校3年生修
了まで利用できるなど、両立支援を積極的に行っています。
また、男性従業員の育児休業取得促進に向け、ロールモデ

仕事と家庭生活の両立や従業員の健康管理の観点から、
銀行全体で時間外労働抑制に取り組んでいます。従業員
一人ひとりが時間管理を意識し、銀行全体で効率的かつ
メリハリをつけた業務運営を促進しています。また、有給
休暇の取得促進にも取り組んでいます。

2018年9月、「健康経営宣言」を策定し、頭取を健康づく
りの責任者として山陰合同銀行グループが一体となって
従業員一人ひとりの心と身体の健康の保持・増進を図る
ための取り組みを行っています。2019年2月には、経済

従業員が働きやすさを感じながら、当行で長く活躍することで、
会社への貢献意欲や仕事のモチベーションを高めていく職場づくりに取り組んでいます。

健康経営宣言

スマイル・ママミーティング（職場復帰サポート）
育児休業者を対象に懇談会や職場復帰直前ミーティ
ングを開催しています。休業者同士や、復職経験者と
意見交換することで、充実した育児休業を過ごすととも
に、復職後も相談しあえる仲間づくりを行っています。

プラチナくるみん認定・
プレミアムこっころカンパニー殿堂入り
2018年12月、次世代育成支援対策推進法に基づく

「プラチナくるみん認定」を取得しました！
また、島根県より「平成30年度プレミアムこっころカ
ンパニー」として認定され、認定が通算3回目となった
ことから「殿堂入り」として知事表彰されました！

ワーク・ライフ・バランスの取り組み

女性・シニア層の活躍の場を拡大することにより、従業員が意欲を高め、
能力を十分に発揮し、働き甲斐のある職場環境の整備に努めています。

女性・シニア層の活躍推進

女性従業員の管理職への積極的な登用

シニア人材の活躍の場の拡大

女性管理職比率

中期経営計画において、2021年3月末までに「女性管理職比率25%以上」と
することを目標に掲げています。女性の活躍の場の多様化や研修プログラム
の充実など環境を整備し、女性従業員の管理職への積極的な登用を行ってい
ます。

高い意欲と能力のあるシニア人材を、支店長・出張所長等の役職に積極的に登
用していきます。

2016/4 2017/4
17.7

2021年3月末目標：25％以上

2018/4

19.6

2019/4

21.3 22.1

25.0%

20.0%

15.0%

「エリア職法人営業モチベーションアップ研修」
の様子

ルを積極的に紹介するなど、意識の醸成を図っています。
家族などの介護が必要となった場合は、介護休業を対象
家族1人につき通算365日の範囲内で、3回まで分割して
利用できます。

山陰合同銀行にとって、行職員のみなさん一人ひとりが
かけがえのない財産です。
みなさんの心身の健康の保持・増進に向け、まっすぐに
力強く取り組んでいきます。時間外労働の抑制や有給休
暇取得の促進等、みなさんが山陰合同銀行で活き活きと
やりがいを持って働ける職場環境の整備を図ります。
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価値創造を支える力

本支店 ●フルバンキング型

出張所
（一般）

●個人取引
● 来店誘致を基本に相談業務にも対応

出張所
（軽量型）

●少人数運営の軽量化店舗
● 相談業務には本支店へのトスアップ

等で対応
2019年4月～ 昼休業導入

構造改革の推進
～抜本的な見直しにより、コスト削減と成長分野への資源の再配置を実現します

ごうぎん構造改革プロジェクト
合理化・効率化を徹底して追求し、生産性の向上を通じて捻出された人的資源・投資原資を成長分野に再配置することで、
お客様への高度なサービス提供の実現を目指しています。具体的な施策として、「ごうぎん構造改革プロジェクト」と名づけた

「デジタル化による構造改革」「店舗改革」 「コスト競争力の強化」の取り組みを進めています。

店舗改革
2018年度、営業店の人員体制の見直しや、店舗の役割
見直しによる営業体制の効率化を実施しました。

営業体制の効率化

地域の金融インフラ維持努力

コスト競争力の強化
経営企画部内に「コストコントロールセンター」を設置し、
個別の投資・支出案件を厳選しています。コストコント
ロールセンターを主体とした構造改革の成果は、経常経
費の削減や、子会社内製化に伴う物件費・役務費用の減
少など、昨年度1年間で約5億円となりました。

近年のグループ企業再編に関する取り組み

2018年 6月 ㈱山陰経済経営研究所を解散、調査・
研究業務を銀行に集約

2018年10月 ㈱山陰オフィスサービスへの委託業
務を内製化

2018年10月 ㈱ごうぎん代理店を直営化

デジタル化による構造改革
業務の効率化により、行職員が全力で接客
に注力できる体制の整備と、お客様の利便
性向上に取り組んでいます。

2018年度実績
ＲＰＡ 事務時間7,033時間削減、34シナリオ作成
ＡＩ HPのFAQ整備

インフラ タブレット更新（スペック向上）     預り資産提案ツール拡充

収益力の強化

コストの削減

店舗改革
●営業店改革 　　 窓口、後方事務、セールス改革
●店舗スタイル改革
●中長期的な店舗戦略

デジタル化による構造改革
●デジタルチャネルの拡充
●デジタルマーケティングの活用
●地域決済プラットフォームの提供

コスト競争力の強化
●コストマネジメントの強化
●本部、関連会社の生産性向上
●ＩＴ基盤の強化

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
営
業
・
審
査
・
事
務
の

抜
本
的
改
革

事
務
時
間
の
削
減

戦
略
分
野
へ
の
人
員
再
配
置

お
客
様
と
の
接
点
強
化

プロジェクト
KPI

総投資予算 収益増加 物件費 人員捻出
50億円程度 6億円 ▲13億円 10万時間（50人相当）

※2018〜2020年度の3年間の削減目標、対2017年度比

役割見直し
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コンプライアンス体制・リスク管理体制
～確固とした体制の構築を目指します

コンプライアンス

リスク管理

コンプライアンスに関する基本的な考え方
当行では、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、行内のコンプライアンス風土の醸成に向けた態
勢強化に積極的に取り組んでいます。
具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を取締役会において策定し、その実施状況は、取締役会およびコ
ンプライアンス委員会において定期的に確認しています。

※コンプライアンスについては資料編P20〜21にも掲載しています

※リスク管理については資料編P25〜29にも掲載しています

コンプライアンス体制図（2019年7月1日現在）

リスク管理体制図（2019年7月1日現在）

リスク管理に関する基本的な考え方
当行では、リスク管理を経営の安定性・健全性を維持するための最重要課題として位置付け、取締役会を頂点とするリスク
管理体制を構築しています。

CR統括部

本部各部 営業店

コンプライアンス委員会

報告・相談・
指示・指導 内部監査

報告

取締役会

監督・監査監査等委員である
取締役

取締役
（監査等委員である
取締役を除く）

監査等委員会

諮問・指示
報告

監査部

監査等委員会

監査部

流動性
リスク

オペレーショナル・リスク

CR統括部 CR統括部各リスク管理主管部

信用リスク
管理委員会

オペレーショナル・リスク
管理委員会

本部・営業店・関連会社

取締役会

事務リスク・システムリスク・
イベントリスク・人的リスク

コンプライアンス
委員会

法務コンプライアンス
リスク

内部監査

ALM委員会

信用
リスク

市場
リスク

CR統括部　統合的リスク管理

63



ホームページ 統合報告書 ミニディスクロージャー誌

価値創造を支える力

ステークホルダーとの対話
～適切な情報開示とコミュニケーション機会により、経営の透明性を高めています
ステークホルダーとの関係性と提供する価値

積極的な情報開示
決算情報や当行の取り組みについて、統合報告書やディスクロージャー誌の発行、ホームページへの掲載など、積極的な
情報発信に努めています。

山陰合同
銀行

法人のお取引先
地域産業と
企業の成長

（P26～37）

地域
豊かで活力ある

地域社会
（P44～53）

株主・投資家
積極的かつ安定的な

利益還元

従業員
仕事に対する誇りと

満足度の向上
（P58～61）

個人のお客様
ゆとりある

利便性の高い生活
（P38～41）
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株主等との建設的な対話に関する基本方針
株主・投資家の皆様との建設的な対話を通じて、当行への理解を深めていただくため、「株主等との建設的な対話に関する
基本方針」を制定しています。
※全文は当行ホームページ（https://www.gogin.co.jp）に掲載しています。

定時株主総会の開催
毎年6月、本店において定時株主総会を開催しています。

会社説明会の開催
会社説明会を定期的に開催し、決算内容、経営戦略や持続可能な地域社会形成のための当行の取り組みなどをご説明して
います。
● 機関投資家・アナリスト等向け会社説明会（東京で開催）
● 個人投資家向け会社説明会（山陰両県、山陽、兵庫で開催）
● 海外投資家訪問
● 地域のお取引先向け会社説明会（山陰両県、山陽、兵庫、大阪で開催）

毎年7〜8月の期間、地域のお取引先向け会社説
明会を開催しています。山陰両県、山陽、兵庫、大
阪と広範にわたる営業エリアを全て回り、頭取自ら
が説明を行います。
説明会後には懇親会も開催し、普段直接お話しさ
せていただく機会の少ない頭取・役員とのコミュ
ニケーションの場として、多数のお取引先にご参
加いただいています。

■ 配当金支払いの目安

親会社株主に帰属する
当期純利益（連結）

1株当たり
年間配当金 配当性向※

150億円超 30円 〜 31.3%
140億円超 150億円以下 28円

31.3%

～

27.8%

130億円超 140億円以下 26円
120億円超 130億円以下 24円
110億円超 120億円以下 22円
100億円超 110億円以下 20円
90億円超 100億円以下 18円
80億円超   90億円以下 16円

 80億円以下 14円 27.3% 〜
※2019年3月31日時点の試算値

■ 業績推移(連結) （億円）

経常収益 経常利益 当期
純利益※

1株当たり
当期純利益

2014年度 907 231 121 76.00円
2015年度 914 224 129 81.08円
2016年度 937 205 133 85.27円
2017年度 958 198 136 87.76円

2018年度 978 192 132 84.58円

※親会社株主に帰属する当期純利益

■ 期末　　■ 中間期■ 期末　　■ 中間期
30
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※特別配当2円を含む
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2014 2015 2016 2017

19

7

26

4

9※

4.5

10.5

15

4.5

10.5

1513

株主配当
当行は、地域金融機関としての役割と使命を遂行するため、
内部留保の充実を図りつつ、株主の皆様への積極的かつ安定
的な利益還元を実施していくことを基本方針としております。
なお、当行は「業績連動配当」を導入しており、1株当たり年間
14円を安定配当とし、親会社株主に帰属する当期純利益（連
結）が80億円を超過する場合には、業績に応じた配当を行い
ます（右表参照）。全体としては、親会社株主に帰属する当期
純利益（連結）に対し、配当性向３０％を目安に利益還元を実施
し、引き続き株主の皆様を意識した経営を行ってまいります。

■ 株主配当の実績
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地元である山陰地方では東西300キロに及ぶ広域なエリアで店舗・ATMネットワークを展開し、
良質な金融サービスの提供に努めています。また、山陽、兵庫・大阪でも店舗ネットワークを充実させています。

■ ごうぎんの広域店舗ネットワーク
（2019年7月1日現在）

海外駐在員事務所   3ヵ所（大連、上海、バンコク）
※その他は「ごうぎん証券支店」と「ダイレクト支店」です。

本支店 出張所 合計
島根県 35 37 72
鳥取県 22 32 54
広島県 5 0 5
岡山県 5 0 5
兵庫県 10 0 10
大阪府 1 0 1
東京都 1 0 1
その他 2 0 2
総　計 81 69 150

ごうぎんの広域店舗ネットワーク
価値創造を支える力
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■ ATMの設置状況

■ コンビニATMの設置状況

合計 店内 店外
島根県 286 147 139
鳥取県 182 113 69
広島県 3 3 0
岡山県 5 5 0
兵庫県 2 2 0
総　計 478 270 208

コンビニATM 
設置店舗数 イーネット

全国 12,357
うち島根県 64
うち鳥取県 68

（2019年6月末現在）

（2019年6月末現在）
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2019年7月発行　企画・編集／経営企画部

ごうぎんチャレンジドまつえの職員が描いた絵画を使用し
てデザインしています。
ごうぎんチャレンジドまつえは、山陰合同銀行が運営す
る知的障がいのある方が専門的に就労する事業所で、
絵画の制作を業務の柱としています。
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