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バブル崩壊と経営体質の強化
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1991（平成3）–2001（平成13）

1

バブル崩壊と金融システムの動揺

金融制度改革と金融システムの動揺
金融界では、金融制度調査会（大蔵大臣の諮問機関）における 7年半
※1

バブル崩壊と金融経済対策

にわたる議論の末、1992（平成4）年6月「金融制度改革法」 が成立し、
のちに「日本版ビッグバン」につながる金融制度改革がスタートした。

資産価格の高騰等のいわゆるバブルで加熱した景気に対して、

また、92年度よりバーゼル銀行監督委員会における各国金融界の合意

1989（平成元）年以降、日銀は金融政策を引締めに転じ、公定歩合は 5

に基づく自己資本比率規制が本格導入され、金融機関は業態間の競争

月以降数次にわたる引上げの結果、89年初頭の 2.5％から翌90年8月

が激しくなるなかで、不良債権処理と自己資本充実を同時に進めなけ

には 6 . 0％に達した。また、89年4月に導入された消費税も個人消費

ればならないという厳しい状況に置かれることとなった。

の腰を折る要因になった。これを受け 89年末に史上最高値である 3万

バブル崩壊に伴う不良債権問題では、住宅金融専門会社（住専）の不

8,915円を記録した日経平均株価は、年明けから急落した。さらに、
「不

良債権処理が、公的資金の投入を伴うことになったことから政治問題

動産融資総量規制」
（90年3月）や「地価税」の導入（92年1月）、国土利

化し、その財政支出を盛り込んだ 96年度予算案が提出された国会は

用計画法の運用強化といった政府の地価抑制政策などにより「地価は

いわゆる「住専国会」として激しい論戦を呼ぶこととなった。結局、住

下がらない」という「土地神話」が崩壊し、上昇を続けていた公示地価

専は農林系の協同住宅ローンを除く 7社 が破たん処理されたが、そ

（全国全用途平均）は 92年、17年ぶりに下落に転じた。こうして 86年

の際の回収不能額は 6兆4 , 100億円に及んだ。処理にあたっては政府

以来続いた景気拡大は 91年春にはピリオドを打ち、日本経済はのち
に「失われた 10年」と称される長期低迷期に入ることになる。
地価や株価の継続的な下落により、バブル期を通じて大きく膨張し
ていた企業や金融機関の資産は著しく劣化することとなり、景気後退

※2

※3

が 6 , 850億円の公的資金を投入し、金融機関が、原則として母体行
※3

は全額、一般行 は応分の債権放棄をするとともに、住専の資産を引
き継ぐ住宅金融債権管理機構へ融資を行うことで決着した。
さらに 97年以降は三洋証券、北海道拓殖銀行および山一證券など

は、過剰設備・過剰雇用・過剰債務の「三つの過剰」が顕在化した企業

大手金融機関の経営破たん、大手行の再編報道、大手証券会社や都銀

の「バランスシート調整不況」、不良債権が急増した金融機関の貸出姿

の総会屋への利益供与問題などが続出し、金融システム不安が急速に

勢の慎重化による「金融不況」という様相を呈していった。

高まっていった。

金融制度改革法…正式名称は「金融制度

整備等に関する法律」
。従来の業態別に縦割り
の金融制度を見直し、業態別子会社による各
種金融業態間の相互参入を認める法律。これ
により、銀行法、証券取引法等が一括して改
廃され、①銀行による証券子会社の設立、②
証券会社・銀行による信託子会社の設立、③
地域金融機関本体および代理店による信託業
務参入など、業態間の相互参入を通じて広く
金融サービス利用者の利便向上に資する取組
みが進んだ。

※2

協同住宅ローンは、
「住専問題」が生ずる

数年前に単独の経営問題が顕在化したため、
1990年前後には経営の自由度を失っていた。
それによりかえって、致命的な経営危機を免
れるという皮肉な結果になった。
（ 西村吉正
『日本の金融制度改革』
（東洋経済新報社）
）
※3

母体行、一般行…住専へ出資し設立母体

となった銀行を母体行、それ以外の融資銀行
を一般行という。母体行の出資比率は 5％以
下と低かったが、処理にあたっては原則全額
債権放棄という重い責任を負った。
なお、銀行以外の住専への貸し手として農林
系統金融機関があった。同機関の住専7社へ

景気悪化に対して、日本銀行は 91年7月の公定歩合引下げ（6 . 0％

の貸出は 5兆円を超えていたにもかかわらず、

→5.5％）によって金融緩和に舵を切り、95年9月には公定歩合を0.5％
平成景気終わる
（日本経済新聞 1993.11.12）

※1

及び証券取引制度の改革のための関係法律の

損失負担は住宅金融債権管理機構への 5 , 300
億円の贈与およびその後の融資にとどまった

まで、その後さらに 2001年には 0.1％まで引き下げた。また、政府も

ことから批判を浴びた。これが「住専問題は農

大型景気対策を相次いで打ち出したが、95年の阪神・淡路大震災発生、

協問題」と言われたゆえんである。

97年の消費税率引上げなどのマイナス要因もあり、景気は一進一退を
繰り返して、わが国は 93年度、98年度、2001年度と三度にわたるマ
イナス成長を経験した。
株価・地価・公定歩合の推移

実質 GDP 成長率と消費者物価上昇率の推移

（株価：百円）
（地価：指数）
（2000年3月=100）
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※4

金融三法…1996年6月に成立した「金融

機関等の更生手続の特例等に関する法律」
「金
融機関等の健全化確保のための関係法律の整
備に関する法律」
「預金保険法の一部を改正す
る法律」
。
※5

早期是正措置…金融機関の経営の健全

性を確保するため、監督当局が自己資本比率
という客観的な基準を用い、必要な是正措置
命令を迅速・適切に発動していくことで、金
融機関に対する早期是正を促していこうとす
る行政手法で、1998年4月から導入された。
銀行等の自己資本の充実の状況に応じて、監
督当局が業務改善計画の提出や業務の制限な
どの措置を命じることができる仕組み。2012
年6月末までの発動実績は、銀行14件、信用
金庫23件、信用組合69件、系統金融機関3件
であった。
※6

1998年3月には 21行（後述の 15行に加

え東京三菱、安田信託、北陸、足利、日本長期

このようにバブル崩壊により金融機関の抱えた多額の不良債権が金
融システム、ひいては日本経済に深刻な影響を与える可能性の認識が
高まっていった。そこで、政府は不良債権問題の早期解決と新しい金

バブル崩壊は千葉県経済にも暗い影を落とした。1989（平成元）年

融システムの構築を図るため、金融機能の再生、破たん金融機関の処

に約200万人を集めた「第28回東京モーターショー」で華々しくオー

※4

理と預金者保護の強化を目的とする、いわゆる金融三法 を成立させ、
※5

「早期是正措置」 を導入した。また、大手行を中心に二度（98年3月、
※6

99年3月）にわたり公的資金を注入 したが、その間に日本長期信用
※7

富士、東海、あさひ、大和、日本興業、三菱信託、

※7

金融再生法…1998 年 10 月に成立した

「金融機能の再生のための緊急措置に関する
法律」
。

東京へ戻すなど企業の撤退が進み、かずさアカデミアパークも企業誘

また、バブルの発生・崩壊は日本の金融の枠組み全体を見直す契機

※8

金融システム改革法…正式名称は「金融

する法律」といい、1998年12月に施行された。
日本版ビッグバンの根幹とも言える証券市場
制度および金融制度全般にわたる改革を実施
するために、銀行法・証券取引法等関連する

致に苦戦した。

ともなり、日本銀行は、日銀法を改正（98年4月施行）してその独立性

千葉県の公示地価は 92年から 2006年まで 15年間毎年下落し、こ

を強化し、大蔵省は、財政と金融行政分離の目的で金融監督庁が分離

の間、平均公示価格は約5分の 1 になった。地価下落は株価の下落と

独立された（98年6月）。これらの諸施策実施の結果、99年度以降は金

併せ、含み損の拡大となって企業や家計のバランスシートを傷め、金

融システムの動揺も徐々に沈静化に向かった。

融機関は不良債権の発生に加え、担保価格の下落に伴う不良債権処理

600

額の拡大により体力を奪われることとなった。

500

日本版ビッグバン

県内総生産および人口の伸びは大きく鈍化、91年に 12兆円を超え
ていた製造品出荷額は 01年には 11兆円を切る水準へと減少した。ま

1996（平成8）年11月、当時の橋本首相は「我が国金融システムの改
革」を提示した。このなかで 2001年までにわが国の金融市場をニュー

た、98年には県内の企業倒産件数は 638件と史上最悪を記録した（東
京商工リサーチ調べ）。

千葉県の平均公示価格の推移
（全用途）
（千円/m2）
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的な市場改革を進めることとし、そのための三原則として「フリー、

合併されて地元老舗百貨店「扇屋」の商号が消え、2000年にはそごう

0

フェア、グローバル」が示された。この改革は「日本版ビッグバン」と

グループ（同年民事再生法適用申請）が茂原店、木更津店を閉店、01年

呼ばれた。

にはダイエーが県内店舗を次々に閉店したほか、零細小売店の淘汰が

ヨーク、ロンドン並みの国際金融市場とすることを目標として、抜本

融の充実などにより競争を促進し、同時にディスクロージャーの充実・

システム改革のための関係法律の整備等に関

姿勢が消極化していったことから 92年度の稼働率は 48 . 6％まで落ち

よる国の特別公的管理下に置かれ、事実上破たんした。

具体的には、外国為替の自由化、銀行の業務範囲の弾力化、直接金

日本版ビッグバン
（日本経済新聞 1996.11.12）

こそ 60％を超えたものの、景気後退による企業のイベントなどへの
込んだ。また、幕張新都心業務地区では、いったん移した本社機能を

住友信託、東洋信託、中央信託、三井信託、横
浜）
に7兆4,592億円の公的資金が注入された。

プンしたコンベンション施設「幕張メッセ」は、90～91年度の稼働率

銀行（98年10月）と日本債券信用銀行（同年12月）が、金融再生法 に

信用、日本債券信用）
に 1兆8,156億円、99年
3月には 15行
（第一勧業、住友、三和、さくら、

バブル崩壊の千葉県への影響
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資料：国土交通省

進み、91年に5万2,000店あった県内小売業者数は02年には4万5,000
店を切る水準まで減少した。

徹底や会計制度見直しを通じて市場の整備を進展させることで、当時

金融システム動揺の波は県内金融機関にも及んだ。住専の処理では

1 , 200兆円にのぼると言われた個人金融資産を有効に活用していく方

当行が債権放棄を余儀なくされた（P 82参照）のと同様、千葉県信用農

針が強く打ち出された。

業協同組合連合会（県信連）、千葉興業銀行、京葉銀行も損失負担に応

これを受けた金融制度調査会、証券取引審議会、保険審議会による

じた。また、94年に市川東葛信用金庫と城東信用金庫が合併して東京

※8

集中的かつ横断的な議論の結果、98年6月に「金融システム改革法」

ベイ信用金庫を設立、98年に千葉信用金庫が両総信用金庫を合併し

が成立した。これにより、銀行の投資信託販売の解禁、銀行・証券・保

た。山一證券の自主廃業に伴い、同年、山一系列の中央証券（現・ちば

険間の相互参入および株式売買委託手数料の完全自由化などが実施さ

ぎん証券）が当行グループ入りした。さらには 2000年に千葉興業銀行

れた。

が早期健全化法に基づく公的資金600億2 , 500万円の注入を受けた。
01年に千葉県商工信用組合が破たん、02年には船橋信用金庫が県内
信金としては初めて破たんした。なお、当行も一連の不良債権処理に
よって自己資本を毀損することとなったが、公的資金の注入を受ける
までには至らなかった。

茂原そごう閉店発表
（日本経済新聞 1999.7.29）

23本の法律を一括して改廃する法律。
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2

環境変化に対応した経営体質強化

名称「A・C・T」はAggressive、Creative、Toughの頭文字であり、
「積
極的かつ創造的に、粘り強く行動する」という心構えを示したもので
あった。

「経営方針96」と「経営方針2001」

「経営方針96」

続いて 03年4月には、新たな中期経営計画「創造とスピードの 100
週間」
（～05年3月）を策定した。本計画の特徴は、
「スピード」を重視し、

バブル崩壊に伴う不良債権問題の発生などにより経営環境が厳しさ

2年間という計画期間を「100週間」ととらえることで、
「週単位」とい

を増すなかで、玉置頭取の下、1993（平成5）年4月、96年3月までの 3

う従来とは異なる時間軸のなかで目標達成を目指すことにあった。本

年間を展望した「経営方針96」を策定した。この計画は「トップバンク

計画は「目指すべき姿」を前計画と同じく「最も質の高い『地域の総合

としての責務の完遂」という副題が付され、地域トップバンクとして、

金融サービスグループ』」とし、主要課題として（1）持続的な収益力強

それにふさわしい地域発展のための諸活動を推進し、これらを通じて

化（①収益構造の変革、②経費の削減）、
（2）経営システムの変革（①収

営業基盤の拡充、経営体質の強靭化を進めることを経営方針とした。

益構造変革のための営業体制構築、②収益管理体制の一新、③ガバナン

発想・活動の原点として「もっともっとお客さまのために」を掲げ、応

ス体制の再構築、④新人事制度の定着化等による活力ある組織への変

対向上運動「マイカスタマー・マイブランチ運動」を展開した。

革、⑤高度なリスク管理体制・コンプライアンス体制の構築、⑥お客

続く 96年4月には、2001年3月までの 5年間を展望した「経営方針

さま満足度の更なる向上）を掲げた。

2001」を策定した。経営方針を「21世紀に向けて更なる飛躍を図るた
め、経営環境の大きな変動を前向きにとらえ、営業基盤の一層の拡充、
より強固な経営体質の構築に積極果敢に挑戦するとともに、不良資産
の解消・発生防止に万全の努力を傾け、激化する金融競争を勝ち抜く
こと」とした。この方針の実現に向けて、
「『お客さまのために』の姿勢
の徹底」
「変化への積極果敢な挑戦」
「基本原則の徹底した遵守」
「目標達
成への限りない執念」を役職員全員の行動指針とし、取り組むべき経
営課題として、①総合金融サービスの強化・推進、②取引シェアの一

「A・C・T2003」

「創造とスピードの100週間」

層の拡大、③強固な安定収益体質の構築、④活力あふれる人材の育成
「経営方針2001」

の四つを掲げた。

早川頭取の就任と二つの経営計画
1997（平成9）年6月、頭取の玉置孝が取締役会長に就任し、代わっ
はやかわ つ ね お

顧客満足度）の重要性を認識し、その定着化に注力した。頭取を委員
長とする「CS 向上委員会」による全行レベルでの CS 向上活動として、
1998（平成10）年10月より「ベストプラクティス’99」を開始した。こ

て日本銀行出身者が就任しており、生え抜きの頭取誕生は実に 39年

れは顧客満足（＝ CS）、従業員満足（＝ ES）、社会満足（＝ SS）の三つの

ぶりであった。なお、早川頭取は 98年7月から 2007年8月まで千葉県

満足度の向上を企業行動指針、
『お客さまに感謝をしよう、お客さまの

経済同友会代表幹事などの公職を務めた。

期待に応えよう、お客さまに感動を与えよう』を職員行動指針として

に中期経営計画「A・C・T2003」
（～03年3月）を策定した。これは、
「経

※9

CSR…Corporate Social Responsibility

の略で「企業の社会的責任」の意。顧客、株主、
地域社会および従業員などすべてのステーク
ホルダーの満足を実現し、共に持続的に発展
していくことを目的とする。

※9

明定したもので、のちの CSR 活動につながっていった。
また、これ以降、CS 向上活動は毎期の営業施策の主要項目の一つ

営方針2001」の長期的な方針を堅持しつつ、相次ぐ金融機関の破たん、

としたほか、99年6月には、新設の営業統括部支店統括グループを CS

金融機関の合併・提携など、経営環境の大きな変化が背景にあった。

の統括部署として明定し、さらなる定着化を図った。

本計画では、目指すべき銀行像を「最も質の高い『地域の総合金融サー

活動のかいあって、日本経済新聞社による「第6回銀行支店サービ

ビスグループ』」とし、①強固な財務基盤の早期確立、②顧客基盤の強

ス調査（99年12月実施）」では、当行が総合得点で最高の評価を得るこ

化・拡大、③経営システムの革新を主要経営課題として掲げた。業務

とができた。

純益、自己資本比率、OHR など、具体的な数値目標も明示した。なお、

78

早川頭取は就任当初より CS（カスタマーサティスファクション＝

て副頭取の早川恒雄が第6代頭取に就任した。当行の頭取は 4代続け

早川頭取の下、
「経営方針2001」の期限を待つことなく、99年10月

玉置会長・早川頭取就任のポスター

CS 向上活動の推進

第6回銀行支店サービス調査
（1999年12月実施）
（日経金融新聞 2000.2.21）
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1991（平成3）–2001（平成13）

中央証券の関連会社化

3

不良債権処理による自己資本の毀損と回復

1998（平成10）年3月に、次のような歴史をもつ中央証券（現・ちば
ぎん証券）が当行の関連会社となった。
中央証券は、81（昭和56）年10月に 2社が合併して発足した。その
前身の一つである小布施証券は 1883（明治16）年に東京で創業した、

開店当初の小布施証券本店

両社の合併報道
（日本経済新聞 1981.5.29
（夕刊）
）
※10

総合証券会社…証券会社の主要業務に

は、①自己売買業務、②委託売買業務、③引受
業務、④募集・売出業務があり、すべてを行う
証券会社が総合証券会社と呼ばれる。当時の
証券会社は免許制で、それぞれの業務に応じ
て資格要件が決められていた。

県外貸出の圧縮と不良債権の発生
1989（平成元）年5月の公定歩合引上げに端を発する金融政策の転

東京証券取引所最古の正会員であり、戦前は業界一の出来高を上げる

換、89年12月をピークとする日経平均株価の急落、翌年3月に発動さ

ほどの名門であった。一方の鳥海証券は千葉県長生郡茂原町（現・茂原

れた「不動産融資総量規制」などにより、時代の潮目は大きく変わった。

市）で 23（大正12）年に創業され、千葉県内を地盤として堅実に業績を

それに呼応するように、当行は県外店の貸出方針を抑制的な方向に転

伸ばしていった。両社は 44（昭和19）年にそれぞれ法人化したが、不

換し、90年以降ノンバンク向けを中心に県外店貸出を大幅に圧縮して

良資産処理や後継者不在など各社固有の問題を解決するために、以前

いった。その結果、91年3月末の県外店貸出残高は約1兆5,000億円と、

よりつながりのあった山一證券に支援を求めその傘下に入った。

1年間で約5,000億円もの資金を圧縮し、その後もこの方針を継続した。

そして、証券市場の国際化、国債の大量発行および証券業務のシス

このように県外から県内への貸出シフトを行った結果、県外貸出にお

テム化といった激変の時代を乗り越えるため、山一證券の勧めもあっ

ける不良債権発生が致命的なものにはならなかったものの、県内貸出

て、両社は 81年10月に対等合併し中央証券として発足した。この際、

においてもバブル崩壊に伴う影響が相応に重いものとなった。

当社は第三者割当により3億円まで増資して、
「株式・債券の引受業務」

それは、県内にシフトした約5 , 000億円の資金の一部が、結果と

が可能な資格要件を備え、82年には大蔵省より同業務の免許を取得、

して 87（昭和62）年創設された個人向け大口融資商品「ちばぎん VIP

※10

念願であった総合証券会社

となった。

ところが、97年11月、当社の大株主であった山一證券が、2,600億円
を超える簿外取引があることを発表し、自主廃業に至った。この際、当
社における山一證券グループの株主比率は 48 . 6％にのぼっており、そ

県内・県外貸出金残高の推移
（兆円）
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（年3月末）

ローン」や、86年に設立された直系ノンバンク「ちばぎんファイナン
ス」の貸出原資に流れていったことが要因として考えられる。
VIPローンの資金使途自由・融資額上限なし・低利という商品設計は、
「本源的取引の重視と良質な資金の安定供給」という銀行の社会的使命

の行く末が注目されたが、当社から当行に対して安定株主としての株式

と五原則に代表される融資の基本原則から逸脱したものとなっていた。

取得と業務提携の申し入れがあった。当行は当社が千葉県内に 10店舗

契約先5 , 000先、貸出残高3 , 000億円を超えた 91年をピークに千葉県

を有しており、銀・証連携の相乗効果が期待できること、グループとし

の地価は下落を始め、担保に過度に依存したこの商品は暗転した。利用

て証券関連業務の強化拡充が急務であったこと、県内金融システムの安

者の多くは借入金により不動産、株式、ゴルフ会員権等を購入しており、

定化を図る必要があったことなどからこれを受け入れることとし、98

バブル崩壊に伴う資産価値下落のため多くの債権が不良化していった。

年3月に当行グループにて過半の株式を取得、当社を関連会社とした。

延滞が増加し始めた 91年には商品性を改定して、融資対象先や上限額
に縛りを設けるなど債権の健全化に注力したが、遅きに失した感は否
めなかった。94年に至ってようやく新規取扱いを中止したが、その際
には貸出残高2,880億円に対し 12％近くが延滞債権となっていた。
また、ちばぎんファイナンスでは 91年3月末に貸出残高が 1,800億

山一證券破たん
（日本経済新聞 1997.11.25）

円を超えたが、その多くがバブル末期の東京地区における不動産業者
～玉置取締役会長（元頭取）の死去～
2000（平成12）年10月19日、当行第5代頭取玉置孝（当時取締
役会長）
が、享年72歳で死去した。同年11月28日、早川頭取
（当時）
が葬儀委員長となり、当行本店前のホテルニューツカモトにおい
て「お別れの会」を執り行った。各界の代表をはじめ多くの方々か

玉置会長「お別れの会」

80

ら弔問をいただいた。

やノンバンクに流れていた。同社に対する当行の融資シェアは 20％
程度（92年3月末）と低かったが、いわゆる母体行責任をとるかたちで、
当行独自で再建する方針とし、再建計画を策定した。再建開始直後は
貸出の実に 3分の 2 が不良化していた。当初は 98年までとしていた再
建期間はその後の地価下落や景気低迷により再三延長され、2002年
をもってようやく同社の再建は完了した。この間、当行は 960億円に
のぼる金融支援を行った。
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1991（平成3）–2001（平成13）

住専向け貸出の処理

1 , 536億円まで積み上がっていた剰余金は 253億円にまで毀損した。
また、99年3月期は査定基準の厳格化などにより 527億円の赤字計上

住宅金融専門会社（住専）に対する貸出も、この時期の当行の経営に

となった。その後も地価下落や景気低迷の影響で不良債権は発生し続

大きな重荷となった。当行は、「日本住宅金融」および「地銀生保住宅

け、当行の与信関係費用は 95年3月期から 2004年3月期まで 10期連

ローン」では母体行、「日本ハウジングローン」など 3社では一般行の

続で 300億円を超え、10年間累計で実に 6,700億円に達した。ただし

位置付けであり、最終的に住専への融資残高は912億円となっていた。

剰余金は 98年3月期をボトムとして、利益の積み上げなどで徐々に回

政府は金融システム混乱回避のため、1995（平成7）年12月に公的資

復していった。
不良債権処理方法はこの時期、年を追うごとに選択肢が広がった。

金投入を前提とした処理策を閣議決定し、当行は、政府の処理策に基
づいて 96年に合計771億円の債権放棄と、住専債権の承継先である
国会答弁に立つ玉置頭取
（読売新聞 1996.4.20）

「住宅金融債権管理機構」への融資に応じた。

※11

従来の直接償却や債権放棄のほか、共同債権買取機構
※12

構

※13

への持ち込み、投資家やサービサー

や整理回収機

への債権売却などである。

なお、この住専問題に関しては、当時地銀協会長であった玉置頭取

当行では、90年代半ばは共同債権買取機構への持ち込みを中心に行

が、96年4月にいわゆる住専国会において参考人として答弁に立った。

い、その後は 98年から開始した投資家への売却（流動化）、99年に設
立された整理回収機構への持ち込みを中心に処理を行った。また、債

そごうグループ向け債権の処理
この時期、当行が多額の債権放棄に応じることとなった債務者に百
貨店チェーンの「そごうグループ」があった。そごうグループはバブル
期における積極的な出店など過剰投資の影響で、2000（平成12）年7

権回収に関する付随業務の拡大に伴い、関連会社として、95年に自己
※14

競落会社 「ちばぎん総合管理」を、01年にサービサー「ちば債権回収」
を設立し、不良債権の回収促進や最終処理に活用した。
これら処理の結果、02年3月期には株式減損もあって 3度目の赤字
決算となったものの、不良債権の処理は峠を越えることとなった。

月に民事再生法適用を申請し事実上破たんした。千葉県内には千葉・
船橋・柏・茂原・木更津の 5 か店を有していたが、千葉・柏の 2 か店を
残して閉鎖された。当行は破たん時に、グループ5社に 285億円の融
資残高があったが、最終的に 200億円を超える債権処理を行うことと
なった。茂原・木更津地域は、そごう撤退により駅前のにぎわいが失
われるなど、地域社会にも大きな影響を及ぼした。

早期是正措置と不良債権処理
そごう民事再生法申請
（日本経済新聞 2000.7.13）

1992（平成4）年度から当行を含む国際統一基準行を対象に実施さ
れた自己資本比率規制は、93年の金融制度改革法施行に伴って銀行法

共同債権買取機構…1992 年 8 月の大

※ 11

蔵省による「金融行政の当面の運用方針」を
受け、翌93年1月に金融機関162社の出資に
より時限立法にて設立された不良債権買取会
社（略称 CCPC）。同社への債権売却は不動産
担保付債権を対象とし、不動産評価をもとに
算定された買取価格と貸出債権額の差である
売却損が無税にて損失処理できるメリットが
あった。
※12

整理回収機構…1999年4月に預金保険

機構の全額出資により設立
（略称 RCC）
。住専
債権を継承した「住宅金融債権管理機構」が、
破たんした金融機関の債権を継承した「整理
回収銀行」を吸収して発足した。金融機関から
持ち込まれた不良債権を、財産調査権をもっ
て抜本処理することを目的とする。

不良債権処理と利益の推移
（億円）

当期純利益

剰余金

2,000

※13

与信関係費用

サービサー…金融機関などから委託を

受け、金銭債権の管理回収を行う専門業者。
サービサー法の施行により 1999年4月より設

1,500

立が認められた。

1,000

※14

500

自己競落会社…競売による物件売却が

なかなか進まない時期にあって、金融機関に

0

より競売に付された担保物件を、金融機関自

△500

身が競り落とすことにより、不良債権の最終

△1,000

れた子会社。その後、競売制度変更の影響も

△1,500

処理を円滑に進める目的で 1994年に解禁さ
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あり、ちばぎん総合管理は 2004年に廃止し
た。

に根拠規定が定められ、銀行自身の経営方針という位置付けに加え、
当局規制面での大きな柱となった。その後、98年には国内基準行にも
その対象が拡大されたほか、銀行法改正により自己資本比率の状況に
応じて当局が措置を発動する「早期是正措置制度」の運用が同年4月か

多額の不良債権処理を余儀なくされた当行は、株式含み益の減少等

ら開始された。自己資本比率は銀行自らが健全性の拠り所として自主

もあって、自己資本の回復が大きな経営課題となっていたが、増資な

的に算定するもので、資産査定の実施とその正確性が前提となるため、

どのエクイティファイナンスは、株式相場が軟調であったため、1990

各行に対しこれを担保する体制整備が求められた。
当行では 97年に資産監査室を設置して、98年3月期から資産自己

82

自己資本の回復

（平成2）年3月の公募時価発行増資以来、環境が許さない状況が続い
ていた。

査定を試行開始した。97年8月基準の大蔵省検査結果を反映した自

そこで取り組んだのが、90年に解禁された「劣後ローン」と 97年に

己査定に基づいて償却・引当を行ったところ、98年3月期は当期純利

普通銀行本体発行が解禁された「劣後債」である。これら劣後調達は補

益ベースで 1 , 218億円の赤字を計上した。これにより、95年3月期に

完的項目（Tier2）ではあるが、一定額までは自己資本とみなされた。
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1991（平成3）–2001（平成13）

劣後ローンが解禁された 90年以降、当行は主に保険会社から劣後

新たな株主づくりに資するためのものであった。2000年は国内市場

ローンを借り入れ、99年3月末にピークとなった。しかし、97年の日

1 , 500万株と同時に、当時投資余力があった外国人投資家を対象に海

産生命保険をはじめ、2001年までに 7社の生命保険会社が破たんする

外市場でも 2,130万株の売出しを行った。この際、当時の早川頭取が欧

など、保険業界を取り巻く環境が悪化していった。

州 IR

※17

を実施し、その後、北米・アジアを加えて、大口投資家を主な訪

そこで、98年に劣後債発行を目的とする特別目的子会社「チバキャ

問先とした年2～3回の海外 IR が定着した。03年は個人投資家へ株主

ピタルファンディング
（ケイマン）
」を設立し、2,000億円相当額の発行

の裾野を広げることを主目的に国内のみで 3 , 693万株の売出しを実施

枠
（ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム）
を設定した。こ

した。以上二度の売出しの結果として、当行株式の流動性が高まり、株

の仕組みにより 99年から 2000年にかけて 455億円の劣後性資金を調

主構成は金融機関
（除く信託銀行）
が大きく下落し、外国人が上昇した。

達し、劣後ローンの落ち込みをカバーした。その後、国内の劣後債市

株式持合い解消への対応

と収益増強に努めた。これらにより、赤字計上前の 1997（平成9）年3

を与えるようになったことから、保有株式を削減する動きが広がって

月期に64％を超えていたOHRは2003年3期には52％まで改善した。

する法律。また、この法律に基づいて「銀行等

なっていった。こうした悪循環を断ち切るため、2002（平成14）年1月

保有株式取得機構」が設立され、銀行保有株式

には「銀行等株式保有制限法」 が施行され、株式持合い解消の流れ

売却の一時受皿として活用された。
※16

※15

式を証券会社がいったん買い取り、投資家に
販売すること。

矢とする。
また、国内においてもアナリスト向けの決算
説明会（ラージミーティング）を年2回実施し、

人件費の削減

OHR の推移
（%）

70
65
60
55
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45
40
0

人件費削減については、公的資金注入行で行われていたような早期

1991 92 93 94 95 96 97 98 99200001 02 03
（年3月末）

退職制度や、給与のカットなど職員が直接痛みを負う施策は行わなかっ

は加速していった。
※16

株式の売出し…既存株主が保有する株

席してプレゼンテーションを行ったことを嚆

株主とのリレーション維持に努めている。

ブル崩壊以降の株価下落に伴う含み損・評価損が企業業績に直接影響

は金融システムの不安を招き、さらに株式相場を下落させる事態と

に関する会社説明会に、当時の玉置頭取が出

説明会も定期的に行うなど、幅広い投資家・

経営基盤の変革

債権処理によって失った剰余金の早期回復に向け、徹底した経費削減

いった。銀行にとっても保有株式の含み損が自己資本を下げ、ひいて

行の保有株式の上限額を自己資本額内に制限

4

日本型経営の特徴の一つと言われてきた株式持合いであったが、バ

銀行等株式保有制限法…銀行経営が株

1990年2月に米英で行われた日本の金融機関

を随時、また 07年からは個人投資家向け会社

当行は公的資金注入を受けることはなかったが、多額にわたる不良

価下落により大きな影響を受けないよう、銀

※15

IR…インベスター・リレーションズ＝

有力アナリスト・有力投資家向けの個別説明

場が整備され、当行も 03年以降、本体で公募劣後債を発行するように
なったこともあり、09年最後の劣後債の償還を機に同社を清算した。

※17

投資家・株主向け広報活動。当行の海外 IR は、

この流れを受け、当行は2000年2月と03年7月に「株式の売出し」

た。事務の合理化・効率化を徹底的に推進するとともに、新卒採用を年

を実施した。これは、株式持合い解消による株価下落を未然に防ぎ、

間100名前後に絞り、不足人員をパートタイマーなど臨時従業員やシス
テムに置き換えることで人員・人件費を削減した。これにより、1993
（平
成5）
年度末に5,000名を超えていた従業員数
（出向者を含み、嘱託・臨時

株主構成の推移

従業員を含まず）
は、2005年度末にはボトムの3,733名となった。また、

（%）

50

人件費は96年度の448億円をピークに05年度に358億円まで減少した。

金融機関（除く信託銀行、含む証券会社）

従業員数・人件費の推移

40

（名）
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（注）
従業員数は、嘱託および臨時従業員を含まず。

第2部

第2章 バブル崩壊と経営体質の強化

85

1991（平成3）–2001（平成13）

営業体制の効率化

具体的には1993（平成5）年11月に新橋支店を東京支店に統合し廃店、
96年11月に東京支店を日本橋支店に移転統合し東京営業部に名称変

人員削減を進めるなかで、1999（平成11）年10月には、高度化・多

更、同年12月に上野支店を秋葉原支店に統合し廃店した。

様化する顧客ニーズに迅速・的確に対応するために、営業店体制を業

そのほか、県内小規模拠点についても 96年頃から本格的な見直しを

務別組織（営業・融資）から顧客別組織（法人・個人）へ変更した。これ

行い、来店客が少なく今後の業績伸長が見込めない、僚店と営業エリア

は営業の効率化、すなわち、部門に特化した担当者が同一属性の多く

が重複しているといった不採算拠点を順次店外 ATM に代替していっ

の顧客を効率的に担当することができる、
「分業制」という側面ももっ

た。この見直しにより2003年までに 20拠点を廃止した。
海外店では、当地への本邦企業の進出拡大が見込めないため、ロス

ていた。
この分業制をさらに推し進めたのが、後年にはなるが 2003年10月

アンゼルス支店を 96年6月に廃止し、ニューヨーク支店に業務を承

から漸次4ブロック（船橋、柏、中央、市川）に導入された「地区法人営

継した。ただし、他の地銀が海外業務から撤退するなかで、当行は現

業部」であった。これはブロックの主要な法人取引先（特定先）および

在までニューヨーク・ロンドン・香港の 3拠点を一度も撤退すること

再生支援先を、幹事店に設置した地区法人営業部に集約して効率的に

なく維持しているほか、アジアの成長性をとらえ、95年11月に上海

担当させるという体制であった。地区法人営業部の設置は、顧客ニー

駐在員事務所を、97年10月にシンガポール駐在員事務所を開設した

ズに沿った各種ソリューションの提供のほか、再生支援や不良債権処
理などの専門知識が必要とされる企業に対し、中小型店のスタッフで
は難しかった高度な提案等を行うことが導入目的であった。同時期に

（シンガポールは 2004年6月にいったん廃止、11年3月に再設置）。
一方、福利厚生施設についても順次見直しを行い、老朽化などもあっ
※19

て 14 の施設を廃止した。

※19

開始された再生支援先の幹事店への集約およびその専任担当者である
「企業戦略支援担当」の配置は、05年4月には全ブロックに拡大した。

店舗数の推移
開設（左目盛）

廃止（左目盛）

店舗数（右目盛）

事務の効率化

を目的として、事務のアウトソーシングも行った。
当行の事務受託会社「ちばぎんビジネスサービス」
（1983〈昭和58〉
年設立）
は、現金・有価証券の集金・精査業務が中心であった。その後、
本部集中事務や現金自動設備の保守・管理業務等を加えて業務の幅を
拡大し、それに伴って人員も増加
（92
〈平成4〉
年12月で 343名）
したこ
とから、業務量・範囲の適正化を目的に、93年3月に同社を分割して「ち
※18

後述のとおり、ちばぎんキャッシュビ

ジネスは 2004年、ちばぎんビジネスサービス
は 08年に廃止。
（P122参照）

※18

ばぎんキャッシュビジネス」
を設立し、
事務受託会社2社体制

とした。

（店）

180

施設名

用途

所在

92年12月（旧）ちばぎんクラブ 飲食施設

千葉市

93年1月

千葉市

春日寮

95年1月

女子寮

新千葉倶楽部 飲食施設

96年3月

津田沼寮

男子寮

千葉市
習志野市

170

97年3月

千銀荘

160

97年4月

中山南寮

女子寮

市川市

150

97年5月

柏寮

男子寮

柏市

98年6月

中野寮

男子寮 東京都中野区

01年11月

松戸寮

女子寮

松戸市

02年1月

銀洋荘

保養所

館山市

02年3月

都賀社宅

社宅

千葉市

02年3月

稔台社宅

社宅

松戸市

△6

02年5月

成田寮

男子寮

成田市

△8

02年7月

西千葉寮

男子寮

千葉市

（店）

銀行本体の人員削減や関連会社の柔軟な給与設定による人件費削減

廃止した施設

時期

4
2

0

0
△2
△4

△10

1993

94

95

96

97

98

99

2000

01

02

03

保養所 静岡県熱海市

04（年）

注：海外支店・両替出張所・代理店を含む。仮想店舗を除く

さらに 94年2月には、銀行から不動産担保集中業務、手形交換・集
中業務をちばぎんビジネスサービスへ移管した。これにより、銀行本
体の事務部門（事務企画部、事務集中部）の人員は行員143名、パート

5

トップラインの増強

タイマー315名が減少した。
剰余金回復の今一つの柱はトップライン（本業で儲ける力。銀行で

店舗・施設の統廃合
物件費の削減については、全役員の送迎車廃止や新規投資の凍結、

の景気低迷や、企業のリストラによる過剰債務の圧縮などにより、法
人の資金需要は盛り上がりに欠けた。そのため、資金運用は住宅ローン

経費節約運動（省資源活動「ATTACK21」）など、全行で危機意識を共

やマーケットに重点をおくこととなっていった。また、金融自由化に

有する取組みのほか、店舗・施設の統廃合を行った。

伴う新規業務が次々に解禁され、徐々に当行のトップラインの柱と

まずは、
貸出圧縮に伴い大きく業容が縮小した都内店舗を統廃合した。

86

は主に業務粗利益を指す）の増強であった。バブル崩壊およびその後

なっていった。
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1991（平成3）–2001（平成13）

ローン推進体制の強化

準金利から一定レートを優遇するもので、その後も対象顧客の要件や
優遇幅を変更しながら繰り返し実施され、今日に至っている。

住宅ローンの推進体制では、住宅販売会社等に対する渉外活動を行

2000年4月には、従来の住宅ローン「ベスト・チョイス」を全面的に

う本部の出先機関である「ローンセンター」を、1996（平成8）年12月

改定し、
「ベスト・チョイス21」
の取扱いを開始した。
この商品では、
「ス

以降、幹事店クラスの支店に設置した。同センターは、住宅開発等の

コアリング基準」 を導入した。この仕組みにより、担保評価額の最大

不動産市場動向に応じて臨機応変に設置・統廃合を行い、ピーク時に

250％まで融資取組みが可能となり、対応可能な顧客層が広がった。

は 10 か所が稼働していた。

※20

推進強化や商品性拡充の結果、住宅ローン残高は 91年3月期から

また、98年7月には、銀行休業日や平日15時以降も営業し、個人顧

01年3月期までの 10年間で 2.7倍に増加した。

客の住宅ローン相談・申込受付が可能な「ローンプラザ」を柏駅前に設
ローンセンター、ローンプラザの設置・統廃合推移
ローンセンター

時期

オープン時の柏ローンプラザ

改廃

数

設置

船橋

─

1

─

─

─

98年7月

─

─

1

柏

─

1

01年4月

市川

─

2

幕張

─

2

03年10月 市原、松戸、津田沼、浦安

─

6 千葉中央

─

3

04年4月

八千代、成田、大網、東京

─

10

─

─

3

05年4月

─

八千代、大網

8

─

─

3

06年10月

─

市川、東京

6

─

─

3

07年10月

稲毛、市川

─

8

─

─

3

─

船橋（改組）

7

船橋

─

4

北総、東京

─

9

─

─

4

市原、松戸、市川、
3
成田、津田沼、浦安

─

─

4

─

4

08年1月
09年12月
11年4月

─

12年4月

成田

北総

3

─

13年2月

提携

稲毛

3

─

保評価額の何倍まで融資可能かを算定する基
準。スコアリングモデルとは、顧客属性や申
込内容などに基づき、一定の数式を用いて返
済能力に関するスコア（点数）を算出する手法
した。

1993（平成5）年4月、
「金融制度改革法」が施行され、銀行・証券・信

ローンプラザ

設置

96年12月

スコアリング基準…スコアリングモデ

ルにより判定されたリスク区分に応じて、担

をいう。当行は三菱総合研究所と共同で構築

信託業務への参入

置した。その後、ピーク時には最大4拠点が稼働していた。

※20

改廃 数

託の相互乗り入れが可能となったことから、93年11月、参入可能業
務のうち信託業務に参入した。認められた①本体参入方式、②代理店
方式、③信託子会社設立方式のうち、当行はコスト、リスクや商品ラ
インアップなどを勘案して代理店方式を選択した。
当初は東洋信託銀行（現・三菱 UFJ 信託銀行）の代理店として、6業
務（年金信託、公益信託、土地信託、特定贈与信託、特定金銭信託、動
産信託）を 18 か店で取り扱った。その後、複数の信託銀行と代理店契
約を結び、業務や取扱店も順次拡大した。
後年ではあるが、2004年12月に信託業法等が改正され、普通銀行
本体で遺言信託および遺産整理業務の取扱いが可能となったことを受

相続関連業務のパンフレッ
ト

けて、06年6月より銀行本体で相続関連業務（遺言信託、遺産整理業務）
に参入した。相続関連業務は、顧客のニーズに合致して実績を伸ばし、
13年3月までの累計受託件数は遺言信託472件、遺産整理179件、遺
言サポートサービス575件、合計1,226件となっている。

幕張 3

投資信託の窓口販売
ローン商品の拡充
ベスト・チョイスのポスター
住宅ローン残高の推移
（兆円）

1.5

1.0

0.5

0
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1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01
（年3月末）

1998（平成10）年12月「金融システム改革法」が施行され、銀行に
よる投資信託の窓口販売（以下、投信窓販）が解禁された。

1994
（平成6）
年9月、顧客が借入期間を通して変動金利と固定金利

当行は、
「貯蓄から投資へ」という時代の流れに即した顧客ニーズに

を選択できる、金利選択型住宅ローン「ベスト・チョイス」の取扱いを

応えるため、解禁と同時に投信窓販を開始した。参入に際しては、98

開始した。また、変動金利の適用金利決定について、基準金利を長期プ

年10月に営業企画部内に投信企画室を設置し、銘柄の選定、行員の教

ライムレート
（いわゆる旧長プラ）
から新長期プライムレートに改めた。

育・研修、顧客のクレーム対応などを一元的に行う体制とした。取扱

これにより、
当時の金利で0.4％程度の利下げとなり商品性が向上した。

店は国内全店（大阪支店および出張所を除く）で、公社債型、国内株式

98年4月には「借り換え住宅ローン」の取扱いを開始し、不動産価格

型や海外債券型など 13 のファンドを揃えてスタートした。また販売

の下落によって担保不足になっている顧客の借り換えニーズを取り

にあたっては、証券取引法等各種法令等遵守に加え、銀行が元本リス

込んだ。また、他金融機関との競合が激化するなかで、99年11月から

クのある商品を販売することになるため、預金との相違点を明確にし

「住宅ローン特別金利優遇」を開始した。これは、取引内容に応じて標

て商品説明するように、各種研修の実施やマニュアル類の整備等によ

金融システム改革法施行
（日本経済新聞 1998.12.1）
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り行内で徹底した。
投信専用窓口を備える店舗も、当初の 33 か店から翌99年4月には

るものであった。
その後、2002年6月には、従来の「市場業務」と「国際業務」という

全取扱店舗に拡大し、同月にはテレフォンバンキングによる取扱いも

業務別の区分に代わって、「市場・国際業務共通のフロントオフィス」

開始した。

と「同バックオフィス」という区分に基づいて組織改定を行った。具体
的には国際部を廃止し、そのフロント業務は既存の市場営業部へ、バッ

保険商品の窓口販売

ク業務は市場営業部のバック業務と併せて、新設した「市場業務部」へ
移管した。この組織改定は、①国内外一体となった機動的・効率的な

2000（平成12）年5月に保険業法が改正され、01年4月から銀行窓

運用・調達を行って、リスクをコントロールしつつ収益の拡大を図る

口での保険商品の販売（以下、保険窓販）が解禁となった。当行は投信

こと、②事務・管理部門を独立した部署とすることでフロント部門へ

窓販同様、多様化する顧客のニーズに応えるため、解禁と同時に①住

の牽制機能強化と業務の厳正化を図ることがねらいであった。

宅ローン関連の長期火災保険、②債務返済支援保険および③海外旅行
傷害保険の損害保険3商品の販売を開始した。
また、02年10月には窓販商品が追加されたため、これに合わせて
全店で個人年金保険等の取扱いを開始した。当初は、定額個人年金保
険、変額個人年金保険および年金払積立傷害保険、合わせて 8銘柄の
ラインアップであった。

外為業務の強化
取引先の海外展開進捗に合わせ、国内営業店での外為業務にも注力
した。1997（平成9）年5月に「新外為オンラインシステム」を導入して
インフラを整備したのち、98年4月には改正外為法の施行により従来
※21

為銀主義…外国為替取引は大蔵大臣の

認可を受けた「外国為替公認銀行」を通じて行
わなければならないという規制。撤廃後は、
個人や企業が外国為替取引を原則として自由
に行えるようになった。

の為銀主義

※21

有価証券残高の推移
（兆円）

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
（年3月末）

が撤廃されるなど外為業務が大幅に自由化されるなか

で、海外送金、外貨預金、トラベラーズチェックの取扱いを全支店に
拡大するとともに、貿易取扱店を 19 か店から 50 か店に拡大した。
後年にはなるが、2008年には外為体制の再構築を行い、貿易取扱店

6

ネット時代のチャネル展開

を 126 か店（当時）に拡大して顧客の利便性を向上するとともに、事務
の本部集中を進めた。

市場業務と国際業務の融合
バブル崩壊後、貸出が低調に推移するなかで、市場業務は当行の収
益の柱の一つとなっていった。
1995（平成7）年6月にディーリング収益力強化のため体制を見直

90

ダイレクトバンキングの展開
1990年代半ば以降、パソコン・インターネット・携帯電話などの情
報通信技術、いわゆる IT（Information Technology）が急速に進展し
た。また、人員削減や店舗統廃合を進めるとともに、顧客利便性を維持・
充実していくために、IT を活用した新たなサービスの開発や営業への
取組みを本格化していった。

し、資金営業部・証券部および国際部の一部（外貨資金・外国証券、外

組織面では、97（平成9）年10月にダイレクトバンキング、エレクト

国為替取引関連業務）を統合して「市場営業部」を新設した。これに伴

ロニックバンキングの専担部署として「ネットワーク開発部」を設置

い、国際部は海外店の統括業務に特化したセクションとなった。これ

した。同部廃止後の 2001年2月には、IT 関連の企画・推進業務を網羅

は、バックオフィス（事務・管理部門）を含むディーリング業務を市場

的に担当する「IPS 事業部」を設置した。同部は当行で初めて、部長以

営業部に集中することにより、ディーラー間の情報・ノウハウの共有

下全部員9名を行内公募で選出した。同部は 03年4月に新設した「ダ

化、マーケット分析力の向上ならびにバックオフィス機能の強化を図

イレクトチャネル部」に業務を移管し、廃止した。
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ATM の提携拡大

（1）テレフォンバンキング

設置時のテレフォンバンキングセンター

時期

内容

98年10月

サービス開始（本店に設置したテレフォンバンキングセンターにおいて、
顧客からの振込・振替、残高照会などの取引を電話受付）

化などから、銀行における ATM の重要性が高まるなかで、1990年代

99年4月

投資信託取扱いを開始

の ATM 戦略は、①他業態金融機関との提携による ATM ネットワー

03年3月

センターを千葉市美浜区真砂のPIAビル内
（真砂支店が入居する当行と第
三者の共同ビル）
に移転。一部取引について365日24時間対応が可能に

ク拡大、②稼働日・稼働時間の拡大、③自行店外 ATM の増設を 3本の

キャッシュポイントとしての ATM 機能向上とライフスタイルの変

柱として、顧客利便性を向上することにあった。その結果、店外 ATM

 設置当初は、顧客からのコール（インバウンド）に対応するための

の拠点数は 2000（平成12）年3月末に 306 か所とピークに達し、有人

機能サービス提供が主であったが、現在は当行から顧客へコールし

店舗数の倍近くまで増加していた。

（アウトバウンド）、投資型金融商品のアフターフォローやさまざま
な商品案内等を行う能動的な活動が中心となっている。
（2）インターネットバンキング

コンビニ ATM

※22

誕生後は、店外 ATM の自前路線を転換して、コン

ビニ ATM をはじめ ATM 提携を漸次実施した。

売業者の店舗に設置された ATM を、自行の

 2000年4月、イーネットと ATM 提携を実施した。イーネットは

99年6月

インターネットバンキングサービス開始（顧客のパソコンからインター
ネットを経由して取引を受付）

行のカードホルダーは全国438 か所、千葉県内53 か所の両社系列の

00年4月

モバイルバンキングサービス開始（顧客の携帯電話からインターネット
を経由して取引を受付）

02年12月 投資信託取扱いを開始
09年9月

住宅ローン一部繰上返済機能追加

コンビニ ATM…小売業者やシステム

ベンダーなどが設立した運営会社に金融機関
が出資・提携し、コンビニエンスストア等小

（1）コンビニ ATM
内容

時期

※22

顧客が利用できるようにするサービス。

ファミリーマート、ミニストップなどに ATM を設置しており、当
コンビニエンスストアなどで利用が可能となった。続いて 02年2月
にアイワイバンク銀行
（現・セブン銀行）
と提携し、全国2,858 か所、
県内158 か所のセブンイレブン設置 ATM などの利用が可能となっ
た
（いずれも開始当初）
。さらに07年9月にはローソンとも提携した。

 01年4月には、テレフォンバンキング、インターネットバンキン

 13年3月末時点の提携コンビニ ATM は、全国で 3万8,883 か所、

グおよびモバイルバンキングを統合した「ちばぎんマイアクセス」

千葉県内で2,044か所に達している。これを受け、自行ATMのネッ

のサービスを開始した。13年3月末時点のマイアクセス契約は約17

トワークを見直すこととし、2000年3月に 306 か所あった ATM 拠

万件となっている。

点を 05年3月には 250 か所まで削減した。

アイワイバンク銀行との提携開始

（3）EB サービス
サービス開始当初の「ちばぎんマイアクセス」

 01 年 11 月に、法人向けインターネットバンキングサービス
ウェブ

イービー

「Web-EB」を開始した。これにより、インターネットを利用するこ
とで、専用端末機やEB専用ソフトを導入することなく、振込・振替、
残高照会等の操作が可能になった。
 「Web-EB」は 05年10月に外為サービスを、06年8月に代金回収

column11

花の名前の支店
ひまわり第一支店、第二支店という店名をご存じ
だろうか。本部棟4階、事務企画部の入り口にその標

座に売掛金などを振り込んでもらうことで、契約企業
での振込入金先の特定を容易に行うものである。

サービスを追加するなど、随時機能を追加していった。また、11年

示が見られるが、店舗らしいものはどこにもない。こ

なお、本サービスは三井住友銀行がいわゆる「ビ

れは銀行法に基づき当局の認可を受けて、2002
（平

ジネスモデル特許」を取得していたので、同行から許

10月には、データ伝送可能件数を大幅に増加した「高機能版」をリ

成14）
年2月に設置された正式な店舗であるが、実

諾を受けている。

リースし、大企業・中堅企業のニーズにも応えられる商品ラインアッ
プとした。Web-EB は 13年3月末時点で 2万3,510件と契約件数を
伸ばし、当行の EB サービスの中核を成している。

体のない「仮想店舗」である。
「振込入金照合サービス」の創設にあたり、契約企
業に多量の「仮想口座番号」を連番で付与する必要
があり、既存店舗では口座番号の確保が困難なこと
から設置された。店名は既存の店名と混同しないよ
う、当行のバンクフラワーである「ひまわり」とした。
「振込入金照合サービス」は「消込マスター」という
愛称で 02年4月に開始したサービスで、契約企業の
請求先ごとに「仮想口座」を個別に割り当て、請求先
から当行ひまわり第一
（もしくは第二）
支店の該当口

92

支店標示板
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命名された新電算センターは、免震床や高度なセキュリティシステム

（2）郵貯
 04年5月には、当時の日本郵政公社（現・ゆうちょ銀行）と ATM

などを採用、周辺の環境にも配慮した施設として91年10月に竣工した。

相互利用を開始した。この提携に関して当行は、郵政民営化の帰趨

90年10月からは、営業店端末を新端末機（FBT）に切り替える作業

が不透明ななかで静観していたが、すでに国内のほとんどの金融機

に着手し、92年2月に全店への導入を完了した。92年3月に個別プロ

関（03年5月時点で 1 , 927機関）が提携を決めていたという情勢や、

グラムの開発が完了し、5月からは最終的な確認試験の段階に入った。

千葉県内に 788 か所（当時）ある郵貯 ATM は当行顧客の利便性を高

同テストを同年12月まで実施し、93年1月4日に第3次オンラインシ

めるものであることなどを勘案して提携を決定した。

ステムが稼働した。

店舗数および店外キャッシュコーナー拠点数の推移
350
店舗数
店外機拠点数
300

250

200

150

おゆみ野センター

第3次オンラインシステムのカッ
トオーバー

100

なお、同システムのハードウェアおよび基本ソフトウェアについて

50

0

7

は、このあと、想定以上の業務量の増大によって処理能力が限界になっ
1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
（年3月末）

第3次オンライン開発と営業店システム導入

たことや西暦2000年問題への対応が必要になったことなどにより、
97年から 99年にかけてシステム更改を行った。

行内 LAN の構築
1997（平成9）年3月、営業店全店にパソコン約400台を設置し、本
部各部のパソコン（約200台）やホストコンピュータと回線で接続する

第3次オンラインシステムの開発
銀行業務の複雑化や業務量の大幅な増加により、情報系を含めたシ
ステム全体の再構築が不可欠となったため、第3次オンラインシステ
※ 23

第 3 次オンラインシステム…銀行業

務のオンライン化の第三段階のこと。多くは
1980年代後半から 90年代前半にかけて実施
され、勘定系システムデータの情報系システ
ムへの取込みに加え、国際業務・市場業務・経
営管理など総合的なネットワーク整備が行わ
れた。ちなみに第1次オンライン（60年代後半
～70年代前半）は個々の銀行の本支店をオン
ラインで結ぶことが中心であり、第2次オン
ライン
（70年代後半～80年代前半）は業務・科
目間の連動処理や他行とのネットワーク構築
が中心であった。

94

ム

※23

の開発を決定し、1987（昭和62）年2月に次期システム準備室を

仕組みである「営業店 LAN（Local Area Network）」
（愛称：ひまわり
ネットサポート君）を構築した。営業店では、各種リストアップや計数
資料の出力・加工がスピードアップするなど、営業活動と事務の効率
化につながった。
この仕組みを利用して、99年3月より、従来紙ベースであった本部

設置して開発準備に着手した。同年10月、同準備室を改組してシステ

各部が発刊する通達・通知を営業店 LAN に掲載する方法に変更した。

ム開発部を設置、92年度のカットオーバーに向けて本格的な開発を開

これにより、本部での発送作業、営業店での保管・検索作業等の省力

始した。同部は開発人員を逐次増員し、外部要員を加え、最盛期には

化につながった。

総勢約700名体制となった。
一方、新オンラインシステム構築を機に、新たな電算センターを建設

なお、後年になるが、この「ひまわりネットサポート君」は、セ
キュリティ強化・機能拡充を行い、2006年から「ひまわりネット Biz

することとした。89
（平成元）
年11月には千葉市緑区おゆみ野の約2万

Assist」としてバージョンアップして現在に至っている。また、同年、

4,700㎡の敷地に、6階建ての電算棟、3階建ての事務・厚生棟からなる

紙ベースで備え置いていた「事務基準」を電子化し、「e-KIJUN」とし

センターの建設を決定し、90年3月に着工した。
「おゆみ野センター」と

て行内 LAN に掲載した。
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営業店システムの導入

「企業倫理委員会」を設置
（のちに「コンプライアンス委員会」に改組）
、
同年10月にはコンプライアンス担当部署を総務部法務室に明定した。

従来の営業店端末機器等が耐用限界を迎えることから、2001（平成

翌98年11月には「千葉銀行の企業倫理」を定め、職員の行動指針を

13）年から 02年にかけて「営業店システム」として全面更改した。こ

明確にするとともに、法令等遵守に係る具体的な手引書である「コンプ

れは、パソコン等の汎用の端末機器に、勘定系の事務処理機能に加え

ライアンスの手引」を制定、全職員に配布してその徹底を図った。これ

て、イメージ処理機能、印鑑照合機能および事務基準等の電子化機能

は「コンプライアンス・マニュアル」として今日に受け継がれている。

等を搭載したもので、コスト面でも優れたものとなった。さらに、同
一端末で融資事務や営業事務など、さまざまな業務を統合的に処理で
新営業店システム機器

き、事務合理化に大きな効果を上げた。
設置された機器は、全店で金融端末機820台、パソコン900台、現

「千葉銀行の企業倫理」
（2013年4月時点）
１．揺るぎない信頼の確保
２．
法令やルールなど基本原則の徹底した遵守

金入出金機230台、スキャナー730台、プリンター500台など、膨大な

３．反社会的勢力との関係遮断

台数にのぼった。この営業店システムに併せて導入された周辺業務シ

４．透明な経営

コンプライアンスの手引

ステムの概要は次のとおりであった。
〈融資業務管理システム〉
 融資情報をデータベース化し、融資案件の登録から融資稟議書・

され、そのなかでも法令等遵守が盛り込まれるなど、銀行経営におけ

協議書の作成・決裁までのワークフローを営業店端末上で行うシス

るコンプライアンスの重要性が一層強まると、これに対応して同年6

テム。作成した稟議書をパソコン上で上席者に電子回付し、決裁者

月には監査部内に「コンプライアンス統括室」を設置し体制を強化し

が電子決裁する仕組みで、本部決裁案件はネットワークを通じて担

た（2001年6月に総務部に移設）。

当部に回付される。これにより、融資情報の一元管理および融資事
務の効率化・厳正化が図られた。
※ 24

CRM…Customer Relationship

Management の略で、全チャネル（店頭、渉
外、テレフォンバンキング、ATM 画面など）
で顧客情報を一元的に管理・活用することに
より、営業力強化、顧客満足度向上および業
務効率化を実現していくもの。

※25

99年4月に当時の金融監督庁から「金融検査マニュアル」 が公表

※24

〈顧客情報管理（CRM） システム〉

99年8月にコンプライアンスに係る基本規定である「コンプライ
アンス規定」を制定し、その後関連諸規定等を制定するとともに、99
年度からは毎年「コンプライアンス・プログラム」を策定してきた。

※25

金融検査マニュアル…正式には「預金

等受入金融機関に係る検査マニュアル」。金
融当局の検査官が金融機関を検査する際に用
いる手引書として位置づけられているもの。
1999年4月に当時の金融監督庁が公表して以
来、更新のたびに公表されている。各金融機
関において、本マニュアルを参照しつつ、自
己責任原則に基づき、それぞれの規模・特性
に応じた方針や規定等を作成し、その業務の
健全性と適切性の確保を図ることが期待され
ている。

 従来、各種システムに分散されていた顧客情報を銀行全体で共有
し、営業活動に活用するシステム。具体的には、画面に掲示された
顧客の取引内容、ATM やテレフォンバンキングなどの利用状況、

信用リスク管理の高度化

セールスの履歴および顧客ごとの推奨商品などさまざまな情報を確

ノンバンク向け貸出や VIP ローンを典型例とするバブル崩壊後の

認し、個々の顧客に対して最適なサービスを提案できるようになっ

不良債権発生は、社会に蔓延していた「地価は下がらない」という「土

た。また、従来紙ベースで作成していた営業日誌の作成機能や実績

地神話」を肯定するムードのなかで、担保偏重主義に陥ったこと、審

の集計機能なども搭載しており、営業活動全般の支援ツールとして

査部門と推進部門のバランスが崩れたことが大きな原因であった。こ

も活用されている。

のような経験に鑑みて、信用リスク管理をいかに高度化していくかが、
当行のみならず金融機関の課題となった。信用リスク管理高度化は、
1998（平成10）年4月導入された早期是正措置のもとで適正な自己査

8

コンプライアンス・リスク管理体制の変遷

定と償却・引当、信用リスク量の算出、貸出金利への反映さらには与
信集中状況等のポートフォリオ分析へと展開していった。
当行も、93年12月に審査第一部内に「融資企画室」を設置して信用

コンプライアンス体制の整備

96

リスク管理体制の再構築に着手した。バブル期には杜撰な不動産担保
評価が散見されていたことから、明確な評価基準を設け、評価業務を

1996
（平成8）
年から 97年にかけ、大手金融機関による総会屋など反

94年5月から関連会社のちばぎん保証に委託することで評価の標準化

社会的勢力への利益供与等が社会問題化し、金融機関をはじめ企業に

と厳正化を図った。96年4月には融資第一部を審査部、融資第二部を

は、社会的要請として企業倫理が強く求められるようになった。これを

管理部と名称変更して、その役割をより明確化した。また同月、
「融資

受けて当行は、法令等遵守に係る全行横断的な組織として 97年8月に

審査の基本方針」を明文化した。
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1991（平成3）–2001（平成13）

99年に後述の統合リスク管理体制に移行した際には、「信用リスク

当行の業務・商品が拡大する一方で、内包するリスクも同様に複雑化・

管理委員会」を設置し、経営陣が与信ポートフォリオの状況などを定

多様化してきた。そこで当行は、99年6月に従来の経営企画部リスク

期的にモニタリングする体制とした。さらに2002年10月には「グルー

管理室を多様なリスクを統合して管理する部署として機能拡充し、名

プ別与信上限管理制度」を導入した。これは、融資先グループの格付

称も「統合リスク管理室」に変更した。加えて諸リスクの管理部署を明

けに応じて合算与信上限額を定め、これを超過するグループの融資対

確化し、個別信用リスクは審査部、事務リスクは事務企画部、システ

応方針は、定期的に経営会議で協議する制度であった。

ムリスクはシステム部などと明定した。

また、営業推進体制も見直し、営業推進第一部・第二部は 91年2月

この時期、金融当局から「金融検査マニュアル」が公表され、金融機

に統合して営業推進部とし、また、87（昭和62）年上期から実施してい

関における、自己責任原則に基づくリスク管理体制に係るチェック項

た「個人別目標挑戦制度『Let’s』」は 91年上期で廃止した。なお、当時

目が示された。これを受けて 99年10月にはリスク関連規定体系を整

の都市銀行や一部地方銀行には営業推進に力を注ぐあまり推進部門に

備した。具体的には、
「リスク管理の基本方針」のほか、
「信用リスク管

審査部門を統合ないし包含する動きがみられたが、当行では最後まで

理規定」
「市場関連リスク管理規定」
「流動性リスク管理規定」
「事務リス

審査部門の独立性を維持し、これらの動きとは一線を画した。このこ

ク管理規定」
「システムリスク管理規定」などを定め、これをもって体

とは、相当程度不良債権は発生したものの、公的資金の注入を受ける

制面・規定面における当面のリスク管理体制の整備を完了した。

ことなく処理を完了することができた要因の一つと言える。

その後、数次の改定を経た現在のリスク管理体制は次のとおりで
ある。

ミドルオフィスの設置
現在のリスク管理体制図

1993（平成5）年3月期から BIS 規制が本格導入され、リスク管理の

監査役会

重要性が高まっていくなかで、当行は 94年12月、地銀としては初め
て「リスク管理室」を経理部内（97年10月より経営企画部内）に設置し
た。これは、マーケット取引に係るロスカットルールやクレジットラ
インの適用状況の監視、取引内容のチェックなどを行うセクションを、

取締役会

ALM委員会

［リスク管理部門］

リスク管理部

統合的管理

各種リスク

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

統合リスク

市場リスク

流動性リスク

信用リスク

オペレーショナル・リスク

マーケット部門から独立したミドルオフィス（管理部署）として設けた

・事務企画部
・システム部

ものであった。

・人材育成部
・経営管理部

さらに 95年4月には ALM 委員会（87〈昭和62〉年6月設置）の委員長
を従来の総合企画部担当役員から頭取に変更し、マーケットリスクに
対する経営の関与をより高めた。これにより、フロントオフィス（取引
実施部署）で発生するリスクは、ミドルオフィスであるリスク管理室

一時牽制
［リスク執行部門］

営業店・本部・グループ会社等

二時牽制
［監査部門］

監査部

による適切なモニタリングを経て、経営トップ層で構成される ALM

収益管理体制の確立と新会計制度への対応

委員会に報告される体制が整った。

統合リスク管理体制へ

BIS 基準へのマーケッ
トリスク規制導入
（日本経済新聞 1998.1.12）
※26

従来の信用リスクアセットにマーケッ

トリスクを加えて分母としたうえで、自己資
本比率8％以上の達成が求められるもの。

98

銀行業務の多様化・複雑化に伴い、さまざまなリスク（信用リスク・
市場リスクなど）およびコストを反映した部門別・営業店別・取引先別

バブル崩壊後、金融機関を取り巻くリスクが高度化・複雑化するなか

の収益管理およびそれに基づく目標設定が、銀行経営に必須の事項と

で、当行もリスク管理体制を整備していった。1998
（平成10）
年に「リ

なっていった。そこで当行は、2002（平成14）年4月に収益管理システ

スク管理システム」が稼働した。これは、ミドルオフィスにおけるマー

ムを導入し、収益管理体制の確立を図った。

ケット取引のリスク管理の厳正化を図るとともに、98年3月期から始
まった BIS 基準へのマーケットリスク規制導入

※26

に対応するもので

あった。
その後も金融自由化・国際化の進展や金融技術の高度化などにより、

具体的には、資金粗利益については本支店レート方式に代えて
スプレッドバンキングを、経費については ABC（Activity Based
Costing= 活動基準原価計算）方式を、信用コストについてはみなし引
当制度を導入し、信用コスト控除後収益や同収益の資産に対する収益

第2部

第2章 バブル崩壊と経営体質の強化

99

1991（平成3）–2001（平成13）

率である RAROA（Risk Adjusted Return On Assets）等による収益
管理を定着させていった。加えて、03年下期より部門別リスク資本配
賦を本格導入し、資本コスト控除後純益（通称 RACC=Return After

金融自由化の進展に伴い、業務の多様化・高度化・専門化に対応した

Capital Cost）による部門別収益管理を開始した。なお後年にはなる

人材の育成・活用が重要となる一方、職員の価値観や将来の目標も多

が、収益管理システムは 10年12月に更改し、算出データの拡充や利

様化してきた。このように社会環境が変化するなかで、従来の全員一

便性向上を図った。

律の人事制度では、個人の希望・能力等に応じた公平・公正な処遇を実

財務会計においては、信頼できる公正・透明な枠組み・ルールの整

現することが難しくなってきたことから、1997（平成9）年4月、職員

備の一環として新たな会計制度が順次導入され、当行も対応してきた。

個々人が自身のキャリアプランに応じて、自由にコースを選択できる

具体的には、連結財務諸表中心の開示への移行（1999年3月期）、税効

複線型人事制度を導入した。選択可能な 3コースを次のとおりとした。

果会計導入（99年3月期）、金融商品に関する時価会計導入（2001年3
月期）、四半期決算開示（06年3月期）などであった。

21世紀を迎えるにあたって、全世界的な問題として注目されたの
※27

が、「西暦2000年問題」 であった。当行は、この問題は重要な経営

※27

西暦2000年問題…コンピュータが年

数を西暦の下2桁で認識している場合、
「2000

タが誤作動を起こしたり停止したりする可能
性があるという全世界的な問題。

内容

比較的複雑・高度な判断が必要な業務に従事。特定の職位（副
C（キャリア）
支店長・所長・主任調査役など。のちに支店長なども加えられ
コース
た）まで就くことができ、転居を伴う異動はなし
E（エキスパート） ある程度限定された業務範囲での担当業務に従事。転居を伴
コース
う異動や関連会社以外への出向はなし

課題と認識し、頭取を委員長とする「コンピュータ西暦2000年問題対

なお、一定年齢達齢時に選択コース見直しの機会を設けたほか、毎

策委員会」を設置して、全行的な体制を構築した。そして、以下の事項

年1回、本人の申請に基づき筆記試験・面接等を経たうえでコース転

を中心に万全を期した結果、特段の問題なく終息した。

換を可能とした。

①当行が保有するすべてのシステムおよびマイクロコンピュータ搭

研修の強化

載機器のテスト・プログラム修正

年」が「00年」と表示され、これを「1900年」
と誤認識してしまうことにより、コンピュー

コース

G（ゼネラル） 複雑・高度な判断が必要な業務全般に従事。あらゆる職位に就
コース
くことができ、異動等に制限なし

コンピュータ西暦2000年問題への対応

西暦2000年問題
（日本経済新聞 1999.2.9）

複線型人事制度の導入

② EB 契約先等、取引先への対応

1998（平成10）年4月、当行創立50周年記念事業の一環として建設

③危機管理計画の策定および訓練の実施

を進めてきた「ちばぎん研修センター」が千葉市稲毛区長沼町に完成
した。大小の研修室や機械研修室をはじめ、受講者用の宿泊室（65部

9

人事制度の変遷

屋）、食堂・談話室などを備え、人材育成をさらに強化していくうえで、
ハード面のインフラは整った。当行では、これを機に 98年度を「研修
元年」と位置づけ、以後一層効果的かつ効率的な研修の企画・運営に

人事考課制度の改定
※28

人事考課制度…年度初めに職員が設定

した 1年間の目標を、年度末に職員が自己評
価したうえで所属長が査定するもの。その結
果は実績評価と合わせて、給与や職階・等級
の改定に反映される。

1994（平成6）年4月、制定以来約30年が経過した人事考課制度

努め、次のような研修を新設・拡充した。
※28

について、人材育成機能強化の観点から抜本的に見直した。具体的に
は、新たに「実務能力項目」を明確にし、これを評価するとともに、昇
格適性確認テストを導入するなど、能力開発型の人事考課制度に改定
した。これにより当行の人事評価制度は、職位・担当業務ごとに求め
られる実務能力評価を中心とした「行動評価」
（人事考課）と、営業実績
などを中心とした「実績評価」
（賞与査定）の二本立ての構成になり、現
在に至っている。
研修センター
（1998年4月開設）
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1991（平成3）–2001（平成13）

研修センターでの新入行員研修

項目

内容

新入行員研修の
レベルアップ

新センターに設置された機械研修室や模擬店舗を活用した研
修を追加

投資信託研修

投資信託の窓販解禁に備え、担当から支店長まで全層を対象
に投資信託の基礎知識やセールス手法の習得等を目的とした
研修。のちに常設化

トレーニー制度
の拡充

公募により選抜した職員の派遣先に市場営業部や東京三菱銀
行、早稲田大学大学院を追加

10

地域に根差した広報活動と貢献活動

さまざまなメディアでの PR
金融自由化等の進展に伴い、銀行業界の広告規制も逐次緩和され、
1990（平成2）年6月にラジオ CM、91年1月にはテレビ CM が解禁さ
れたため、当行は、地元千葉の FM 放送局エフエムサウンド千葉（現・

支店長の公募制度
2001（平成13）年に行内公募による支店長選抜が初めて実施され、

ベイエフエム）と千葉テレビ放送で CM を開始した。

ジェフ通帳・レイソル通帳

93年10月および 95年3月、地元千葉県の J リーグサッカーチーム
「ジェフユナイテッド市原」
（現・ジェフユナイテッド市原・千葉）と「柏

小論文および面接による選考を経て、10月の人事異動で 6名を支店長

レイソル」のロゴとキャラクターをデザインした通帳とキャッシュ

として登用した。現在では、都内店営業担当や本部企画担当など対象

カードの取扱いを開始した。なお、95年から毎年、当行と関連会社と

職務を拡大し、意欲ある職員の自律的なキャリア形成ニーズに応える

の特別協賛で「ちばぎんカップ」を開催しているが、これは両チームの

「キャリア・セレクトプラン（職務公募制度）」に拡充した。

プレシーズンマッチという位置付けでもある。
また、96年4月、親しみやすく好感がもたれるキャラクターとして

福利厚生施設の設置・改廃
1994（平成6）年12月、創立50周年記念事業の一環として、千葉市

※29

「タンタン＆スノーウィ」 を採用、通帳・キャッシュカードに追加し
たほか、現在に至るまで各種頒布品やポスター、カレンダー等にも継
続して使用するなど、当行のキャラクターとして定着している。

中央区千葉寺町にあった「ちばぎんクラブ」を千葉市中央区汐見丘町

タンタン&スノーウィ通帳・キャッシュカード
※29

タンタン＆スノーウィ…1929年の誕

生以来、ヨーロッパを中心に世界中の人々に
愛され親しまれてきたベルギーの絵本。

に移転オープンした。レストラン・談話室・和室などを備え、取引先
との懇親や職員・OB などの親睦の場として活用されている。保養所
としては、96年7月に「鵜原海浜荘」を勝浦市崖塚にリニューアルオー
プンした。社宅・寮としては、93年7月に「四街道社宅」、97年5月に
は「馬橋寮」
（男子寮）を新設した。一方で物件費削減と資産効率化の観
ちばぎんクラブ

点から、多くの施設を廃止した（P87注19参照）。

column12

イメージモデル
当行では、さまざまなイメージモデルを起用し企
業イメージの向上・商品 PRに努めてきた。

年齢層から人気の高い酒井和歌子をポスターやテレ
ビ CMに起用した。

1994
（平成6）
年5月、
ドラマ・バラエティ番組・CMな

09年、木更津出身の若手タレントで、気象予報士

どを中心に幅広く活動していた若手タレントの奥山佳

としても活躍する歌原奈緒をポスターやテレビ CM

恵を起用し、当行のスローガン「いつもお近くに いつ

に起用し、
「ちばぎん 未来を育む宣言」の広告を展開

も温かく」をコンセプトに、ポスターやテレビ CM でお

している。

客さまの
「元気生活」
を応援する当行をアピールした。
2001年のウィンドーポスターではジャズヴォーカ
リストの鈴木重子を起用、
「Someone to Watch
Over Me」
をはじめとするスタンダードナンバーのタ
イトルをキャッチコピーにして展開し、
「お客さまにご
満足いただき、信頼され、選ばれる銀行」を目指す当
行の姿勢を打ち出した。
03年のウィンドーポスターにはタレントの片岡鶴
太郎が登場、俳優・ボクサー・画家など、多彩な領域
で活躍の場を広げる同氏に「時代を見据え、お客さ
まのための『次』を考え、
“変化し続ける ちばぎん”
」
を重ね合わせて表現した。
06年からは、大量退職を控えた団塊世代を主な

片岡鶴太郎のウィンドーポスター

ターゲットとして、映画やテレビドラマで活躍し中高
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1991（平成3）–2001（平成13）

96年12月、インターネットが広く社会に普及したことを受け、顧
客と当行とをつなぐ新たな接点として「ホームページ」を開設した。主
な内容（コンテンツ）は、当行の概要、ニュースリリース、商品・サービ
スの案内のほか、季節に応じた千葉県の行楽情報などを提供し、幅広
い層の人たちに訴求しようとするものであった。その後、随時リニュー
※30

Gomez（ ゴメス）…投資信託をはじめ

各種金融商品の客観的な評価・比較を行う世
界的な企業「モーニングスター」社のウェブサ

アルが施され、2011年、12年の「Gomez

※30

地方銀行サイトランキン

創立50周年記念事業
当行は 1993（平成5）年3月に創立50周年を迎え、これを機に、以下
のような福祉・環境関連の記念事業を行った。
92年4月、千葉大学看護学部に寄付講座「家族看護学講座」を開設し
た。本講座では、ライフサイクルに対応した看護方法、家族による高
齢者への介護支援方法などの研究を 5年にわたり行った。また、同年

グ」で 2年連続第1位の評価を受けている。

11月には、千葉県長寿ふれあいセンターに「ひまわり基金」を創設し

イト評価分析を行うセクション。

ディスクロージャーの充実

た。基本財産は 1億円で、
「健康福祉フェア」や「ふれあいフェスティバ
ル」の開催など、高齢者の生きがいと健康づくりに向けた事業に活用

1982（昭和57）年4月施行の新銀行法には、銀行に対する公共性・社

千葉大学への寄付講座

された。

会性の要請が強くなってきたことなどを踏まえ、新たにディスクロー

92年10月から 94年8月まで取り扱った「ちばぎんみどりの口座」で

ジャーの規定が盛り込まれ、銀行業務および財産の状況に関し、縦覧

は、
（社）千葉県緑化推進委員会の「みどり豊かなふるさとづくり活動」

制度の法制化等、従来以上の情報公開が求められた。これに呼応して

に、顧客が手軽に参加できる仕組みを提供した。顧客が指定した普通

当行は、それまで発刊していた「千葉銀行のあらまし」を見直し、83年

預金などの利息の 20％相当額を同社団法人に寄付するもので、当行

3月期から開示内容をさらに詳細化したディスクロージャー誌を発行

から同額の寄付を合わせて総額は 1,300万円余りとなった。

した。バブル崩壊後は不良債権について段階的に詳細な開示を行うこ

92年12月に千葉日報社と共同で「ちば環境文化賞」を創設した。こ

ととなり、破綻先債権、延滞債権、銀行法に基づくリスク管理債権お

の賞は、自然保護や生活環境の向上に努めた個人・団体を顕彰し、そ

よび金融再生法開示債権などを順次開示した。

の芽を広く県民のなかに育てていくことを目的とした。

開設当時のホームページ

ディスクロージャー誌

コミュニティ誌

column13

1984
（昭和59）
年3月に地域コミュニティ誌「ぱれっと」
（季刊）
を創刊した。地域
のイベント情報やレストラン等の紹介など、お客さまに楽しく役立つ地域・生活情
報を提供し、千葉県への愛着を深めていただくことを趣旨として営業店の窓口や
キャッシュコーナーで配布した。
99
（平成11）
年2月には、
「ぱれっと」
に代わり
「Lounge ラウンジ」
（季刊）
を創刊した。
これには、地域の情報に加え当行の決算概要や商品・サービスなどをわかりやすく掲
載し、お客さまに当行のことをより理解してもらう、ディスクロージャーとしての側面
をもたせた。表紙にはイメージキャラクターの「タンタン＆スノーウィ」を起用した。
2013年4月には、第58号となる「ラウンジ」を70周年記念事業特集号として発

「ぱれっと」と「ラウンジ」

刊した。
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