ちばぎんグループのESGへの取組み
ちばぎんグループでは、ESG
（環境・社会・ガバナンス）
課題へ積極的に取り組み、持続可能な地域
社会の実現に貢献してまいります。
Environment ～環境～
環境に配慮した店舗設備

C O 2削減を目指し、新設・移転する店舗では、太陽光発電システムや

屋上緑化設備などを導入しており、2 0 17年6月末現在、12店舗に太陽
光発電システム、3店舗に屋上緑化設備を設置しています。
また、営業車に燃料電池自動車やハイブリッドカーを導入し、地球温暖
化対策を進めています。

森林整備活動

山武市蓮沼にて、「ちばぎんの森（第４）
」森林整備活動を実施していま

す。この活動は松くい虫や津波の被害により、失われつつある海岸保安
林の再生を目的としたもので、これまでの「ちばぎんの森（第１～３）
」同様、
当行役職員やOB・OGのボランティアにより、定期的に草刈り等の育樹活
動を行っています。

Social ～社会～
金融教育への取組み

小中高生や教職員、自治体、 異業種企業向けに職場体験の受け入れ

や出張授業を実施している他、 毎年、 千葉興業銀行と全国高校生金融
経済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」千葉大会を共催するなど、あら
ゆる世代にお金の大切さ、 金融の仕組みや消費者としての正しい知識を
学んでもらうため、 金融教育に取り組んでいます。
また、 創立7 0周年を記念して開設した「ちばぎん金融資料室」では、
当行と千葉県の金融の歴史がわかる史料展示のほか、お金にまつわる豆
知識を楽しみながら学べる体験型展示も行っています。

福祉への取組み

地域の社会福祉活動を支援し、活力のある温かい地域社会を実現する

ため、千葉県内の社会福祉事業を資金面で助成する「ちばぎんハートフル
福祉基金」を設定しています。2016年9月には、11団体に8百万円の助
成金を交付しました。
また、障がい者雇用の一層の促進を図るために設立した「ちばぎんハー
トフル株式会社」は、2 0 17年4月には業務開始10周年を迎え、現在2 8
名の障がいのある方を雇用し、自立を支援しています。
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Governance ～ガバナンス～
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当行では、
「揺るぎない信頼の確保」、
「法令等の徹底した遵守」、
「反社会的勢力との関係遮断」、
「透明な経営」

などからなる「千葉銀行の企業倫理」を全ての企業行動の基本としているほか、2017年度～2019年度を計画期間
とする中期経営計画「ベストバンク2020 Final Stage－価値共創の3年」においても、取り組むべき課題として「ＥＳ
Ｇ課題への積極的・能動的な対応」
を掲げ、コーポレート・ガバナンスの一層の高度化に取り組んでおります。
これらを遵守・実現し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実に努め、多様なステークホルダーとの適切
な協働をつうじて持続可能な地域社会の実現に貢献するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を
図ってまいります。
取締役・取締役会

取締役会は、社外取締役3名を含む12名の取締役で構成され、経営方針やその他重要事項を決定するとともに、

取締役及び執行役員の業務執行を監督しています。
また、当行では執行役員制度を導入し、重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う取締役と、業務を執行す
る執行役員とで役割分担を明確にしています。
監査役・監査役会

当行は、5名の監査役のうち過半数の3名を社外監査役とする監査役会設置会社の形態を採用しています。特に社

外監査役2名を含む3名の常勤監査役が、取締役会をはじめとする重要会議への出席及び重要書類の閲覧等をつうじ、
業務執行状況について客観的・合理的な監査を行っており、当行の経営に対する監督機能を十分に果たしています。
委員会等

重要な経営議題については経営諮問委員会、取締役候補者の選任及び報酬案等については、独立社外取締役

が委員の過半数を占める指名諮問委員会、報酬諮問委員会にて審議する体制としています。
内部監査

被監査部門から独立した内部監査部門である監査部については取締役会が直轄し、「内部監査規程」及び年度毎

に取締役会で決定する「内部監査計画」に基づき、本部、営業店及び子会社等の内部監査を実施しています。監
査結果、指摘事項等は原則月1回開催される内部監査委員会に報告されるとともに、毎月取締役会に報告されており、
コンプライアンス及びリスク管理上の問題点や改善策等の検討が行われています。
グループ管理体制

当行の子会社各社は、当行のコンプライアンス規程、各種リスク管理規程等に準じて諸規程を定めるとともに、

各社のコンプライアンスやリスク管理を当行の管理部署が統括する体制とし、さらに、当行の内部監査部署が各社
の内部監査を実施して、当行グループ全体の業務の適正性を確保しています。

コーポレート・ガバナンス体制
株主総会
経営諮問
委員会

取締役会

指名諮問
委員会

頭取

報酬諮問
委員会

経営会議

監査役会
監査役

（内部監査部門）

監査部

組織形態

監査役設置会社

取締役の人数

12名

うち社外取締役の人数

3名

監査役の人数

5名

うち社外監査役の人数

3名

独立役員の人数

6名※

※ 社外取締役3名、社外監査役3名
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内部統制システムの整備に係る基本方針
当行は、業務の適正を確保する体制（内部統制システム）の整備に係る基本方針を次のとおり取締役会で定め、本方針に基づき、

質の高い経営体制の構築に努めています。

1. 取
 締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
（4）取締役の職務の執行については、
「組織規程」
「職務権限規程」
、
「業
、
保するための体制
務分掌規程」等において執行権限・執行手続等を定め、効率的
（1）
「千葉銀行の企業倫理」や「行動指針」を定めた「コンプライア
な業務運営を図る。
ンス規程」を制定し、役職員の行動指針を明確にするとともに、
5. 当
 行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を通じ、
るための体制
その徹底を図る。
（1）当行及びその子会社から成る企業集団（以下「当行グループ」と
（2）市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展
いう。
）
における業務の適正を確保するため、
当行は子会社各社
（以
を妨げる反社会的勢力とは断固として対決し、関係を遮断する。
下「各社」という。
）に対し、必要に応じて取締役及び監査役を派
（3）コンプライアンスに関する重要事項を審議する「コンプライアン
遣し、一体的な管理体制を整備する。
ス委員会」を設置するとともに、コンプライアンス統括部署を定
（2）各社は、当行のコンプライアンス規程、各種リスク管理規程等に
める等、コンプライアンス体制を整備する。
準じて諸規程を定めるとともに、各社のコンプライアンスやリスク
（4）コンプライアンス充実のための実践計画である「コンプライアン
管理を当行の管理部署が統括する体制とし、さらに、当行の内部
ス・プログラム」を定期的に策定して、これを実施する。
監査部署が各社の内部監査を実施して、当行グループ全体の業
（5）取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項の決定を行うと
務の適正を確保する。
ともに、定期的にコンプライアンスに関する報告を受ける。
（3）各社の重要な業務執行にあたっては、当行へ適時・適切に協議・
（6）監査役及び業務執行部門から独立した内部監査部署は、コンプ
報告を行う体制とするとともに、当行と各社の役員が定期的に意見
ライアンス体制の有効性及び適切性等、コンプライアンスに関す
交換を行い当行グループの経営課題について情報を共有化する。
る監査を行う。
（4）当行及び各社は、相互に不利益を与えないよう銀行法の定める
（7）役職員の法令違反等に関する通報を職員等から直接受け付ける
アームズレングスルールを遵守する。
内部通報制度を整備し、制度に基づいて通報を行った職員等に
（5）当行及び各社は、財務報告に係る内部統制規程を制定するととも
不利益な取扱いを行わないようにするなど適切な運用を図る。
に、内部統制統括部署を定める等、財務報告の信頼性確保のた
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
めの体制を整備する。
取締役の職務の執行に係る情報については、法令の定めによるほ
6. 監
 査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取
か、行内規程により議事録・稟議書等の重要な文書等を適切かつ確
締役からの独立性に関する事項
実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
（1）監査役の指揮命令のもとで監査役の職務を補助すべき使用人と
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
して、監査役補助者を任命する。
（1）
「リスク管理の基本方針」及び各種リスク管理規程を定め、各種リ
（2）監査役補助者は業務執行に係る役職を兼務しないこととするとと
スクの管理部署及び当行全体のリスクの統合管理部署を明確に
もに、人事異動等については、監査役の同意を得ることとし、取
する等、リスク管理体制を整備する。
締役からの独立性を確保する。
（2）取締役会は、リスク管理に関する重要事項の決定を行うとともに、
7. 取
 締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
定期的にリスク管理に関する報告を受ける。
その他の監査役への報告に関する体制
（3）監査役及び内部監査部署は、リスク管理体制の有効性及び適切
（1）取締役は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見し
性等、リスク管理に関する監査を行う。
たときは、直ちに監査役会に報告する。
（4）大規模災害、大規模システム障害等、不測の事態を想定した危
（2）前記に関わらず、監査役会は必要に応じて、取締役及び使用人に
機管理計画を策定し、必要に応じて訓練を実施する。
対して報告を求めることができる。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）取締役会において中期経営計画・営業施策等重要な職務の執行
（1）取締役会ほか重要会議への出席、内部監査部署・会計監査人と
を決定するとともに、その進捗等について報告を受ける。
の連携等を通じ、監査役の監査の実効性を確保する。
（2）取締役会決議により定める取締役及び執行役員にて構成する「経
（2）代表取締役は監査役と定期的に意見交換を行い、相互認識と信
営会議」において、取締役の職務の執行に関する事項を幅広く
頼関係を維持する。
協議する。
（3）監査役の職務の執行に必要な費用は、監査役の請求に応じて当
（3）執行役員制度の採用により、意思決定及び取締役の監督機能と、
行が負担する。
業務執行機能を分離し、意思決定及び業務執行の迅速化・効率
化を図る。
以 上

内部統制システムの運用状況の概要
2016年度における当行の業務の適正を確保する体制
（内部統制システム）
の運用状況の概要は、次のとおりです。
1. 取締役の職務の執行
討などについて、都度審議を行い、重要な事項を取締役会へ報告い
「定時取締役会」を 12 回、
「臨時取締役会」を 4 回開催し、中期経
たしました。また、内部通報窓口を追加設置し、さらなる態勢強化を
営計画の策定など重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の
進めるとともに、通報者保護ルールを適切に運用いたしました。
（基本
職務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の知見を
方針１（１）～（５）
、
（７）
）
活用するため、同取締役 3 名が委員となっている「経営諮問委員会」
4. 当行グループにおける業務の適正の確保
を 2 回開催いたしました。さらに、取締役会において指名された取締
各社への取締役及び監査役の派遣、当行の管理部署による各社のコ
役で構成される「経営会議」や、
取締役及び執行役員で構成される「業
ンプライアンスやリスク管理の統括、当行の内部監査部署による各社
務執行会議」を合計 46 回開催し、取締役の職務の執行に関する事
への内部監査の実施等により、当行グループにおける業務の適正の
項を幅広く協議しております。
（基本方針１、２、３、４）
確保に努めております。また、各社の重要な業務執行について、当行
2. リスク管理体制
へ適時・適切に協議・報告を受けましたほか、定期的な意見交換を行
「ALM 委員会」
を 12 回、
「信用リスク管理委員会」
を 4 回、
「オペレーショ
うなど、各社の管理・支援の強化に取り組みました。
（基本方針５）
ナル・リスク管理委員会」を 4 回開催し、リスク毎の対応方針を協議
5. 監査役監査の実効性の確保
いたしましたほか、
四半期毎に
「統合的リスク管理の状況」
、
半期毎に
「市
監査役会設置会社の形態を採用し、監査役は、取締役会をはじめとす
場・流動性リスクの状況」
、
「信用リスクの状況」等を取締役会へ報告
る重要会議への出席、重要書類の閲覧、本部・支店への往査、取締役・
いたしました。また、サイバーセキュリティに関する態勢整備を進めた
部長へのヒアリング、グループ監査役会議等を通じ、客観的・合理的
ほか、危機的な事態の発生を想定した対策本部立上げ訓練や重要業
な監査を実施いたしました。また、監査役は、代表取締役及び社外取
務取扱訓練等を実施いたしました。
（基本方針３（１）
、
（２）
、
（４）
）
締役と定期的に意見交換を行っております。なお、監査役は、内部監
3. コンプライアンス体制
査部署、
会計監査人と十分な連携を確保しております。
（基本方針１
（６）
、
「コンプライアンス・プログラム」を取締役会で策定いたしましたほか、
３（３）
、６、７、８）
「コンプライアンス委員会」を 12 回開催し、同プログラムの実施状
況やコンプライアンス違反に係る真因分析にもとづく再発防止策の検
以 上
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