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経営の基本方針
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お客さまや地域社会のパートナーとして
「カスタマー・エクスペリエンス」の
向上を目指して

経　営　方　針

　千葉銀行グループは、千葉県を主要な地盤とする地域金融機関として、「お客さま
や地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な発
展に貢献する」ことが果たすべき使命であると認識しております。今後ともこの姿勢
を堅持し、グループ全社が一体となって、質の高い金融商品・サービスの提供など、
お客さま満足度の向上につながる諸活動を展開するとともに、地域社会の発展に積極
的に貢献してまいります。また、これらをつうじ、株主・投資家の皆さまからもご支
持をいただけますよう努めてまいります。
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組織体制図・企業データ

株主名 所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を�
除く）の総数に対する�
所有株式数の割合（%）

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 56,139 7.55

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 35,615 4.79

日本生命保険相互会社 26,870 3.61

第一生命保険株式会社 26,230 3.53

損害保険ジャパン日本興亜
株式会社 18,537 2.49

明治安田生命保険相互会社 18,291 2.46

住友生命保険相互会社 17,842 2.40

株式会社三菱UFJ銀行 17,707 2.38

STATE STREET BANK 
AND TRUST COMPANY 
505223

14,576 1.96

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口5） 13,406 1.80

（注） 1.  上記の他、株式会社千葉銀行名義の自己株式72,709千株があります（株主名
簿上は、株式会社千葉銀行名義となっていますが、実質的に所有していない株
式1千株を除く）。

 2.  所有株式数は千株未満を切り捨てております。
 3.  発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は小数点第3

位以下を切り捨てております。
 4.  損害保険ジャパン日本興亜株式会社は2020年4月1日付で損害保険ジャパン株

式会社に商号変更しております。

株主総会

取締役会

頭　取

指名・報酬・経営諮問委員会

経営会議

監査役会
監査役

監査役室

監査部事務企画部
システム部
業務集中部
事務サービス部

オペレーション本部

経営企画部
広報部

経営管理部
新本部棟準備室

企画本部

コンプライアンス・
リスク統括部
品質管理部

管理本部

企業サポート部
ローンサポート部

（審査部門）
人材育成部

秘書室
ダイバーシティ推進部

（人事・秘書部門） （内部監査部門）
営業本部

営業企画部
営業支援部
法人営業部
地方創生部
信託コンサルティング部
ローン営業部
カード事業部
市場営業部
市場業務部

※諸計数は原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しています。

社 名
設 立
本 社 所 在 地
従 業 員 数
発 行 済 株 式 数
総 資 産
預 金
貸 出 金
資 本 金
総自己 資 本 比 率

株式会社千葉銀行
1943（昭和18）年3月
千葉市中央区千葉港1-2
4,154人
815,521千株

（単体）15兆5,370億円
（単体）12兆7,889億円
（単体）10兆6,165億円
1,450億円
連結12.12％　
単体11.57％

拠 点
国内  183店舗（本支店159、特別出張所5、出張所16、仮想店舗3） 

両替出張所 3か所  
店舗外現金自動設備 49,371か所  

（うちイーネットとの提携による共同ATM 12,349か所、セブン
銀行との提携による共同ATM 23,389か所、ローソン銀行
との提携による共同ATM 13,330か所）

海外  3店舗（ニューヨーク、香港、ロンドン）  
3駐在員事務所（上海、シンガポール、バンコク）

組織体制図� （2020年6月26日現在）

プロフィール� （2020年3月31日現在） 大株主の状況� （2020年3月31日現在）
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千葉銀行WEBサイト

https://www.chibabank.co.jp/company/

https://www.chibabank.co.jp/company/sustainability/

https://www.chibabank.co.jp/company/ir/
library/

企業・IR情報

持続的経営（サステナビリティ経営）

IRライブラリ
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報告対象期間
対象期間：2019年4月～2020年3月

（一部、2020年4月以降の情報を含みます。）

本書は、千葉銀行グループの「持続的経営」
に向けた取組みをステークホルダーの皆さま
にわかりやすくお伝えすることを目的として
編集しました。本書をつうじて、「カスタマー・
エクスペリエンス」の向上を目指す基本的な
考え方をご理解いただきますようお願い申し
上げます。

統合報告書の発刊にあたって
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取締役頭取　 佐久間　英利

経営環境
わが国経済は、世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症により多大な

影響を受け、景気の先行きに対する不透明感は高まっています。
一方で、当行の主要営業地域である千葉県は、首都圏に位置し、圏央道

や北千葉道路といった交通インフラの整備や成田空港の機能拡張に伴う周辺
開発等も行われるなど、中長期的には大きな経済成長が期待されています。

当行は、お客さまの持つ課題解決に向けて有益な提案・支援を継続的に行
うとともに、新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けたお客さまに対する
サポートにも全力で取り組み、地域経済の活性化に貢献していきたいと考えて
います。

前中期経営計画の総括
前中期経営計画「ベストバンク2020 Final Stage―価値共創の3年」では、

厳しい環境変化を勝ち抜く「リテール・ベストバンク」グループをつくりあげる
ための3年と位置づけ、さまざまな施策を実施した結果、安定した利益水準を
確保することができました。また、法人向けのアドバイザリー業務などの課題
解決型の営業、融資や店頭・店内業務における抜本的な効率化、アライアン
スやパートナーシップといった他行連携の深化などにより、経営基盤の強化を
図ることができました。

新中期経営計画の狙い
経営環境の認識や前中期経営計画での成果を踏まえ、2020年4月からの3

か年を計画期間とする第14次中期経営計画「NEXT STEP 2023 ～未来へ、
つながる・超える～」を策定しました。
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新たな金融企業
グループへの変革

Ｐｒｏｆilｅ

1976年当行入行。
市場営業部長、経営企画部長を歴任
し、2003年6月取締役就任、2009
年3月取締役頭取に就任。
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新中期経営計画では、千葉銀行グループの果たすべき使命が「お客さまや
地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続
的な発展に貢献する」ことであるという認識のもと、その実現に向けて「金融
機能の深化と地域金融の新たなモデル構築による『カスタマー・エクスペリエ
ンス』の向上」をビジョンとして掲げています。

銀行の枠組みを超えてお客さまのニーズへの対応を進めていくことで、お客
さまと深くつながり、将来にわたって必要とされる金融企業グループになるこ
とを目指していきます。

4つの基本方針
新中期経営計画では、4つの基本方針を掲げています。

基本方針Ⅰ「お客さまに寄り添い共に進化し続けます」
基本方針Ⅰでは、千葉銀行グループの既存業務をお客さま起点で進化させ

ていくことで、お客さまや地域社会にとって真に価値あるサービスを提供して
いくことを目指します。

個人のお客さまに対しては、生活に寄り添った相談相手となることを目指し
ています。お客さまのライフプランシミュレーションを行う「ライフデザインシ
ステム」を営業店に導入し、ライフイベントに沿った最適なサービスを提供し
ていくとともに、相続関連業務をつうじて、お客さまの資産状況に合わせた
サービスを提供していきます。

法人のお客さまに対しては、多種多様な経営課題を解決する最良のパート
ナーとなることを目指しています。事業性評価をつうじて、経営課題の一層の
把握に努め、アドバイザリー業務によるコンサルティング機能や外部パート
ナーを活用しながらビジネスマッチングなどの機能を提供していきます。

また、地域社会の発展や地域経済の活性化を図るため、引き続きグループ
一体となって「地方創生」に積極的に取り組んでいきます。「ちばぎん古民家
事業支援融資制度」では、地域の観光振興や雇用創出につながる事業の支
援に取り組んでいます。

さらに、店舗については、お客さまとの接点を確保しながら、運営の効率
化により最適なサービスを提供できるようネットワークの見直しを行っていきま
す。本年4月には、県南部の安房地区の営業店を統括する館山エリア営業部
を新設するなど、エリア単位で店舗ネットワークの再構築に着手しています。
また、リモート端末やコールセンターなどによりお客さまにとっての利便性と相
談機能の向上を図っていきます。

基本方針Ⅱ「お客さまの未来のために新たな価値を創造し続けます」
基本方針Ⅱでは、将来を見据え、新たなサービス・事業領域の開拓を目指

します。
新中期経営計画のビジョンを達成するためには、デジタル技術や情報資源

の活用が特に重要になります。「ちばぎんアプリ」等をつうじて、デジタル技
術やあらゆる情報の活用などにより、非金融分野も含めた多種多様な機能を
拡充させることで、お客さまに新たな価値を提供していきます。
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基本方針Ⅲ「提携戦略を高度化します」
基本方針Ⅲでは、他行連携を一段と深化させるとともに、高齢者ビジネスな

ど、金融以外のさまざまな異業種との連携を目指します。
「TSUBASAアライアンス」では、広域かつ大規模な連携によりスケールメ

リットを活かした事業の展開と、アンチマネーローンダリングをはじめとした各
種業務の共同化や高度化を進めていきます。
「千葉・武蔵野アライアンス」では、あらゆる分野での連携を志向した相対で

の協業を目指し、首都圏でのプレゼンス向上を図っていきます。昨年10月には
両行が相互に店頭業務を代理する共同店舗として池袋支店を新設しました。

昨年7月に締結した「千葉・横浜パートナーシップ」では、地方銀行トップ
行同士のノウハウを活用した先進的なサービスや新事業の創出を進めていきま
す。昨年10月には、新たな事業領域に挑戦していくため、「新事業共創プロ
ジェクト」を設置しました。

基本方針Ⅳ「サステナブルな経営を実現します」
基本方針Ⅳは、新中期経営計画のビジョン実現に向けた土台となるものです。
人材については、育成人材枠を活用することで職員の専門性を高めるとと

もに働き方改革の定着を図っていきます。加えて、新たな発想を生み出す企
業風土を醸成するため、引き続き意欲のある女性をはじめ多様な人材が活躍
できるような組織づくりなど、ダイバーシティを積極的に推進していきます。

また、店内業務の効率化や融資・ローン業務の効率化をさらに進めていき
ます。営業店においては、窓口受付システム「TSUBASA Smile※1」の導入
を継続的に進めるほか、本部集約等により業務の生産性を高め、お客さまへ
の対応に専念できる環境整備や人員再配置を積極的に進めていきます。

現在建築中の新本店ビルについては、地域社会との共生のシンボルとして、
事業継続体制（BCP）の強化を図り、地域のお客さまとの交流拠点としても
活用していく予定です。

千葉銀行グループでは、中長期的に社会価値と経済価値の両立を目指す
「持続的経営」の考え方に基づき、昨年5月に「ちばぎんグループSDGs※2宣
言」を公表し、地域のESG※3課題に主体的に取り組んでいます。特に環境面
では、昨年秋に千葉県は相次ぐ大型台風に襲われ、多大な被害を被りました
が、こうした大型台風の発生の背景には、地球温暖化の影響があると言われ
ています。当行では、昨年12月に気候変動リスクに関する財務的影響の開示
を求めるTCFD（気候変動関連財務情報開示タスクフォース）による提言に賛
同を表明し、地球温暖化の主因とされるCO₂（二酸化炭素）の排出量の削減
と気候変動に伴う当行への影響の分析を進め、開示に努めていきます。

ガバナンス面では、2018年にグループチーフオフィサー制を導入しており、
本年4月には、グループCDTO※4（最高デジタル・トランスフォーメーション
責任者）を配置しました。グループCDTOは、デジタル・トランスフォーメーショ
ン※5の実現に向けたグループ全体のデジタル戦略の統括責任者としての役割
を担い、デジタル戦略推進に向けたグループの態勢強化を図っていきます。
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※2： SDGs：
Sustainable 
Development 
Goalsの略語。
2015年に国連で
採択された2030
年までの持続可能
な開発目標のこと。

※1： TSUBASA Smile：
ナビゲーション機
能等を備え、お客
さまとの画面操作
で手続きを進める
窓口受付システム。

※4： CDTO： 
Chief Digital 
Transformation 
Officerの略語。

※5： デジタル・トランス
フォーメーション：
デジタル技術を活
用したビジネスモ
デルの変革のこと。

※3： ESG：
Environment（環
境）、Social（社会）、
Governance（ガ
バナンス）の3分野。
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お客さまとともに新たな金融企業グループへ
昨年秋の台風や、新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受

けたお客さまも多くいらっしゃいます。当行では、専門の相談窓口を設置する
とともに、各種融資制度等を活用した緊急支援融資をつうじて、お客さまの
支援に全力を尽くしております。また、新型コロナウイルスの感染拡大時にお
いても交替勤務を実施し、お客さまや職員の感染防止に最大限配慮しながら
金融サービスの維持に努めました。いかなる場合においても、お客さまや地
域社会に対して、円滑な資金供給をはじめとする各種金融機能を維持していく
ことは、当行の使命であると認識しています。

当行は、千葉県の発展とともに成長し、お客さまとともに進化を続けてまい
りました。新中期経営計画期間中には、新本店ビルの竣工や創立80周年な
ど、さまざまな節目を迎えます。お客さまや地域と深くつながり、既存の銀行
の枠組みを超えた新たな金融企業グループとして、お客さまや地域とともに未
来への歩みを進めてまいります。

そして、多様なステークホルダーの皆さまとともに共通価値を創造（価値共
創）し、「持続的経営」を実現してまいります。

今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

2020年7月

取締役頭取　　佐久間　英利
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