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経営の基本方針

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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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
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報告対象期間
対象期間：2020年4月～2021年3月
（一部、2021年4月以降の情報を含みます。）
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会長メッセージ

取締役会長・グループCEO

佐久間 英利

1976年千葉銀行入行。
市場営業部長、経営企画部長を歴任し、2003年6月取締役、
2009年3月取締役頭取、2021年6月取締役会長に就任。

経営環境
わが国経済は、設備投資や生産・輸出などに持ち直しの動きが見られるものの、新型コロナウイ
ルス感染症の収束が見通せないことから、先行き不透明な状況が続いています。
一方、千葉県においては、交通インフラ整備に関連する豊富な官民プロジェクトや自然災害から
の復興需要などに支えられ、中長期的な経済成長へのポテンシャルを有しているほか、県内景気も
コロナ禍の落ち込みから徐々に回復の兆しがみられます。
当行は、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の資金繰りや経営課題に関す
るご相談に最優先で対応していくとともに、最適な金融サービス、ソリューションを提供していくこと
で地域経済の活性化に貢献してまいります。

中期経営計画の進捗状況
昨年4月にスタートした第14次中期経営計画「NEXT STEP 2023 ～未来へ、つながる・超え
る～」では、
「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」をビジョンに掲げ、お客さま起点でさまざまな施策を展開しています。
特にデジタルチャネルの充実を図っており、これまでに個人のお客さまとの日常的な取引チャネル
となる「ちばぎんアプリ」の機能を全面的にリニューアルしたほか、法人のお客さまには「ちばぎん
ビジネスポータル」の提供を開始しました。
また、地域におけるキャッシュレス決済を推進するため、タッチ決済が可能な「TSUBASA ちばぎん
Visa デビットカード」と、マルチ決済端末の提供による加盟店サービスの普及に努めています。
なお、お客さま向けサービスに限らず、業務効率化、働き方改革などあらゆる面でDX（デジタ
ル・トランスフォーメーション）を実現していくため、グループCDTOを配置したほか、デジタル改
革部を新設し、体制を強化しています。
このような取組みにより、2021年3月期の期末預金残高は前年比1兆3,155億円増加の14兆
1,045億円、同貸出金残高は5,899億円増加の11兆2,064億円となり、連結ベースの経常利益は
同7億円減少の718億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同16億円増加の496億円と、前年
とほぼ同水準を維持しています。
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新たな取組み
本年6月の株主総会を経て頭取を米本努と交代し、私は取締役会長兼グループCEOに就任しまし
た。また、経営陣の新体制発表とあわせ、グループチーフオフィサー（CxO）にあらたにグループ
CHRO（最高人事責任者）を置くことでグループ一体経営を強化しています。
足もとでは新型コロナウイルス感染症の拡大などを背景に社会全体でデジタル化が急速に進んで
おり、企業にとってDX戦略の重要性は日増しに高まっています。当行においても、
「ビジネスモデル
の変革」と「ワークスタイルの変革」のふたつの柱に今回、
「人事戦略の変革」を加え、DX推進のベー
スとなる人材の育成を進めていきます。
行内のみならず、法人のお客さまのデジタル化を支援する「ICTコンサルティング業務」も開始し
ました。生産性向上に向け、業務プロセス上の課題を抽出し、ITツールを活用した解決策を提案し
ます。
このほか、政府が2050年の脱炭素社会の実現を目指す宣言をしたことを踏まえ、トランジション
支援やサステナブルファイナンスなど本業をつうじたESG課題への対応を進めていきます。
新事業の分野では、当行全額出資の地域商社「ちばぎん商店株式会社」が本年7月より営業を
開始しました。同社は、EC事業、購入型クラウドファンディング事業、新商品企画・開発事業にお
いてデジタルとリアルを融合した事業モデルを構築し、地域経済循環のハブとなることを目指してい
きます。また、
「TSUBASA アライアンス」
で連携する第四北越銀行、中国銀行および野村ホールディ
ングスと、個人のお客さまにリモートで金融コンサルティングサービスを提供する合弁会社設立の検
討を開始しています。

持続的経営の実現を目指して
私が頭取に就任したのは、リーマンショックさなかの2009年3月でした。会長に就くまでの12年
間には、マイナス金利の導入やコロナによる経済停滞といったさまざまな困難がありましたが、都内
での店舗網構築や他行との提携戦略などにより、頭取在任中、グループの連結総資産は17兆8
千億円と7兆円以上増加しました。また、ダイバーシティの推進により企業風土の改善に努めました。
当行は、
「お客さま第一主義」を常に念頭におき、千葉県の発展とともに成長してまいりました。
これからも、地域のお客さまとしっかり向き合いながら、昨年秋に竣工した新本店ビルをベースとし
て、既存の銀行の概念にとらわれないソリューションを提供する金融企業グループとして新たな一歩
を踏み出します。
今後は、当行の強みである組織の一体感をしっかり維持・発展させ、米本新頭取をサポートしな
がら、二人三脚で当行の「持続的な経営」を実現していく所存です。
今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
2021年7月
取締役会長・グループCEO

佐久間 英利
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頭取メッセージ

取締役頭取・グループCOO

米本 努

1987年千葉銀行入行。
香港支店長、経営企画部長、営業支援部長を歴任し、
2017年6月取締役、2021年6月取締役頭取に就任。

頭取就任に際して
本年6月25日に頭取に就任しました米本努です。これからも「お客さま第一主義」のもと、当行
の使命である、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してまいります。
頭取就任にあたっての抱負は3点あります。
1点目は、コロナ禍で影響を受けている地域のお客さまをしっかりサポートし、地域金融機関とし
ての責務を全力で果たしていくこと、2点目は、グループ全従業員が安心して働くことができる環境
をしっかり維持していくこと、そして3点目は、既存業務の深掘りと新事業への取組みを両輪で進
め、当行の潜在能力を顕在化させていくことです。
以上を念頭に、地域金融機関としての役割をしっかり果たしてまいります。

取り組むべき経営課題
当行が取り組むべき以下の3点を重点課題と考えています。
まずは、新型コロナウイルス感染症への対応です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているお客さまへの資金繰り支援に引き続き最優先で取
り組んでまいります。影響が長引くにつれ、お客さまのニーズも財務健全性の強化や本業支援、事
業の再構築に変わりつつあることから、アドバイザリー型の伴走支援を一層強化してまいります。飲
食業・宿泊業等は依然として厳しい状況にありますが、業績回復に向け努力しているお客さまも多
く、きめ細かに対応していくことが地域金融機関としての責務であると考えています。
2つ目は、デジタル化への対応です。
コロナ禍でテレワークやリモート会議が定着し、お客さまのニーズも非対面・非接触が顕在化してき
ました。当行においても、
「ちばぎんアプリ」や「ちばぎんビジネスポータル」といったデジタルチャネ
ルをつうじてあらゆる銀行取引を非対面化するとともに、さまざまなチャネルで最新の金融サービスを
提供していくことで、お客さまにより便利に当行をご利用いただけるよう環境を整備していきます。
また、ペーパーレス・印鑑レスなど業務効率化の取組みを徹底的に進め、あらゆる場面でデジタ
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ル化を進化させていきます。さらに、
「ICTコンサルティング業務」をつうじて、法人のお客さまのデ
ジタル化支援にも取り組んでまいります。
最後に、ESG・SDGsへの対応です。
政府は2050年の脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しており、複数の大手企業も2050年の表
明や2030年の前倒しでの表明、サプライチェーン全体で評価する動きも出てきました。大手企業が
脱炭素に向けて動くと、そのサプライチェーンに入る企業も影響を受けるということが考えられます。
気候変動の観点を事業へどう織り込んでいくか、先を見据えて考えていく必要があり、新たなビジネ
スチャンスが顕在化してくる可能性もあります。お客さまに対し、このような動きに対応する経営態勢
の見直しのご支援を、サステナブルファイナンス等を通して行っていきたいと考えております。
また、再生可能エネルギー関連融資においても、当行が融資した発電施設から供給される電力
を、より多くの世帯に届けられるよう、引き続き積極的に取り組んでまいります。
加えて、当行自ら排出量削減に取組み、新本店ビルでは環境負荷の小さい最新の設備の導入や
ペーパーレスなど職員の働き方改革により、CO₂排出量削減に努力してまいります。

最後に
厳しい環境変化のなかで、既存事業の絶え間ない改善や将来を見据えた新たな事業領域への挑
戦、組織の自己改革の取組みがますます重要になっていきます。
お客さま第一主義のもと、お客さまの声を事業戦略や商品・サービスの改善などに生かし、お客
さまにとって使いやすく、お役に立てる銀行になれるよう努力してまいります。また、地域のパート
ナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的成長に貢献してまいります。
2021年7月
取締役頭取・グループCOO

米本 努
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