
12.6%
11.3% 11.0% 11.0%

■   株式簿価（時価のある銘柄）（億円）　　
●　 株式簿価（時価のある銘柄）のTier1に対する割合（連結）

1,048 1,017 1,004 977

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

9.7%

974

2021.3
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「持続的経営」に向けた成長戦略

資本政策

資本政策

●自己資本管理～健全性の維持と資本効率の向上
2021年3月末の連結普通株式等Tier1比

率は、12.28%となり、バーゼル規制上の所
要水準を十分に満たしています。

また、2022年度に予定されているバー
ゼルⅢ最終化の過程では、連結普通株式等
Tier1比率をはじめとした各種比率の一段の
改善が見込まれています。

引き続き、地域への安定的な資金供給に
必要な健全性を維持するとともに、自己株式
取得などの株主還元も積極的に実施すること
で資本効率を改善し、計画最終年度の目標
達成に向けてROE向上に努めていきます。

●政策保有株式の縮減
政策保有株式については、地域金融機関と

して取引先等との関係の維持・拡大等、その
保有意義が認められる場合において限定的に
保有し、取引先等との十分な対話を経たうえ
で、縮減を進めることを基本方針としていま
す。

2021年3月末現在、Tier1に対する株式
簿価(時価のある銘柄）の割合は9.7%まで低
下しています。

今後も個別銘柄ごとに保有意義の妥当性
を適宜検証しながら、さらなる縮減を図って
いきます。

■��政策保有株式簿価と�
普通株式等Tier1に対する割合（連結）

2021.32017.3 2018.3 2019.3 2020.3

12.79%12.79%

13.59%
13.18%

12.63%
12.12%

12.28%

2023.3

バーゼルⅢ最終化

12.65% 12.48%
11.97%

11.51%

●　 総自己資本比率　　●　普通株式等 Tier1 比率

2021.32017.3 2018.3 2019.3 2020.3

5.65%

2023.3

6%台
半ば

6.86% 6.76%

6.15%

5.67%

■�連結自己資本比率

■�連結ROE
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 資本政策

株主還元

●株主還元～成長投資と資本基盤のバランスを勘案した株主還元を実施
2021年3月期は、株主還元強化の観点から1株当たり配当金を前期比2円増配となる20円としま

した。また、2022年3月期は、親会社株主に帰属する当期純利益520億円と増益を見込むなか、
配当予想は前年度から2円引き上げ、22円としております。

各種施策の着実な実行により業績を拡大させ、引き続き成長に向けた投資と健全な資本基盤のバ
ランスを勘案した株主還元を行っていきます。

■ 1株当たり配当金（円）　　●　 配当性向（連結）

20.8%
22.9% 22.0%

24.5%
28.1%

14 15 15 16
18

2016.3

19.1%

13

2015.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

29.9%

20

2021.3

31.3%

22

2022.3
（計画）

2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3
（予想）

親会社株主に帰属
する当期純利益 570 554 527 537 504 480 496 520

配当総額 108 115 120 117 122 133 148 162

配当性向 19.1% 20.8% 22.9% 22.0% 24.5% 28.1% 29.9% 31.3%

自己株式取得総額 99 99 149 139 149 99 － 未定

株主還元率 36.6% 38.8% 51.2% 47.9% 54.0% 48.6% 29.9% 未定

（ 単位 ： 億円 ）

■�配当実績

■�株主還元実績�［連結ベース］
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「持続的経営」に向けた成長戦略

個人ビジネス

消費行動や働き方などライフスタイル全般において、個人の価値観が多様化し、お客さまが金融
サービスを選択する際の考え方も変化しています。加えて、超高齢社会が到来し、老後の生活設計
や認知症への対応など、銀行が担う役割の重要性も増しています。
お客さまの状況やニーズを捉え、お客さまにとって最適なサービスを提供するため、「一人一人の
生活に寄り添った相談機能の強化」を重要戦略として掲げています。

主な取組み

●「ちばぎんアプリ」の機能追加
当行では、「ちばぎんアプリ」を最も基本的な取引チャネルととらえ、お

客さまのくらしとつながり、あらゆるタイミングで使われる最高のアプリを
目指しています。

昨年4月に全面リニューアルを行い、その後も11月に、当行本支店宛
振込や定期預金の預入・解約などの新機能を追加しました。

本年6月には、他行宛振込やカードローンの借入・返済、TSUBASAち
ばぎんVisaデビットカードの明細照会機能を追加しました。

セキュリティ面では振込の際の本人認証にSMSやIVRによる追加認証を
導入したほか、お客さま自身で振込限度額を引き下げることができるよう
にするなど、引き続き利便性と安全性の両立に向けて改良を進めていき
ます。 

● 「TSUBASA Smile」の全店展開により 
店頭手続きを効率化
当行では、昨年8月よりタブレットによる店頭受

付システム「TSUBASA Smile」を全店で展開して
います。
「TSUBASA Smile」は、ナビゲーション機能や

定型的判断の自動化などの機能が備わり、新規
口座開設手続きや住所変更、喪失届等の複雑な
取引もお客さまと対面で画面を確認しながら手続
きを進めていくため、利便性が向上しました。 

●住宅ローンも非対面取引が可能に
当行では、昨年2月より「住宅ローン電子契約システム」を一部店舗で導入しており、本年中にも全

店展開する予定です。「住宅ローン電子契約システム」は、WEB上で手続きが完結するため、契約時
の来店が不要となるほか、印紙税も節減されます。質問にはチャットで対応するなど、お客さまの利便
性向上が図られています。

■TSUBASA�Smile�入力画面の一例

■ちばぎんアプリ
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 個人ビジネス

878件
1,134件

1,471件
1,702件

■ 収益（百万円）　　●　 取扱件数

478 555 703
1,044

1,578件

1,016

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

●「人生100年時代・課題解決コンソーシアム」の創設
昨年11月、当行は、千葉大学と長寿社会のニーズ対応や課題解決を図る新たな枠組みとして、「人

生100年時代・課題解決コンソーシアム」を創設しました。
わが国は人生100年時代の到来により、シニア世代のセカンドライフに対するニーズが多様化す

る一方、健康格差や生活格差などの課題も提起されています。本コンソーシアムは、地域企業など
が業種の垣根を越えて連携し、それぞれの強みやノウハウを千葉大学の学術的知見と融合させるこ
とで、こうしたニーズ対応や課題解決を図るプラットフォームとなることを目指しています。

●「ちばぎん財産管理信託」の取扱開始
昨年12月、当行は、信託機能を活用した新商品「ちばぎん財産管理信託～家族で安心みまもり

信託」の取扱いを開始しました。本商品は、高齢者が抱える認知能力や判断能力の低下リスクに対
応して家族と銀行が一体となって高齢者の財産管理をサポートする仕組みの信託商品であり、認知
症や健康等の将来の不安にそなえることができます。

契約者の認知能力や判断能力の程度に応じて、「自分でねんきん機能」「家族で防犯機能」「家族に
まかせる機能」「家族でみまもり機能」の4つの信託機能によりさまざまな場面でお客さまに「安心」を
ご提供します。

当行は、この他にも、さまざまな相続関連業務・信託業務を行っています。
お客さまやご家族の資産に関する重要な手続きが当行内で完結するため、安心感を持って相談で

きるとの評価をいただいています。

●千葉大学病院との「遺言を活用した遺贈に関する協定」の締結
本年1月、当行は、千葉大学医学部附属病院（千葉大学病院）と「遺言を活用した遺贈に関する協

定」を締結しました。
本協定は、千葉大学病院へ遺贈を希望する方に対し、千葉大学病院が遺贈に関する手続きの具

体的な相談先として千葉銀行を紹介し、千葉銀行が個別相談に応じる内容となっています。自らの
財産に関して個人ではなく、特定の団体等に遺贈を希望されるお客さまも増えていることに対応して
いるものです。

当行はこれまでに千葉市、松戸市、日本赤十字社千葉県支部と同様の協定を締結しており、4例
目の協定締結となります。

■相続関連業務・信託業務 ■�相続関連業務の取扱状況�
（他行提携業務を除く）相続関連業務 信託業務

⃝遺言信託

⃝遺言作成サポートサービス

⃝遺産整理業務

⃝経営承継サポートサービス

⃝ ファミリートラストサポート
サービス

⃝土地信託

⃝公益信託

⃝特定贈与信託

⃝後見制度支援信託

⃝ 遺言代用信託

⃝ 財産管理信託
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｢持続的経営」に向けた成長戦略

法人ビジネス

主な取組み

●「ちばぎんビジネスポータル」の構築
当行は、本年4月より事業者の皆さまとの更な

るリレーション強化・ソリューション提供機会の拡
大を目指して「ちばぎんビジネスポータル」の提供
を開始しました。
「ちばぎんビジネスポータル」は、事業者と当行

をつなぐあらゆるサービスのハブとなる新たなデ
ジタルチャネルです。事業活動に有益なさまざま
な情報を定期的に配信していくほか、ご登録い
ただいた口座の残高や入出金の動きをグラフで
一覧表示できる機能やお客さまと行員がチャット
で対話できる機能を搭載しています。

今後も継続的に機能追加を行い、お客さまの
本業の側面支援を行っていきます。

●事業性評価に基づく融資
取引先のパートナー（アドバイザー）として、

継続的な対話により潜在的な課題等の発掘とそ
の解決に向けたアドバイザリー活動を積極的に行
い、さまざまなソリューションを提供しています。

これらの活動の結果、「事業性評価に基づく融
資を行っている与信先数」は、地銀トップレベル
の水準となる約4万先となり、融資残高も順調に
増加しています。

持続可能な社会の実現に向けて、事業者は、自社の事業環境やサプライチェーンの持続性など
の中長期的な見通しのなかで、経営課題を認識し、対応していくことが求められています。
取引先との深度ある対話により、経営課題を共有したうえで、高度なコンサルティングを実践す

る、「パートナーとしての経営課題解決力の強化」を重要戦略として掲げています。

18,139先
26,764先

31,577先
35,424先

■ 融資残高（億円）　　●　 与信先数

31,240
39,056

43,031
48,650

2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

39,353先

58,801

2021.3

■�事業性評価に基づく融資を行っている�
与信先数・融資残高

■ちばぎんビジネスポータル画面イメージ
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｢持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 法人ビジネス

■海外拠点ネットワーク

●ICTコンサルティング業務の開始
当行は、本年4月よりICTコンサルティング業務を開始しました。
本業務は、生産性の向上を経営課題と捉えているお客さまに対して、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供する有償のサービスです。助言や提案にとどまらず、お客
さまの要望に応じてITツールの導入や活用のサポートまで行うため、“社内にIT人材がいない”といっ
た悩みを抱える経営者にとっても安心してご利用いただけます。

●「ちばぎんSDGsフレンズローン」の取扱開始
当行は、昨年10月より、横浜銀行と共同開発した「ちばぎんSDGsフレンズローン」の取扱いを開

始しました。
本商品は、SDGs（持続可能な開発目標）を自社の経営に活かしたいと考える事業者向けの融資

制度であり、「SDGsチェックシート」により事業活動や経営課題とSDGsとを関連付け、可視化でき
る点が特長となっています。また、本商品をご利用いただいたお客さまを「ちばぎんSDGsフレンズ」
として当行ホームページにて紹介しています。

●海外拠点ネットワークを活かした金融支援
当行では、海外支店3か所、駐在員事務所3か所の海外拠点ネットワークをつうじて、お客さまの

海外ビジネスの拡大をサポートしています。取扱通貨も米ドルをはじめとする主要通貨に限らず幅広
い通貨での対応を図っています。

シンガポール駐在員事務所 

ニューヨーク支店
香港支店

上海駐在員事務所

ロンドン支店

バンコク駐在員事務所
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主な取組み

●「いちはら MIRAI デザインラボ」の開催
本年3月、市原市とともに地方創生イノベーション発想

塾「いちはら MIRAI デザインラボ」を開催しました。市
原中央高校の協力のもと、立場や世代の異なる当行職員、
市原市職員、同校の学生がひとつのチームを作り、3チー
ムがAIツールを活用しながら市原市の新たな魅力やストー
リーを考え、最終成果としてチームごとに「魅力溢れるま
ちづくり」へとつながるアイデアを発表しました。

なお、本プロジェクトは、内閣府の補助事業「地方創生カレッジ」における「地方創生イノベーショ
ン発想塾」の枠組みを活用したものです。

当行は市原市と連携しながら、ここで生まれたアイデアの実現に向けて支援していきます。

●東庄町との包括連携協定を締結
本年3月、東庄町と地域活性化に関する包括連携協定を締結しました。
本協定は、当行と東庄町の双方が持つ資源を有効に活用し、地域社会の発展や地域経済の活性

化及び町民サービスの向上を図ることを目的としています。
本協定により、当行と東庄町は、空き公共施設等の有効利用、災害時における復興・復旧対策

及び感染症対策支援、創業・事業承継支援、地域産業・産品のビジネスマッチングや販路支援な
ど幅広い分野で連携し、さまざまな取組みを進めていきます。 

●農業法人「㈱フレッシュファームちば」の運営
当行が、2018年3月に地域企業15社とともに設立した

農業法人「㈱フレッシュファームちば」も3期目の収穫を迎
え、コシヒカリやふさこがね等の米33トンを収穫しました。

本年度は、11.4ヘクタールの耕作面積と57トンの米の
生産を計画しています。

地域との連携を強化しながら、離農者の受け皿として耕
作面積の増加を図り、販路の拡大や自社生産米のブラン
ド化を図る等収益力の強化を図ることで、引き続き、持続
可能な農業の確立を目指していきます。

当行は、地域のトップバンクとして、地方創生への取組みに積極的に参画しています。
県内各自治体と連携し、地方創生施策に関与するなど、当行のこれまでの取組みは内閣官房ま

ち・ひと・しごと創生本部の「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」にも選定さ
れています。
また、2019年に発生した台風・豪雨による災害からの継続的な復旧・復興支援も含め、「地域
課題解決力の向上による地方創生の取組強化」を重要戦略として掲げています。

地方創生

■デザインラボの討議風景

■フレッシュファームちばの収穫風景

｢持続的経営」に向けた成長戦略
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 地方創生

●空き公共施設の利活用～高滝湖グランピングリゾートの事業支援～
廃校となった市原市内の旧高滝小学校を利活用したグラ

ンピングリゾート施設の案件に取り組みました。
事業主体は㈱グランバー（矢切支店取引先）のグルー

プ企業㈱HAMIRUであり、当行は、同社からアドバイザ
リー業務を受託し、総務省「地域経済循環創造事業交付
金(ローカル10000プロジェクト)」への申請支援を行いま
した。本件では、交付金が採択されたことにより事業化さ
れ、当行が融資対応も行いました。

この取組みにより市原市の「宿泊型」観光入込客数の増加が見込まれるとともに、空き公共施設
といった地域資源の活用や地域雇用の拡大等が期待されます。

■高滝湖グランピングリゾート

●持続可能な農業・有害鳥獣駆除事業支援
近年、千葉県内では、イノシシ等有害鳥獣による農作物被害等が問題となっています。
当行では、地元企業（ALSOK千葉㈱）が手掛ける「有害鳥獣駆除代行×ジビエ食肉流通」事業

を支援してきました。
2018年4月より事業検討を開

始し、昨年7月より茂原市およ
び富津市で事業がスタートしまし
た。

本年1月より精肉・加工品・
ペット用加工品の販売を順次開
始しており、今後はちばぎん商
店㈱による販売支援も行ってい
きます。

旧高滝小学校賃貸

●交付金申請サポート
●事業計画策定サポート
●必要資金の融資対応
●業務支援（リネン・食材業者紹介等）

●地域の合意形成
●プロモーション支援

㈱グランバーグループ
（事業主体：㈱HAMIRU）
●グランピング事業運営

事業化サポート要請 事業化サポート融資対応

市原市

■事業スキーム

■事業スキーム
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立会確認代行▶自治体職員の負担軽減▶鮮度の高い食肉調達可 
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「持続的経営」に向けた成長戦略

新事業

地域産品Step 1 ライフイベントStep 2 くらしStep 3

主な取組み

●地域商社「ちばぎん商店㈱」の設立
本年5月、当行100％出資により地域商社「ちばぎん商店㈱」を設立しました。
規制緩和等により銀行グループが新たな事業に取り組むことが可能となるなど、地域金融機関に求

められる役割が一層幅広く重要になっています。また、社会全般の急速なデジタル化やコロナ禍におけ
る消費者の行動変容が進むなか、こうした環境変化や事業者の課題等を踏まえ、非金融分野から地域
活性化や取引先の本業支援などに取り組む地域商社を新たに設立しました。 

まずは、ECや購入型クラウドファンディングの運営などをつうじて、地域の事業者の商品開発から販
路開拓支援、プロモーション支援まで一連のサービスを提供していきます。

将来は、住宅や車、健康・介護などの「ライフイベント」「くらし」へと対象領域を段階的に拡大し、地
域経済循環のハブとなることを目指していきます。

現在、銀行法における規制緩和が進み、既存のビジネスの枠組みを超えた新たな事業やサービ
スの提供が可能となっています。千葉銀行グループでは、グループ内で蓄積された各種ノウハウの
ほか、専門性の高い外部パートナーとの協業、アライアンス行との連携等により新事業への取組み
を進めています。

■ちばぎん商店の当初事業内容

1 EC運営事業 EC サイトの運営をつうじた地域産品・サービスのプロモーションや
マーケティング等の販売支援

2 クラウドファンディング
運営事業

購入型クラウドファンディングサイトの運営をつうじた地域事業者等の
新商品・サービス開発や地域課題解決にかかる案件組成の支援

3 地域ブランド商品等の�
企画開発及び販売事業 新商品開発・ブランディングにかかるノウハウの提供や販路開拓支援

4 上記に付帯する各種イベントの�
企画及び運営事業 銀行店舗等を活用したマルシェ・催事販売等

個人の消費ニーズを
喚起し､ 地域の優れ
た産品・サービスの
販路拡大を支援

ライフイベントに関す
る商流を形成し､ 金
融･非金融サービスを
ワンストップで提供

新たな日常における
消 費 活 動 を 支 援 し、

「くらしとつながる」
を実現
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 新事業

「中立性」「リモート完結」「アドバイスに特化」特長

●リモートでの金融コンサルティングサービス提供に向けた合弁会社設立の検討開始
本年5月、当行、第四北越銀行、中国銀行、および野村ホールディングス㈱の4者間で、リモー

トでの金融コンサルティングサービス提供に向けた合弁会社設立の検討を開始しました。4者は基本
方針等を含む基本合意書を締結済みであり、2021年度第2四半期を目途に最終契約を締結し、準
備会社を設立する予定です。

人生100年時代への備えとして、自助努力による資産形成への関心が高まっている一方で、新型
コロナウイルス感染拡大の影響により、デジタルチャネルをつうじたリモートでの面談や取引が拡がっ
ています。本合弁会社では、特定の金融機関に属さない中立性、専任アドバイザーによるリモート
相談、アドバイスに特化した有料でのコンサルティングという特色を活かし、お客さまの身近なアド
バイザーとして、長期の資産形成・資産管理をサポートします。なお、金融商品仲介業者とは異なり、
金融商品や金融サービスの媒介等は行わない予定です。

同社では、銀行事業と証券事業に関するノウハウを組み合わせ、業態を超えた総合的な金融コン
サルティングサービスの提供を目指していきます。

●電力データ活用サービス提供に向けた共同検討の開始
本年6月、当行とグリッドデータバンク・ラボ有限責任事業組合（以下「GDBL」）※1は、「電力データ

活用検討に関する基本合意書」を締結し、電力データを活用した新サービスの具体的な検討を開始し
ました。なお、この取組みは当行が参画する「新事業共創プロジェクト」※2発の企画となります。

昨年6月の電気事業法改正により、今後は契約者本人の同意と個人情報保護法の遵守を前提に、
電力データを活用した様々なサービスが提供できるようになる見通しです。

当行とGDBLは、昨年8～11月にかけて当行のお客さまへのニーズ調査を実施しており、今後、
節電意識の向上につなげるための電力使用量の見える化や、お客さまのライフスタイル・ライフイベ
ントをとらえた銀行商品提案などの様々なユースケースを想定し、「ちばぎんアプリ」と連携したサー
ビスの開発などに取り組んでいきます。
※1  GDBLは、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力株式会社、関西電力送配電株式会社および株式会社NTTデータの4社が設立した事業体。事業所・

世帯ごとの電力使用量や、その傾向から推測される活動スタイルなどのデータを異業種データと結びつけることで社会課題の解決や新サービスの創出
を目指している。

※2  「千葉・横浜パートナーシップ」にもとづき設置された、新たな事業領域への挑戦を目的とするプロジェクトチームのこと。

■本合弁会社のスキーム

会員登録・ご契約

お金に関する総合的な
アドバイスを提供

専任アドバイザーが担当
（リモートで対応）

投資助言・代理業者
（投資助言・代理業の登録を予定）

銀行
証券会社
保険会社 等

お客様 本合弁会社 金融機関

金融商品や金融サービスの
媒介等は行わない
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「持続的経営」に向けた成長戦略

アライアンス

主な取組み

●群馬銀行が加わり、「TSUBASAアライアンス」がさらに拡大
昨年12月、群馬銀行が「TSUBASAアライ

アンス」に参加しました。
本年7月末現在、「TSUBASAアライアンス」

は、10行※１から成る地銀最大の広域アライア
ンスとなっています。10行の連結総資産の合
計は、90兆円（2021年3月末）、当期利益は
1,332億円にのぼります。

※1  当行、第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行、
武蔵野銀行、滋賀銀行、琉球銀行、群馬銀行。

2015年に地方銀行3行で発足した「TSUBASAアライアンス」は、いまでは10行が参加する広域
連携へと拡大しました。また、首都圏では、「千葉・武蔵野アライアンス」及び「千葉・横浜パートナー
シップ」により、各種連携を図り、営業面での協力態勢を構築しています。
常に経営を改善しながら、地域に存在し続けることが重要との認識のもと、統合という形ではなく、
広範な領域での連携を目指しています。

■本店所在地
■店舗所在地

●「TSUBASAアライアンス㈱」内にAMLセンターを設置
昨年10月、TSUBASAアライアンス参加行の共同出資会社である「TSUBASAアライアンス㈱」内

にAML（Anti-Money Laundering）センターを設置しました。
AMLセンターでは、マネロン関連業務における各行の知見やノウハウを結集し、重複する業務を

集約しつつ、国際的な要請を踏まえた業務高度化を共同で進めています。

●「千葉・武蔵野アライアンス」が新5か年計画を発表
2016年3月にスタートした「千葉・武蔵野アライアンス」は本年3月に5周年を迎え、「新5か年計画」

を策定しました。
新5か年計画では、「千葉・武蔵野アライアンス」の頭文字をとって「創る（Create）」「合わせる

（Match）」「進める・広げる（Advance）」をコンセプトに、スマートフォンアプリやキャッシュレスなど、
デジタル領域における協業やバックオフィス業務などの共同化・共通化領域の拡大、情報やノウハ
ウの共有、人材交流の促進などをスピーディに進めていきます。

今後5年間の提携効果としてトップラインの拡大
とコスト削減により両行合計150億円を見込んでい
ます。

■「TSUBASAアライアンス」参加行店舗所在地
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ アライアンス

● 「千葉・武蔵野アライアンス」連携施策 
～埼玉県内での証券業務
提携から5年が経過した「千葉・武蔵野アラ

イアンス」は、埼玉県内での証券業務や、共
同営業、相続関連業務などの主要施策がしっ
かりと実を結んだ結果、5年累計の効果額は
143億円と、当初目標100億円を大きく上
回って着地しました。

特に、武蔵野銀行からちばぎん証券㈱へ
の紹介案件により、ちばぎん証券㈱の埼玉県
内4店舗の預かり資産残高は、2021年3月
末時点で485億円となっています。

●「千葉・横浜パートナーシップ1号ファンド」の設立
本年4月、当行は、横浜銀行との業務提携「千葉・

横浜パートナーシップ」に基づき、ちばぎんキャピタル
株式会社および横浜キャピタル株式会社を無限責任
組合員とする「千葉・横浜パートナーシップ1号投資
事業有限責任組合（千葉・横浜パートナーシップ1号ファンド）」を設立しました。

本ファンドの総額は30億円で、両行の営業地域において事業承継や成長支援のニーズのある企業
を広く投資対象とし、投資実行後も両行や外部専門家と連携しながら、事業計画の策定や経営指導
などのハンズオン支援をつうじて投資先の企業価値向上を目指します。

●「千葉・横浜パートナーシップ」～変額終身保険の専用商品の取扱開始
本年7月から千葉・横浜パートナーシップの連携施策として、変額終身保険の両行専用商品「マイ

セレクトライフ」の取扱いを開始しました。
両行はこれまで住宅ローンや投資信託など個人向け金融サービスの分野で協業を進めており、保

険専用商品も昨年7月の個人年金保険「10年先へのプレゼント」に続く第2弾となります。
本商品は、人生100年時代の到来を見据え、“資産寿命の延伸を図りながら老後の生活を楽しむ”

をコンセプトにＴ&Ｄフィナンシャル生命保険㈱と共同で商品設計した変額終身保険で、長期分散投
資を中心とした運用を継続しながら計画的に資産の受け取りができる点が特長となっています。

■ちばぎん証券埼玉県内4店舗
　預かり資産残高

0.6

2.9 3.5 3.5
4.8

7.4 7.3

11.2

■ 預かり資産残高（億円）　　●　 販売手数料（億円）

116

26

200
280

342 351
430

485

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期
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「持続的経営」に向けた成長戦略

人材

企業はヒトであると言われます。千葉銀行グループでは、全ての職員が専門性を活かし、その能
力を最大限に発揮することができる人材配置を図るとともに、職員の持つ能力を伸ばすことができ
る育成プログラムの開発に取り組んでいます。
デジタルテクノロジーの進歩をはじめとする急速に変化する時代を背景にして、既存の銀行の枠
組みを超えた新たな金融企業グループを目指すには、より専門性の高い人材の育成と確保が極めて
重要となっています。

主な取組み

●人材の育成方針
当行では、「プロ意識」を持つ人材を育成するために、さまざまな研修・育成体系を整え、なかでも

若手職員の早期育成に力を入れています。計画的なジョブローテーションによって、多岐にわたる銀
行業務の知識を習得し、トレーニー制度を活用することで、海外支店や外部機関で高度な専門性を養っ
ています。

また、新たなビジネス領域に挑戦していくには、ITに関する知識やグローバルに活躍できる語学
力などの専門知識を持った人材の育成が命題となっており、さまざまな取組みを行っています。

●育成人材枠の設定
専門領域を持った人材の育成のため、年間50名程度の「育成人材枠」を設け、本部トレーニーや外

部企業等への派遣を強化しています。
また、業務フローの見直しやRPA※1の活用等により業務効率化を進めることで、本部企画・推進部門・

営業店・グループ会社に200名を再配置し、中期経営計画の各種施策の実現を図っています。
※1　RPA とはRobotic Process Automationの略語。ロボット技術を活用したソフトウエアにより、定型業務を代替する業務自動化の仕組み。

●人事情報のデジタル化
当行では、人事情報のプラットフォームとなるタレントマネジメントシステムを導入しています。職員

のパーソナルデータの収集・蓄積を図るとともに、システムによる分析をつうじて、人材の戦略的な配
置や育成等への活用を目指しています。
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜ 人材

■フリーアドレスの執務室 ■ヘキサゴングリッド

●DX人材の計画的な育成・採用
DXによる銀行の変革を行うためには、担い手

となるDX人材の育成・採用が必須となります。
外部から中途採用による専門人材の確保を図る

とともに、ITパートナーやコンサルティング会社、
大学、ベンチャー企業といった外部団体との連携
によりの知識の活用やノウハウの吸収を積極的に
進めていきます。

行内は、DX推進意識の向上を図るため、DX
スキルに応じたDX認定制度の導入を検討してい
ます。また、DXトレーニーによる研修では、公募
により意欲の高い人材を外部出向させ、新たな技
術や発想の習得機会を創出します。

さらに国家資格である「ITパスポート」取得者
1,000人を掲げ、DXのベースとなる人材の育成
に努めていきます。

●働き方改革の実現
当行グループにおいても新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、本部職員を中心に自宅等で

のテレワークが定着しました。また、フレックスタイム制については、適用対象者を拡大するとともに、
コアタイムを定めない働き方も選択できるようにしています。

テレワークやフレックスタイム制、さらにWEB・テレビ会議等の実施により、場所・時間に拘束され
ない働き方が実現でき、仕事と家庭の両立や男性の家事・育児時間の増加につながっています。こう
した柔軟な働き方を定着させることにより生産性のさらなる向上を図っていきます。

また、昨年9月に竣工したちばぎん本店ビルでは、執務フロアにも工夫を凝らしています。執務フロ
アでは、グループ毎のフリーアドレスを採用し、デスクの配置はフロア内で交流が生まれるヘキサゴン
グリッドを採用するなど機能的かつコミュニケーションが活性化する執務環境を整備しています。

■DX認定制度

テクノロジー
（AI・高度なデータ分等）や

デザインに関する
高い専門性を有する人材

テクノロジーやデザインに関する
一定の知識を有し、

DXを中心的に推進できる人材

DXに関する一定のリテラシーを有する人材

DXベース人材

DX専門人材

DXコア人材
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千葉銀行グループでは、従前よりDX戦略を重要課題としてきました。「TSUBASAアライアンス」
では、先進的な金融技術の調査・研究を進め、2016年には、参加行や日本IBMと共同でT&Iイノ
ベーションセンターを設立し、2018年にオープンAPIの共通基盤を開発しました。
そして、昨年４月にスタートした中期経営計画では、「デジタル戦略」を最重要施策として掲げ、
DX推進を一段と強化しています。社会のデジタル化に進展に伴い、デジタルバンクへの変革が必
須であると考えています。

DX戦略の強化
「持続的経営」に向けた成長戦略

特 集 Ⅲ

※ カスタマー･エクスペリエンス

環境認識

●新型コロナウイルス感染症の影響長期化に伴い非対面ニーズがさらに拡大
当行では、従前のアプローチ手法だけでは面談できていないお客さまに対するタッチポイントを増

やして、取引を活性化するため、コロナ前からデジタル戦略を推進してきました。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、窓口やATMの来店客数の減少が続い

ており、非対面ニーズは想定以上に拡大しています。今後、個人のお客さまとの接点の主体はアプ
リとなり、2年後には接点の70％超が非対面となると予想しています。

これまでのデジタル戦略における取組みにより、コロナ禍における各種ニーズにも一定の対応は
できているものの、社会のデジタル化が大きく進展していることから、今後はDXにより銀行そのも
のをデジタルバンクに変革することを目指し、「もう一歩踏み込んだ取組み」と、「それに向けた態勢
強化」が必要であると考えています。

DX戦略の全体像

●「人事戦略の変革」をDX推進の軸に追加
現中計のDX戦略では、「顧客向けサービスの変革」「業務運営の変革」の二つをDX戦略の柱に掲げ

ておりましたが、抜本的なDXの実現に向けて、今回新たに「人事戦略の変革」を柱に加えました。銀
行そのものの変革を目指し、DX人材の計画的な育成・採用を図っていきます。

※DX人材の計画的な育成・採用についてはP40をご参照 ▶

●重要課題
具体的に取り組むべき重要課題として、以下の7つの課題を設定し、グループ全体で網羅的に進め

ていくことで、「カスタマー・エクスペリエンスの向上」「生産性の向上」の実現を目指していきます。

▪「顧客サービスのデジタル化」
▪「データの活用」
▪「事務の効率化」
▪「新事業」
▪「業務運営のデジタル化」
▪「リスク管理の強化」
▪「DX人材の確保」

■DXにより実現を目指すこと

ＣＸ※の向上 生産性の向上

010_9326487892107.indd   41010_9326487892107.indd   41 2021/07/20   11:31:162021/07/20   11:31:16



千葉銀行 統合報告書 2021 42

「
持
続
的
経
営
」に
向
け
た

成
長
戦
略

「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜［特集Ⅲ�］DX戦略の強化

※1 最高デジタル・トランスフォーメーション責任者
※2 最高営業責任者
※3 最高情報責任者

■当行のDX推進体制

頭取

グループCBO※2

グループCDTO※1

グループCIO※3

グループCDTOイノベーション戦略G

業務改革G

デジタル推進委員会

ビジネス部会 デジタル改革部 オペレーション部会

経営会議メンバー、
T&Iイノベーションセンター会長　他

営業系･企画系の各部、システム部
担当執行役員･デジタル推進担当者

事務系･企画系の各部、システム部
担当執行役員･デジタル推進担当者

●対面・デジタルチャネルの位置づけ
今後のお客さまのアクセスチャネルは、窓口やATMからアプリへと移っていくことが予想されます。

そのため、お客さまとの大きな接点となるアプリの利便性を一段と高めることで、デジタル顧客数を増
やし、銀行全体の利益に占めるデジタル収益比率を高めていきます。

また、店舗などの対面チャネルについては、業務運営やデータ活用などにおいて徹底的にDXを推
進することで、効率性やコンサルティング能力を一段と高めてまいります。

千葉県南部などの人口減少地域においては、館山地区で実施しているエリア営業部体制の拡大を
検討するなど、地域の特性にあった店舗戦略を進めていく方針ですが、お客さまとの接点を強化する
差別化チャネルとして、一定の店舗数を維持してまいります。

組織改革

●「デジタル改革部」の新設
7つの重要課題に組織横断的に対応していくため、本年4月にDX専担者を配置した「デジタル改革

部」を新設し、DX推進に向けた態勢を一段と強化しました。
デジタル推進委員会での議論のもと、デジタル改革部が中心となって改革を進めることで、DXを

推進し、サービス利便性の向上・収益増強・コスト削減につなげていきます。
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「持続的経営」に向けた成長戦略

特集Ⅲ：DX戦略の強化

「ムーンショット目標」

● 「ムーンショット目標」とは大変な困難を伴うが実現すれば大きなインパクトがある
壮大な目標や挑戦のこと。
当行の「ムーンショット目標」は、
①｢最高のアプリ｣｢最高のポータル｣を全てのお客さまに提供する
② 行内外に保有する情報が｢いつでも｣｢欲しいものが｣｢欲しい形で｣得られる一元化システムを実

現する
③銀行内部で発生する｢紙と印鑑の使用｣をゼロにする

ムーンショット目標  1 ｢最高のアプリ｣｢最高のポータル｣を全てのお客さまに提供する

個人のお客さまには「最高のアプリ」を、法人のお客さまには「最高のポータル」を提供することを掲
げています。
「最高のアプリ」とは、お客さまのくらしとつながり、あらゆるタイミングで常に使われるアプリ（「ち

ばぎんアプリ※1」）を指しています。また、「最高のポータル」とはあらゆるサービスのハブとなり、事
業活動に欠かせない法人ポータル（「ちばぎんビジネスポータル」※2）を指しています。

こうしたアプリ・法人ポータルをつうじて、「パーソナライズ化された情報」をお客さまにお届けする
ことにより、カスタマー・エクスペリエンスの向上につなげることを目標としています。

アプリの推進により、収益性の高いデジタル顧客数を中計期間中に3倍となる150万人に増やす
計画であり、銀行全体の利益の50％をデジタル顧客が占めることを目指します。

※1「ちばぎんアプリ」はP29、※2「ちばぎんビジネスポータル」はP31をご参照 ▶

ムーンショット目標  2 行内外に保有する情報が「いつでも」「欲しいものが」「欲しい形で」
得られる一元化システムを実現する

これまでも、データベース化されている情報の活用は可能でしたが、システムが複数に分かれて
いたため、本年7月に全てのお客さまデータを一元化した「新データベース」と「検索用アプリケーショ
ン」を導入しました。これにより、個々のお客さまに合わせてパーソナライズ化した満足度の高い提
案を行うとともに、ターゲティングやマーケティングの精緻化を図ることが可能となりました。

今後は、行内データだけでなく、外部やAPI共通基盤上のデータに検索システムの対象を広げて、
データ分析の高度化を一段と図っていきます。

ムーンショット目標  3 銀行内部で発生する「紙と印鑑の使用」をゼロにする

職員を「定型的作業・判断業務」と「仕事をする場所的制約」から解放することにより、来年6月まで
に「紙と印鑑の使用をゼロにする」という目標を掲げています。
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「持続的経営」に向けた成長戦略 ｜［特集Ⅲ�］DX戦略の強化

営業店の店頭業務においては、店頭端末「TSUBASA Smile」を導入したことで、受付をペーパー
レス・印鑑レス化しており、現在、バックオフィス業務においても完全ペーパーレス化する取組みを進
めています。これが実現することで、チェックを離れた場所でも行うことが可能となり、本部への事
務集中や、将来的にはアライアンス行による事務部門共同化も可能な態勢を整えることができます。

また、RPAの活用による業務効率化を進めることで、中計期間中に30万時間・150人分の業務
量削減を目指しており、昨年度1年間で8万7千時間の削減を実現しました。

業務量の削減に加えて、店舗ネットワークの最適化やコロナの影響を踏まえた営業店事務人員の
適正化を図ったことで、昨年度1年間で約100名の行員を、営業部門や企画部門を中心に再配置し
たことから、今後の収益力増強やサービス力向上に寄与すると考えています。

DXに向けた新たな取組み

●地域商社
本年5月に地域商社「ちばぎん商店㈱」※3を設立しました。
この地域商社では、地域内での経済循環システムを構築することを目的としており、当初は、「EC」

「購入型クラウドファンディング」など4事業を進めることで、商品開発から販路開拓・プロモーショ
ンまで一連のサービスをデジタルとリアルを融合させて展開していきます。

※3「ちばぎん商店㈱」はP35をご参照 ▶

●キャッシュレス事業
キャッシュレス事業については、中計における収益増強の柱の一つとして掲げており、DXに関す

る新たな取組みのひとつです。昨年10月に取扱いを開始した「TSUBASA ちばぎんVisaデビットカー
ド」は、当初6ヶ月間の獲得目標6万件を4ケ月間で達成するなど、実績が順調に推移しています。

また、「TSUBASAちばぎんキャッシュレス加盟店サービス」に関しても、昨年度下期に「券売機」
「POSレジ」「BtoB決済」「リカーリング」などの新サービスを次々に開始して利便性を高めています。

今後は、アプリやカードのユーザーを送客するなど、加盟店のお客さまの販売支援も行うことで、
地域のキャッシュレス経済圏を構築することを目指していきます。

●ICTコンサルティング業務
社会全体でDX化が進む中で、当行だけでなく、地域のお客さまのIT化を支援することも地域金

融機関として重要な役割であることから、4月から「ICTコンサルティング業務」※4を開始しました。
ちばぎんコンピューターサービスやちばぎん総研なども含めグループ一体となり、ITツールを活用

した業務効率化を促進し、お客さまの生産性向上を支援していきます。

※4�ICTコンサルティング業務はP32をご参照 ▶
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