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はじめに
平素より、神奈川銀行をお引き立ていただきまして誠にありがとうございます。
このたび、第11次中期経営計画「地域密着 かなぎんⅡ（セカンドステージ）」を策定いたし
ました。

本計画は、１．コア業務（①店周区域を対象として、重点的にお取引先数底上げを図
り預貸を推進、②「貯蓄から資産形成」の流れへの対応）の深化、２．金融サービス業
としてお客さま志向への意識改革の徹底、３．クイックレスポンスをキーワードとして各施策
を掲げており、当行が本計画のコンセプトである「地域プレゼンスの向上」（地域における存
在感の向上）を達成するための基本方針となるものです。
当行は、1953年に神奈川県の中小企業に対する円滑な資金供給を目的として、地元財界
の総意により設立された神奈川相互銀行を前身としております。以来、創業時の考え方を変
えることなく神奈川県内に経営資源を集中させ、県内の中小企業のお客さまや個人のお客
さまに対する資金供給および金融サービスの提供を行うことで、地元神奈川県と共に歩み、
発展してまいりました。

これからも、当行が地域の皆さまとともに成長を続け、地域プレゼンスを向上させることで、
当行の理念である「地域の皆さまから信頼され、支持され、地域と共に発展する銀行」の実
現に取組んでまいります。

地元とともに歩む神奈川銀行に、今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようお願い
申し上げます。
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Ⅰ.第１０次中期経営計画「地域密着かなぎん！」の総括
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第10次中期経営計画「地域密着 かなぎん！」計数目標の達成状況

目標（２９年３月末） ２９年３月実績

業容目標

融資量（末残） 3,400億円以上 3,438億円

中小企業等貸出金残高 3,000億円以上 3,086億円

中小企業等貸出金比率 90%以上 89.7%

事業性融資取引先数 4,000先以上 4,071先

資金量（末残） 4,400億円以上 4,241億円

目標（２９年３月末） ２９年３月実績

健全性目標 不良債権比率 3%台 3.04%

目標（２９年３月末） ２９年３月実績

収益性目標

経常利益 7億円以上 9億27百万円

当期純利益 3億5,000万円以上 6億17百万円

役務収益 11億円以上 11億31百万円
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第10次中期経営計画「地域密着 かなぎん！」の実績

・第10次中期経営計画において、神奈川県内の中小企業および個人のお客さま向け預貸の推進および貯蓄
から資産形成の流れへの対応をコア業務として注力しました。結果、融資量は中小企業や個人のお客さま
向け融資を中心に増加し、平成29年3月末では、233億円（平成27年3月比）増加しました。併せて事業性
融資取引先数も475先増加（平成27年3月比）しました。また、役務取引等収益についてもお客さまの多様な
ニーズに対応する態勢整備を行った結果、117百万円増加（平成27年3月末比）しました。
・上記の取組みを行った結果、コア業務粗利益（業務粗利益－国債等債券関係損益）は、マイナス金利政策
の影響などがあるものの、下げ止まりの傾向にあります。
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Ⅱ．当行を取り巻く環境と経営課題
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・少子高齢化の進展による人口減少
・マイナス金利付き量的・質的金融緩和の継続
・貯蓄から資産形成への流れ
・海外経済の先行きの不透明感
・ＦｉｎＴｅｃｈへの対応

外部環境

・収益力の強化
・地方創生に向けた取り組みの推進
・チャネルの多様化
・人財の育成

・全国第2位の人口規模（約9百万人）。東京にアク
セスのしやすい横浜市北部や川崎市東部を中心
に人口は増加傾向にあるが、2018年がピークとな
り、その後は少子高齢化が進み人口は減少する。
・事業所数は全国第4位、県内総生産も全国4位の
30兆円程度と欧州の１ヶ国並の市場規模を持つ。

課題

神奈川県の状況

・市場性の高い神奈川県内におけるコア業
務（店周区域を対象として、重点的にお取
引先数底上げを図り預貸を推進、「貯蓄か
ら資産形成」の流れへの対応）の深化によ
る収益力の強化

・お客さま志向への意識向上を徹底するこ
とで、県内のお客さまとの絆をより太くし、
お客さまの成長・再生を強く支援する。

・地域の活性化に向けたお客さまのライフ
ステージに併せた取組み、ＣＳＲ活動の強
化や専門的な知識を持った人財の育成に
よる地域経済好循環への寄与

・地域金融機関ならではの情報を活かした
お客さまニーズへのクイックレスポンスによ
るサービスの提供

対応策
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Ⅲ．第１１次中期経営計画の概要
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計画名称 「地域密着 かなぎんⅡ（セカンドステージ）」

計画期間 2017年4月~2019年3月（2年間）

理念 地域の皆さまから信頼され、支持され、地域
とともに発展する銀行

コンセプト 地域プレゼンスの向上

キーワード
1．コア業務の深化
2．お客さま志向への意識改革の徹底
3．クイックレスポンス
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戦略 重点項目

営
業
戦
略

神奈川県内の中小企業および個人のお客さま向け取引の拡大・強化 お客さま本位の渉外活動の展開

営業店の店周区域を対象として、重点的にお取引先数の底上げを図り、預金と貸出を推進

融資案件対応の迅速化

個人のお客さま向け融資の推進

「貯蓄から資産形成」の流れへの対応

地域活性化への取組み 金融仲介機能の発揮

地域密着型金融の推進

金融円滑化の推進

企業価値向上運動の推進

地域貢献活動（ＣＳＲ）の推進

サービス・商品の充実によるお客さま利便性の向上 お客さま利便性の向上に向けたITの活用

市場運用の強化 有価証券運用の強化

チ
ャ
ネ
ル
戦
略

既存店舗の機能強化 お客さまに優しい営業店

提携等によるＡＴＭ網の拡大

市場性の高い店舗への人員の重点配置

効率的な販売チャネルの構築・強化 各業務に特化した専門チームの充実および機能強化

人
財
・
組
織
戦
略

効率的な組織運営 効率的な営業体制の構築のために、事務手続きの効率化および事務の本部集中化の推進

人財の確保および育成 若手行員の育成

女性行員の活躍支援

専門人財の育成（お客さまへの経営支援等の能力向上）

経験豊富なシルバー人財の活躍支援

経営管理態勢の強化 コンプライアンスの徹底

リスク管理態勢の強化

内部監査の充実
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Ⅳ．各戦略の概要
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○営業戦略（法人戦略）

県内シェアの拡大 メイン化の推進

・法人営業担当の機能強化

・融資相談へのクイックレスポンス

・店周区域のお取引先数の増加

・法人代表者および職域への取引推進
によるメイン化の推進

・お客さま本位のソリューション営業の
展開

・エリア一体となった融資推進

・融資相談へのクイックレスポンス（迅速な対応）、お客さま本位のソリューション営業の展開などお客さまに
とって付加価値の高い営業推進や既存のお取引先の代表者や職域への取引推進により、店周区域のお
取引先数の増加やメイン化の推進をエリア一体で取り組む

・ＣＲＭ（顧客情報管理システム）の
導入によるお客さま情報共有化の
検討

11



○営業戦略（個人戦略）

・住宅・アパートローンセンターの充実
・ＭＡ（マネーアドバイザー）チームの
充実

・金融商品販売体制の整備（ＭＡチー
ムの活用、研修制度の充実）

・個人ローンの推進 ・無担保ローン等消費者ローンの推進

・お客さま志向の資産運用提案（フィ
デューシャリーデューティへの対応）

・営業店での店周区域の法人代表者や職域取引の推進に加え、住宅・アパートローンセンターの活用により
個人ローンを推進
・インターネットなどの活用により、お客さまの利便性を向上することで、無担保ローン等消費者ローンを推進
・金融商品販売の体制整備、研修による人財の育成やＭＡ（マネーアドバイザー）チームと営業店が連携して、
お客さま志向の資産運用を提案

・インターネットの活用
・ＣＲＭ（顧客情報管理システム）の
導入によるお客さま情報共有化の
検討
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○営業戦略（地域活性化戦略）

・お客さまの成長・再生支援への取組
強化（本業支援、創業支援および第
二創業支援等）

・専門的な知識を持つ人財の育成や外部専門機関との連携により、お客さまのライフステージにあった経営
課題解決策を提供
・地域社会がよりよく活性化するために、地域金融機関として地域貢献活動への積極的な取組み

・お客さまと向き合った課題解決策の
提案

・事業承継に対する支援体制の強化
・事業性評価に基づく融資推進への取
組強化

・地域社会の活性化への取組み

創業支援 事業性評価融資 本業支援 経営改善支援

事業再生支援事業承継支援 第二創業支援

衰退・再生成長鈍化成長創業

企業のライフステージ

ライフステージ毎の経営課題解決策

13



○チャネル戦略

・戦略的な人員の配置

・子育て世代やシルバー層のお客さま
にとり、優しい営業店

・ＡＴＭ提携金融機関等の増加

・各エリアの役割の検討

・店舗のリニューアルや提携等ＡＴＭ網の拡大によるお客さまの利便性の向上
・市場性の高い店舗への人員の重点配置による営業力の強化
・住宅・アパートローンセンターやＭＡチームなど各業務に特化した専門チームの活用による多様化するお客
さまニーズへの対応。法人営業担当の活動の深化
・効果的なチャネル網の構築によるお客さま志向のサービスの提供
・当行に合ったシステム投資の検討

・住宅・アパートローンセンターの充実 ・ＭＡチームの充実

・法人営業担当の機能強化
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○人財・組織戦略

・営業現場の意見の反映

・業務フローの検討（システム対応の検討、事務負担の
軽減）

・本部集中業務の推進

・エリア営業部内における人員の柔軟な配置

・効率的な営業体制の構築のために、業務フローや本部集中業務を推進

・経営支援に関する資格者の増加など若手行員や専門人財を育成し、当行の人財力の向上に取り組む
・女性行員やシルバー人財が活躍できる職場作り

組織戦略

・当行ＯＢ・ＯＧの活躍支援

・キャリア採用の積極化・資格取得者の増加

・研修制度の充実（外部派遣等の活用）・自主的な自己啓発への意識の醸成

人財戦略

・コンプライアンスの徹底、リスク管理態勢の強化や内部監査の充実により経営管理態勢を強化

経営管理態勢

・内部監査の充実

・サイバーセキュリティ管理態勢の強化（ＣＳＩＲＴの充実）

・事務の堅確化

・業務継続態勢の高度化

・金融犯罪への対応強化

・リスク管理の高度化

・コンプライアンスの徹底
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第１１次中期経営計画「地域密着 かなぎんⅡ(セカンドステージ）」の目指す将来像

当行の理念
地域の皆さまから信頼され、支持され、地域とともに発展する銀行

キーワード 1.コア業務の深化
2.お客さま志向への意識改革の徹底
3.クイックレスポンス

地域プレゼンスの向上

第11次中期経営計画
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持続可能なビジネスモデルの構築
・コア業務の深化による強固な収益基盤の構築
・地域活性化にむけた人財の育成および態勢の構築
・市場性の変化に対応した戦略的な店舗網の構築
・戦略的なITインフラの構築

中長期的な目標 預貸和１兆円 事業性融資取引先数5,000先



Ⅴ．計数目標
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○計数目標

業容目標 2019年3月末目標

融資量 3,600億円以上

中小企業等貸出金残高 3,250億円以上

中小企業等貸出金比率 90%以上

事業性融資取引先数 4,500先以上

資金量 4,400億円以上

投信口座数 5,500口座以上

収益目標 2019年3月末目標

業務粗利益 72億円以上

業務純益 10億円以上
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Ⅵ．地域密着型金融の推進計画
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地域経済の
活性化

お客さまに対
するコンサル
ティング機能
の発揮

地域やお客
さまに対する
積極的な情
報発信

地域の面的
再生への積
極的な参画

地域密着型金融の推進計画
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・コンサルティング機能の発揮を支えるための専門的な金融手法や知識等のノウハウを持つ専門的な人財の育成に努めます。
・ノウハウや各種地域情報を収集・蓄積するとともに、営業店と本部の適切な連携により組織全体で共有するように努めます。
・お客さまがお悩みを相談できるような信頼関係の構築に取組み、経営の目標や課題を把握・分析できるように努めます。
・経済活動の主役であるお客さまに、主体的に活動していただくように、上記で分析した内容について、適切に助言（働きかけ）し、必要な場合には外部
機関等と連携してご支援します。
・お客さまのライフステージに応じて、最適なソリューションを提案いたします。
・お客さまとの協働によるソリューションの実行とその進捗状況をアドバイスできるように努めます。

・地域の面的再生への積極的な参画に関する取組みを支えるための専門的な金融手法や知識等のノウハウをもつ人財の育成に努めます。
・ノウハウや各種地域情報を収集・集積するとともに、行内の適切な連携により組織全体で共有するように努めます。
・情報を収集・蓄積しつつ、地域経済の課題や発展の可能性等を把握・分析してまいります。
・当行が貢献可能な分野や役割を検討し、必要に応じて外部専門家や外部専門機関等と連携するなど、積極的に役割を果たしてまいります。
・地域経済全体の活性化と同時にお客さま企業の事業拡大や経営改善を図ってまいります。

1．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮
①お客さまがお悩みを相談できるような信頼関係の構築に取組み、経済活動の主役であるお客さまに、主体的に活動していただくようご支援いた
します。

②お客さまのライフステージに応じて、最適なソリューションをご提案いたします。

2．地域の面的再生への積極的な参画
専門的な金融手法や知識等のノウハウをもつ人財の育成および外部専門家や外部専門機関等との連携に努め、各種地域情報を収集・集積した
うえで、当行が貢献可能な分野に積極的な役割を果たしてまいります。

3．地域やお客さまに対する積極的な情報発信
地域密着型金融の具体的な目標やその成果を地域やお客さまに対して、積極的に情報発信するように努めます。また、お客さまのご要望等を適
切に業務に反映するための態勢を徹底します。

4．その他の項目について
①職員のモチベーションの向上に資するため、お客さまに対するコンサルティング機能の発揮や地域の面的再生への積極的な参画に関する取組
みを、業務上の評価に適正に反映するよう努めます。
②内部監査等により、地域密着型金融を推進するための態勢整備を確認します。また、当該監査等の結果を踏まえ、必要に応じて推進態勢を改
善・充実していくなど、監査等を有効に活用する態勢を整備します。
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