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２０１８年３月期中間期決算ハイライト 

１．業績予想に対する進捗状況 

【単体】 
2017/9期 

実績 
Ⓐ 

2018/3期 
通期計画 

Ⓑ 

中間期 
進捗率 

Ⓐ÷Ⓑ×100 

コア業務粗利益 435 900 48.3% 

資金利益 372 733 50.7% 

預貸収支 309 622 49.6% 

貸出金利息 312 627 49.7% 

預金・NCD利息(▲) 2 5 40.0% 

有価証券利息配当金 77 133 57.8% 

その他資金利益 ▲14 ▲22 - 

役務取引等利益 63 172 36.6% 

その他業務利益 ▲0 ▲5 - 

経費（除く臨時処理分）(▲) 370 745 49.6% 

コア業務純益 64 154 41.5% 

信用コスト(▲) ▲23 0 - 

有価証券関係損益 14 0 - 

その他臨時損益 19 17 111.7% 

経常利益 122 171 71.3% 

特別損益 0 1 - 

法人税等調整額等(▲) 25 53 47.1% 

当期純利益 98 120 81.6% 

（億円、％） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

① 法人向け貸出への注力により上期計画を概ね達成 

② 保有株式の増配などにより上期計画を達成 

③ 預り資産収益の計画下回りなどにより上期計画未達 

④ 物件費の削減などにより上期計画を下回る 

⑤ 回収やランクアップなどによる戻入益により計画を下回る 

⑥ 株式売却益の計上などにより計画を上回る 

 道内中小・小規模企業向け貸出、コンシュマーファイナンスへ 

  の積極的な取組みを継続 

 政策投資・純投資株式、ETFなどの配当見込みが上振れ 

 預り資産販売手数料、クレジットカード関連手数料などが計画

を下回る 

 コンサルティングプラザ増設効果の早期実現などにより通期計

画の達成を目指す 

 物件費は、経費削減意識の定着などにより幅広い項目で計

画を下回る 

 引続き効率化・コスト削減に注力 

 ランクダウン15億円、ランクアップ▲32億円、回収等▲10億円等 

 個別政策投資株式を売却、15億円の売却益計上 
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２０１８年３月期中間期決算ハイライト 

２．連結損益サマリー 

 
2015/9期 

実績 
 

2016/9期 
実績 

2017/9期 
実績 

前年比 
中間期 

業績予想 

連結コア粗利益 493 484 454 ▲30 461 

資金利益 387 380 367 ▲12 

貸出金利息 334 318 311 ▲7 

有価証券利息配当金 69 74 73 ▲1 

預金等利息(▲) 10 4 2 ▲1 

役務取引等利益 94 91 79 ▲11 

その他業務利益 11 13 7 ▲5 

経費(臨時処理分除く) 388 386 380 ▲6 391 

うち銀行人件費 159 156 150 ▲6 

うち銀行物件費 189 189 187 ▲1 

うち銀行税金 31 31 32 +1 

連結コア業務純益 104 97 73 ▲24 70 

信用コスト(▲) ▲9 ▲23 ▲11 +11 10 

有価証券関係損益 35 12 14 +2 

連結経常利益 164 143 119 ▲24 74 

親会社株主に帰属する中間純利益 103 106 94 ▲11 52 

連結コアOHR 78.83% 79.78% 83.75% +3.97% 

連結ROE 5.59% 5.46% 4.59% ▲0.87% 

単体ROE 5.71% 5.68% 4.88% ▲0.80% 

（億円、％） 

・連結コアOHR＝経費(臨時処理分を除く)÷連結コア粗利益 
・連結ROE＝親会社株主に帰属する中間純利益÷期中平均自己資本×365÷期中日数 （期中平均自己資本は、期首・期末の平均値） 

’17/9期は経費の減少や有価証

券関係損益の増加があったものの、

貸出金利息の減少や役務取引

等利益の減少などにより中間純利

益は11億円減益となりました。 

貸出金利息は市場金利低下など

の影響で7億円減少しました。 

役務取引等利益は個人年金保

険販売手数料の減少や支払保

証料の増加などにより前年を11億

円下回りました。 

経費は、人件費の減少などにより

前年を6億円下回りました。 

信用コストは、大口の倒産・ランク

ダウンが少なかったことやお取引先

への経営改善支援の取組みによ

るランクアップなどによって11億円の

戻入れとなりました。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

・その他業務利益は、国債等債券関係損益を除く 
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２０１８年３月期中間期決算ハイライト 

３．貸出金・預金の状況 

8,097  8,493  9,084  
8,438 

(▲646) 

16,410  16,396  16,551  
17,102 

(+550) 

16,529  16,615  16,838  
17,257 

(+418) 

13,298  13,998  15,906  
18,549 

(+2,642) 

0

20,000

40,000

60,000

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

大中堅企業向け 中小企業等向け 
個人向け 地公体等向け 

58,382 

セクター別・貸出金平残 【単体】 

（億円） 

54,336 
55,504 

18,684  19,876  21,166  
22,394 

(+1,227) 

49,681  50,804  51,690  
53,560 

(+1,869) 

4,494  4,938  6,362  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

法人 個人 公金・金融 

セクター別・預金NCD平残 【単体】 

（億円） 

79,219 
72,859 

73,138  
76,159  

79,856  
82,582  

4,407  

4,000  

3,443  

3,231  

60,000

70,000

80,000

90,000

'14/9末 '15/9末 '16/9末 '17/9末 

資金量 預り資産 

資金量・預かり資産末残 
（億円） 

【単体】 

0 
8,057  8,710  8,913  8,416  

16,797  16,773  17,178  17,673  

16,538  16,699  16,891  17,427  

12,795  13,725  
16,970  18,787  

0

20,000

40,000

60,000

'14/9末 '15/9末 '16/9末 '17/9末 

大中堅企業向け 中小企業等向け 
個人向け 地公体等向け 

セクター別・貸出金末残 
（億円） 

【単体】 

59,954 62,305 

54,188 

61,348 
(+2,965) 

82,341 
(+3,121) 

55,909 

貸出金平残は、中小企業等向

け、個人向け、地公体等向け貸

出が増加し、全体で6兆1,348億

円と前年比2,965億円増加（年

率＋5.0%）しました。 

法人向け貸出のうち、大・中堅企

業向け貸出は、本州向けを中心

に減らしたことにより、8,438億円と

前年比646億円減少（年率

▲7.1%）しました。 

一方、中小企業等向け貸出は、

道内中小・小規模企業等向け貸

出への積極的な取組みにより、1

兆7,102億円と前年比550億円

増加（年率＋3.3％）しました。 

預金NCD（資金量）平残は、

法人および個人で大きく伸び、全

体で8兆2,341億円と前年比

3,121億円増加（年率＋

3.9%）しました。 

80,159 
77,545 

85,814 
83,299 

75,618 6,385(+23) 
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２０１８年３月期中間期決算ハイライト 

４．有価証券運用 

2016/9末 2017/3末 2017/9末 

取得原価 評価損益 取得原価 評価損益 取得原価 評価損益 
17/3末比 17/3末比 

国内債券 12,404 309 12,469 219 11,758 ▲710 189 ▲30 

国内株式 553 752 533 905 522 ▲11 1,072 +166 

その他 3,313 ▲16 3,165 ▲22 3,057 ▲108 1  ＋23 

国内株式投信・ETF 394 ▲2 353 19 400 +47 15 ▲4 

外国債券・外債投信 2,829 ▲15 2,740 ▲41 2,591 ▲149 ▲10 ＋30 

外国株式投信・ETF - - - - - - - - 

REIT・その他 89 1 71 ▲0 65 ▲6 ▲3 ▲2 

合計 16,271 1,046 16,167 1,103 15,337 ▲830 1,263 +160 

日経平均株価(円) 16,449 18,909 20,356 

新発10年国債利回(%) ▲0.085 0.065 0.060 

（億円） その他有価証券の内訳 【単体】 

3.41  

3.29  

3.97  

4.30  

4.03  

4.20  

3.83  

3.0

3.5

4.0

4.5

'14/9末 '15/3末 '15/9末 '16/3末 '16/9末 '17/3末 '17/9末 

（年） 

円債デュレーション(変国含む) 【単体】 

30  30  30  29  

9  
16  17  23  

9  

10  
17  

16  

4  

12  

12  7  

0

20

40

60

80

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

円債 外債 株式 その他 

有価証券利息配当金の内訳 【単体】 

（億円） 

76 

53 

取得原価は国債の償還・売却な

どにより、前期末比830億円減少

しました。 

※譲渡性預金を除き、投資事業組合向け、子会社株式を含む。 

70 

評価損益は、保有株式の価格上

昇などにより前期末比160億円増

加しました。 

円債デュレーションは、超長期国

債の売却などにより、3.83年と短

縮しました。 

有価証券利息配当金は、外債が

ポートフォリオ改善により前年を上

回ったものの、前年計上していた投

信解約益（6億円）を‘17/9期

は計上しなかったことなどにより、全

体では微減となりました。 

78 

 
4 



0.02  0.02  0.01  0.00  

1.05  1.00  0.95  0.89  

0.21 
0.18 

0.13  
0.11  

0.0

0.5

1.0

1.5

'14/9期 '15/3期 '15/9期 '16/3期 '16/9期 '17/3期 '17/9期 

1.20 1.28 

1.09 
1.01 

２０１８年３月期中間期決算ハイライト 

５．利回り 

月末貸出平均約定金利 【単体】 

（％） 
預貸金利鞘 【単体】 

（%） 

1.28  1.20  
1.09  

1.01  
1.12 

1.01 
0.88 0.84 

1.94  1.96  1.97  
1.94  

0.77  
0.65  

0.49  
0.38  

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

全体 事業者向け 
個人向け 地公体等向け 

セクター別・貸出利回り 
【単体】 

0.68  
0.87  0.97  0.96  

0.45  0.49  0.49  0.48  

1.48  

1.60  1.63  
1.97  

3.63  3.86  

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

全体 うち円債 うち外債 うち株式 

6.30 

有価証券運用利回り 
【単体】 

（％） （％） 

経費率 

預貸金利鞘 

預金等利回り 

貸出金利回り 

‘17/9の単月平均利回り（政府

向け貸出等を除く）は、 1.04％

と前年比0.05ポイント低下しまし

た。 

‘17/9末の預貸金利鞘は、前年

比0.02ポイント縮小し、0.11%と

なりました。 

貸出金利回りは、全体では

1.01％と前年比0.08ポイント低

下しました。 

有価証券運用利回りは、投信解

約益を計上しなかったことなどから、

全体でも0.96%と前年比0.01ポ

イント低下しました。 

0.0 

1.0 

6.0 

3.0 

4.0 

6.13 

2.0 

7.0 
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1.38  

1.30  

1.20  

1.14  1.28  

1.19  

1.09  
1.04  

0.75

1.00

1.25

1.50

'14/9末 '15/9末 '16/9末 '17/9末 

道内銀行全体 北洋銀行 

※ 

※「道内銀行全体」の 
最新数値は’17/8末 

※道内銀行全体：出所  北海道財務局「北海道金融月報」 
  北洋銀行は政府向け貸出等を除く、9月単月平均利回り 



２０１８年３月期中間期決算ハイライト 

６．役務収支・経費 

27 31 26 19 

40  40  41  
40  

68 69 76 77 

▲30 ▲31 ▲33 ▲34 

▲29 ▲33 ▲33 ▲39 

75 75 76 
63 

▲100 

▲50 

0

50

100

150

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

136 135 

▲73 
▲59 

143 

▲64 

役務収支の主な内訳 【単体】 
（億円） 役務収益 

役務費用 

役務収支 

うち為替手数料 

うち投信・保険 

うち団信保険料 

29  31  31  32  

196  189  189  187  

158 159 156 150 

0

100

200

300

400

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

経費の主な内訳 
【単体】 
（億円） 

370 383 377 

(31) (33) (33) (32) 

うち人件費 
(賞与等) 

うち物件費 

うち税金 

物件費の主な内訳 
【単体】 
（億円） 

28 14 15 14 

50 
51 56 58 

41 
44 41 37 

77 
80 77 78 

0

50

100

150

200

250

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

187 
196 

189 

うち預金 
保険料 

うち業務 
委託費 

うち減価 
償却費 

その他 

役務収益は、個人年金販売手数

料が減少したことなどにより、136

億円と前年比７億円減少しまし

た。 

 

役務費用は、住宅ローン残高の

増加に伴う団信保険料や保証料

が増加したことなどにより、73億円

と前年比6億円増加しました。 

 

この結果、役務収支は63億円と

前年比13億円減少しました。 

経費は、人件費の減少などによ

り、370億円と前年比7億円減少

しました。 

 

物件費は、本部業務アウトソース

などにより業務委託費が増加した

ものの、システム資産などの減価償

却費の減少等により、前年比で微

減となりました。 

うちその他 

うちその他 

▲66 

140 

380 
189 
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1.48  

1.21  

1.05  

198  160  107  

506  463  446  

509 

365 
295 

'15/9末 '16/9末 '17/9末 

２０１８年３月期中間期決算ハイライト 

７．信用コスト・不良債権 

’15/9期 ‘16/9期 ’17/9期 前年比 

新規倒産 4 1 3 +2 

ランクダウン 19 13 15 +2 

最終処理 0 0 0 ▲0 

担保価値下落 1 1 1 ▲0 

ランクアップ ▲10 ▲8 ▲32 ▲24 

回収等 ▲23 ▲32 ▲10 +22 

貸倒実績率変動 ▲4 ▲4 ▲0 +4 

北洋銀行計 ▲13 ▲29 ▲23 +5 

連結子会社計 3 6 12 +6 

連結合計 ▲9 ▲23 ▲11 +11 

【連結】 

（億円） 信用コストの構成 （億円） 開示債権額・比率 
【単体】 

要管理 
債権 

危険 
債権 

破産 
更生等 
債権 

849 
989 

【単体】 
貸倒実績率 

開示債権 
比率* 
(%) 

*部分直接償却後 
（部分直接償却は未実施） 

‘15/9期 ‘16/9期 ‘17/9期 前年比 

正常先 0.028 0.018 0.017 ▲0.001 

要注意先 0.641 0.505 0.340 ▲0.165 

要管理先 9.683 11.144 13.068 +1.924 

破綻懸念先 35.522 29.416 29.006 ▲0.410 

（%） 

単体の信用コストは、前年比5億円

増加しましたが、 引続き23億円の

戻入れ益となりました。 

 

ランクアップによりコストは前年比24

億円の減少となりましたが、回収等に

ついては、前年に大口要因があった

反動でコストが22億円増加しまし

た。 

開示債権の額、比率はともに減少が

続いています。 

貸倒実績率は、正常先、要注意

先、破綻懸念先が低下した一方、

要管理先が上昇しました。 

1,214 
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経営戦略 

１．中期経営計画『共創』 

当行は2017年8月20日に創立

100周年を迎えました。 

新たな100周年のスタートにあたる

2017年度から、今後3年間の当行

の方針を示す中期経営計画『共創』

をスタートさせています。 

 

持続可能なビジネスモデルを構築す

るため、「お客さま第一主義」の徹底

の下、５つの基本戦略に着実に取り

組みます。 

 

ポイントは、①マーケティング機能の

強化により、お客さまの多様なニーズ

を発掘し最適なサービスを適切なタイ

ミングで提供すること、②サービス機

能および人材の専門化により、さらに

高度なサービスを提供すること、③

サービスの集約により利便性を高め、

ワンストップで迅速に対応することで

す。 

 

こうした取組みを通じて、地域・お客

さまとともに共通する価値の創造を目

指します。 

 

【持続可能なビジネスモデルを目指して】 

「お客さま第一主義」の徹底 

お客さまの潜在ニーズ発掘と最適な 
サービスの提供 

事業性評価と地方創生に向けた 
主体的な取組みの強化 

サービス提供を支える戦略 

安定した収益を生み出す 
生産性の高い強靭な 
組織への変革 

多様化するニーズに即応 
する人材の育成・活性化 

FinTechへの戦略的な 
対応 

【５つの基本戦略】 
サービス提供戦略 

お客さまと共通する価値を創造する 

３つのポイント 

ワンストップ化 

サービスの迅速化 サービスの高度化 

専 門 化 

ニーズ発掘・深堀 

マーケティング 

の徹底 
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経営戦略 リテール戦略① 

２．預り資産 

預り資産については、投資信託・一

時払保険の販売額は前期比で増加

しました。一方、一時払保険の手数

料が減少し、預り資産合計の手数

料は減少しました。 

 

’16/12に業務提携した「ほけんの窓

口グループ」とは、’17/7より本店2F

に「北洋ほけんプラザ大通」を開設

し、豊富な商品ラインナップにより、お

客さまのライフプランや多様化する

ニーズに応えています。 

 

コンサルティングプラザは、この10月よ

り21ヶ所に拡大しており、専担者集

約による推進力強化や複数エリアの

一元管理などにより、お客さまの資産

形成・資産運用のサポートを強化し

ています。 

 

あわせて、推進行動を具体的に変化

させるため、アプローチ先数・面談率

成約率などの「プロセス指標」を新た

に導入しています。 

 

KPI：預り資産 

【預り資産※1販売額】 （億円） 

※1 投資信託、一時払保険の合計 
（計画） （計画） 

【預り資産手数料】 （億円） 

「北洋ほけんプラザ大通」の開設(‘17/7) 

ほけんの窓口グループとの提携 

アプローチ先数 面談率 成約率 成約単価 × × × 成約額 

来店・訪問・電話 
した先数（不在含む） 

うち直接面談した 
割合 

うち成約した割合 
（投信・保険） 

プロセス指標（4指標） 

223,300先 54.7％ 10.8％ 
‘17/上 
実績 

249,000先 58.0％ 16.0％ 

本部より新たな
リスト・アシスト
情報の提供 

テレアポ工夫 
 お客さま情報 

の蓄積 

成約確度の 
高いリスト配信 

＝ 

プロセス指標の導入 

推進行動を具体的
に変化させ、プロセス

指標を改善 

‘17/下 
計画 

専担者集約 
 
 

複数エリア 
一元管理 

 推進力強化 推進効率化 

業務分離 
専門化 

 人材育成強化 

マネジメント 
高度化 

 管理強化 

お客さま第一主義・フィデューシャリーデューティの徹底 

●2017年10月よりCPを21か所（68店舗）に拡大 

コンサルティングプラザ（CP）の狙い 

731  
405  502  

2,130 

'15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/3期 

33  27  21  
68 

'15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/3期 
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 ●お客様のニーズをしっかり捉え、 

 ●最適なチャネルを通して、 

 ●ライフステージに応じた最適なサービスを 

 ●タイムリーに提供 

経営戦略 リテール戦略② 

３．個人ローン・カードビジネス 

コンシュマーファイナンスは、マイカー

ローンなどの無担保証書ローン、カー

ドローンともに伸長し、全体でも堅調

に推移しています。 

 

なお、カードローンについては、全銀

協の申し合わせに沿って、広告抑制

や審査厳格化などに対応済みであ

り、今後はAI分析によるターゲティン

グ等により、顧客基盤の拡大を目指

します。 

 

また、住宅ローンは、アパートローンの

平残は減少しているものの、ハウス

メーカーとの連携強化等により、全体

では順調に伸びています。 

 

クレジットカードビジネスについては、

各種法人カードやJCBデビットカー

ド、クレジット加盟店の増強を図り、

収益の向上を図ります。 

非対面チャネルの活用による残高増強 

コンタクトセンター 
の活用 

1,026  1,164  1,282  1,470  

'16/3期 '17/3期 '17/9期 '18/3期 

【平残・(利息収入)】 （億円） 

（計画） 

KPI：コンシュマーファイナンス※1 

（103） （77） （60） （45※2） 

※1 マイカーローン、カードローンなどの総称 
※2 半期の実績 

 無担保証書ローン 

 カードローン 

●リスティング広告等によるWEB申込促進 
●DM分析によるターゲティング精度向上 
●コンタクトセンターのフォローコール強化   等 

●広告抑制、審査厳格化※3に対応済 
●AI分析に基づいたターゲティング等により 
  顧客基盤を拡大 
  ※3 TVCMの本数・時間短縮化、所得証明基準300万円 

      超→50万円超へ  等 

13  15  16 

37 

'15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/3期 

【役務収益】 （億円） 

（計画） 

KPI：クレジットカード 

●利用ニーズに応じた各種法人カード提案 
（例：公共料金口座振替先への推進 等） 
●JCBデビットの条件見直しによる促進  
●クレジットカード加盟店の増強  等  

【平残】 

KPI：住宅ローン※4 

あ 

●ハウスメーカーとの連携強化を継続 
●住宅ローン利用者専用フリーローンの活用 
  によるお客さまの当行選択率向上 
●中古取扱主要業者へのリフォーム一体貸 
  出の提案強化  等 

（億円） 

※4 アパートローン平残を含む 

15,672  15,741  
15,975  16,082  

'16/3期 '17/3期 '17/9期 '18/3期 

（計画） 
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経営戦略 法人戦略① 

４．事業性評価・人材等支援 

 
11 

事業性評価の活用による対話先数

は、’18/3期の計画を大きく上回って

推移しており、直近のアンケートでも

上々の評価を得ています。 

 

一方、企業の課題解決実行のための

人材・ノウハウ不足を補うため、日本

人材機構の子会社である「北海道共

創パートナーズ」に資本参加し、人材

紹介サービスなどの伴走型支援サービ

スの提供を進めています。 

この取組みは、全国初となるものであ

り、地域・お客さまとともに成長する「共

通価値の創造」の実現に向けた枠組

みとなるほか、当行の持続可能なビジ

ネスモデル構築につながる取組みで

す。 

また、事業性評価による取引先数の

増加に伴い、当行が積極的に取り組

んでいる道内中小・小規模企業の貸

出先数も足下増加しており、KPIであ

る平残も着実に積みあがっています。 

最重点 
企業 

400社 

KPI：事業性評価の活用による 
対話先数 

（計画） 

【累計先数】 

●’18/3期の計画を大きく上回って推移中 
●’20/3期までの目標：累計3,200先 

アンケートによる主なお客さまの声 
●これまで視野になかった新しい課題も含め、銀行と 
  共通の課題認識が図れた 
●事業への理解は大切、定期的な開催を希望 
●経営課題や解決策等、提案された資料の有意義 
  な活用のため、社内会議で活用した 
●課題解決実行のための人材・ノウハウが不足 

15,869  16,053  16,207  
16,630 

'16/3期 '17/3期 '17/9期 '18/3期 

KPI：道内中小・小規模企業貸出 

（計画） 

【平残】 （億円） 

25,114  
25,071  

25,214  

25,598  

'16/3末 '16/9末 '17/3末 '17/9末 

【道内中小貸出先数の推移】 

人材・ノウハウ支援ニーズへの対応 

連 携 

北海道共創パートナーズ 

「伴走型支援サービス」（人材紹介など） 

顧客との 
強固な 

信頼関係 

349  
875  

1,837  
1,200  

'16/3期 '17/3期 '17/9期 '18/3期 

道内企業 

出資 出資 

当行の新たな持続可能なビジネスモデルを構築 

全国初の取組み 

 
道内企業の持続的・自律的 

発展のための支援 
 

「共通価値の創造」の実現へ 
 



経営戦略 法人戦略② 

５．ソリューション提供 

本業支援 

TSUBASA連携 

担保・保証に依存 
しない融資 

9.6  
16.3  11.2  

28.1  

'15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/3期 

KPI：法人役務収益 

【法人役務収益※】 （億円） 

‘17/3期 ‘18/3期 

【平残】 

④医療・福祉 

‘17/3期 ‘18/3期 

①食品 

‘17/3期 ‘18/3期 

③観光 

‘17/3期 ‘18/3期 

②農業 

KPI：成長産業（４業種） 

2,408 
2,450 1,069 

1,124 

229 

243 

926 

953 

（計画） （計画） （計画） （計画） 

（億円） 

‘17/9期 

1,009 

（計画） 

‘17/9期 

255 960 

‘17/9期 

2,500 

‘17/9期 

※ M&A、ビジネスマッチング、私募債、債権流動化、シンジケートローン、 
  ファクタリング、法人向け生命保険、デリバティブ収益の合算 

ソリューション提供の強化 

事業性評価を通じた最適なソリューション提供 

M&A・事業承継 

有償ビジネスマッチング 

●㈱日本M&Aセンターから専担者２名を受 
  入れ、本部によるお客さま支援を強化 

●航空機オペレーティングリースなど、リース案 
   件の提案 等 

＜主な強化施策＞ 

経営者保険 

●専担者２名増員、純預金先や地方も含め 
  総合取引を拡充 

その他主なソリューション 
●北洋イノベーションファンドなど各種ファンド支援 
●ABL、知的財産権活用融資 
●食の発掘市場（企業間マッチング） 
●インフォメーションバザール・ものづくりテクノフェア 等 

道内中小・小規模企業を中心に、

事業性評価を通じた各種ソリューショ

ンの提供を継続します。 

 

具体的には、日本M&Aセンターから

専担者を2名受入れており、事業承

継・M&Aの支援を強化しています。 

 

また、航空機オペレーティングリースな

どのビジネスマッチングや経営者保険

にも注力しています。 

 

北海道の成長産業として支援を強

化している4業種（食品、農業、観

光、医療・福祉）については、KPIで

ある貸出平残は概ね伸びており、各

種ファンドなども活用しています。 

 

そのほか、インフォメーションバザールや

ものづくりテクノフェアといった商談会な

ど、各種のソリューション提供により、

地方創生を加速させるとともに、お客

さまの成長をバックアップしています。 
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経営戦略 法人戦略③ 

６．地方創生 

地方創生への取組みでは、’17/9末

までに道内33の地方公共団体と連携

協定を締結しています。 

この9月に締結した網走市、伊達市

は、ILO産業分析の活用がきっかけと

なっており、地域と協働で成長戦略や

事業の企画・推進に取り組んでいま

す。 

こうした道内の連携協定の中、地域

運送業においては広域分散による物

流コスト高や人手不足などの問題が

発生しており、これを受け当行では、北

海道物流開発㈱と連携し、「道の駅」

を活用した地域連携物流システムの

構築を提言しています。 

 

道の駅を地域の物流拠点とし、共同

集荷や一括輸送などにより効率化を

図るとともに、物流費の圧縮を目指す

仕組みとなっています。 

こうした取組みにより、お取引先や地

域の「稼ぐ力」を向上させ、道内経済

の活性化を目指します。 

 

※1 産業をInbound(インバウンド・他地域から需要を呼び込む)、Local(ローカル・地産地消)、Outbound(アウトバウンド・他地域市場を狙う) 
    に分け、地域の産業別特徴や成長産業を明確化する手法 
※2 政府が運用する「地域経済分析システム」を活用し、当行の財務データと掛け合わせて地域中核企業の分析・課題抽出を実施 

【『道の駅』を活用した地域連携物流システム】 

道の駅 

課題：北海道は都市間距離が長く、物流はコスト高 
     ドライバー不足、労働時間厳格化等による遅配      

★道内の主要な「道の駅」に物流施設を設置 
 ⇒道の駅で製品を集荷、保管、仕分、管理し、 
  配送業者が決まった時間に集荷、一括輸送  

物流効率化・コストの圧縮⇒道内経済活性化 

地方創生への取組み 

網走市・伊達市との連携協定締結(‘17/9) 地域毎の産業・企業の「稼ぐ力」を向上⇒道内経済活性化 

●’17/9までに道内33の地方公共団体と連携協定を締結 
●ILO産業分析※1の活用により、地域産業の強み・弱みを明 
  確化、地域と協働で成長戦略や事業を企画・推進  
●RESASの活用※2による個社別の支援を展開 

道の駅 

道の駅 

道の駅 

港湾 
空港 
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経営戦略 

７．ローコスト戦略の深化 

マイナス金利政策など、厳しい収益

環境が続く中で、効率化とコスト削

減は喫緊の課題です。 

経費は、人員の減少による人件費の

減少のほか、これまで進めてきたBPR

施策効果や幅広く物件費の支出を

抑えたことにより、減少しています。 

 

さらに、一層のコスト削減に向けて、

システム経費の削減に取組むプロジェ

クトチームを組成し、約15億円の削

減を検討しています。 

 

このほか、現在単独で運営している

基幹系システムの共同化についても

同時に検討を行っています。 

 

また、中期経営計画に掲げた400人

分の人員創出については、頭取直轄

の組織として「生産性向上検討会」

を設置し、徹底的な検証の下、一人

当たりの生産性向上に向けて取り組

んでいます。 

 

KPI 

383  380  377  
370  

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 

経費の推移 （億円） 

生産性向上検討会の設置 

400人分の人員創出 

⇒ 一人当たりの生産性向上へ 

経費(物件費)削減に向けた取組み 

頭取直轄の検討会として組成 システム経費削減ＰＴを組成 

基幹系システムの共同化 

年間25億円程度のコスト削減効果※見込み 

 ＜千葉銀行、第四銀行、中国銀行との共同化> 
 ⇒’18/上期中に最終判断 

※ イニシャルコスト償却後 

3,365  3,338  
3,221  

3,129  
2,963  

'14/9期 '15/9期 '16/9期 '17/9期 '18/3期 

【人員推移・計画】 （人） 

（計画） 

営業店 

事務改革 

店頭 

業務改革 

本部 

業務改革 

センター 

業務改革 

【人員創出目標】 

100人相当 

70人相当 

90人相当 

140人相当 

【‘17/9期実績】 

44人相当 

‘18/4より 

10人相当 

26人相当 

【削減項目】 

開発費 

運用費 

保守料 

通信費 

機器他 

【中計期間中の削減目標】 

4億円 

1億円 

5億円 

1億円 

4億円 

中計期間中に合計約15億円の削減を計画 

● ’18/3期は745億円の計画 
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経営戦略 

８．働き方改革への対応 

効率化による労働時間の短縮や女

性が働きやすい職場作りなど、政府

が進める「働き方改革」にも積極的に

取り組んでいます。 

当行は、早くから女性の活躍を推進

しており、「子育てサポート企業」の認

定に加え、2016年には女性活躍推

進法に基づく「えるぼし」の認定を道

内企業で初めて受賞しました。 

あわせて、女性管理職や役付者の

比率増加などにより、2016年12月

に女性が輝く先進企業として、『内閣

府特命担当大臣表彰』を受賞して

います。 

また、2017年10月には、北海道、

北海道労働局、北海道銀行ととも

に、道内労働環境の改善を進めるた

め、「働き方改革推進」に係る包括

連携協定を締結しました。 

 

このほか、「働き方改革」に取り組む

お客さまを支援するためのローンも取

り扱っています。 

女性管理職・役付者比率の増加 

女性役員  
2012年 0名 → 2017年 2名 

女性管理職  
2012年 6.3% → 2017年 14.4% 

女性役付者 
2012年 12.1% → 2017年 23.6%  

「働き方改革推進」で連携協定 

●当行、北海道、北海道労働局、北海道 
  銀行が働き方改革推進に向け連携協定 

●セミナー開催での協力や人材派遣、情報 
  発信などで連携し、官民が協力して労働 
  環境の改善などを進める 

４者による包括連携協定締結(‘17/10) 

ほくよう働き方改革応援ローン 

●「働き方改革」に取り組むお客さまを支援 
  するための事業資金の取扱いを開始 
    （2017年８月21日～） 

  ⇒通常より金利優遇あり 

早くから女性の活躍を推進 

2000年「女性行員活躍策」策定 
2002年 本部管理職に女性登用 
2009年「女性活躍支援室」設置 等 

女性が輝く先進企業 

内閣府特命担当大臣表彰 

2007年 

2016年 

子育てサポート企業認定 

えるぼし認定 

 
15 



経営戦略 

９．ＦｉｎＴｅｃｈへの対応 

金融とITが融合した「FinTech」につ

いては、他行との連携の枠組みであ

る「TSUBASA金融システム高度化

アライアンス」を中心に、AIの活用や

高度認証の共同研究・開発など、積

極的に対応しています。 

 

その一環として、FinTech企業が同

一の仕様で銀行と接続できるよう、

「TSUBASA FinTech共通基盤」

の開発に着手しました。 

 

またこれを活用し、自動家計簿サー

ビスの「マネーフォワードfor北洋銀

行」、クラウド会計ソフトの「MFクラウ

ド確定申告for北洋銀行」、自動貯

金サービスの「finbee」といった各種ア

プリサービスを提供予定です。 

 

この共通基盤により、安全性を確保

しつつ、インターネットバンキング契約

のないお客さまでも、安心して

FinTechサービスをご利用できるよう

になります。 

「TSUBASA  FinTech共通基盤」の活用 

共同研究・開発（AI・高度認証等） 

●TSUBASA金融システム高度化アライアンス※1 

●T&Iイノベーションセンター㈱※２ 

●日本アイ・ビー・エム㈱ 

 
・FinTech企業等の外部事業者が 

  同一の仕様で接続可能とするため、 

  「TSUBASA FinTech共通基盤」   

  の開発に着手 

オープンAPIへの対応 

【TSUBASA FinTech共通基盤を活用したサービスイメージ】 

認証・認可 

【具体的なサービス例】 
※2018年春の提供を予定  

①ﾏﾈｰﾌｫﾜｰﾄﾞfor北洋銀行 ②MFｸﾗｳﾄﾞ確定申告for北洋銀行 ③finbee 

【自動貯金サービス】 

・目的に合わせ、目標 
 金額を設定し、自動 
 で積立できる個人向 
 けサービス 

【自動家計簿・資産 
 管理サービス】 

・口座入出金のほか 
  家計簿を作成する 
 個人向けサービス 

【ｸﾗｳﾄﾞ会計ｿﾌﾄ】 

・口座の入出金やク 
  レジットカード履歴 
 をもとに自動仕訳 
 できる個人事業主 
 向けサービス 

※1 FinTechをはじめ先進的なIT技術を調査・研究するために発足した枠組みで、千葉銀行、第四銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行、当行が加盟 

※2 TSUBASA金融システム高度化アライアンス加盟行、および日本アイ・ビー・エム㈱の共同出資により設立された会社 
 

16 



経営戦略 

１０．有価証券運用戦略 

円債は国債の機動的な売却の実施

や償還により残高は減少しましたが、

今後は超長期国債を最大300億円

まで積増す計画です。 

 

外債は低利回り米国債売却等によ

り減少しており、今後も金利・外貨調

達コストを見ながら慎重に対応してい

きます。 

株式・Ｊリートは、インカム確保を目

指し、500億円まで積増す方針で

す。 

 

 

 

12,405  12,469  

11,758  
11,649  

2,830  2,740  

2,590  2,764  

561  558  

550  550  

462  377  

413  
500  

16,257  16,144  

15,312  
15,463  

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

'16/9末 '17/3末 '17/9末 '18/3末 

純投資株式・J-REIT 政策投資株式 

外債 円債 

   0 

（億円） 

（計画） 

有価証券運用実績・計画 

2017年度下期 
運用方針 

円債 
超長期国債は最大300億円まで
積増し 

外債 
金利・外貨調達コスト状況を見な
がら慎重に検討 

純投資株式 
J-REIT 

インカム確保を目指し500億円 
まで積増し 

4.30 

4.03 

4.20 

3.83 

4.14 

3.47 

4.39 
4.79 4.33 

4.44 

2

3

4

5

'16/3末 '16/9末 '17/3末 '17/9末 '18/3末 

円債（変国含む） 

外債（投信含む） 

  0 

債券デュレーション 
（年） 

円債デュレーションは、超長期国債を

売却した影響などで短縮しました。 

’18/3期は円債の超長期国債の積

増しにより若干長期化する見通しで

す。 

 

外債デュレーションも、長期債の売却

や入替え等により短期化しました。 

（計画） 
※譲渡性預金・投資事業組合向けを除く。 

「ローリスク運用」を遵守しつつ、リスクテイク 
可能な範囲で、安定的なリターンを目指す 

超長期国債 
109億円 最大 

300億円 
まで 

 
17 



資本・配当政策 

１．自己資本比率の向上 

’17/9末の単体自己資本比率は

13.24%となり、’16/9末対比で

1.51ポイント上昇しました。 

 

これは、基礎的内部格付手法

（FIRB）を採用して２年目となった

ことで、リスクアセットについてのフロア

調整額が減少したことが主な要因で

す。 

 

一方、今後については、貸出増強に

よるリスクアセットの増加を主因とし

て、’18/3末の単体自己資本比率

は12%台後半となる見通しです。 

 

415  

645  

805  

979  

1,115  

1,261  
1,379  

1,454  10.70% 10.91% 
11.50% 

10.00% 10.09% 

11.67% 

13.20% 13.24% 12%台後半 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

'11/3末 '12/3末 '13/3末 '14/3末 '15/3末 '16/3末 '17/3末 '17/9末 '18/3末 

単体自己資本比率 

単体利益剰余金（億円） 

バーゼルⅡ バーゼルⅢ（SA) 

公的資金完済 

バーゼルⅢ（FIRB） 

（単体） ’15/9末 ‘16/3末 ’16/9末 ‘17/3末 ’17/9末 

信用リスクアセットの算
出方法 

標準的手法
（SA） 

基礎的内部格付手法 
（FIRB） 

自己資本比率 10.36% 11.67% 11.73% 13.20％ 13.24% 

自己資本(億円) 3,556 3,328 3,397 3,356 3,433 

リスクアセット等(億円) 34,318 28,508 28,947 25,422 25,914 
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資本・配当政策 

２．株主還元の強化 

業績連動配当制度 

配当実績および配当予想 

配当金 ＝ 

普通配当金 業績連動配当金 

＋ 1株あたり 
年間10円を予定 

通期の「親会社株主に帰属する 
当期純利益」が150億円を上回る 

場合に、その超過額の30％を 
目途にお支払いする予定 

2.5円 
3.5円 

3.5円 3.5円 

5.0円 5.0円 
5.0円 5.0円 5.0円 5.0円 

2.5円 
1.0円 1.0円 

中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 中間 期末 

‘18/3期 ‘14/3期 

年間6円 

‘15/3期 

年間7円 

‘16/3期 

年間12.5円 

配当性向は概ね30％程度の水準

を目途とし、連結業績を勘案のうえ、

期末に業績連動配当金をお支払す

る予定としています。 

 

’17/3期の配当は普通配当金10.0

円に、業績連動配当金1.0円を加

えた11.0円をお支払いしました。 

 

‘18/3期は、「親会社株主に帰属す

る当期純利益」の予想が120億円

であるため、業績連動配当金は見

込んでおりませんが、安定的な普通

配当金10.0円に、創立100周年の

記念配当金1.0円（中間期の配

当）を加え、年間11.0円の配当を

見込んでいます。 

‘17/3期 

年間11円 

（予想） 

年間11円 

記念配当金 

業績連動配当金 

業績連動配当金 

創立100周年 
記念配当金 
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