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○お客様と共鳴し、地域に密着した信頼されるパートナーとして、ともに発展することを目指す○お客様と共鳴し、地域に密着した信頼されるパートナーとして、ともに発展することを目指す○お客様と共鳴し、地域に密着した信頼されるパートナーとして、ともに発展することを目指す○お客様と共鳴し、地域に密着した信頼されるパートナーとして、ともに発展することを目指す

りそな銀行の強みりそな銀行の強みりそな銀行の強みりそな銀行の強み

個人戦略の方向性個人戦略の方向性個人戦略の方向性個人戦略の方向性

  ○○○○  富裕層からマス層まで強みを最大限に活かし、シナジー富裕層からマス層まで強みを最大限に活かし、シナジー富裕層からマス層まで強みを最大限に活かし、シナジー富裕層からマス層まで強みを最大限に活かし、シナジー

        効果を発揮することで、収益の極大化を図る効果を発揮することで、収益の極大化を図る効果を発揮することで、収益の極大化を図る効果を発揮することで、収益の極大化を図る

強み強み強み強み

旧あさひ旧あさひ旧あさひ旧あさひ

旧大和旧大和旧大和旧大和

シナジーシナジーシナジーシナジー
顧客顧客顧客顧客

旧あさひ旧あさひ旧あさひ旧あさひ

旧大和旧大和旧大和旧大和

個人戦略のコンセプト個人戦略のコンセプト個人戦略のコンセプト個人戦略のコンセプト

顧客重視顧客重視顧客重視顧客重視 事業事業事業事業 地域重視地域重視地域重視地域重視首都圏・関西圏に豊富なマー首都圏・関西圏に豊富なマー首都圏・関西圏に豊富なマー首都圏・関西圏に豊富なマー
ケット・顧客基盤ケット・顧客基盤ケット・顧客基盤ケット・顧客基盤

充実した富裕層取引のノウ充実した富裕層取引のノウ充実した富裕層取引のノウ充実した富裕層取引のノウ
ハウ（遺言信託・遺産整理ハウ（遺言信託・遺産整理ハウ（遺言信託・遺産整理ハウ（遺言信託・遺産整理
業務、不動産業務）業務、不動産業務）業務、不動産業務）業務、不動産業務）

東西に地盤東西に地盤東西に地盤東西に地盤

信託機能信託機能信託機能信託機能

優位性あるﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ優位性あるﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ優位性あるﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ優位性あるﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ

住宅ローン住宅ローン住宅ローン住宅ローン

マス層へのノウハウに厚みマス層へのノウハウに厚みマス層へのノウハウに厚みマス層へのノウハウに厚み

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

顧客セグメントに顧客セグメントに顧客セグメントに顧客セグメントに

応じた展開応じた展開応じた展開応じた展開

収益性高い収益性高い収益性高い収益性高い

事業への集中事業への集中事業への集中事業への集中

地域を軸とした地域を軸とした地域を軸とした地域を軸とした

展開展開展開展開



３

      ３３３３３３３３      個人戦略の概要個人戦略の概要個人戦略の概要個人戦略の概要個人戦略の概要個人戦略の概要個人戦略の概要個人戦略の概要

富裕層富裕層富裕層富裕層
○顧客数○顧客数○顧客数○顧客数 ：：：：    ０．２％０．２％０．２％０．２％

○収○収○収○収    益益益益 ：：：： １９．１％１９．１％１９．１％１９．１％

ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・

ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層

○顧客数○顧客数○顧客数○顧客数 ：：：： ３８．６％３８．６％３８．６％３８．６％

○収○収○収○収    益益益益 ：：：： ２２．０％２２．０％２２．０％２２．０％

住宅関連層住宅関連層住宅関連層住宅関連層

○一人当りの収益性は高い○一人当りの収益性は高い○一人当りの収益性は高い○一人当りの収益性は高い

○個人部門収益の約１／２を占める○個人部門収益の約１／２を占める○個人部門収益の約１／２を占める○個人部門収益の約１／２を占める

○顧客数は全体の約４割○顧客数は全体の約４割○顧客数は全体の約４割○顧客数は全体の約４割

○顧客により、収益格差が大きい○顧客により、収益格差が大きい○顧客により、収益格差が大きい○顧客により、収益格差が大きい

マス層マス層マス層マス層
○顧客数は全体の約６割○顧客数は全体の約６割○顧客数は全体の約６割○顧客数は全体の約６割

○低収益の先が多い○低収益の先が多い○低収益の先が多い○低収益の先が多い

○顧客数○顧客数○顧客数○顧客数 ：：：：    ２．０％２．０％２．０％２．０％

○収○収○収○収    益益益益 ：：：： ４８．１％４８．１％４８．１％４８．１％

○顧客数○顧客数○顧客数○顧客数 ：：：： ５９．２％５９．２％５９．２％５９．２％

○収○収○収○収    益益益益 ：：：： １０．８％１０．８％１０．８％１０．８％

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）    顧客を下記の通り４つのセグメントに区分顧客を下記の通り４つのセグメントに区分顧客を下記の通り４つのセグメントに区分顧客を下記の通り４つのセグメントに区分顧客を下記の通り４つのセグメントに区分顧客を下記の通り４つのセグメントに区分顧客を下記の通り４つのセグメントに区分顧客を下記の通り４つのセグメントに区分

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）    顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう顧客セグメントに応じ、収益極大化に向けた適切かつ効率的な経営資源の配分を行なう

セグメントの特徴セグメントの特徴セグメントの特徴セグメントの特徴顧客数・収益構成比顧客数・収益構成比顧客数・収益構成比顧客数・収益構成比

（収益構成比は業務粗利益ベース）



４

就職就職就職就職 住宅住宅住宅住宅

取得取得取得取得

結婚結婚結婚結婚

出産出産出産出産

退職退職退職退職 相続相続相続相続教育教育教育教育

ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・

ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層

住宅関連層住宅関連層住宅関連層住宅関連層

②②②②

マス層マス層マス層マス層

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞに

よる効率的な顧客開拓よる効率的な顧客開拓よる効率的な顧客開拓よる効率的な顧客開拓

①①①①  ライフステージの変ライフステージの変ライフステージの変ライフステージの変

化を事前に察知化を事前に察知化を事前に察知化を事前に察知

    ・公共料金引落し、学・公共料金引落し、学・公共料金引落し、学・公共料金引落し、学

校納付金、家賃等校納付金、家賃等校納付金、家賃等校納付金、家賃等

生涯取引の実現による生涯取引の実現による生涯取引の実現による生涯取引の実現による

収益の極大化収益の極大化収益の極大化収益の極大化

ﾎﾟｲﾝﾄ制ｻｰﾋﾞｽによりﾎﾟｲﾝﾄ制ｻｰﾋﾞｽによりﾎﾟｲﾝﾄ制ｻｰﾋﾞｽによりﾎﾟｲﾝﾄ制ｻｰﾋﾞｽにより

  顧客を囲い込み顧客を囲い込み顧客を囲い込み顧客を囲い込み

収益収益収益収益

②②②②

②②②②

①①①① ①①①① ①①①① ①①①① ①①①①

富裕層富裕層富裕層富裕層

②②②②

②②②②  見込顧客の発掘見込顧客の発掘見込顧客の発掘見込顧客の発掘

    ・証券会社取引、税金・証券会社取引、税金・証券会社取引、税金・証券会社取引、税金

支払額、クレジット引支払額、クレジット引支払額、クレジット引支払額、クレジット引
落し額等落し額等落し額等落し額等

膨大なマス層の中から顧客を選別し、集中的にプロモーション膨大なマス層の中から顧客を選別し、集中的にプロモーション膨大なマス層の中から顧客を選別し、集中的にプロモーション膨大なマス層の中から顧客を選別し、集中的にプロモーション

  ４　セグメントと顧客のライフステージ４　セグメントと顧客のライフステージ４　セグメントと顧客のライフステージ４　セグメントと顧客のライフステージ４　セグメントと顧客のライフステージ４　セグメントと顧客のライフステージ４　セグメントと顧客のライフステージ４　セグメントと顧客のライフステージ

一般的なライフステージ一般的なライフステージ一般的なライフステージ一般的なライフステージ



５

      ５　５　５　５　５　５　５　５　    セグメント毎の事業分野と戦略のポイントセグメント毎の事業分野と戦略のポイントセグメント毎の事業分野と戦略のポイントセグメント毎の事業分野と戦略のポイントセグメント毎の事業分野と戦略のポイントセグメント毎の事業分野と戦略のポイントセグメント毎の事業分野と戦略のポイントセグメント毎の事業分野と戦略のポイント

富裕層富裕層富裕層富裕層

ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・ｼﾙﾊﾞｰ・

ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層ﾌﾟﾚｼﾙﾊﾞｰ層

住宅関連層住宅関連層住宅関連層住宅関連層

マス層マス層マス層マス層

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ

ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ

事業事業事業事業

個人資産個人資産個人資産個人資産

運用事業運用事業運用事業運用事業

住宅ローン住宅ローン住宅ローン住宅ローン

事業事業事業事業

事業分野事業分野事業分野事業分野 事業の方向性事業の方向性事業の方向性事業の方向性

○資産運用事業・住宅ローン○資産運用事業・住宅ローン○資産運用事業・住宅ローン○資産運用事業・住宅ローン
事業の顧客予備軍育成事業の顧客予備軍育成事業の顧客予備軍育成事業の顧客予備軍育成

○ローコストオペレーションに○ローコストオペレーションに○ローコストオペレーションに○ローコストオペレーションに
よる運営よる運営よる運営よる運営

○業者の囲い込みと価格・○業者の囲い込みと価格・○業者の囲い込みと価格・○業者の囲い込みと価格・
非価格両面での競争力非価格両面での競争力非価格両面での競争力非価格両面での競争力
の強化の強化の強化の強化

○遺言信託・遺産整理業務○遺言信託・遺産整理業務○遺言信託・遺産整理業務○遺言信託・遺産整理業務
における圧倒的なシェアにおける圧倒的なシェアにおける圧倒的なシェアにおける圧倒的なシェア
の確保の確保の確保の確保

○今後のﾏｰｹｯﾄ拡大を睨み、○今後のﾏｰｹｯﾄ拡大を睨み、○今後のﾏｰｹｯﾄ拡大を睨み、○今後のﾏｰｹｯﾄ拡大を睨み、
投資信託を主軸に拡大投資信託を主軸に拡大投資信託を主軸に拡大投資信託を主軸に拡大

○変額年金保険の取扱拡大○変額年金保険の取扱拡大○変額年金保険の取扱拡大○変額年金保険の取扱拡大

セグメントセグメントセグメントセグメント

決済業務決済業務決済業務決済業務

主体主体主体主体

戦略のポイント戦略のポイント戦略のポイント戦略のポイント

○ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた適切な○ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた適切な○ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた適切な○ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに応じた適切な
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの実施

○見込顧客の発掘○見込顧客の発掘○見込顧客の発掘○見込顧客の発掘

○業者とのパイプの強化○業者とのパイプの強化○業者とのパイプの強化○業者とのパイプの強化

○住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ等○住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ等○住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ等○住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ等
の活用による信用ﾘｽｸ管理の活用による信用ﾘｽｸ管理の活用による信用ﾘｽｸ管理の活用による信用ﾘｽｸ管理
と適正なﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞの実現と適正なﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞの実現と適正なﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞの実現と適正なﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞの実現

○Ｆａｃｅ○Ｆａｃｅ○Ｆａｃｅ○Ｆａｃｅ ＴｏＴｏＴｏＴｏ Ｆａｃｅによる長期Ｆａｃｅによる長期Ｆａｃｅによる長期Ｆａｃｅによる長期

的なﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ構築的なﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ構築的なﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ構築的なﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ構築

○ｼﾅｼﾞｰ効果を最大限発揮○ｼﾅｼﾞｰ効果を最大限発揮○ｼﾅｼﾞｰ効果を最大限発揮○ｼﾅｼﾞｰ効果を最大限発揮

○豊富な顧客基盤とﾈｯﾄﾜｰｸ○豊富な顧客基盤とﾈｯﾄﾜｰｸ○豊富な顧客基盤とﾈｯﾄﾜｰｸ○豊富な顧客基盤とﾈｯﾄﾜｰｸ
を活かした営業展開を活かした営業展開を活かした営業展開を活かした営業展開

○顧客ニーズに合った商品○顧客ニーズに合った商品○顧客ニーズに合った商品○顧客ニーズに合った商品
をスピーディに提供をスピーディに提供をスピーディに提供をスピーディに提供



収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中

（１）（１）（１）（１）            住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業

（２）（２）（２）（２）            プライベートバンキング事業プライベートバンキング事業プライベートバンキング事業プライベートバンキング事業

（３）（３）（３）（３）            個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業

        顧客数では、顧客数では、顧客数では、顧客数では、                  全顧客の約全顧客の約全顧客の約全顧客の約  ５％５％５％５％

　　　　     業務粗利益では、業務粗利益では、業務粗利益では、業務粗利益では、           全顧客の約８３％全顧客の約８３％全顧客の約８３％全顧客の約８３％

６

個人部門の収益構成をみると、個人部門の収益構成をみると、個人部門の収益構成をみると、個人部門の収益構成をみると、

　　【富裕層＋投資信託利用層＋住宅関連層】の構成比　　【富裕層＋投資信託利用層＋住宅関連層】の構成比　　【富裕層＋投資信託利用層＋住宅関連層】の構成比　　【富裕層＋投資信託利用層＋住宅関連層】の構成比

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ      具体的な戦略と事例具体的な戦略と事例具体的な戦略と事例具体的な戦略と事例具体的な戦略と事例具体的な戦略と事例具体的な戦略と事例具体的な戦略と事例
      １１１１１１１１      収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中収益性高い事業への集中
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略
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住
宅
ロ
ー
ン
業
務
支
援
シ
ス
テ
ム

住宅ローンセンター住宅ローンセンター住宅ローンセンター住宅ローンセンター
チャネル強化チャネル強化チャネル強化チャネル強化

商
品
戦
略

商
品
戦
略

商
品
戦
略

商
品
戦
略

価格／非価格価格／非価格価格／非価格価格／非価格
競争力の強化競争力の強化競争力の強化競争力の強化

実実実実
現現現現

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

イ
ン
フ
ラ
整
備

イ
ン
フ
ラ
整
備

イ
ン
フ
ラ
整
備

イ
ン
フ
ラ
整
備

グループ共通のグループ共通のグループ共通のグループ共通の
本部集約型本部集約型本部集約型本部集約型
業務インフラ構築業務インフラ構築業務インフラ構築業務インフラ構築

大多数は業者大多数は業者大多数は業者大多数は業者

経由持込み経由持込み経由持込み経由持込み

いかに業者にいかに業者にいかに業者にいかに業者に

選ばれる銀行になるか選ばれる銀行になるか選ばれる銀行になるか選ばれる銀行になるか

ポイントポイントポイントポイント

ポイントポイントポイントポイント

審査の安定感審査の安定感審査の安定感審査の安定感

審査のスピード感審査のスピード感審査のスピード感審査のスピード感

業者へのコンサルティング能力業者へのコンサルティング能力業者へのコンサルティング能力業者へのコンサルティング能力

実実実実
現現現現

体体体体      制制制制      面面面面 営営営営    業業業業    面面面面

７

      ２２２２２２２２    住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業住宅ローン事業

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）    住宅ローン戦略住宅ローン戦略住宅ローン戦略住宅ローン戦略住宅ローン戦略住宅ローン戦略住宅ローン戦略住宅ローン戦略

　
　 

住
宅
金
融
業
務
セ
ン
タ
ー

ツールツールツールツール

顧客共有による顧客共有による顧客共有による顧客共有による
シナジー効果シナジー効果シナジー効果シナジー効果



８

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）    住宅ローンにおける競争優位性住宅ローンにおける競争優位性住宅ローンにおける競争優位性住宅ローンにおける競争優位性住宅ローンにおける競争優位性住宅ローンにおける競争優位性住宅ローンにおける競争優位性住宅ローンにおける競争優位性

競　争　力競　争　力競　争　力競　争　力 住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム 住宅金融業務センター住宅金融業務センター住宅金融業務センター住宅金融業務センター

非価格競争非価格競争非価格競争非価格競争

価価価価 格格格格 競競競競 争争争争

○審査時間の短縮○審査時間の短縮○審査時間の短縮○審査時間の短縮

○審査の均質化○審査の均質化○審査の均質化○審査の均質化

○信用リスク管理の強化○信用リスク管理の強化○信用リスク管理の強化○信用リスク管理の強化

○業者へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ○業者へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ○業者へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ○業者へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

○集中処理による○集中処理による○集中処理による○集中処理による
    審査スピードの向上審査スピードの向上審査スピードの向上審査スピードの向上

○本部集中処理体制による○本部集中処理体制による○本部集中処理体制による○本部集中処理体制による
○審査モデルを活用した○審査モデルを活用した○審査モデルを活用した○審査モデルを活用した
   審査の適正化による審査の適正化による審査の適正化による審査の適正化による

○審査担い手の変革による○審査担い手の変革による○審査担い手の変革による○審査担い手の変革による

業者に選ばれる銀行へ業者に選ばれる銀行へ業者に選ばれる銀行へ業者に選ばれる銀行へ

価格競争力を創出価格競争力を創出価格競争力を創出価格競争力を創出

信用コストの引下げ信用コストの引下げ信用コストの引下げ信用コストの引下げ 事務コストの引下げ事務コストの引下げ事務コストの引下げ事務コストの引下げ

審査事務コストの引下げ審査事務コストの引下げ審査事務コストの引下げ審査事務コストの引下げ



【システム導入の目的】【システム導入の目的】【システム導入の目的】【システム導入の目的】

  ○○○○  審査時間の短縮審査時間の短縮審査時間の短縮審査時間の短縮

  ○○○○  審査の均質化審査の均質化審査の均質化審査の均質化

  ○○○○  審査プロセスの合理化審査プロセスの合理化審査プロセスの合理化審査プロセスの合理化

  ○○○○  信用リスク管理の強化信用リスク管理の強化信用リスク管理の強化信用リスク管理の強化

【システム概要】【システム概要】【システム概要】【システム概要】

　○　○　○　○  審査業務審査業務審査業務審査業務

     ・・・・  審査モデルによる可否判定審査モデルによる可否判定審査モデルによる可否判定審査モデルによる可否判定

          （申込顧客の想定デフォルト率の算出）（申込顧客の想定デフォルト率の算出）（申込顧客の想定デフォルト率の算出）（申込顧客の想定デフォルト率の算出）

  ○○○○  管理業務管理業務管理業務管理業務

     ・・・・  案件進捗状況の一元管理案件進捗状況の一元管理案件進捗状況の一元管理案件進捗状況の一元管理

【審査モデルのイメージ】【審査モデルのイメージ】【審査モデルのイメージ】【審査モデルのイメージ】《審査モデルの有効活用》　～施策への反映～《審査モデルの有効活用》　～施策への反映～《審査モデルの有効活用》　～施策への反映～《審査モデルの有効活用》　～施策への反映～

  ○○○○  適正なプライシングの実施適正なプライシングの実施適正なプライシングの実施適正なプライシングの実施

      ・・・・ デフォルト率の低い顧客→デフォルト率の低い顧客→デフォルト率の低い顧客→デフォルト率の低い顧客→ 金利ディスカウント金利ディスカウント金利ディスカウント金利ディスカウント

      ・・・・ デフォルト率の高い顧客→デフォルト率の高い顧客→デフォルト率の高い顧客→デフォルト率の高い顧客→ 金利・保証料上乗せ金利・保証料上乗せ金利・保証料上乗せ金利・保証料上乗せ

  ○○○○  蓄積ﾃﾞｰﾀの有効活用蓄積ﾃﾞｰﾀの有効活用蓄積ﾃﾞｰﾀの有効活用蓄積ﾃﾞｰﾀの有効活用

      ・・・・ 債権流動化への活用債権流動化への活用債権流動化への活用債権流動化への活用

      ・・・・ 審査ﾓﾃﾞﾙの精度向上審査ﾓﾃﾞﾙの精度向上審査ﾓﾃﾞﾙの精度向上審査ﾓﾃﾞﾙの精度向上

　　　　　　　　 ・・・・ 分析結果のその他施策への反映分析結果のその他施策への反映分析結果のその他施策への反映分析結果のその他施策への反映

　　　　　　　　　　　　    ｅｘ）給振先のデフォルト率が低いｅｘ）給振先のデフォルト率が低いｅｘ）給振先のデフォルト率が低いｅｘ）給振先のデフォルト率が低い

　　　　　　　　　　⇒ローン取上時にクロスセル　　　　　　　　　　⇒ローン取上時にクロスセル　　　　　　　　　　⇒ローン取上時にクロスセル　　　　　　　　　　⇒ローン取上時にクロスセル

　○　○　○　○ 業者へのコンサルティング業者へのコンサルティング業者へのコンサルティング業者へのコンサルティング

      ・・・・ データ還元等アドバイスによる信頼関係の構築データ還元等アドバイスによる信頼関係の構築データ還元等アドバイスによる信頼関係の構築データ還元等アドバイスによる信頼関係の構築

【判別効率図】
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デフォルト率の高い顧客２０％をお断りするデフォルト率の高い顧客２０％をお断りするデフォルト率の高い顧客２０％をお断りするデフォルト率の高い顧客２０％をお断りする
ことで、デフォルト先の７０％を排除可能ことで、デフォルト先の７０％を排除可能ことで、デフォルト先の７０％を排除可能ことで、デフォルト先の７０％を排除可能

９

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）    住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム住宅ローン業務支援システム
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【事前照会 受付件数推移】

12121212年下期年下期年下期年下期 13131313年下期年下期年下期年下期 14141414年下期年下期年下期年下期

住宅ローン業務支援システムを導入した１４年１１月以降、事前照会受付住宅ローン業務支援システムを導入した１４年１１月以降、事前照会受付住宅ローン業務支援システムを導入した１４年１１月以降、事前照会受付住宅ローン業務支援システムを導入した１４年１１月以降、事前照会受付
件数が大きく増加に転じた。件数が大きく増加に転じた。件数が大きく増加に転じた。件数が大きく増加に転じた。

11111111年下期年下期年下期年下期
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フロント ミドル・バック （本部・関連会社）
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東京ﾛｰﾝ推進室

住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ ［首都圏］

営業店 ［首都圏］

大阪ﾛｰﾝ推進室

住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ ［関西圏］

    住宅金融
    業務ｾﾝﾀｰ

営業店 ［関西圏］

大阪ﾛｰﾝ推進室､傘下他行と連携

東京ﾛｰﾝ推進室､傘下他行と連携
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Ｇ共通の業務インフラＧ共通の業務インフラＧ共通の業務インフラＧ共通の業務インフラ
｢住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ｣｢住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ｣｢住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ｣｢住宅ﾛｰﾝ業務支援ｼｽﾃﾑ｣

１１

（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）    ご参考：住宅ローン事業全体像ご参考：住宅ローン事業全体像ご参考：住宅ローン事業全体像ご参考：住宅ローン事業全体像ご参考：住宅ローン事業全体像ご参考：住宅ローン事業全体像ご参考：住宅ローン事業全体像ご参考：住宅ローン事業全体像



１２

大きなシナジー効果大きなシナジー効果大きなシナジー効果大きなシナジー効果

××××

りそなのあるべき姿りそなのあるべき姿りそなのあるべき姿りそなのあるべき姿

旧あさひ銀行の旧あさひ銀行の旧あさひ銀行の旧あさひ銀行の

マーケットマーケットマーケットマーケット

収 益 の収 益 の収 益 の収 益 の
極 大 化極 大 化極 大 化極 大 化

ＰＢ事業ＰＢ事業ＰＢ事業ＰＢ事業分野におけるリーディングバンクへ分野におけるリーディングバンクへ分野におけるリーディングバンクへ分野におけるリーディングバンクへ

      ３３３３３３３３    プライベートバンキング（ＰＢ）事業プライベートバンキング（ＰＢ）事業プライベートバンキング（ＰＢ）事業プライベートバンキング（ＰＢ）事業プライベートバンキング（ＰＢ）事業プライベートバンキング（ＰＢ）事業プライベートバンキング（ＰＢ）事業プライベートバンキング（ＰＢ）事業

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）    シナジー効果の発揮シナジー効果の発揮シナジー効果の発揮シナジー効果の発揮シナジー効果の発揮シナジー効果の発揮シナジー効果の発揮シナジー効果の発揮

銀行ならではの強み銀行ならではの強み銀行ならではの強み銀行ならではの強み

○○○○  充実した店舗網充実した店舗網充実した店舗網充実した店舗網

○○○○  豊富な顧客基盤豊富な顧客基盤豊富な顧客基盤豊富な顧客基盤

○○○○  預金口座の動きから得る情報預金口座の動きから得る情報預金口座の動きから得る情報預金口座の動きから得る情報

　－　　ニーズのある顧客の発掘　－　　ニーズのある顧客の発掘　－　　ニーズのある顧客の発掘　－　　ニーズのある顧客の発掘

他 業 態 と の他 業 態 と の他 業 態 と の他 業 態 と の

差 別 化差 別 化差 別 化差 別 化

優 位 性優 位 性優 位 性優 位 性

＋＋＋＋

旧大和銀行の旧大和銀行の旧大和銀行の旧大和銀行の

信託機能信託機能信託機能信託機能



ＰＢ戦略のポイントＰＢ戦略のポイントＰＢ戦略のポイントＰＢ戦略のポイント

○○○○ 長期リレーションシップ長期リレーションシップ長期リレーションシップ長期リレーションシップ      ○○○○ コンサルティングの専門家集団コンサルティングの専門家集団コンサルティングの専門家集団コンサルティングの専門家集団      ○○○○ 独自の商品・サービス独自の商品・サービス独自の商品・サービス独自の商品・サービス

りそなのＰＢモデルりそなのＰＢモデルりそなのＰＢモデルりそなのＰＢモデル

親の世代親の世代親の世代親の世代 子の世代子の世代子の世代子の世代 孫の世代孫の世代孫の世代孫の世代

総総総総 　　合　　　　合　　　　合　　　　合　　 取取取取 　　引　　引　　引　　引

資産診断資産診断資産診断資産診断
サービスサービスサービスサービス

ＰＢ先のＰＢ先のＰＢ先のＰＢ先の
見極め見極め見極め見極め

定期ｺﾝｻ定期ｺﾝｻ定期ｺﾝｻ定期ｺﾝｻ
ﾙﾃｨﾝｸﾞﾙﾃｨﾝｸﾞﾙﾃｨﾝｸﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽﾒﾝﾃﾅﾝｽ

遺言信託遺言信託遺言信託遺言信託

囲い込み囲い込み囲い込み囲い込み
取引集中取引集中取引集中取引集中

遺言執行遺言執行遺言執行遺言執行
遺産整理遺産整理遺産整理遺産整理

次の世代へ次の世代へ次の世代へ次の世代へ
の取引展開の取引展開の取引展開の取引展開

リレーションシップの構築リレーションシップの構築リレーションシップの構築リレーションシップの構築

相続発生相続発生相続発生相続発生

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）    プライベートバンキング（ＰＢ）戦略プライベートバンキング（ＰＢ）戦略プライベートバンキング（ＰＢ）戦略プライベートバンキング（ＰＢ）戦略プライベートバンキング（ＰＢ）戦略プライベートバンキング（ＰＢ）戦略プライベートバンキング（ＰＢ）戦略プライベートバンキング（ＰＢ）戦略

１３

信託機能等の活用信託機能等の活用信託機能等の活用信託機能等の活用

取引の継続取引の継続取引の継続取引の継続

○○○○ 総合取引展開による収益力強化総合取引展開による収益力強化総合取引展開による収益力強化総合取引展開による収益力強化

○○○○ 地域密着型営業スタイルの実践による次世代への取引継続地域密着型営業スタイルの実践による次世代への取引継続地域密着型営業スタイルの実践による次世代への取引継続地域密着型営業スタイルの実践による次世代への取引継続



当行の収益源・メリット当行の収益源・メリット当行の収益源・メリット当行の収益源・メリット

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）    総合取引への展開総合取引への展開総合取引への展開総合取引への展開総合取引への展開総合取引への展開総合取引への展開総合取引への展開

○投信・保険手数料等○投信・保険手数料等○投信・保険手数料等○投信・保険手数料等

○預金・機能取引等の当行への集中○預金・機能取引等の当行への集中○預金・機能取引等の当行への集中○預金・機能取引等の当行への集中

○遺言執行報酬・遺産整理手数料○遺言執行報酬・遺産整理手数料○遺言執行報酬・遺産整理手数料○遺言執行報酬・遺産整理手数料

○顧客資産の精緻な把握と取引集中○顧客資産の精緻な把握と取引集中○顧客資産の精緻な把握と取引集中○顧客資産の精緻な把握と取引集中

○取引の次世代への継続○取引の次世代への継続○取引の次世代への継続○取引の次世代への継続

○アパマンローンによる収益○アパマンローンによる収益○アパマンローンによる収益○アパマンローンによる収益

○不動産コンサルフィー○不動産コンサルフィー○不動産コンサルフィー○不動産コンサルフィー

○不動産売却代金等の預金吸収○不動産売却代金等の預金吸収○不動産売却代金等の預金吸収○不動産売却代金等の預金吸収

○不動産購入ローン等による収益○不動産購入ローン等による収益○不動産購入ローン等による収益○不動産購入ローン等による収益

○不動産売買手数料○不動産売買手数料○不動産売買手数料○不動産売買手数料

提案ビジネス提案ビジネス提案ビジネス提案ビジネス

○資産運用○資産運用○資産運用○資産運用

    ビジネスビジネスビジネスビジネス

○相続・○相続・○相続・○相続・

   事業承継事業承継事業承継事業承継

　　　　 ビジネスビジネスビジネスビジネス

○不動産○不動産○不動産○不動産

    ビジネスビジネスビジネスビジネス

リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
の
構
築
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○○○○  富裕層とのリレーションシップ構築、総合取引展開、世代を越えた取引継続のための富裕層とのリレーションシップ構築、総合取引展開、世代を越えた取引継続のための富裕層とのリレーションシップ構築、総合取引展開、世代を越えた取引継続のための富裕層とのリレーションシップ構築、総合取引展開、世代を越えた取引継続のための

     最重要サービスとして位置づけ最重要サービスとして位置づけ最重要サービスとして位置づけ最重要サービスとして位置づけ

○○○○  旧大和銀行は業界トップクラスの実績旧大和銀行は業界トップクラスの実績旧大和銀行は業界トップクラスの実績旧大和銀行は業界トップクラスの実績  －－－－  受託件数：５，７３８件受託件数：５，７３８件受託件数：５，７３８件受託件数：５，７３８件 （平成１４年９月末）（平成１４年９月末）（平成１４年９月末）（平成１４年９月末）

○○○○  旧あさひ銀行の顧客基盤への機能提供によるシナジー効果発揮旧あさひ銀行の顧客基盤への機能提供によるシナジー効果発揮旧あさひ銀行の顧客基盤への機能提供によるシナジー効果発揮旧あさひ銀行の顧客基盤への機能提供によるシナジー効果発揮

○○○○ １８年度年間受託増加件数１８年度年間受託増加件数１８年度年間受託増加件数１８年度年間受託増加件数 １，０００件、受託件数残高でリーディングバンクを目指す１，０００件、受託件数残高でリーディングバンクを目指す１，０００件、受託件数残高でリーディングバンクを目指す１，０００件、受託件数残高でリーディングバンクを目指す

新たな顧客基盤新たな顧客基盤新たな顧客基盤新たな顧客基盤

平成１４年９月末平成１４年９月末平成１４年９月末平成１４年９月末

       りそな銀行りそな銀行りそな銀行りそな銀行

旧あさひ旧あさひ旧あさひ旧あさひ   ６７４万先６７４万先６７４万先６７４万先

（旧大和（旧大和（旧大和（旧大和     ６９７万先）６９７万先）６９７万先）６９７万先）

＋＋＋＋

埼玉りそな銀行埼玉りそな銀行埼玉りそな銀行埼玉りそな銀行
６０３万先６０３万先６０３万先６０３万先

平成１９年３月末平成１９年３月末平成１９年３月末平成１９年３月末

遺言信託（執行ｺｰｽ）遺言信託（執行ｺｰｽ）遺言信託（執行ｺｰｽ）遺言信託（執行ｺｰｽ）遺言信託（執行ｺｰｽ）遺言信託（執行ｺｰｽ）遺言信託（執行ｺｰｽ）遺言信託（執行ｺｰｽ）

Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１Ｎｏ．１

年間受託増加件数年間受託増加件数年間受託増加件数年間受託増加件数
１，０００件１，０００件１，０００件１，０００件

順位 銀行名
遺言信託（執行ｺｰｽ）

受託件数残高

1 三菱信託銀行 6,934

2 中央三井信託銀行 5,999

3 大和銀行 5,738

4 ＵＦＪ信託銀行 5,040

5 みずほアセット信託銀行 3,496

6 住友信託銀行 1,177
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※ 銀行名は、平成14年9月末時点の銀行名

１５

（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）    遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略遺言信託（執行コース）Ｎｏ．１戦略



○○○○        高齢化や個人の資産形成の進行により、公正証書遺言の作成件数は増加傾向高齢化や個人の資産形成の進行により、公正証書遺言の作成件数は増加傾向高齢化や個人の資産形成の進行により、公正証書遺言の作成件数は増加傾向高齢化や個人の資産形成の進行により、公正証書遺言の作成件数は増加傾向

○○○○        平成１３年の作成件数は６４千件と、５年前と比較して約３０％増加平成１３年の作成件数は６４千件と、５年前と比較して約３０％増加平成１３年の作成件数は６４千件と、５年前と比較して約３０％増加平成１３年の作成件数は６４千件と、５年前と比較して約３０％増加

○○○○        円満な資産承継・事業承継のための、生前の遺言作成ニーズ高まり円満な資産承継・事業承継のための、生前の遺言作成ニーズ高まり円満な資産承継・事業承継のための、生前の遺言作成ニーズ高まり円満な資産承継・事業承継のための、生前の遺言作成ニーズ高まり

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

公正証書遺言 件数

１６

（５）（５）（５）（５）（５）（５）（５）（５）    ご参考：公正証書遺言の作成件数ご参考：公正証書遺言の作成件数ご参考：公正証書遺言の作成件数ご参考：公正証書遺言の作成件数ご参考：公正証書遺言の作成件数ご参考：公正証書遺言の作成件数ご参考：公正証書遺言の作成件数ご参考：公正証書遺言の作成件数



      ４４４４４４４４      個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業個人資産運用事業

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）    投資信託販売の概要投資信託販売の概要投資信託販売の概要投資信託販売の概要投資信託販売の概要投資信託販売の概要投資信託販売の概要投資信託販売の概要

○○○○  株式投信保有者の特徴株式投信保有者の特徴株式投信保有者の特徴株式投信保有者の特徴
    －－－－  長期保有長期保有長期保有長期保有
    －－－－  リピート購入が顕著リピート購入が顕著リピート購入が顕著リピート購入が顕著

○○○○  基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方基本的な考え方
  －－－－  株式投信保有者の裾野拡大株式投信保有者の裾野拡大株式投信保有者の裾野拡大株式投信保有者の裾野拡大
  　　⇒　　⇒　　⇒　　⇒  将来的なリピーター層・優良顧客の増加将来的なリピーター層・優良顧客の増加将来的なリピーター層・優良顧客の増加将来的なリピーター層・優良顧客の増加
  －－－－  リピーターの囲い込みリピーターの囲い込みリピーターの囲い込みリピーターの囲い込み
  　　⇒株投、保険等のクロスセル　　⇒株投、保険等のクロスセル　　⇒株投、保険等のクロスセル　　⇒株投、保険等のクロスセル

○○○○  具体的な事業展開具体的な事業展開具体的な事業展開具体的な事業展開
　①　①　①　①  顧客ニーズの高い・商品サービスの提供顧客ニーズの高い・商品サービスの提供顧客ニーズの高い・商品サービスの提供顧客ニーズの高い・商品サービスの提供
　②　②　②　②  対象セグメント（見込顧客）の発掘対象セグメント（見込顧客）の発掘対象セグメント（見込顧客）の発掘対象セグメント（見込顧客）の発掘
　③　③　③　③  セミナー・キャンペーン等のイベントの提供セミナー・キャンペーン等のイベントの提供セミナー・キャンペーン等のイベントの提供セミナー・キャンペーン等のイベントの提供
　④　④　④　④  販売体制の強化販売体制の強化販売体制の強化販売体制の強化

１７

個人金融個人金融個人金融個人金融
資産動向資産動向資産動向資産動向

１，４００兆円と大きなストック１，４００兆円と大きなストック１，４００兆円と大きなストック１，４００兆円と大きなストック
団塊の世代の退職金により今後拡大団塊の世代の退職金により今後拡大団塊の世代の退職金により今後拡大団塊の世代の退職金により今後拡大

顧客動向顧客動向顧客動向顧客動向 長引く低金利を背景に、資金運用多様化長引く低金利を背景に、資金運用多様化長引く低金利を背景に、資金運用多様化長引く低金利を背景に、資金運用多様化

規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和 証券・保険分野等への事業拡大証券・保険分野等への事業拡大証券・保険分野等への事業拡大証券・保険分野等への事業拡大

銀行における取扱商品の拡大銀行における取扱商品の拡大銀行における取扱商品の拡大銀行における取扱商品の拡大

円貨預金円貨預金円貨預金円貨預金
投資信託投資信託投資信託投資信託

外貨預金外貨預金外貨預金外貨預金

変額保険変額保険変額保険変額保険
国債等国債等国債等国債等

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）    個人資産運用事業の背景個人資産運用事業の背景個人資産運用事業の背景個人資産運用事業の背景個人資産運用事業の背景個人資産運用事業の背景個人資産運用事業の背景個人資産運用事業の背景

株式投信購入率の比較（％）株式投信購入率の比較（％）株式投信購入率の比較（％）株式投信購入率の比較（％）

14.314.314.314.3

7.97.97.97.9

0.10.10.10.1

0000 5555 10101010 15151515 20202020

株投保有者株投保有者株投保有者株投保有者

外貨預金等保有者外貨預金等保有者外貨預金等保有者外貨預金等保有者

円貨預金のみ保有者円貨預金のみ保有者円貨預金のみ保有者円貨預金のみ保有者
※H14.9末顧客による、H14.10～

H15.3までの株投購入率



１８

■■■■  商　　　品商　　　品商　　　品商　　　品

　○　○　○　○  毎月分配型ファンド毎月分配型ファンド毎月分配型ファンド毎月分配型ファンド

　　　　　　　　　　　　  預り残高預り残高預り残高預り残高 １，８９３億円１，８９３億円１，８９３億円１，８９３億円  前年度末比＋１８７％前年度末比＋１８７％前年度末比＋１８７％前年度末比＋１８７％

　○　○　○　○  リスク軽減型ファンドリスク軽減型ファンドリスク軽減型ファンドリスク軽減型ファンド

         預り残高預り残高預り残高預り残高 　　５９４億円　　５９４億円　　５９４億円　　５９４億円  前年度末比＋１２５％前年度末比＋１２５％前年度末比＋１２５％前年度末比＋１２５％

  ※預り残高は、旧大和銀行と旧あさひ銀行の個人顧客の計数

①①①①  顧客ニーズの高い商品・サービスの提供顧客ニーズの高い商品・サービスの提供顧客ニーズの高い商品・サービスの提供顧客ニーズの高い商品・サービスの提供

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）    事業展開の内容事業展開の内容事業展開の内容事業展開の内容事業展開の内容事業展開の内容事業展開の内容事業展開の内容

0000

400400400400

800800800800

1200120012001200

1600160016001600

2000200020002000

2400240024002400

2800280028002800

H14 .3H14 .3H14 .3H14 .3 H14 .6H14 .6H14 .6H14 .6 H14 .9H14 .9H14 .9H14 .9 H14 .12H14 .12H14 .12H14 .12 H15 .2H15 .2H15 .2H15 .2

預かり残高の推移（億円）預かり残高の推移（億円）預かり残高の推移（億円）預かり残高の推移（億円）

分配型分配型分配型分配型 リスク軽減型リスク軽減型リスク軽減型リスク軽減型

株投初回購入者における株投初回購入者における株投初回購入者における株投初回購入者における
資金運用プラン利用率（％）資金運用プラン利用率（％）資金運用プラン利用率（％）資金運用プラン利用率（％）

46464646

48484848

50505050

52525252

54545454

56565656

H14.9H14.9H14.9H14.9 H14.10H14.10H14.10H14.10 H14.11H14.11H14.11H14.11 H14.12H14.12H14.12H14.12

初回購入者の約５０％が

資金運用プランを利用

■■■■  サービスサービスサービスサービス

      銀行ならではのサービスを提供銀行ならではのサービスを提供銀行ならではのサービスを提供銀行ならではのサービスを提供

　○　○　○　○  資金運用プラン（円貨定期の金利優遇）資金運用プラン（円貨定期の金利優遇）資金運用プラン（円貨定期の金利優遇）資金運用プラン（円貨定期の金利優遇）

　　－　　－　　－　　－  ビギナーの購入促進に有効ビギナーの購入促進に有効ビギナーの購入促進に有効ビギナーの購入促進に有効

  ○○○○  定時定額積立プラン（投信の達人）定時定額積立プラン（投信の達人）定時定額積立プラン（投信の達人）定時定額積立プラン（投信の達人）



■■■■  株式投信利用顧客株式投信利用顧客株式投信利用顧客株式投信利用顧客

  －－－－  リピート購入率が高く、かつハイリスク商品へランクアップする傾向が見られるため、リピート購入率が高く、かつハイリスク商品へランクアップする傾向が見られるため、リピート購入率が高く、かつハイリスク商品へランクアップする傾向が見られるため、リピート購入率が高く、かつハイリスク商品へランクアップする傾向が見られるため、

        リレーションシップ構築、囲い込みに注力リレーションシップ構築、囲い込みに注力リレーションシップ構築、囲い込みに注力リレーションシップ構築、囲い込みに注力

  －－－－ 営業店フォローの強化、ステートメントサービス等活用による情報提供営業店フォローの強化、ステートメントサービス等活用による情報提供営業店フォローの強化、ステートメントサービス等活用による情報提供営業店フォローの強化、ステートメントサービス等活用による情報提供

      ⇒⇒⇒⇒  株式投信にとどまらず、外貨預金、保険など顧客ニーズに即したクロスセルを展開株式投信にとどまらず、外貨預金、保険など顧客ニーズに即したクロスセルを展開株式投信にとどまらず、外貨預金、保険など顧客ニーズに即したクロスセルを展開株式投信にとどまらず、外貨預金、保険など顧客ニーズに即したクロスセルを展開

１９

②②②②  対象セグメントの発掘対象セグメントの発掘対象セグメントの発掘対象セグメントの発掘

■■■■  株式投信未利用顧客株式投信未利用顧客株式投信未利用顧客株式投信未利用顧客

  －－－－  全体的に購入見込率低く、対面での説明が必要なことからダイレクトマーケティングには不向き全体的に購入見込率低く、対面での説明が必要なことからダイレクトマーケティングには不向き全体的に購入見込率低く、対面での説明が必要なことからダイレクトマーケティングには不向き全体的に購入見込率低く、対面での説明が必要なことからダイレクトマーケティングには不向き

  －－－－  キャンペーンの実施、セミナー参加者のフォローキャンペーンの実施、セミナー参加者のフォローキャンペーンの実施、セミナー参加者のフォローキャンペーンの実施、セミナー参加者のフォロー  ⇒⇒⇒⇒ ビギナー層の発掘ビギナー層の発掘ビギナー層の発掘ビギナー層の発掘

  －－－－  過去の購入履歴、口座取引データ（証券会社振込・配当金振込・入出金額等）を分析、過去の購入履歴、口座取引データ（証券会社振込・配当金振込・入出金額等）を分析、過去の購入履歴、口座取引データ（証券会社振込・配当金振込・入出金額等）を分析、過去の購入履歴、口座取引データ（証券会社振込・配当金振込・入出金額等）を分析、

     ⇒⇒⇒⇒  データベースより購入見込顧客をリストアップし、現場（営業店）で活用データベースより購入見込顧客をリストアップし、現場（営業店）で活用データベースより購入見込顧客をリストアップし、現場（営業店）で活用データベースより購入見込顧客をリストアップし、現場（営業店）で活用



２０

■■■■  セミナーセミナーセミナーセミナー

  ○○○○  狙　　　い狙　　　い狙　　　い狙　　　い ：：：： ビギナー層の購入促進ビギナー層の購入促進ビギナー層の購入促進ビギナー層の購入促進

  ○○○○  実施状況実施状況実施状況実施状況 ：：：： 平成１４年下期セミナー参加者約３，０００人平成１４年下期セミナー参加者約３，０００人平成１４年下期セミナー参加者約３，０００人平成１４年下期セミナー参加者約３，０００人

  ○○○○  成　　　果成　　　果成　　　果成　　　果 ：：：： セミナー参加者の株投購入状況セミナー参加者の株投購入状況セミナー参加者の株投購入状況セミナー参加者の株投購入状況

                             購入率購入率購入率購入率   約１２％約１２％約１２％約１２％    購入単価３，４００千円購入単価３，４００千円購入単価３，４００千円購入単価３，４００千円

③③③③  セミナー・キャンペーン等のイベントの提供セミナー・キャンペーン等のイベントの提供セミナー・キャンペーン等のイベントの提供セミナー・キャンペーン等のイベントの提供

④④④④  販売体制の強化販売体制の強化販売体制の強化販売体制の強化

■■■■  営業店中心の販売体制構築営業店中心の販売体制構築営業店中心の販売体制構築営業店中心の販売体制構築

   －－－－  窓口営業の強化、資産相談センターＦＰとの連携、窓口営業の強化、資産相談センターＦＰとの連携、窓口営業の強化、資産相談センターＦＰとの連携、窓口営業の強化、資産相談センターＦＰとの連携、 担い手のローコスト化担い手のローコスト化担い手のローコスト化担い手のローコスト化

   －－－－  成果を反映した報酬体系成果を反映した報酬体系成果を反映した報酬体系成果を反映した報酬体系

■■■■  本部支援体制の充実本部支援体制の充実本部支援体制の充実本部支援体制の充実

   －－－－ 見込顧客リストの提供、セミナーの運営、研修体制の整備見込顧客リストの提供、セミナーの運営、研修体制の整備見込顧客リストの提供、セミナーの運営、研修体制の整備見込顧客リストの提供、セミナーの運営、研修体制の整備



２１

クレディ・アグリコル等とのアライアンスの強化クレディ・アグリコル等とのアライアンスの強化クレディ・アグリコル等とのアライアンスの強化クレディ・アグリコル等とのアライアンスの強化

○○○○  狙　　　い狙　　　い狙　　　い狙　　　い ：：：： 他行に先駆けたスピーディかつタイムリーな新商品提供他行に先駆けたスピーディかつタイムリーな新商品提供他行に先駆けたスピーディかつタイムリーな新商品提供他行に先駆けたスピーディかつタイムリーな新商品提供

○○○○  実施施策実施施策実施施策実施施策 ：：：： リスク軽減型ファンドﾞの販売リスク軽減型ファンドﾞの販売リスク軽減型ファンドﾞの販売リスク軽減型ファンドﾞの販売

○○○○  成　　　果成　　　果成　　　果成　　　果 ：：：： 国内における単位型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞ残高の約１８％のｼｪｱ国内における単位型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞ残高の約１８％のｼｪｱ国内における単位型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞ残高の約１８％のｼｪｱ国内における単位型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞ残高の約１８％のｼｪｱ

  　　　　　　　　              ※※※※  ｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ運用による、りそなｸﾞﾙｰﾌﾟ専用型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞの残高ﾍﾞｰｽｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ運用による、りそなｸﾞﾙｰﾌﾟ専用型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞの残高ﾍﾞｰｽｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ運用による、りそなｸﾞﾙｰﾌﾟ専用型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞの残高ﾍﾞｰｽｸﾚﾃﾞｨ・ｱｸﾞﾘｺﾙ運用による、りそなｸﾞﾙｰﾌﾟ専用型ﾘｽｸ軽減型ﾌｧﾝﾄﾞの残高ﾍﾞｰｽ

     　　　　　　　　　　　　                                                                                          （当行調べ）（当行調べ）（当行調べ）（当行調べ）

投信新規購入者の預かり資産の変化投信新規購入者の預かり資産の変化投信新規購入者の預かり資産の変化投信新規購入者の預かり資産の変化

○○○○  預かり資産が少ない顧客預かり資産が少ない顧客預かり資産が少ない顧客預かり資産が少ない顧客
   ⇒⇒⇒⇒   投資信託だけでなく円貨預金も投資信託だけでなく円貨預金も投資信託だけでなく円貨預金も投資信託だけでなく円貨預金も
         合わせて増加合わせて増加合わせて増加合わせて増加

○○○○  預かり資産が大きい顧客預かり資産が大きい顧客預かり資産が大きい顧客預かり資産が大きい顧客
   ⇒⇒⇒⇒   金融資産の分散傾向、投信により金融資産の分散傾向、投信により金融資産の分散傾向、投信により金融資産の分散傾向、投信により
         流出防止流出防止流出防止流出防止 ※旧あさひ銀行顧客のうち、H14.2投信なし、H15.2投信

ありを対象として集計

投信購入額 預かり資産

1M未満 3,008 1,843 5,544

1M～3M未満 2,506 1,777 4,743

3M～10M未満 5,001 2,094 3,336

10M～30M未満 6,998 3,608 1,133

30M以上 2,812 10,022 -4,489

預かり資産
H14.2

顧客数
人

残高変化（千円／年）

（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）    ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考ご参考



２２

投信保有者数の推移（人）投信保有者数の推移（人）投信保有者数の推移（人）投信保有者数の推移（人）
旧あさひ＋旧大和旧あさひ＋旧大和旧あさひ＋旧大和旧あさひ＋旧大和

80,00080,00080,00080,000

85,00085,00085,00085,000

90,00090,00090,00090,000

95,00095,00095,00095,000

100,000100,000100,000100,000

105,000105,000105,000105,000

110,000110,000110,000110,000

H14.3H14.3H14.3H14.3 H14.6H14.6H14.6H14.6 H14.9H14.9H14.9H14.9 H14.12H14.12H14.12H14.12 H15.2H15.2H15.2H15.2

○○○○  株投販売額の大幅増加株投販売額の大幅増加株投販売額の大幅増加株投販売額の大幅増加

　－　－　－　－  平成１３年度比、平成１３年度比、平成１３年度比、平成１３年度比、

        約６５％増加約６５％増加約６５％増加約６５％増加

個人向け株式投信販売額の推移（億円）個人向け株式投信販売額の推移（億円）個人向け株式投信販売額の推移（億円）個人向け株式投信販売額の推移（億円）
旧あさひ＋旧大和旧あさひ＋旧大和旧あさひ＋旧大和旧あさひ＋旧大和

0000

300300300300

600600600600

900900900900

1,2001,2001,2001,200

1,5001,5001,5001,500

H12上H12上H12上H12上 H12下H12下H12下H12下 H13上H13上H13上H13上 H13下H13下H13下H13下 H14上H14上H14上H14上 H14下H14下H14下H14下

○○○○  投信保有者の裾野拡大投信保有者の裾野拡大投信保有者の裾野拡大投信保有者の裾野拡大

　－　－　－　－  平成１４年度以降、平成１４年度以降、平成１４年度以降、平成１４年度以降、

        約２万人（２５％）増加約２万人（２５％）増加約２万人（２５％）増加約２万人（２５％）増加

投信保有者と株投販売額投信保有者と株投販売額投信保有者と株投販売額投信保有者と株投販売額



２３

強み強み強み強み 具体的な展開例具体的な展開例具体的な展開例具体的な展開例

○充実したネットワーク○充実したネットワーク○充実したネットワーク○充実したネットワーク

    ・大阪府５０９拠点・大阪府５０９拠点・大阪府５０９拠点・大阪府５０９拠点

    ・埼玉県４４１拠点・埼玉県４４１拠点・埼玉県４４１拠点・埼玉県４４１拠点

○高収益事業に不可欠な○高収益事業に不可欠な○高収益事業に不可欠な○高収益事業に不可欠な
顧客とのＦａｃｅ顧客とのＦａｃｅ顧客とのＦａｃｅ顧客とのＦａｃｅ ＴｏＴｏＴｏＴｏ ＦａｃｅＦａｃｅＦａｃｅＦａｃｅ

の対応の対応の対応の対応

○豊富な顧客基盤○豊富な顧客基盤○豊富な顧客基盤○豊富な顧客基盤

    ・大阪府４３８万先・大阪府４３８万先・大阪府４３８万先・大阪府４３８万先

    ・埼玉県６２８万先・埼玉県６２８万先・埼玉県６２８万先・埼玉県６２８万先

展開のポイント展開のポイント展開のポイント展開のポイント

○地域情報力○地域情報力○地域情報力○地域情報力

    ・指定金融機関数・指定金融機関数・指定金融機関数・指定金融機関数

      １３４件（全国一位）１３４件（全国一位）１３４件（全国一位）１３４件（全国一位）

○ネットワーク・顧客基盤を○ネットワーク・顧客基盤を○ネットワーク・顧客基盤を○ネットワーク・顧客基盤を
活かした展開活かした展開活かした展開活かした展開

  ・地元新聞社との提携による投信セミ・地元新聞社との提携による投信セミ・地元新聞社との提携による投信セミ・地元新聞社との提携による投信セミ

ナーの実施ナーの実施ナーの実施ナーの実施

  ・ローンバスを活用した相談会実施・ローンバスを活用した相談会実施・ローンバスを活用した相談会実施・ローンバスを活用した相談会実施

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）    強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ強みを活かし、高収益事業に不可欠な顧客とのＦａｃｅ    ＴｏＴｏＴｏＴｏＴｏＴｏＴｏＴｏ    Ｆａｃｅ対応を実現Ｆａｃｅ対応を実現Ｆａｃｅ対応を実現Ｆａｃｅ対応を実現Ｆａｃｅ対応を実現Ｆａｃｅ対応を実現Ｆａｃｅ対応を実現Ｆａｃｅ対応を実現

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）    プラットフォームとして共通インフラを構築プラットフォームとして共通インフラを構築プラットフォームとして共通インフラを構築プラットフォームとして共通インフラを構築プラットフォームとして共通インフラを構築プラットフォームとして共通インフラを構築プラットフォームとして共通インフラを構築プラットフォームとして共通インフラを構築

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）    埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を埼玉・大阪でこれまで培ってきたﾉｳﾊｳを共有化することにより、ｼﾅｼﾞｰ効果を

                発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮発揮

（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）    ＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図るＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図るＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図るＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図るＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図るＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図るＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図るＣＳ・地域貢献を通じ、顧客の親近感・ロイヤリティの向上を図る

○ＣＳ・地域貢献を通じた○ＣＳ・地域貢献を通じた○ＣＳ・地域貢献を通じた○ＣＳ・地域貢献を通じた
親近感・ﾛｲﾔﾘﾃｨ向上親近感・ﾛｲﾔﾘﾃｨ向上親近感・ﾛｲﾔﾘﾃｨ向上親近感・ﾛｲﾔﾘﾃｨ向上

○埼玉・大阪でのこれまで○埼玉・大阪でのこれまで○埼玉・大阪でのこれまで○埼玉・大阪でのこれまで
のﾉｳﾊｳの共有化によるのﾉｳﾊｳの共有化によるのﾉｳﾊｳの共有化によるのﾉｳﾊｳの共有化による
ｼﾅｼﾞｰ効果の発揮ｼﾅｼﾞｰ効果の発揮ｼﾅｼﾞｰ効果の発揮ｼﾅｼﾞｰ効果の発揮

○地域参画・情報発信○地域参画・情報発信○地域参画・情報発信○地域参画・情報発信

  ・地元団体への参画（大輪会等）・地元団体への参画（大輪会等）・地元団体への参画（大輪会等）・地元団体への参画（大輪会等）

  ・新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供・新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供・新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供・新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供

○地域限定商品の導入○地域限定商品の導入○地域限定商品の導入○地域限定商品の導入

  ・地域専用住宅ローン商品の導入・地域専用住宅ローン商品の導入・地域専用住宅ローン商品の導入・地域専用住宅ローン商品の導入

  ・ﾐﾆ公募債取扱（大阪市・埼玉県等）・ﾐﾆ公募債取扱（大阪市・埼玉県等）・ﾐﾆ公募債取扱（大阪市・埼玉県等）・ﾐﾆ公募債取扱（大阪市・埼玉県等）

○ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとして構築し○ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとして構築し○ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとして構築し○ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとして構築し
てきた各事業毎のｲﾝﾌﾗてきた各事業毎のｲﾝﾌﾗてきた各事業毎のｲﾝﾌﾗてきた各事業毎のｲﾝﾌﾗ
を有効利用を有効利用を有効利用を有効利用

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ      地域戦略の展開地域戦略の展開地域戦略の展開地域戦略の展開地域戦略の展開地域戦略の展開地域戦略の展開地域戦略の展開



○○○○  高い集客力高い集客力高い集客力高い集客力

    －－－－  立地条件のよさ立地条件のよさ立地条件のよさ立地条件のよさ

○○○○  個人生活に深く浸透個人生活に深く浸透個人生活に深く浸透個人生活に深く浸透

    －－－－  大半の個人が必ず月１回は利用大半の個人が必ず月１回は利用大半の個人が必ず月１回は利用大半の個人が必ず月１回は利用

○○○○ アクセスの自由度アクセスの自由度アクセスの自由度アクセスの自由度

    －－－－  土・日・祝日稼動、一部店舗で土・日・祝日稼動、一部店舗で土・日・祝日稼動、一部店舗で土・日・祝日稼動、一部店舗で
          午後１１時まで稼動午後１１時まで稼動午後１１時まで稼動午後１１時まで稼動

○○○○ 技術革新による機能向上技術革新による機能向上技術革新による機能向上技術革新による機能向上

    －－－－  画像処理のフレキシビリティー画像処理のフレキシビリティー画像処理のフレキシビリティー画像処理のフレキシビリティー
    －－－－  データベースと連携したデータベースと連携したデータベースと連携したデータベースと連携した
          ワントゥワン対応ワントゥワン対応ワントゥワン対応ワントゥワン対応

ＡＴＭの特徴ＡＴＭの特徴ＡＴＭの特徴ＡＴＭの特徴

２４

      【ご参考】【ご参考】【ご参考】【ご参考】【ご参考】【ご参考】【ご参考】【ご参考】    新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供新型ＡＴＭを活用した地域情報の提供

■■■■  概要概要概要概要
     実施期間実施期間実施期間実施期間   ：：：：  平成１４年６月～平成１４年６月～平成１４年６月～平成１４年６月～
      実施概要実施概要実施概要実施概要   ：：：：  「新型ＡＴＭ」の情報提供機能「新型ＡＴＭ」の情報提供機能「新型ＡＴＭ」の情報提供機能「新型ＡＴＭ」の情報提供機能
                            を活用して、埼玉県より提供を活用して、埼玉県より提供を活用して、埼玉県より提供を活用して、埼玉県より提供
                            された地域情報を発信された地域情報を発信された地域情報を発信された地域情報を発信
      実施店舗実施店舗実施店舗実施店舗   ：：：：   埼玉県内１８ヶ店埼玉県内１８ヶ店埼玉県内１８ヶ店埼玉県内１８ヶ店

■■■■  狙い狙い狙い狙い
        ○○○○        当グループの目指す「地域密着」の実践当グループの目指す「地域密着」の実践当グループの目指す「地域密着」の実践当グループの目指す「地域密着」の実践
        ○○○○        地域住民への情報提供実施による顧客支地域住民への情報提供実施による顧客支地域住民への情報提供実施による顧客支地域住民への情報提供実施による顧客支
                        持の獲得持の獲得持の獲得持の獲得
        ○○○○        ノウハウ蓄積および埼玉県との紐帯強化ノウハウ蓄積および埼玉県との紐帯強化ノウハウ蓄積および埼玉県との紐帯強化ノウハウ蓄積および埼玉県との紐帯強化

○○○○  画面認知率画面認知率画面認知率画面認知率  ：：：：  約８割約８割約８割約８割

○○○○  画面理解度画面理解度画面理解度画面理解度  ：：：：  全員が概ね理解全員が概ね理解全員が概ね理解全員が概ね理解

○○○○  銀行関連以外の情報表示の受容度銀行関連以外の情報表示の受容度銀行関連以外の情報表示の受容度銀行関連以外の情報表示の受容度
                          ：：：：  約９割が好意的約９割が好意的約９割が好意的約９割が好意的

お客さまアンケート結果お客さまアンケート結果お客さまアンケート結果お客さまアンケート結果

試行内容試行内容試行内容試行内容



○金額入力画面からカード等受取画面に移る間に表示される伝送中画面を活用し、静止画像による○金額入力画面からカード等受取画面に移る間に表示される伝送中画面を活用し、静止画像による○金額入力画面からカード等受取画面に移る間に表示される伝送中画面を活用し、静止画像による○金額入力画面からカード等受取画面に移る間に表示される伝送中画面を活用し、静止画像による
    広告・広報を実施広告・広報を実施広告・広報を実施広告・広報を実施  （伝送中画面（伝送中画面（伝送中画面（伝送中画面   ：　ホストとの交信中画面で約１０秒程度）：　ホストとの交信中画面で約１０秒程度）：　ホストとの交信中画面で約１０秒程度）：　ホストとの交信中画面で約１０秒程度）

ＡＴＭ画面ＡＴＭ画面ＡＴＭ画面ＡＴＭ画面

２５

具体的事例（埼玉りそな銀行における埼玉県広報の実施）具体的事例（埼玉りそな銀行における埼玉県広報の実施）

【参考】従来の画面


