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15/15/15/15/下期下期下期下期のののの黒字化達成黒字化達成黒字化達成黒字化達成

15/15/15/15/下期下期下期下期はははは当初計画当初計画当初計画当初計画をををを上回上回上回上回るるるる形形形形でででで黒字化黒字化黒字化黒字化をををを達成達成達成達成、「、「、「、「りそなりそなりそなりそな再生再生再生再生」」」」のののの第一第一第一第一フェーズフェーズフェーズフェーズをををを完了完了完了完了15/15/15/15/下期下期下期下期はははは当初計画当初計画当初計画当初計画をををを上回上回上回上回るるるる形形形形でででで黒字化黒字化黒字化黒字化をををを達成達成達成達成、「、「、「、「りそなりそなりそなりそな再生再生再生再生」」」」のののの第一第一第一第一フェーズフェーズフェーズフェーズをををを完了完了完了完了

15/15/15/15/上期上期上期上期におけるにおけるにおけるにおける財務改革財務改革財務改革財務改革

リスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のののの
最小化最小化最小化最小化

高高高高コストコストコストコスト体質体質体質体質
のののの改善改善改善改善

過大過大過大過大リスクリスクリスクリスクのののの
排除排除排除排除

将来将来将来将来コストコストコストコスト
のののの先取先取先取先取りりりり
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15/下期実績

15/下期計画

【【【【15/15/15/15/下期損益下期損益下期損益下期損益のののの状況状況状況状況（（（（期初計画期初計画期初計画期初計画とととと実績実績実績実績のののの対比対比対比対比））））】】】】

■ 関連ノンバンク・緊密先等の完全処理

■ 大口の問題債権を中心とした大幅な引き当て強化

■ 将来コストの先取りを含めた経費の絞込み

1

15/15/15/15/上期上期上期上期 連結中間純損失連結中間純損失連結中間純損失連結中間純損失 1111兆兆兆兆7,6967,6967,6967,696億円億円億円億円

15/15/15/15/上期上期上期上期にににに抜本的抜本的抜本的抜本的なななな財務改革財務改革財務改革財務改革をををを断行断行断行断行15/15/15/15/上期上期上期上期にににに抜本的抜本的抜本的抜本的なななな財務改革財務改革財務改革財務改革をををを断行断行断行断行

問題点問題点問題点問題点へのへのへのへの早期対応早期対応早期対応早期対応によりによりによりにより、、、、
持続的持続的持続的持続的なななな黒字経営黒字経営黒字経営黒字経営にににに向向向向けけけけ大大大大きくきくきくきく前進前進前進前進

問題点問題点問題点問題点へのへのへのへの早期対応早期対応早期対応早期対応によりによりによりにより、、、、
持続的持続的持続的持続的なななな黒字経営黒字経営黒字経営黒字経営にににに向向向向けけけけ大大大大きくきくきくきく前進前進前進前進
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【【【【金融再生法開示債権額金融再生法開示債権額金融再生法開示債権額金融再生法開示債権額のののの推移推移推移推移】】】】（（（（４４４４行合算行合算行合算行合算、、、、億円億円億円億円）））） 【【【【債務者区分毎債務者区分毎債務者区分毎債務者区分毎のののの引当率等推移引当率等推移引当率等推移引当率等推移】】】】（（（（４４４４行合算行合算行合算行合算））））
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※その他要注意先の引当率（非保全部分）15/3末 1.6% → 16/3末3.9%

持続的持続的持続的持続的なななな黒字経営黒字経営黒字経営黒字経営へのへのへのへの体質転換体質転換体質転換体質転換（（（（１１１１））））

＜＜＜＜リスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のののの最小化最小化最小化最小化＞＞＞＞ 抜本的抜本的抜本的抜本的なななな不良債権処理不良債権処理不良債権処理不良債権処理のののの断行断行断行断行＜＜＜＜リスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のののの最小化最小化最小化最小化＞＞＞＞ 抜本的抜本的抜本的抜本的なななな不良債権処理不良債権処理不良債権処理不良債権処理のののの断行断行断行断行

【【【【大口先向大口先向大口先向大口先向けけけけエクスポージャーエクスポージャーエクスポージャーエクスポージャーのののの推移推移推移推移】】】】
（（（（りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行、、、、要注意先以下要注意先以下要注意先以下要注意先以下 100100100100億円以上先億円以上先億円以上先億円以上先））））

32,19032,19032,19032,19029,06329,06329,06329,063

■国内子会社・関連会社の整理・再編
16年4月1日現在の子会社・関連会社数およびＧＲ与信額
実質13社／約1,500億円（15/3末比▲37社／約▲5,100億円）

■緊密先向け貸出の圧縮
15/3末の緊密貸出先 35社／約8,000億円程度
16/3末時点で23社／3,800億円強まで圧縮
－ うち13社／約1,600億円については、今年度中の売却・清算等の

処理結了を見込む（当該債権の大部分を償却・引当済）

【【【【子会社子会社子会社子会社・・・・関連会社関連会社関連会社関連会社のののの整理整理整理整理・・・・再編再編再編再編、、、、緊密先向緊密先向緊密先向緊密先向けけけけ与信与信与信与信のののの圧縮圧縮圧縮圧縮】】】】

18,84118,84118,84118,841

(億円） 15/3末 15/9末 16/3末

 100億円以上先数（要注意先以下） A 65 61 44

 該当先への与信額 B 25,360 21,494 12,204

 １社平均与信額 (B/A) 390 352 277

■ 要注意先以下100億円以上先へのエクスポージャーは
１年間で半減

半年半年半年半年でででで40%40%40%40%減少減少減少減少

■ 開示債権額は下半期に40%減少、開示債権比率
は6.7%まで低下

■ 大幅な引当の強化を実現
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持続的持続的持続的持続的なななな黒字経営黒字経営黒字経営黒字経営へのへのへのへの体質転換体質転換体質転換体質転換（（（（２２２２））））

＜＜＜＜リスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のののの最小化最小化最小化最小化＞＞＞＞ 株式株式株式株式ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオのののの圧縮圧縮圧縮圧縮＜＜＜＜リスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のののの最小化最小化最小化最小化＞＞＞＞ 株式株式株式株式ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオのののの圧縮圧縮圧縮圧縮

＜＜＜＜リスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のののの最小化最小化最小化最小化＞＞＞＞ 繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産（ＤＴＡ）（ＤＴＡ）（ＤＴＡ）（ＤＴＡ）へのへのへのへの依存度依存度依存度依存度のののの低下低下低下低下＜＜＜＜リスクリスクリスクリスク要因要因要因要因のののの最小化最小化最小化最小化＞＞＞＞ 繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産繰延税金資産（ＤＴＡ）（ＤＴＡ）（ＤＴＡ）（ＤＴＡ）へのへのへのへの依存度依存度依存度依存度のののの低下低下低下低下

■ 16/3末のＧＲ合算対象株式残高 6,270億円
期初計画目標（約7,000億円）を達成

■ 傘下各社ともにTier I 保有規制をクリア

■ ＧＲ連結ベースの株式含み損益
16/3末 ＋2,315億円 （15/3末 ▲516億円）

■ 17/3末のＧＲ合算期末残高目標は4,000億円
（りそな銀行 3,000億円）

【【【【保有株式残高保有株式残高保有株式残高保有株式残高のののの推移推移推移推移】】】】（ＧＲ（ＧＲ（ＧＲ（ＧＲ行合算行合算行合算行合算、、、、りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行））））

※規制対象株式（健全化計画ベース）の残高

■ 15/上期において、りそな銀行、近畿大阪銀行、奈良銀行
の3行において課税所得見積期間を１年に短縮し、ＤＴＡ
の大幅な減額を実施

■ 16/3末の単体Tier I に対する比率は、４行合算で4.4%、
りそな銀行で1.5%に まで低下、資本の質は大きく改善

【ご参考】
りそなＨＤ 連結Tier I：8,983億円
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持続的持続的持続的持続的なななな黒字経営黒字経営黒字経営黒字経営へのへのへのへの体質転換体質転換体質転換体質転換（（（（３３３３））））

＜＜＜＜高高高高コストコストコストコスト体質体質体質体質のののの改善改善改善改善＞＞＞＞＜＜＜＜高高高高コストコストコストコスト体質体質体質体質のののの改善改善改善改善＞＞＞＞

コストコストコストコスト競争力競争力競争力競争力をををを有有有有するするするする業務運営体制業務運営体制業務運営体制業務運営体制のののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指しししし、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的なななな将来将来将来将来コストコストコストコストのののの軽減策軽減策軽減策軽減策をををを実施実施実施実施

■ 早期退職支援等に伴う大幅な人員削減、従業員の処遇見直し等により人件費は前期比2割強の減少

－ 16/3期末の合算人員は16,089人（前期末比▲3,218名、健全化計画比 + 518名の追加削減）

■ 年金制度の見直し（代行返上、退職給付不足金処理、OB年金の削減）

－ 16年度期首の退職給付不足金残高は、15年度期首残高比 約3,000億円の減少
（りそな、埼玉りそな、近畿大阪銀行の３行合算ベース）

－ 16年度の不足金償却負担は年間約200億円を見込む（15/3期実績 440億円）

■ 関連会社の整理に伴う委託業務の見直し等により、物件費も前年度実績比▲88億円の減少

■ システム関連経費の削減

－ IT資産のオフバランス化、旧あさひ銀行システムのアウトソーシングほか個別施策の積み上げ
により、17/3期に200億円強のシステム関連経費削減を見込む

コストコストコストコスト競争力競争力競争力競争力をををを有有有有するするするする業務運営体制業務運営体制業務運営体制業務運営体制のののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指しししし、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的なななな将来将来将来将来コストコストコストコストのののの軽減策軽減策軽減策軽減策をををを実施実施実施実施

■ 早期退職支援等に伴う大幅な人員削減、従業員の処遇見直し等により人件費は前期比2割強の減少

－ 16/3期末の合算人員は16,089人（前期末比▲3,218名、健全化計画比 + 518名の追加削減）

■ 年金制度の見直し（代行返上、退職給付不足金処理、OB年金の削減）

－ 16年度期首の退職給付不足金残高は、15年度期首残高比 約3,000億円の減少
（りそな、埼玉りそな、近畿大阪銀行の３行合算ベース）

－ 16年度の不足金償却負担は年間約200億円を見込む（15/3期実績 440億円）

■ 関連会社の整理に伴う委託業務の見直し等により、物件費も前年度実績比▲88億円の減少

■ システム関連経費の削減

－ IT資産のオフバランス化、旧あさひ銀行システムのアウトソーシングほか個別施策の積み上げ
により、17/3期に200億円強のシステム関連経費削減を見込む

【【【【16/316/316/316/3期期期期におけるにおけるにおけるにおける経費削減実績経費削減実績経費削減実績経費削減実績】】】】（（（（健全化計画健全化計画健全化計画健全化計画ベースベースベースベース））））

16/316/316/316/3期期期期におけるにおけるにおけるにおける主要主要主要主要なななな経費削減施策経費削減施策経費削減施策経費削減施策16/316/316/316/3期期期期におけるにおけるにおけるにおける主要主要主要主要なななな経費削減施策経費削減施策経費削減施策経費削減施策

更更更更にににに17/317/317/317/3期合算経費期合算経費期合算経費期合算経費ターゲットターゲットターゲットターゲット3,5803,5803,5803,580億円億円億円億円（（（（16/316/316/316/3期比期比期比期比▲▲▲▲588588588588億円億円億円億円））））のののの達成達成達成達成をををを目指目指目指目指すすすす

4

５行合算 りそな＋埼玉りそな 近畿大阪

（億円）

15/3期比 15/3期比 15/3期比

経　費 4,168 ▲ 390 3,497 ▲ 293 537 ▲ 99

うち人件費 1,237 ▲ 326 977 ▲ 260 207 ▲ 59

うち物件費 2,673 ▲ 88 2,297 ▲ 57 296 ▲ 40

16/3期16/3期 16/3期

※OHR = 経費／信託勘定償却前業務粗利益

【【【【経費率経費率経費率経費率のののの実績実績実績実績とととと計画計画計画計画】】】】（（（（５５５５行合算行合算行合算行合算））））

15/9期 17/3期

（実績） （実績） （健全化計画） （健全化計画）

経費率

（OHR）
52.59%

16/3期

63.30% 61.56% 63.90%



持続的持続的持続的持続的なななな黒字経営黒字経営黒字経営黒字経営へのへのへのへの体質転換体質転換体質転換体質転換（（（（４４４４））））

コアコアコアコア領域領域領域領域へのへのへのへの経営資源集中経営資源集中経営資源集中経営資源集中とととと高高高高コストコストコストコスト体質体質体質体質のののの改善改善改善改善コアコアコアコア領域領域領域領域へのへのへのへの経営資源集中経営資源集中経営資源集中経営資源集中とととと高高高高コストコストコストコスト体質体質体質体質のののの改善改善改善改善

国内子会社国内子会社国内子会社国内子会社・・・・関連会社関連会社関連会社関連会社をををを以下以下以下以下ののののコアコアコアコア業務及業務及業務及業務及びびびび銀行付随業務銀行付随業務銀行付随業務銀行付随業務にににに絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ

【【【【証券証券証券証券】】】】
コスモコスモコスモコスモ証券証券証券証券
あさひあさひあさひあさひリテールリテールリテールリテール証券証券証券証券（（（（現現現現 そしあすそしあすそしあすそしあす証券証券証券証券））））

【【【【リースリースリースリース】】】】
大和大和大和大和ファクターファクターファクターファクター・・・・リースリースリースリース（（（（現現現現 ディーディーディーディー・・・・エフエフエフエフ・・・・エルエルエルエル・・・・リースリースリースリース））））

あさひあさひあさひあさひ銀銀銀銀リースリースリースリース
近畿大阪近畿大阪近畿大阪近畿大阪リースリースリースリース（（（（現現現現 近畿総合近畿総合近畿総合近畿総合リースリースリースリース））））

【【【【ノンバンクノンバンクノンバンクノンバンク】】】】
共同抵当証券共同抵当証券共同抵当証券共同抵当証券
あさひあさひあさひあさひ銀銀銀銀リテールファイナンスリテールファイナンスリテールファイナンスリテールファイナンス

【【【【投資信託投資信託投資信託投資信託】】】】
りそなりそなりそなりそなアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメントアセットマネジメント

【【【【情報処理情報処理情報処理情報処理・・・・システムシステムシステムシステム開発開発開発開発】】】】
大和銀総合大和銀総合大和銀総合大和銀総合システムシステムシステムシステム
あさひあさひあさひあさひ銀総合銀総合銀総合銀総合システムシステムシステムシステム
ディアンドアイディアンドアイディアンドアイディアンドアイ情報情報情報情報システムシステムシステムシステム
あさひあさひあさひあさひ銀銀銀銀ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア（（（（現現現現 エヌエヌエヌエヌ・・・・ティティティティ・・・・ティティティティ・・・・データデータデータデータ・・・・ソフィアソフィアソフィアソフィア））））

以下以下以下以下のののの業種業種業種業種についてはについてはについてはについては撤退撤退撤退撤退・・・・売却売却売却売却をををを完了完了完了完了

本業本業本業本業とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性（（（（大大大大）））） （（（（小小小小））））

リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー

リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー

リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー

リ
ス
ク
フ
ァ
ク
タ
ー

（（（（小小小小））））

（（（（大大大大））））

【【【【コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング】】】】

りそなりそなりそなりそな総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所

【【【【コンサルティングコンサルティングコンサルティングコンサルティング】】】】

りそなりそなりそなりそな総合研究所総合研究所総合研究所総合研究所

【【【【クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード】】】】

大和銀大和銀大和銀大和銀カードカードカードカード
あさひあさひあさひあさひカードカードカードカード

大阪大阪大阪大阪カードサービスカードサービスカードサービスカードサービス

【【【【クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード】】】】

大和銀大和銀大和銀大和銀カードカードカードカード
あさひあさひあさひあさひカードカードカードカード

大阪大阪大阪大阪カードサービスカードサービスカードサービスカードサービス

【【【【信用保証信用保証信用保証信用保証】】】】

りそなりそなりそなりそな保証保証保証保証
(大和大和大和大和ｷｷｷｷﾞ゙゙゙ｬﾗﾝﾃｨｬﾗﾝﾃｨｬﾗﾝﾃｨｬﾗﾝﾃｨ)

近畿大阪信用保証近畿大阪信用保証近畿大阪信用保証近畿大阪信用保証

【【【【信用保証信用保証信用保証信用保証】】】】

りそなりそなりそなりそな保証保証保証保証
(大和大和大和大和ｷｷｷｷﾞ゙゙゙ｬﾗﾝﾃｨｬﾗﾝﾃｨｬﾗﾝﾃｨｬﾗﾝﾃｨ)

近畿大阪信用保証近畿大阪信用保証近畿大阪信用保証近畿大阪信用保証

16/7に3社が統合、商号を
「りそなカード」とする予定

クレディ・セゾンとのアライ
アンスにより機能強化

【【【【ベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタル】】】】

りそなりそなりそなりそなキャピタルキャピタルキャピタルキャピタル

【【【【ベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタルベンチャーキャピタル】】】】

りそなりそなりそなりそなキャピタルキャピタルキャピタルキャピタル

【【【【代金回収代金回収代金回収代金回収・・・・ファクタリングファクタリングファクタリングファクタリング】】】】

りそなりそなりそなりそな決済決済決済決済サービスサービスサービスサービス

【【【【代金回収代金回収代金回収代金回収・・・・ファクタリングファクタリングファクタリングファクタリング】】】】

りそなりそなりそなりそな決済決済決済決済サービスサービスサービスサービス

【【【【サービサーサービサーサービサーサービサー】】】】

りそなりそなりそなりそな債権回収債権回収債権回収債権回収

【【【【サービサーサービサーサービサーサービサー】】】】

りそなりそなりそなりそな債権回収債権回収債権回収債権回収

【【【【資産管理信託銀行資産管理信託銀行資産管理信託銀行資産管理信託銀行】】】】
日本日本日本日本トラスティトラスティトラスティトラスティ・・・・サービスサービスサービスサービス

信託銀行信託銀行信託銀行信託銀行

【【【【資産管理信託銀行資産管理信託銀行資産管理信託銀行資産管理信託銀行】】】】
日本日本日本日本トラスティトラスティトラスティトラスティ・・・・サービスサービスサービスサービス

信託銀行信託銀行信託銀行信託銀行

【【【【情報処理情報処理情報処理情報処理サービスサービスサービスサービス】】】】

日本日本日本日本トラスティトラスティトラスティトラスティ情報情報情報情報システムシステムシステムシステム

【【【【情報処理情報処理情報処理情報処理サービスサービスサービスサービス】】】】

日本日本日本日本トラスティトラスティトラスティトラスティ情報情報情報情報システムシステムシステムシステム

【【【【事務等受託事務等受託事務等受託事務等受託】】】】
りそなりそなりそなりそなビジネスサービスビジネスサービスビジネスサービスビジネスサービス
りそなりそなりそなりそな人事人事人事人事サポートサポートサポートサポート等等等等

【【【【事務等受託事務等受託事務等受託事務等受託】】】】
りそなりそなりそなりそなビジネスサービスビジネスサービスビジネスサービスビジネスサービス
りそなりそなりそなりそな人事人事人事人事サポートサポートサポートサポート等等等等

大和ギャランティは親会社である
りそな保証と一体管理
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16/3末投資先数は銀行系
VC中第3位



変革変革変革変革にににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする風土風土風土風土をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、内部改革内部改革内部改革内部改革をををを発展的発展的発展的発展的にににに継続継続継続継続変革変革変革変革にににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする風土風土風土風土をめざしをめざしをめざしをめざし、、、、内部改革内部改革内部改革内部改革をををを発展的発展的発展的発展的にににに継続継続継続継続

ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス強化強化強化強化

組織風土改革組織風土改革組織風土改革組織風土改革

邦銀初邦銀初邦銀初邦銀初のののの

委員会等設置会社委員会等設置会社委員会等設置会社委員会等設置会社へのへのへのへの移行移行移行移行

おおおお客客客客さまさまさまさま重視重視重視重視のののの徹底徹底徹底徹底

収益収益収益収益マインドマインドマインドマインドのののの向上向上向上向上

変革変革変革変革にににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする風土風土風土風土

り
そ
な
の

り
そ
な
の

り
そ
な
の

り
そ
な
の
内
部
改
革

内
部
改
革

内
部
改
革

内
部
改
革

【【【【第第第第１１１１フェーズフェーズフェーズフェーズ】】】】

「「「「普通普通普通普通のののの会社会社会社会社」」」」となるためのとなるためのとなるためのとなるための

マインドリセットマインドリセットマインドリセットマインドリセット

役員評価役員評価役員評価役員評価のののの変革変革変革変革

・・・・役員評価制度役員評価制度役員評価制度役員評価制度のののの導入導入導入導入

・・・・業績連動型報酬業績連動型報酬業績連動型報酬業績連動型報酬のののの導入導入導入導入

・・・・役員退職慰労金制度役員退職慰労金制度役員退職慰労金制度役員退職慰労金制度のののの廃止廃止廃止廃止

新人事制度新人事制度新人事制度新人事制度のののの導入導入導入導入（※）

・・・・成果主義成果主義成果主義成果主義のののの徹底徹底徹底徹底（（（（業績給概念業績給概念業績給概念業績給概念のののの導入導入導入導入））））

・・・・現場主義型現場主義型現場主義型現場主義型のののの機動的人事運営機動的人事運営機動的人事運営機動的人事運営

外部人材外部人材外部人材外部人材のののの積極登用積極登用積極登用積極登用

・・・・異業種人材異業種人材異業種人材異業種人材をををを本部幹部本部幹部本部幹部本部幹部やややや地域地域地域地域ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯにににに登用登用登用登用

業績評価体系業績評価体系業績評価体系業績評価体系のののの革新革新革新革新

・・・・税引前当期利益税引前当期利益税引前当期利益税引前当期利益・・・・ＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡでのでのでのでの評価評価評価評価

・・・・ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ管理管理管理管理のののの反映反映反映反映

【【【【第第第第２２２２フェーズフェーズフェーズフェーズ】】】】

変革変革変革変革にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しししし「「「「勝勝勝勝ちちちち」」」」にこだわるにこだわるにこだわるにこだわる

強強強強いいいい組織組織組織組織へのへのへのへの脱皮脱皮脱皮脱皮

企業風土改革企業風土改革企業風土改革企業風土改革にににに向向向向けたけたけたけた内部改革内部改革内部改革内部改革

※新人事制度の運用につきましては、従業員組合との協議終了後、最終決定いたします
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メガバンクメガバンクメガバンクメガバンクやややや地方銀行地方銀行地方銀行地方銀行とのとのとのとの差別化戦略差別化戦略差別化戦略差別化戦略のののの展開展開展開展開

コアコアコアコア分野分野分野分野にににに
フォーカスフォーカスフォーカスフォーカス

地域運営地域運営地域運営地域運営ととととアライアンスアライアンスアライアンスアライアンス戦略戦略戦略戦略地域運営地域運営地域運営地域運営ととととアライアンスアライアンスアライアンスアライアンス戦略戦略戦略戦略

本部本部本部本部 ⇒⇒⇒⇒ フラットフラットフラットフラット化化化化・・・・効率化効率化効率化効率化

地域地域地域地域ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯ 地域地域地域地域ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯ

○○○○ ニーズニーズニーズニーズをををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた商品商品商品商品・・・・サービスサービスサービスサービス改革改革改革改革

○○○○ おおおお客様客様客様客様とのとのとのとの接点拡大接点拡大接点拡大接点拡大ととととローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーション
のののの両立両立両立両立にににに向向向向けたけたけたけたチャネルチャネルチャネルチャネル改革改革改革改革

地域地域地域地域のおのおのおのお客客客客さまさまさまさま

証券業務証券業務証券業務証券業務

運用商品運用商品運用商品運用商品

Ｍ＆ＡＭ＆ＡＭ＆ＡＭ＆Ａ

カードカードカードカード

住宅住宅住宅住宅ローンローンローンローン

システムシステムシステムシステム

地域運営地域運営地域運営地域運営 ⇒⇒⇒⇒ よりおよりおよりおよりお客様客様客様客様のののの近近近近くでくでくでくで判断判断判断判断

待ち時間ゼロ

営業時間延長

中小企業ＳＣ

軽量化店舗

ＴＩＭＯ

新型ビジネス
ローン

ローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーションととととリレーションシップリレーションシップリレーションシップリレーションシップ強化強化強化強化のののの両立両立両立両立 自前主義自前主義自前主義自前主義からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却

ベベベベ
スススス
トトトト
・・・・
アアアア
ララララ
イイイイ
アアアア
ンンンン
スススス
調調調調
達達達達

地域ＣＥＯへの

大幅な権限委譲

新人事制度

質重視の業績管理

・・・・・・・・・・・・

直近のアライアンス事例

16年5月 住宅ローン業務においてアート・コーポレーションとの広告
に関する提携発表

16年4月 松井証券との証券口座開設にかかる業務提携発表

シンワアートオークションとのＰＢ業務にかかる提携発表

16年3月 みずほ証券とのＭ＆Ａ業務にかかる提携発表

16年2月 クレディセゾンとのカード業務にかかる提携発表

直近のアライアンス事例

16年5月 住宅ローン業務においてアート・コーポレーションとの広告
に関する提携発表

16年4月 松井証券との証券口座開設にかかる業務提携発表

シンワアートオークションとのＰＢ業務にかかる提携発表

16年3月 みずほ証券とのＭ＆Ａ業務にかかる提携発表

16年2月 クレディセゾンとのカード業務にかかる提携発表

国際業務国際業務国際業務国際業務

アライアンスアライアンスアライアンスアライアンスのののの展開展開展開展開アライアンスアライアンスアライアンスアライアンスのののの展開展開展開展開
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地域地域地域地域ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯ

業界業界業界業界トップトップトップトップ企業企業企業企業とのとのとのとのアライアンスアライアンスアライアンスアライアンスのののの積極活用積極活用積極活用積極活用によるによるによるによる
ソリューションソリューションソリューションソリューション力力力力のののの強化強化強化強化

おおおお客客客客さまにさまにさまにさまに近近近近いところにいところにいところにいところに大幅大幅大幅大幅なななな権限権限権限権限をををを委譲委譲委譲委譲
リレーションシップリレーションシップリレーションシップリレーションシップ力力力力をををを最大限最大限最大限最大限にににに活用活用活用活用
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量量量量からからからから質質質質へのへのへのへの転換転換転換転換にににに向向向向けてけてけてけて：：：：15/15/15/15/下期下期下期下期におけるにおけるにおけるにおける営業基盤営業基盤営業基盤営業基盤のののの状況状況状況状況

【【【【預金末残預金末残預金末残預金末残のののの推移推移推移推移】】】】（（（（５５５５行合算行合算行合算行合算）））） 【【【【貸出金末残貸出金末残貸出金末残貸出金末残のののの推移推移推移推移】】】】（（（（４４４４行合算行合算行合算行合算））））

■ ＧＲ合算貸出金は15/下期に▲7,626億円減少

■ 貸出金利回りは下期に改善（４行合算）
15年度通期 2.05%（15/上期 2.04%、15/下期 2.07%）

■ りそな銀行の下期減少（▲9,455億円）は、再生勘定の貸出資産
のオフバランス化（約1.15兆円）によるもの
新勘定は住宅ローンの残高増加を主因として約2,000億円の増加

■ 近畿大阪銀行の下期減少（▲1,293億円）は、不良債権のオフバ
ランス化の促進によるもの
不良債権処理等による影響（約▲1,400億円）を補正した実勢ベ
ースでは100億円強の増加

■ 埼玉りそな銀行は、法人貸出（下期＋1,156億円）、個人ローン
（同＋1,470）ともに順調に増加

■ ＧＲ合算の住宅ローン残高は、15/3末比 約8,500億円の増加
（16/3末残高 約9.4兆円、住宅ローン比率は約35%に）
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93,73888,34485,276

35.4%
32.4%

28.9%

70,000

80,000

90,000

100,000

15/3末 15/9末 16/3末

25.0%

27.0%

29.0%

31.0%

33.0%

35.0%

37.0%
住宅ローン残高（億円）

住宅ローン比率

15/3末 15/9末 15/12末 16/3末 半期増減

（単位億円） （Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ）

４行合算 295,451 272,379 272,007 264,753 ▲ 7,626

りそな 217,042 197,653 196,092 188,198 ▲ 9,455

埼玉りそな 47,103 46,745 48,295 49,803 3,058

近畿大阪 30,009 26,708 26,257 25,415 ▲ 1,293

奈良 1,296 1,272 1,361 1,336 64

■ 預金は15/12末をボトムに反転増加へ
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国内個人預金 投資信託 公共債 保険

【【【【個人金融資産個人金融資産個人金融資産個人金融資産のののの残高推移残高推移残高推移残高推移】】】】（（（（４４４４行合算行合算行合算行合算））））

■ 投資信託等、高収益の個人向け投資商品の販売に注力

34.934.934.934.9

32.832.832.832.8 32.632.632.632.6 31.931.931.931.9 32.632.632.632.6



フィービジネスフィービジネスフィービジネスフィービジネスのののの強化強化強化強化

資金利益中心資金利益中心資金利益中心資金利益中心のののの収益構造収益構造収益構造収益構造からのからのからのからの転換転換転換転換資金利益中心資金利益中心資金利益中心資金利益中心のののの収益構造収益構造収益構造収益構造からのからのからのからの転換転換転換転換

【【【【投資信託販売投資信託販売投資信託販売投資信託販売・・・・収益実績収益実績収益実績収益実績のののの推移推移推移推移】】】】（ＧＲ（ＧＲ（ＧＲ（ＧＲ４４４４行合算行合算行合算行合算））））

【【【【不動産手数料収入不動産手数料収入不動産手数料収入不動産手数料収入のののの実績推移実績推移実績推移実績推移】】】】（（（（りそなりそなりそなりそな銀行銀行銀行銀行））））

■ 資金運用コンサルタントとして、証券会社OB等を採用
りそな銀行、埼玉りそな銀行合計で約220名を配置

■ 15年度の投信関連収益（販売手数料＋信託報酬）は、
約120億円と前年度の約70億円から大幅増加

■ 16/3末の投信残高は約9,800億円（時価ベース）とな
るなど、残高1兆円、年間収益100億円超のビジネスに
成長

■ 資金運用コンサルタントの本格稼動、商品ラインアップ
の充実等により、更なる販売体制の強化を図る
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愛知県以西 静岡県以東

■ 不動産手数料収入は、13年度 57億円、14年度 60億円、
15年度 85億円と順調に拡大

■ 今後も取引先サービスの一環として、顧客への不動産機能

提供により、更なる不動産手数料収入の拡大を目指す。



17/317/317/317/3期期期期のののの収益計画収益計画収益計画収益計画のののの概要概要概要概要（（（（GRGRGRGR５５５５行合算行合算行合算行合算））））

財務改革財務改革財務改革財務改革のののの総仕上総仕上総仕上総仕上げをげをげをげを行行行行いいいい、、、、18/318/318/318/3期以降期以降期以降期以降のののの飛躍飛躍飛躍飛躍にににに向向向向けたけたけたけた基盤基盤基盤基盤をををを作作作作りりりり上上上上げるげるげるげる財務改革財務改革財務改革財務改革のののの総仕上総仕上総仕上総仕上げをげをげをげを行行行行いいいい、、、、18/318/318/318/3期以降期以降期以降期以降のののの飛躍飛躍飛躍飛躍にににに向向向向けたけたけたけた基盤基盤基盤基盤をををを作作作作りりりり上上上上げるげるげるげる

17/317/317/317/3期期期期
（（（（健全化計画健全化計画健全化計画健全化計画））））

17/317/317/317/3期期期期
（（（（健全化計画健全化計画健全化計画健全化計画））））

6,8986,8986,8986,898億円億円億円億円

3,6273,6273,6273,627億円億円億円億円

3,2713,2713,2713,271億円億円億円億円

1,6041,6041,6041,604億円億円億円億円

52.6%52.6%52.6%52.6%

3%3%3%3%台台台台

6,8006,8006,8006,800億円億円億円億円

3,5803,5803,5803,580億円億円億円億円

3,2203,2203,2203,220億円億円億円億円

1,6801,6801,6801,680億円億円億円億円

52.6%52.6%52.6%52.6%

3%3%3%3%台台台台

17/317/317/317/3期期期期
（（（（業績予想業績予想業績予想業績予想））））

17/317/317/317/3期期期期
（（（（業績予想業績予想業績予想業績予想））））

業務粗利益業務粗利益業務粗利益業務粗利益

経費経費経費経費

当期利益当期利益当期利益当期利益

経費率経費率経費率経費率（（（（OHROHROHROHR））））
（信託勘定償却前）

不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率

実勢業務純益実勢業務純益実勢業務純益実勢業務純益

6,7276,7276,7276,727億円億円億円億円

4,1684,1684,1684,168億円億円億円億円

▲▲▲▲16,92716,92716,92716,927億円億円億円億円

61.6%61.6%61.6%61.6%

6.74%6.74%6.74%6.74%

ＧＲＧＲＧＲＧＲ連結連結連結連結
自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率

8%8%8%8%台半台半台半台半ばばばば 7.75%7.75%7.75%7.75% 7.5%7.5%7.5%7.5%

【前提】 （短期金利）ゼロ金利政策が維持され、横這い圏での推移
（長期金利）下期に+10BP程度の上昇
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■ 「量から質への転換」をキーワードにしたB/S改革の総仕上げ

■ 収益力の強化 中小企業貸出、ローンを中心とした良質貸出の増強
非金利収入の拡大（資金利益中心の収益構造からの転換）

■ コスト競争力を有する業務運営体制の構築

■ 地域運営など各種施策の定着を図り、18/3期以降の飛躍に向けた基盤を構築

2,6032,6032,6032,603億円億円億円億円

6,6646,6646,6646,664億円億円億円億円

4,2834,2834,2834,283億円億円億円億円

2,4202,4202,4202,420億円億円億円億円

▲▲▲▲17,31817,31817,31817,318億円億円億円億円

63.963.963.963.9％％％％

－－－－－－－－－－－－

6.7%6.7%6.7%6.7%

16/316/316/316/3期期期期
（（（（健全化計画健全化計画健全化計画健全化計画））））

16/316/316/316/3期期期期
（（（（健全化計画健全化計画健全化計画健全化計画））））

16/316/316/316/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））

16/316/316/316/3期期期期
（（（（実績実績実績実績））））



ごごごご参考資料参考資料参考資料参考資料



ごごごご参考参考参考参考（（（（りそなのりそなのりそなのりそなの内部改革内部改革内部改革内部改革のののの具体事例具体事例具体事例具体事例））））

ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンス、、、、
コンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンス

強化強化強化強化

� 執行役への若手抜擢 ＜15/10＞
りそなホールディングス、りそな銀行で、執行役ポストに若手を抜擢す
る役員異動を実施

� 役員評価制度の導入 ＜15/10＞

� 内部調査委員会による調査報告 ＜15/11＞

� コンプライアンス・ホットライン制度の拡充 ＜15/12＞

� りそなホールディングスおよびりそな銀行の役員報酬制度見直し
＜16/3＞
－ 業績連動型報酬制度の導入
－ 役員退職慰労金制度の廃止

課題課題課題課題 主要主要主要主要なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの内容内容内容内容

組織風土改革組織風土改革組織風土改革組織風土改革

適切な経営管理
機能と牽制機能
の発揮

経営層の若返り

お客様重視の姿勢を
徹底

収益マインドの
向上

変革に挑戦する
風土の確立

対応方針対応方針対応方針対応方針

� 本部組織の簡素化 ＜15/10＞

� 「頭取」・「行員」呼称の廃止 ＜15/10＞

� 支店長・子会社社長等の社内公募
１）りそな銀行、埼玉りそな銀行で、計８名の支店長を社内公募により

登用＜15/10＞
２）りそなキャピタルの社長等を社内公募により登用＜15/10＞
３）社内公募により地域CEO３名の登用を決定＜16/3＞

� りそなグループ経営理念、りそなグループ行動宣言（りそなWAY ）、
りそなグループ行動指針（りそなSTANDARD）を制定

� 新たな人事運営
りそな銀行、埼玉りそな銀行において、16/7より徹底した成果主義、
現場主義に基づく新たな人事運営を導入予定

� 社外人材の登用
１）地域CEOについて、異業種経験者等の社外人材を登用
２）幹部人材を社外より登用

� 17年度新卒採用の見送りを決定
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商品商品商品商品・・・・サービスサービスサービスサービス

� 新型ビジネスローンの取扱い開始＜ 15/11 埼玉りそな銀行、16/1 りそな銀行＞
りそな銀行「スーパー・リテール」累計実行額 約250億円（4月末までの3ヵ月間の実績）

� お客様の「待ち時間ゼロ」を目指す取組み ＜16/1＞
待ち時間短縮の実績：りそな銀行全店平均待ち時間 15/12月 4.0分、16/3月 1.4分）

� 手数料の改訂を発表 ＜16/2＞

� 通帳不発行型の特典付総合口座「TIMO」（ティモ）の取扱い開始 ＜16/3 りそな銀行、埼玉りそな銀行＞

� 16/4より、りそな銀行、埼玉りそな銀行において15:00～17:00の平日窓口営業を開始

分野分野分野分野

チャネルチャネルチャネルチャネル

運営体制運営体制運営体制運営体制

主要主要主要主要なななな取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの内容内容内容内容

� 中小企業サポートセンター、住宅ローンセンター等の専門チャネルを拡充
（15年度下期の増設件数（GR合算）：中小企業サポートセンター24ヵ所、住宅ローンセンター5ヵ所）

� 軽量化店舗の展開
従来型店舗と比較して運営コストを大幅に抑えつつ、基本的な銀行機能を備えた有人軽量化店舗（りそな
パーソナルステーション）の展開を開始（ りそな銀行）
－ 大阪地区3ヵ店：南茨木、和泉中央（16/2オープン）、岸辺（16/5オープン）
－ 首都圏３ヵ店：新高円寺（16/3オープン）、南阿佐谷、自由が丘（16/4オープン）

� パイロット店舗において新たな発想による店舗運営の試行を開始 ＜16/2～ りそな銀行＞
試行事例：スタンディング・オペレーションの実施、総合受付カウンターの設置等
パイロット店舗：首都圏３ヵ店・関西圏３ヵ店の計6ヵ店

� 部店長与信権限の拡大＜15/11～＞
貸出に係る部店長の権限を拡大（りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行）

� 「学生アルバイト採用」の試行開始 ＜16/1月 りそな銀行＞

� 地域の責任者に権限と責任を大幅に譲渡することにより、地域特性に応じた施策の実施、顧客ニーズへの
スピード感ある対応を実現するため、営業店の地域運営を開始。
－ りそな銀行 ：16/4より、全国30エリアに再編成のうえ展開
－ 埼玉りそな銀行：16/4より、県内４エリアに再編成のうえ展開

ごごごご参考参考参考参考（（（（店頭改革店頭改革店頭改革店頭改革、、、、商品商品商品商品・・・・サービスサービスサービスサービス改革改革改革改革のののの具体事例具体事例具体事例具体事例））））
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全面展開後全面展開後全面展開後全面展開後のののの地域運営体制地域運営体制地域運営体制地域運営体制とととと権限委譲権限委譲権限委譲権限委譲のののの考考考考ええええ方方方方全面展開後全面展開後全面展開後全面展開後のののの地域運営体制地域運営体制地域運営体制地域運営体制とととと権限委譲権限委譲権限委譲権限委譲のののの考考考考ええええ方方方方

地域地域地域地域ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯ

ごごごご参考参考参考参考（（（（地域運営体制地域運営体制地域運営体制地域運営体制））））

本部本部本部本部

オペレーションオフィサーオペレーションオフィサーオペレーションオフィサーオペレーションオフィサー（事務管理））））

クレジットオフィサークレジットオフィサークレジットオフィサークレジットオフィサー（融資運営）

プロモーションオフィサープロモーションオフィサープロモーションオフィサープロモーションオフィサー（推進企画）

地域内支店長地域内支店長地域内支店長地域内支店長 地域内支店長地域内支店長地域内支店長地域内支店長

おおおお客客客客さまさまさまさま

営業現場営業現場営業現場営業現場

地域内支店長地域内支店長地域内支店長地域内支店長

全体事務管理

地域内合理化サポート

効率運営の観点から
の地域内事務管理

事務管理

地域の営業推進策実現
のサポート

地域の営業推進企画
・運営

営業推進

全体店舗戦略

地域戦略のサポート

地域の視点からの

チャネル再構築

店舗

与信業務全般の統括

信用リスク統合管理

大口先審査

支店長権限を越える

一定範囲の案件取扱

与信

地域間人事

制度管理・サポート

地域内人事人事

本部地域ＣＥＯ業務

【【【【業務業務業務業務ごとのごとのごとのごとの地域地域地域地域ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯのののの権限権限権限権限のののの考考考考ええええ方方方方】】】】

【【【【地域地域地域地域ＣＥＯＣＥＯＣＥＯＣＥＯのののの評価評価評価評価】】】】

原則3年程度任期

評価委員会設置、360度評価定性評価

税引前当期利益、
ＲＯＡベースの評価導入

定量評価

内容項目
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本資料中本資料中本資料中本資料中のののの、、、、将来将来将来将来にににに関関関関するするするする記述記述記述記述（（（（将来情報将来情報将来情報将来情報））））はははは、、、、次次次次のようなのようなのようなのような要因要因要因要因によりによりによりにより重要重要重要重要なななな変動変動変動変動をををを受受受受
けるけるけるける可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。

即即即即ちちちち、、、、本邦本邦本邦本邦におけるにおけるにおけるにおける株価水準株価水準株価水準株価水準のののの変動変動変動変動、、、、政府政府政府政府のののの方針方針方針方針、、、、法令法令法令法令、、、、実務慣行及実務慣行及実務慣行及実務慣行及びびびび解釈解釈解釈解釈にににに係係係係るるるる展開展開展開展開
及及及及びびびび変更変更変更変更、、、、新新新新たなたなたなたな企業倒産企業倒産企業倒産企業倒産のののの発生発生発生発生、、、、日本日本日本日本およびおよびおよびおよび海外海外海外海外のののの経済環境経済環境経済環境経済環境のののの変動変動変動変動、、、、並並並並びにりそなびにりそなびにりそなびにりそなググググ
ループループループループののののコントロールコントロールコントロールコントロールのののの及及及及ばないばないばないばない要因等要因等要因等要因等がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。

本資料本資料本資料本資料にににに記載記載記載記載されたされたされたされた将来情報将来情報将来情報将来情報はははは、、、、将来将来将来将来のののの業績業績業績業績そのそのそのその他他他他のののの動向動向動向動向についてについてについてについて保証保証保証保証するものではなするものではなするものではなするものではな
くくくく、、、、またまたまたまた実際実際実際実際のののの結果結果結果結果とととと比比比比べてべてべてべて違違違違いがいがいがいが生生生生じるじるじるじる可能性可能性可能性可能性があることにごがあることにごがあることにごがあることにご留意下留意下留意下留意下さいさいさいさい。。。。


