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新中期経営計画の策定について 

 

 株式会社東北銀行（取締役頭取 村上 尚登）では、平成 28年 4月～平成 31年 3月ま

での新中期経営計画を策定しましたので、その内容について下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

 当行では前中期経営計画において「中小事業者等への積極的な支援」、「アグリビジネスを

中心とした『成長産業分野』へのコンサルティング機能の発揮」の 2 つのビジネスモデルの

もと“地域力の向上”をテーマに復興・再生支援への貢献、地域潜在力の発掘に向けて取組

んでまいりました。 

「復興・再生支援への貢献」においては、岩手県の復興計画と歩調を合わせ、復旧・復興

資金による支援、各機構の活用による支援等の各種方策を実施し、地域の復興・再生に努め

てまいりました。また「地域潜在力の発掘」においては、全国からも注目を集める「オガー

ルプロジェクト」への支援等を実施するなど、地域の賑わいを創出し、地域経済の活性化に

努めてまいりました。 

 前中期経営計画における地域活性化への取組に一定の成果を認識する一方で、被災地域の

事業者の中では、地域や業種によっては復興が進んでいない状況も見受けられます。地域金

融機関には融資による金融支援に限らず様々な視点から地域全体や地域の事業者を支援する

ことが必要とされております。当行では、個々の事業者のビジネスステージにおける課題解

決へ向けて、ソリューション営業を通じ、本業支援にしっかりと取り組んでまいります。そ

のような取組を実施するにあたり、この度、新中期経営計画を策定し、変化が激しい経営環

境への対応力を強化することで、地域と一体となった更なる“地域力の向上”を図ってまい

ります。 

 

※新中期経営計画の詳細については別紙参照願います。 

以上 

【本件に関するお問い合わせ先】 
東北銀行経営企画部 佐々木（陽）

019-651-6161（内線 3272）



新中期経営計画

平成28年5⽉13⽇



前中期経営計画について（計画数値）
◆前中期経営計画 「“とうぎんNext Innovation”」 【期間 平成25年4⽉ 平成28年3⽉（3年間）】
◆全体図

◆計画数値（平成28年3⽉期）
コア業務純益 ：20億円以上
総貸出⾦ ：5,200億円以上
総預⾦ ：7,500億円以上

Ｈ25.3期（計画始期） Ｈ27.3期実績 Ｈ28.3期実績 計画始期⽐ 計画⽐

コア業務純益 11.3億円 15.5億円 18.9億円 7.6億円 △1.1億円
総貸出⾦ 5,051億円 5,303億円 5,167億円 116億円 △33億円
総預⾦ 7,180億円 7,770億円 7,782億円 602億円 282億円

岩⼿県 復興計画 歩調 合   各種⽅策 実施        復
旧 復興資⾦ 実⾏実績 機構 活⽤   ⽀援実績 沿岸被災地 
   貸出⾦残⾼ 増加等 実績   地域 復興 再⽣等 貢献  
たものと評価しております。

成果 認識  ⼀⽅ 被災地域 事業者     地域間 業種間  
  様々 格差 ⾒受      ⾦融機関  融資   ⾦融⽀援 限 
ず様々な視点から⽀援することが求められており、課題解決へ向けてソリューショ
ン営業を通じ個々の事業者の本業⽀援について本気で取り組んでいくことを課
題   認識       

主な成果 主な課題

Ｈ28.3期 当期純利益 
過去最⾼ 更新  17.8億円

を計上
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中期経営計画全体図①

“ 地 域 ⼒  向 上 ”
 地域 中⼩事業者 企業価値向上  ⼿伝     

テーマ

ビジネスモデル

基本戦略 １. 事業性評価 基  ⾦融⽀援 本業⽀援
事業性評価    客様 事業 正  理解  役 ⽴ 本業⽀援 ⾦融⽀援    

 客様 売上 利益 向上 取 組   。
２.  復興    成⻑  向  ⽀援

復興  次      向   新  課題 直⾯    地域 中⼩事業者 皆様 
しっかりと応援します。

３. 地域産業・企業の活性化⽀援
地域 特性   農林⽔産業 起点    地域産業 創出 成⻑ 向  ⽀援 

取 組  新  資⾦需要 創       

経営効率化 
推進

店別営業戦略 
確⽴

中 ⼩ 事 業 者 へ の 積 極 的 な ⽀ 援
 農林⽔産業 基軸   地域産業 企業 活⼒向上 

収益構造の
多様化

経営基盤の
強化

⼈材⼒ 
最⼤発揮
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新中期経営計画全体図②

農林⽔産業
農業産出額 東北第2位 全国第11位 林業産出額 全国ｼｪｱ4％ 全国第6位

漁業⽣産額 東北第3位 全国第16位 第⼀次産業就業者数 12.3%

環境分野

卸売業 製造業

⾷品加⼯業 ⼩売業

建設業

飲⾷業

観光分野

運送業

医療分野

事業性評価 商流 把握
課題の共有

本業⽀援
6次産業化

ビジネスマッチング

中⼩事業者の
成⻑ 発展

農林⽔産業 起点   地域産業 企業 活⼒向上 ⽬指  事業性評価 浸透   
 客様 理解 課題 抽出 共有 努         営業 実践      地域 中
⼩事業者への積極的な⽀援に努めてまいります。

-3-



計画期間

平成２８年４⽉ ~ 平成３１年３⽉（３年間）

計画数値（平成31年3⽉期）

コア業務純益 17億円以上
⼀般貸出⾦平残 3,850億円以上
⼀般預⾦平残 8,000億円以上
本業⽀援件数 年間600件以上

計画期間・計画数値

◆⼀般貸出⾦   総貸出⾦  市場性貸出⾦ 地公体貸出⾦ 除  地域 中⼩事業者 
個⼈等  客様  貸出⾦ 

◆⼀般預⾦     総預⾦  公⾦ ⾦融預⾦等 除  地域 中⼩事業者 個⼈等 お
客様   預⾦ 
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