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第1部



高い健全性を維持しつつ、適切なリスクテイクによる「収益資産の積み上げ」と「経営

効率の改善」により、収益力強化への道筋を確かなものとすることが当面の経営課題であ

ります。

中期経営計画では、この経営課題の克服により「業務粗利益を増強」するとともに、「ロ

ーコストオペレーション体制を確立」し、いかなる環境においても安定的に収益を計上で

きる銀行になることを目指しております。行内の共通認識としてコア業務純益400億円

を目標とし、「チャレンジ400」の達成に全行員が一丸となって取組んでおります。
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経営方針

七十七銀行は「地域と共に歩み、地域と共に発展する
『ベストクォリティバンク』」を目指しています。

当行は地域との関わりをより強化し、ハイクォリティな金融機関として存続していくことを明確化するた

め、目指す銀行像を「地域と共に歩み、地域と共に発展する『ベストクォリティバンク』」としております。

いわば、地域との絆をもっとも大切にした経営を行っていくものであります。

経営課題と中期経営計画「チャレンジ400」

経営方針



「チャレンジ400」では、次の3点を基本目標として掲げ、各種経営施策に取組んでおります。

平成18年度は、中期経営計画「チャレンジ400」の2年目になります。以下の経営方針を掲げ諸施策をスピーディーに実行

し、中期経営計画の目標達成に取組んでまいります。
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基本的な取組方針

1．「業務粗利益の着実な増加」と「ローコストオペレーション」への取組強化
「コア貸出金の増強と資産の収益性向上による資金利益の拡大」および「預り資産の増強を中心とした役務収益の拡大」に
より業務粗利益の着実な増加をはかるとともに、ローコスト化の促進により、収益力の強化をはかります。

2．地域・顧客・株主とのリレーションシップ強化
�地域：地域における営業基盤をより強固なものとし、「銀行業務を通じた地域貢献」を実践します。
�顧客：顧客満足度の向上により、顧客にとっての当行の価値向上をはかり、常に「お客さまにとってナンバーワンの銀行」

を目指します。
�株主：「収益性の向上と健全性を両立」させ、株主価値の拡大をはかります。

3．新たな視点で考え、挑戦する風土の醸成
新たな視点で考え、挑戦し、そして変化し続ける風土を醸成します。

■業務粗利益の増強
�コア貸出金と預り資産の増強

貸出金利息の増強のため、収益性の高いコア貸出金の増強に取組むとともに、手数料収入の増強のため、預り資産の拡
大をはかります。

�営業基盤の拡大
適時適切な商品・サービスの提供と各種コンサルティング機能の強化を通じて、地域・顧客とのリレーションシップを
より強固なものとし、営業基盤の拡大・強化をはかります。

�資産の収益性向上と健全性向上
貸出金利回りの改善や市場部門における資金運用力の強化により、資産の収益性向上をはかります。また、不良債権比
率の改善や信用コストの改善に向けた取組みにより、資産の健全性向上をはかります。

■ローコストオペレーション体制の確立
コスト構造の継続的な見直しを行うとともに、業務プロセスの見直しと業務の効率化に取組み、ローコストオペレーショ
ン体制の確立に取組みます。

■内部管理態勢の強化と人材の育成
コンプライアンスの強化を中心とした、より強固な内部管理態勢の確立に取組みます。

中期経営計画「チャレンジ400」の基本目標

平成18年度の重点方針

注1.コア業務純益：業務粗利益から経費と国債等債券損益を控除したもの�
注2.コア貸出金：ローンパーティシペーション等を除いた貸出金�

基本目標項目�

�収益力の強化� コア業務純益�

�

コア貸出金平残�

預り資産残高�

OHR�

自己資本比率（国内基準）�

380億円以上�

�

3兆円以上�

7,000億円以上�

60％以下�

12％以上�

（平成20年度）�

�

（平成20年度）�

（平成20年度末）�

（平成20年度）�

（平成20年度）�

�収益力強化のための個別目標�

�健全性の維持�

（1）営業力の強化�

（2）経営効率の改善�

経営方針



地域金融機関は、間柄重視の地域密着型金融の担い手として、地域経済の活性化や中小企業金融の円滑化のために、その機能強化

に向けた取組みを推進していくことが求められております。

当行では平成17年8月に「地域密着型金融推進計画」を策定し、地域と共に発展することを目指した取組みを行っております。
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当行は、従来から、取締役会の機能強化や社外監査役を含めた監査体制の強化、コンプライアンス体制・リスク管理体制の充実な

ど経営管理組織の整備を経営上の優先課題として位置づけております。

取締役会においては経営上の重要事項に係わる意思決定をはかるとともに、常務会を設置し取締役会の委任を受けた範囲において

重要事項の協議・決定を行っております。また、当行は監査役制度を採用しており、監査役および監査役会につきましては、監査役

5名のうち過半数の3名を社外監査役とし監査役監査の独立性を高め、取締役会への出席・意見陳述等を通じ有効性・適法性を確保

しております。

コンプライアンス体制およびリスク管理体制としては、取締役会において定めた「法令等遵守に係る『基本方針』」および「リス

ク管理基本方針」により、コンプライアンスに係わる取組姿勢の明確化・実効性の確保、当行の安定的・永続的発展のための強固な

リスク管理体制の確立を目指しております。

なお、当行の組織図については36ページ、リスク管理体制の状況については12～15ページ、コンプライアンス体制の状況につ

いては17ページに詳述しておりますので、ご参照ください。また、内部統制にかかる体制整備に関する事項として次ページのとお

り、内部統制基本方針を定めております。

地域密着型金融推進計画と計画の進捗状況

コーポレートガバナンスの状況

1．事業再生・中小企業金融の円滑化に向けて
○創業・新事業支援機能を強化します。

○お取引先企業を営業面・財務面からサポートします。

○事業再生に向けた取組みを強化します。

○スムーズな資金提供にさらに努めます。

○お客さまへのご説明を徹底するとともに、相談苦情処理機能の強化をはかります。

○事業再生・中小企業金融の円滑化に向け、より高度で実践的なスキルを身につけた人材を育成します。

2．経営力の強化に向けて
○お客さまに安心してご利用頂くため、健全性を維持します。

○収益力の向上のため、業務粗利益の増強（収入の増強）と、ローコストオペレーション（コスト削減）の両面から取

組みを強化します。

○強固なコンプライアンス態勢の構築をはじめ、コーポレートガバナンス態勢の強化をはかります。

3．地域の利用者の皆さまの利便性向上に向けて
○地域の利用者の皆さまのニーズの把握に努め、サービスの充実などに活かすほか、よりわかりやすい情報開示を行います。

○地域金融機関としての役割の重要性を認識した取組みを強化します。

目標：地域におけるPFI融資案件への参加件数：5件以上（平成17～18年度累計）

目標：無担保・第三者保証人不要および財務制限条項を活用した
ビジネスローン残高：500億円以上（平成19年3月末）

目標：お取引先企業のランクアップ先数：70先程度（平成17～18年度累計）

目標：ビジネスマッチングの情報提供件数：年間700件以上（平成17～18年度）

目標：ベンチャー企業向け融資実行件数：年間40件以上（平成17～18年度） 平成17年度実績：54件

平成17年度実績：759件

平成17年度実績：77先

平成17年度実績：2件

平成18年3月末実績：506億円

経営方針
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1．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）当行の役職員は、「法令等遵守に係る『基本方針』」および「法令等遵守に係る『ガイドライン（遵守基準）』」を遵守する。
（2）当行は、法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織として、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会、その

下部機関としてのコンプライアンス部会を置くとともに、部店毎にコンプライアンス推進委員会を置く。
（3）取締役会は、年度毎に「法令等遵守に係わる実践計画」を決議するとともに、実践計画の進捗状況および達成状況等

の報告を受ける。
（4）当行は、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の通報の手段として、専用電話

等を設置・運営する。
（5）監査役は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたときは

取締役会に報告するなど、適切な措置を講じる。
2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）当行は、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を、文書取扱要領に基づき保管および管理する。
（2）当行の役職員は、情報資産の具体的な管理基準を定めたセキュリティスタンダードに基づき、情報資産の適切な管理

を行う。
3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当行は、リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署の役割等について定めたリスク管理
基本方針に基づき、適切なリスク管理を行う。

4．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）当行は、毎月および必要に応じて取締役会を開催するとともに、取締役会の委任を受けた範囲において、常務会にて

重要事項の協議・決定を行う。
（2）取締役会は、全行的な目標として策定する経営計画および予算等について決議するとともに、その進捗状況について

報告を受ける。
（3）取締役会は、組織規定に定めた職務権限等に基づき、職務を執行する。
5．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）子会社は、当行が制定する内容に則り、コンプライアンス、リスク管理等に関する諸規定等を定める。
（2）当行は、子会社との間で取引を行うにあたって、不当な指示・要求を行わないこととし、原則として通常一般の取引

条件にて行う。
（3）当行は、子会社との間に予め定める事項につき協議・報告を受けるなど、総合企画部を統轄部署として子会社の管理・

指導を行う。
（4）子会社の事業等の健全性を維持するため、別途締結する契約に基づく委託を受け、監査部にて業務運営状況の監査を

行う。
（5）当行は、子会社と定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理および連携を強化する。
6．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
リスク統轄部に監査役の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査役の指示に従い、その職務を行う。

7．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人にかかる考課、異動等、人事に関する事項の決定については、監査役会の事前の同意を
得る。

8．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
（1）取締役および使用人（以下、「取締役等」という。）は、取締役会その他監査役の出席する重要な会議において、随時

その職務の執行状況の報告を行う。
（2）取締役等は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やか

に監査役に報告を行う。
（3）監査役は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役等に対して説明を求めることがで

きる。
9．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）監査役は、監査役会規定および監査役監査基準に基づく、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議へ

の出席、および内部監査部門・会計監査人等との連携を通じ、監査を実効的に行う。
（2）監査役会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認められるときは、自らの判断で公認会計士そ

の他の外部専門家を活用する。

内部統制基本方針

経営方針
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業務粗利益

有価証券関係収益や預り資産関連の手数料収入が増加し

ましたが、外貨資金調達費用が増加し、業務粗利益はほぼ

前年並みの836億円となりました。
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業務純益�
コア業務純益�
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業務純益・コア業務純益

コア業務純益は基幹システムの更新等に伴い経費が増

加したことなどから減少し、266億円となりました。

また業務純益は一般貸倒引当金の取崩が前期より少な

くなったことなどから減少し、285億円となりました。
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経常利益・当期純利益

与信費用がほぼ前年並みの水準となり、経常利益は減益

となりましたが、不動産にかかる特別損失が減少したこと

から当期純利益は3億円増加し、92億円となりました。

業績の推移

損益の状況

業績の推移
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貸出金

貸出金は、地元中堅・中小企業向け貸出および消費者

ローンを中心に増強に努めましたが、低金利の貸出を一

部圧縮したことなどにより、前期比1,384億円減少し、

3兆826億円となりました。

平成15年�
3月期�
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3月期�
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3月期�

平成16年�
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平成14年�
3月期�
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30,000
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31,355
31,925

32,210

31,526

（単位：億円）�

30,826

有価証券

運用の強化および多様化に努めた結果、国債および外

国証券等を中心に債券が増加したため、前期比1,433億

円増加し、2兆610億円となりました。

預金・譲渡性預金

預金・譲渡性預金は、公共債や投資信託等の販売推進

等により預り資産へ振り替わったことなどから、前期比

969億円減少し、4兆9,518億円となりましたが、預り

資産をあわせますと、前期比506億円増加となりまし

た。

資産・負債の状況
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預金・譲渡性預金�
預金・譲渡性預金＋預り資産�

※ここに記載する預り資産は「公共債、投資信託、個人年金保険等」をいいます。�

業績の推移
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1.89％�0.62％�

11.59％�Tier1（税効果相当分除き）�
9.08％�

自己資本比率の構成自己資本比率・Tier1比率の推移

健全経営を示す代表的な指標として、「Tier1比率」と「格付け」があげられます。当行は、一層の健全性
向上に取組み、これらの指標について良好な水準を維持してきました。

健全経営の追求

Tier1比率とは、自己資本比率の構成内容から劣後ローン等の

補完的な項目を控除した、いわゆる資本金・資本剰余金・利益

剰余金等（Tier1）のみによる比率です。したがって、補完的

項目を含めた自己資本比率よりも財務内容の健全性をよく表し

た指標であるといえます。当行の平成18年3月末のTier1比率

は、国内基準採用行55行平均7.41％を大きく上回る10.97％

（単体）と高い水準を維持しております。

なお、税効果相当分を控除した自己資本比率は9.70％、税効果

相当分を控除したTier1比率は9.08％となっており、自己資本

の構成の観点からも健全性が高いといえます。

格付けは、第三者である格付機関が財務内容等を評価し、市

場に公表する指標です。満期まで1年を超える預金・債券など

を対象とする「長期格付け」、1年以内の預金・債券などを対

象とする「短期格付け」、財務内容そのものを評価する「財務

格付け」などがあります。

当行は、国内の格付機関2社から高い格付けを取得しており

ます。

（平成18年6月30日現在）�

格付種類�格付機関� 格付の定義�格付け�

長期優先債務格付け�日本格付研究所（JCR）� 債務履行の確実性は非常に高い�AA

発行体格付け�格付投資情報センター（R&I）� 信用力は極めて高く、優れた要素がある�AA－�

発行体格付け�スタンダード＆プアーズ� ※A－�

長期信用格付け�フィッチ・レーティングス� ※A－�

AAA

A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D

AA

債務履行の�
確実性高い�

（注）国内基準を適用しておりますが、参考として国際統一基準で算出した
自己資本比率も表示しています。

※公表しているデータに基づき同社が評価している格付け

（注）1.「D」を使用していない格付機関もあります。
2.「AA」から「CCC」（格付機関により「B」）までの格付けには、
同一等級内の相対的な位置を示す符号として「＋」もしくは「－」が使用されます。

Tier1比率

格付け

健全経営の追求
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（注）1.自己査定分類債権における（ ）内は、分類額に対する引当金額。
2.単位未満は、自己査定分類債権、リスク管理債権では切り捨て、金融再生法開示債権では四捨五入して表示しております。

合計�
31,322

（ 295）�

�
28,387

�
2,761

�
174

（　160　）�

要管理先�
749要

注

意

先
�

�
64

�
685

要管理先�
以外の�
要注意先�
3,041

�
1,457

�
1,584

�
金融再生法開示債権�
（対象：与信関連科目、�
ただし要管理債権は�
貸出金のみ）�

�
リスク管理債権�
（対象：貸出金）�

�
延滞債権�
1,110�
〈852〉�

�
3カ月以上延滞債権�

6
�

貸出条件緩和債権�
454

�
合計�
1,705�

〈1,410〉�

〈　　〉内は部分直接償却を�
 実施した場合の債権額。�

�
債務者区分�

要管理債権�
460

破産更生債権及び�
これらに準ずる債権�

610

正常債権�
29,679

�
非分類�

�
�分類�

�
�分類�

�
�分類�

�
分類債権�

�
自己査定分類債権（対象：総与信）�

合計�
31,386

小計�
1,707

正常先�
26,285

�
破綻先債権�
135�
〈98〉�

�
53

�
82

（　─　）� （ 37　）�

�
26,285

危険債権�
638

�
223

�
241

�
174

（　160　）�

破綻先�
135

破綻懸念先�
638

実質破綻先�
474

�
304

　�
170

（　258　）�（　0　）�

（平成18年3月末、単位：億円）�

当行は、返済能力の判定により債務者を区分し、回収または

価値毀損の危険性の程度に応じてそれぞれの貸出金等を分類す

る「自己査定」に関し、「金融検査マニュアル」などを踏まえ

た「自己査定基準書」を策定して厳格に取組んでおります。ま

た、審査部の「企業支援室」を統轄部署として本部と営業店が

一体となってお取引先企業の経営に対する指導・助言を強化

し、自己査定上の債務者区分を上位区分にランクアップさせる

「債務者区分ランクアップ活動」を行っております。平成17年

度は、貸出金残高1億円以上の「要注意先」および「要管理先」

の対象お取引先企業のうち、77先／与信額392億円（うち宮

城県内のお取引先は68先／与信額345億円）が上位区分にラ

ンクアップしました。

資産健全化に向けた取組み

健全経営の追求
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信用リスク�
信用供与先の�

財務状況悪化への対応�
信用リスク�
管理方針�

（クレジットポリシー）�

市場リスク管理方針�
流動性リスク管理方針�

市場・流動性リスク�
市場取引における相場変動・�

資金繰りへの対応�

アウトソーシング�
に伴うリスク�

外部の業務委託先の事務ミス・�
システムトラブル等への対応�

アウトソーシングに伴う�
リスク管理方針�

システムリスク�
管理方針�

システムリスク�
システム障害への対応・�
不正使用の防止�

（セキュリティポリシー）�

事務リスク�
管理方針�

事務リスク�
事務堅確化への対応�
不正・過誤の防止�

法令等遵守（コンプライアンス）�

総合的な�
リスク管理体制�

リスク管理�
基本方針�

経営環境の変化�

金融技術の発展�

金融サービスの多様化�

七十七銀行の総合的リスク管理体制�

金融市場のボーダレス化�

金融行政の変革�

�

リスク管理体制

近年、金融機関を取り巻く経営環境が大きく変化し、金融機

関はこれまでとは比較できないほど様々なリスクにさらされる

ようになりました。こうしたなか、金融機関には、従来以上に

リスクを正確に把握、分析し、適切に管理することが求められ

ております。

当行は、経営の健全性を高める観点から、総合的なリスク管

理体制の強化に努めるとともに、リスク計量技術の高度化や各

業務へのフィードバック等管理方法の向上をはかっておりま

す。

また、当行は、総合的なリスク管理の基本方針として「リス

ク管理基本方針」を制定しております。これは、当行の安定的

かつ永続的発展のために各種リスクの管理を適正に行い、強固

なリスク管理体制を確立することを目的とするものです。「リ

スク管理基本方針」には、リスク管理に関する意思決定および

取締役会の役割、各リスク管理部署等の組織と役割ならびにリ

スク管理の内容が定められております。

総合的リスク管理体制の強化

健全経営の追求
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取締役会�監査役会�

監査法人�

信用リスク�

審査部� リスク統轄部�

事務リスク�

本部・営業店・グループ会社�

システムリスク�

担当各部�

その他のリスク�
市場リスク�
流動性リスク�

総合企画部�

各種リスク管理担当役員�

総合リスク管理�

リスク統轄部�

法令遵守担当役員�

常務会／役員部長連絡会／コンプライアンス委員会�

法令等遵守（コンプライアンス）�

内部監査�資産監査�

監査部�

事務管理部�

アウトソーシング�
に伴うリスク�

システム部�

各種リスクの統合管理� リスク統轄部�

七十七銀行のリスク管理およびコンプライアンス担当部署�

リスクを信用リスク・市場リスク・流動性リスク・事務リ

スク・システムリスク・アウトソーシングに伴うリスク・そ

の他のリスクに分類し、それぞれの担当部が管理しておりま

す。総合リスク管理については総合企画部が行い、各種リス

クについては、信用リスクをリスク統轄部および審査部、市

場リスク・流動性リスクをリスク統轄部、事務リスクを事務

管理部、システムリスクをシステム部、アウトソーシングに

伴うリスクを事務管理部およびシステム部がそれぞれ管理し

ております。なお、リスク統轄部は、各種リスクの統合管理

も併せて所管しており、リスク量のモニタリングを行ってお

ります。また、市場リスク・流動性リスクについては、担当

部の業務担当役員・部長で構成されるALM委員会において

毎月対応策を検討しております。さらに、レピュテーション

リスクや災害等偶発事態発生によるリスク等その他のリスク

についても、その所在を認識し、それぞれ担当部において適

正に管理しております。

また、内部監査・資産監査部署として、監査部が営業推進

部署・リスク管理部署から独立し、内部管理態勢（法令等遵

守態勢、経営管理態勢、事務・信用・システムリスク管理態

勢）の検証を中心とした総合監査と不正事故防止を目的とし

た現物等検査とに区分し、営業店、本部およびグループ会社

を少なくとも年1回監査しております。さらに、内部管理体

制を一層強固なものとするために、監査法人による外部監査

を導入しております。

※その他のリスクとして、決済リスク・レピュ
テーションリスク・法務リスク・災害等偶発
事態発生によるリスクについて管理しており
ます。

※

リスク管理部署と役割

健全経営の追求



「信用リスク」とは、信用供与先の財務状況の悪化等により

資産の価値が減少・消失し、損失を被るリスクをいいます。

貸出金の運用にあたっては、厳正な審査基準に基づく審査を

行うとともに、貸出債権の日常管理徹底のためのシステム開発

や事務手続の厳正化等により、信用リスク管理の強化に努めて

おります。また、行員に対しては、融資実務の研修をきめ細か

く実施しているほか、審査部による営業店指導を通じ実践的な

与信管理の指導を行うなど、融資審査能力の一層の向上をはか

っております。

また、信用リスク管理の基本方針である「信用リスク管理方

針」、融資審査の基本的行動指針である「クレジットポリシー」

を定め、資産の健全性確保のための基本的スタンスを明確化し

ております。さらに、信用リスクを客観的に把握し、信用リス

ク管理の高度化をはかる観点から、信用供与先に対する「信用

格付制度」を活用しております。

「市場リスク」とは、金利・価格・為替等市場の変動によっ

て保有資産の価値が変動し、損失を被るリスクをいいます。

当行では、市場取引方針を年度毎に決定しており、ポジショ

ン枠等の設定など一定のリスクテイクを行いながら、安定的な

収益を上げることを基本的スタンスとしております。なお、当

行の金融機関類型は、ヘッジ取引を行う一方で対顧客取引では

大きなポジションを取らない、「対顧客ディーラー型」として

おります。

組織面では、当行全体の市場リスクの管理部署としてリスク

統轄部を置き、また市場取引における相互牽制をはかるため、

取引執行部門の資金証券部と事務処理部門の市場国際部を分離

するとともに、資金証券部内にリスク統轄部員を駐在させ、市

場リスクの状況を管理しております。

管理体制面では、リスクの状況について、資金証券部が日次

で担当役員に報告する一方で、リスク統轄部からも日次で担当

役員に報告しております。さらにリスク統轄部は、月次で市場

取引を含めた資産・負債全体のリスクの状況について、ＡＬＭ

委員会に報告しております。

また、市場リスク管理の基本方針として、「市場リスク管理

方針」を定め、さらにリスク管理の運営および手法等について

「市場リスク管理運営基準」を定めるなど、厳正な管理に努め

ております。

「流動性リスク」とは、銀行に対する信用力低下から、所要

資金が確保できず、資金繰りがつかなくなること、調達コスト

が著しく上昇すること等により、損失を被るリスクをいいま

す。

当行では、資金繰り管理部署として市場国際部が当行全体の

日々の資金繰りを管理しており、また、流動性リスク管理部署と

してリスク統轄部が資金繰り管理部署の統轄、および当行全体の

流動性リスクの把握を行うなど、両部署間の牽制機能を十分発揮

できる体制を整備しております。

資金繰り管理では、日次または月次の資金繰り見通しを作成

するとともに、調達可能額や資産の流動性の把握、大口資金の

期日集中の確認などに努め、リスク管理では預金・貸出金計画

の実績との乖離状況や資金ギャップ分析などの管理を行い、そ

れらの状況をＡＬＭ委員会に報告しております。

また、流動性リスク管理の基本方針として「流動性リスク管理

方針」を定め、さらに、リスク管理の運営方法等について「流動

性リスク管理運営基準」を、不測の事態への対応について「流動

性危機対応プラン」を定めるなど様々なケースに対応できるよう

万全を期しております。

14

信用リスク管理

市場リスク管理

流動性リスク管理●信用格付制度

「信用格付制度」では、自己査定債務者区分決定要素による評価および財務

状況に対する定量的評価と経営環境などに対する定性的評価をもとに取引先の

信用度を11段階に区分しております。「信用格付制度」はポートフォリオ管理

など信用リスク管理の基盤となるとともに、取引先の信用状態変化の把握や融

資判断の迅速化・効率化に活用されております。

●ALM委員会

ＡＬＭ委員会は、先行きの金利を予測し、金利変動に伴うリスクを回避すると

ともに、安定的収益を確保するための資産・負債戦略を総合的に検討すること

を目的としております。各種リスク管理手法を用いて、銀行全体の市場リスク

量を把握するとともに、主要勘定の実績、資金調達と運用の見込み等を分析し、

市場リスク・流動性リスクの対応策の検討を行っております。これらALM委員

会の審議結果は、役員部長連絡会に報告しております。

健全経営の追求
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「事務リスク」とは、役職員が正確な事務を怠ったり、事

故・不正等を起こすことにより、損失を被るリスクをいいま

す。

当行は事務リスクへの対応として、事務管理体制、監査体制

の充実強化に努めております。また、事務リスク管理の基本方

針として「事務リスク管理方針」を定め、適切な事務リスクの

管理を行っております。

事務管理面では、正確・迅速な事務処理体制の向上をはかる

ため、事務管理部による臨店指導の実施、研修会の開催などを

行っております。

また、監査部による総合監査についても、内部監査機能の充

実・強化をはかり、事務処理状況の点検にとどまらず、事務リ

スクを含めたリスク管理態勢を総合的に監査しております。

「システムリスク」とは、業務を行うために利用しているシ

ステムの取扱いに関連し、システムの障害・不正使用等によ

り、損失を被るリスクをいいます。

当行は、コンピュータシステムの安定稼働をシステムリスク

管理上の最重要課題と考え、その基本方針として「システムリ

スク管理方針」を定め、安全性と信頼性の確保に向けた取組み

を行っております。

電算センター（泉センター）には、「3次元免震床」を採用

し、また、オフサイトバックアップシステムを確保するなど天

災・人災等に備えた万全のセキュリティシステムを構築し、安

全性の確保に努めております。

さらに、システム・データ保護に関する規定等を整備し、全

役職員に対し周知徹底するとともに、その遵守状況については

監査部が定期的に監査を実施しております。

特に個人データについては、個人情報の保護に関する法律の

基本理念に従いつつ、「個人データ管理基準」を制定し、適正

な管理を行っております。

このようにハード・ソフト両面からコンピュータシステムの

信頼性をさらに向上させるべく努めております。

「アウトソーシングに伴うリスク」とは、委託先の日常的管

理下で業務が行われるアウトソーシングにおいて、委託した業

務に対して、事務ミスやシステムトラブル等が発生し、損失を

被るリスクをいいます。

当行では、リスクの発生源が当行から委託先に振替わるなど

のアウトソーシングの特性を踏まえ、管理の基本方針として

「アウトソーシングに伴うリスク管理方針」を定め、さらに具

体的管理方法について、「アウトソーシングに伴うリスク管理

基準」を定めて適正なリスク管理を行っております。特に個人

データの取扱いを委託する場合は、「個人データ管理基準」に

基づき適正な管理を行っております。

アウトソーシング開始にあたっては、チェックリストによる

評価に基づき、リスク管理部署である事務管理部またはシステ

ム部と協議のうえ委託先を選定し、権利義務関係、機密保持等

を明示した業務委託契約を締結しております。また、委託後に

おいても、定期的に委託先の安全性・信頼性等についてモニタ

リングを実施しております。

また、万が一事務ミスやシステムトラブル等が発生した場合

の影響を最小限に抑えるために、代替手段の確保や緊急対応策

の策定など万全を期しております。

事務リスク管理 アウトソーシングに伴うリスク管理

システムリスク管理

健全経営の追求
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社会的責任への対応
当行は、地域社会の持続的な発展のために、良き企業市民としてリーダーシップを発揮し、常に責任ある行動を
とるよう努めており、それが当行にとっての「社会的責任」であると認識しております。

昭和36年に経営の基本理念として制定し、現在も行動の規範として役職員に浸透している「行是」では、「自己の利益と公共の利

益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する」旨を謳っており、また「奉仕の精神の高揚」を第一に掲げて、地域社会の繁栄の

ために奉仕する姿勢を説いております。

行動の規範としての「行是」

銀行の使命は、信用秩序の維持と預金者保護の精神を旨とし、自らの創意と責任において資金の吸収と信用

の創造を行ない、もって国民経済の発展に寄与することである。この公共的使命に基づき、当行は地方銀行と

して、自己の利益と公共の利益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する。

以上の理念に立脚し、ここに当行に職を奉ずるもののよるべき軌範を定める。

一．奉仕の精神の高揚
銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕の精神の高揚につとめる。

一．信用の向上
銀行の生命は信用にあることを銘記し、つねにその向上につとめる。

一．和協の精神の涵養
和協の精神は、職務遂行の根幹であることを自覚し、つねにその涵養につとめる。

行 是

当行は、法令等にしたがって、常に適時・適切な情報開示を行っております。また、

投資家の皆さまなどに当行の現況を説明する会社説明会の開催や、ホームページにお

ける情報開示の充実をはかるなど、ステークホルダーの皆さまに対する情報開示に積

極的に取組んでおります。

適時・適切な情報開示

当行は、こうした基本理念のもと、地域社会の持続的な発展のためにリーダーシップを発揮して、社会的責任を果たし地域社会と

共生する企業となることを目指しております。

具体的には、地域経済の発展に寄与するために、地域への円滑な資金供給とお客さまのニーズに合わせた商品・サービスの提供を

行っております。また、地域経済の活性化のために、企業活動のサポートや各種情報の提供を行っております。さらに、良き企業市

民としての観点から、社会貢献活動も継続的に行っております。

当行は、「行是」の理念を全うするために、地域社会への貢献を積極的に行い、その内容を地域の皆さまに十分ご理解いただける

よう今後とも努力してまいります。
（注）当行にとっての「地域」とは、当行の主要な営業基盤である「宮城県」を念頭においております。

ホームページ「株主・投資家の皆さまへ」

社会的責任への対応
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平成11年、法令等遵守に係る取組姿勢の明確化およびその実効性を確保するための理念として、法令等遵守に係る「基本方針」

を制定しました。また、役職員に対して法令等遵守についての具体的指針（基本指針）と行動基準を明示するため、法令等遵守に係

る「ガイドライン（遵守基準）」を策定しております。

当行が、金融機関としての社会的責任と公共的使命のもと真に地域やお客さまから信頼されるためには、法令や企業倫理の遵守の

徹底が最も重要であると考えております。当行では、法令等遵守体制確立のため、平成10年に統轄部署として法務室を新設し、そ

の後の組織改正を経て、現在はリスク統轄部法務課が法令等遵守の統轄部署になっております。

法令等遵守体制として、最高責任者に頭取、統轄者にリスク統轄部長、統轄コンプライアンス・オフィサーに法務課長、各部店に

はコンプライアンス・オフィサー等を配置し、遵守状況の日常点検を行うとともに、違反行為の未然防止、法令等遵守意識の醸成お

よび法令等の周知徹底に努めております。

また、法令等遵守体制の一層の整備・強化を目的に、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しているほか、コンプラ

イアンス委員会の下部機関としてコンプライアンス部会を、また、部店内にはコンプライアンス推進委員会を設置しております。

（注）コンプライアンス・オフィサーおよび法令遵守連絡担当者は、コンプライアンスに関する職務について上位職位者の指揮監督を受けないものとする。

法令等遵守（コンプライアンス）の体制

1．基本的考え方
（１）取締役および取締役会は、法令等遵守を経営の重点課題と認識し、銀行の社会的責任と公共的使命を基

本とした企業倫理を構築しその徹底をはかる。
（２）法令等遵守に係わる実践計画については、その進捗・達成状況等を踏まえ年度毎に策定するものとする。
（３）法令等に違反する行為が発生した場合は、法令もしくは就業規則等に基づき適切な措置をとるとともに業

務の健全化に必要な対応策を迅速に講ずるものとする。

2．法令等遵守体制整備の徹底
（１）適時適切な組織体制・規定の整備により、法令等遵守に係わる円滑な対応を徹底する。
（２）法令等遵守に関連する法改正等の法務情報の収集に努め、適切な対応を行う。

［基本指針］
（１）健全な経営に徹し、もって信用秩序と円滑な金融の維持に最大限の意を払います。
（２）法令や企業倫理を遵守し、公正で誠実な行動を徹底します。
（３）社会の秩序や安寧に脅威を与えるものに対しては確固たる信念をもって対処します。
（４）地域とお客様から信頼を得られる金融サービスを提供し、銀行と地域の共存に努めます。
（５）自由闊達な職場の気風の醸成に努め、健全な職場づくりを推進します。

法令等遵守に係る「基本方針」

法令等遵守に係る「ガイドライン（遵守基準）」

法令等遵守（コンプライアンス）に関する行内組織

法令等遵守（コンプライアンス）の体制

社会的責任への対応
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当行では、お客さまに金融商品やサービスを勧誘する際の基本方針を示した「勧誘方針」を策定し、役職員に遵守するよう徹底し

ております。「勧誘方針」は、営業店ロビー・キャッシュサービスコーナーに掲示しているほか、当行ホームページにも掲載してお

ります。

「勧誘方針」の遵守

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘に当たっては次の勧誘方針を遵守いたします。

■お客様の金融商品に関する知識、購入経験、財産の状況および購入目的などに応じ、適切な商品をお勧め
いたします。

■お客様に商品内容やリスクなどの重要な事項を正しくご理解いただけるよう、適切な説明に努めます。
■断定的な判断や事実でない情報を提供するなどお客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
■お客様にとってご迷惑となるような時間帯、場所および方法での勧誘は行いません。
■お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、研修などを充実し商品知識の習得に努めます。

〈勧誘方針〉

当行の営業基盤である宮城県は、美しく豊かな自然に恵まれ

ています。こうした恵まれた環境を維持し、さらに豊かなもの

にするために、私たち地域金融機関にも資源循環型社会への転

換に一翼を担い、地域と共生していくことが求められるように

なっております。

当行は、地域環境を保護するために、さまざまな取組みを行

っております。大量に使用する伝票や印刷物について再生紙を

利用したり、処分文書のリサイクル処理（平成17年度の処理

実績：150トン）、冷暖房の温度調節など、日常的な環境負荷

の逓減にも留意しております。また、投資信託販売商品への環

境ファンド組入れなど

環境に配慮した金融商

品も提供しておりま

す。さらに、「小さな

親切」運動のクリーン

キャンペーンを通じて

地域内の清掃活動にも

力を入れております。

当行は、「労働協約」、「就業規則」において、従業員が人種・

宗教・信条・性別・門地または身分等を理由として差別的な取

扱いを受けない旨を規定しております。

当行では、顧客ニーズに的確に応えることができる従業員を

育成するために、職場内研修だけでなく、行内集合研修や行外

研修など体系的な研修を実施しております。

労働災害の未然防止と従業員の健康の保持増進をはかること

を目的として、当行は、「安全衛生規定」において労働安全衛

生に関する基本的事項について定めております。すなわち、労

働安全衛生法を遵守するとともに、役職員の義務として、常に

職場の安全・衛生環境の向上・自らも含めた従業員の健康保持

に努めなければならない旨を規定しております。

金融機関は業務の性格上、インサイダー情報等経営上の機密

情報や未公表情報だけでなく、お客さまの取引情報や個人情報

など、適切に保護しなければならない重要な情報を多く有して

おります。また、お客さまの決済に係わる業務や経営管理・顧

客管理に係わる業務、さらに個人データを取扱う情報システム

にも万全を期す必要があります。このような観点から、当行で

は、情報資産（情報および情報システム）を適切に保護するた

めの基本方針として「セキュリティポリシー」を制定し、遵守

しております。特に個人情報については、個人情報保護法の基

本理念に従いつつ、「プライバシーポリシー」を制定し遵守し

ております。

労働環境の整備

環境保護への取組み

人権の保護

労働安全衛生への対応

従業員の育成

情報資産の保護

社会的責任への対応
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また、具体的な管理方法を定めた「セキュリティスタンダー

ド」および「個人データ管理基準」において、情報資産管理の

ための組織およびその役割、管理体制、法令遵守、教育・周知、

違反行為への対応について規定するとともに、重要度に応じた

情報資産の分類と管理基準、情報資産へのアクセス管理、ネッ

トワークの管理、外部委託管理などを規定しております。

株式会社七十七銀行（以下「当行」といいます。）は、お客様個人を識別できる「個人情報」を適切に保護することの重要
性に鑑み、その利用、保護および保有するデータベース等に含まれる個人情報（以下「個人データ」といいます。）の安全管
理にかかる基本方針として、本プライバシーポリシーを定めます。

【基本理念】
1．法令等の遵守
（1）当行は、「個人情報の保護に関する法律」、「同法律施行令」、金融庁が定める「金融分野における個人情報保護に関す

るガイドライン」等、関係法令ならびに指針等を遵守します。
（2）本プライバシーポリシーを当行役職員（パート、派遣社員等を含みます。）に周知徹底するとともに、内容および取組

みについて継続的な改善に努めます。
2．個人情報の取得・利用
（1）当行は、業務上必要な範囲内で適正かつ適法な手段により、お客様の個人情報を取得します。
（2）法令等により定められた場合を除き、お客様の同意を得ることなく、公表する利用目的の範囲を超えて個人情報を利

用しません。
（3）人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報については、適切な

業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のためには、取得・利用しません。
3．個人データの第三者への提供
当行は、お客様の同意を得ている場合および法令により例外として扱われる場合を除いて、お客様にかかる個人データを
第三者に提供しません。

4．個人データの管理
（1）当行は、お客様にかかる個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、個人データの紛失、破壊、改

ざん及び漏洩等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。
（2）個人データの取扱いを委託する先においても同様の安全管理措置が講じられるよう、適切に監督します。
5．お客様本人への保有個人データの開示等
（1）お客様からご自身に関する保有個人データ（当行が開示・訂正等の権限を有する等一定の要件を満たすものとして「個

人情報の保護に関する法律」に定義される個人データ）の開示および利用目的の通知のご請求があった場合は、当行
所定の手続に従い、特別な理由のない限り開示等を行います。

（2）保有個人データの訂正、利用停止、消去等のご請求に関しては、その理由等をお伺いした上で、同じく当行所定の手
続に従い、必要な対応を行います。

6．お客様からのご意見・ご要望への取組み
当行は、個人情報の取扱いに関するお客様からのご意見・ご要望への取組み体制を整備し、適切かつ迅速な対応に努めます。

【個人情報の利用目的ならびに保有個人データの開示請求等にかかる手続等の公表】
当行では、お客様からご提示いただく個人情報の利用目的ならびに保有個人データの開示等の請求にかかる手続等につい

て、あらかじめお客様のご理解を得られるよう、当行ホームページに掲載するとともに、窓口でも冊子により配付します。本
プライバシーポリシーと併せてご覧いただきますようお願いします。
また、利用目的については、当行本支店に掲示・備付けするポスター、チラシでもお知らせします。

【個人情報の取扱いに関するご質問ならびにご意見・ご要望の受付先】
�個人情報の取扱い、開示請求等に関するご質問については、最寄りの当行本支店窓口までお申し出下さい。
�当行の個人情報の取扱いに関するご意見・ご要望については、以下の受付先までお申し出下さい。
七十七銀行　お客様サービス課　
〒980-8777 仙台市青葉区中央三丁目3番20号　Tel：022-267-1111（代表）
電子メール：当行ホームページ（http://www.77bank.co.jp/）より

プライバシーポリシー

社会的責任への対応



20

偽造・盗難キャッシュカード等による預金の不正引出し被害が増加し、社会問題化していることから、当行ではキャッシュカード

取引にかかるセキュリティ強化に積極的に取組んでおります。お客さまの大切なご預金をお守りするため、1日あたりの払戻限度額

を200万円に設定するとともに、その範囲内でお客さまが任意に払戻限度額を設定できるサービスを行っております。また、安心

してATMをご利用いただけるよう、様々な犯罪防止対策も実施しております。更にセキュリティ強化をはかるため、今後も対策を

講じてまいります。

当行のATMは全台が点字対応となっており、一部には音声案内機能を付加するなど、障害者の皆さまにもより便利にご利用いた

だけるように障害者対応ATMの充実をはかっております。

・ATMによる暗証番号変更の実施（平成13年1月～）

・ATM画面への覗き見防止フィルターの装着（平成16年5月～）

・ATMの1日あたりの払戻限度額の設定（平成17年3月～）

・ATMの1日あたりの払戻限度額の任意設定（平成17年4月～）

・お客さまのご希望による総合口座貸越のATMでの利用停止（平成17年11月～）

キャッシュカードを利用する取引にかかるセキュリティ強化への取組み

その他の取組み
障害者対応ATMの設置状況

（平成18年6月30日現在）

42

42

862

832

（単位：台）

ATMの設置台数 音声案内＋点字対応

当行全体

うち宮城県

点字対応のみ

（単位：件）

これまで実施したキャッシュカードにかかる犯罪防止対策

・ICキャッシュカードおよび生体認証機能の導入

・ATMでのお取引の都度、暗証番号を入力するテンキーの配列を自動的に変更する機能の導入

・類推されやすい暗証番号を使用されているお客さまへの、ATM画面上での注意喚起メッセージ表示

今後予定しているセキュリティ強化策

当行では、偽造・盗難キャッシュカード被害の未然防止策として、平成18年3月より、ATM稼働時間外（夜間・早朝の時間帯）

におけるお客さまからのキャッシュカード紛失・盗難等の事故の受付を開始し、24時間受付する体制を整備しております。

事故受付体制の充実

平日�

24時間�
365日受付（※）�

8：45～17：00 最寄りの当行本支店�

七十七銀行事故受付センター�
〈フリーダイヤル〉0120-77-1099土・日・祝日�

銀行休業日�

受付時間帯� 連絡先�

※但し、月～木曜日および日曜日の21：00～翌朝7：15、金～土曜日および祝日前営業日の�
　21：00～翌朝8：30については、上記フリーダイヤルで「カード紛失共同受付センター」
　で受付させていただきます。� ※フリーダイヤル、ガイドフォンによる対応状況です。�

40,546 341

照会等件数� 一日平均�

（参考）休業日のお客さま対応状況�

社会的責任への対応
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当行の主要営業基盤である宮城県は、東北地方南東部に位置し、首都圏と東北地方を結ぶ交通の要衝となっています。また、平成

元年に全国11番目の政令指定都市に移行した県都仙台市には、行政機関をはじめ全国の主要企業の支社・支店が集積しており、東

北地方の中枢都市となっています。

人口や県内総生産、小売業販売額などの主要経済指標における宮城県の都道府県別順位は15位前後、全国シェアは概ね2％弱と

なっています。また、宮城県では、県内外および国内外を結ぶ交通輸送網など、産業基盤の整備が進展しています。

宮城県の現状

当行は、宮城県のリーディングバンクとして、明治11年の創業以来永きにわたり地域と共に歩んでまいりました。
今後とも、皆さまのご支援のもと信頼にお応えできるよう努力してまいります。

地域と共に

1,000

1,500

2,000

2,500

0

500

（単位：千人）�

昭和�
60年�

2,176 2,249
2,329 2,360

平成�
2年�

平成�
7年�

平成�
12年�

平成�
17年�

宮城県人口�

2,365

項目�

総面積�

人口�

世帯数�

名目県内総生産�

事業所数�

従業者数�

農業産出額�

漁業生産額�

製造品出荷額等�

卸売業販売額�

小売業販売額�

新設住宅着工戸数�

7,285�

2,360�

865�

84,267�

103,480�

935�

2,101�

817�

35,136�

77,460�

24,905�

21,171

1.9％�

1.8％�

1.7％�

1.7％�

1.8％�

1.8％�

2.4％�

5.4％�

1.2％�

1.9％�

1.9％�

1.7％�

16位�

15位�

14位�

15位�

17位�

15位�

18位�

4位�

24位�

9位�

14位�

14位�

km
2
�

千人�

千世帯�

億円�

事業所�

千人�

億円�

億円�

億円�

億円�

億円�

戸�

実数� 全国シェア� 全国順位�

項目�

（単位：％）�

農林水産業�

製造業�

建設業�

電気・ガス・水道業�

卸売・小売業�

金融・保険業�

不動産業�

運輸・通信業�

サービス業�

政府サービス生産者他�

合計�

1.8�

15.7�

5.7�

2.9�

15.5�

4.9�

14.6�

9.0�

20.5�

9.4�

100.0

1.2�

20.9�

5.9�

2.8�

13.9�

7.2�

13.3�

6.7�

21.5�

6.6�

100.0

宮城県� 全国�

宮城県人口の推移 主要経済指標

項目�

道路�

鉄道�

港湾�

空港�

内容�

東北縦貫自動車道、三陸縦貫自動車道、仙台東部道路および仙台南部道
路などの高速道路網が整備されています。また、現在、仙台北部道路も全
線開通に向けて建設が進められています。�

東北新幹線や東北本線、常磐線などにより、県内外を結ぶ広範な鉄道網が
整備されています。また、仙台市営地下鉄南北線に続く2本目の地下鉄と
なる東西線の整備事業が平成27年度開業を目指し進められているなど、
交通インフラのさらなる拡充が期待されています。�

東北地方唯一の特定重要港湾である仙台塩釜港は、5つの国際コンテナ
定期航路や5万トンクラスのコンテナ船が入港可能なコンテナターミナ
ルを有しており、貨物取扱量のさらなる増加が見込まれています。�

仙台市中心部と仙台空港を結ぶ仙台空港アクセス鉄道の建設が、平成
18年度中の開業を目指して進められています。これにより仙台空港は、
東北地方の空の玄関口として、その利便性がより一層向上するものと期
待されています。�

資料：総務省「国勢調査報告」

経済

産業

産業基盤産業活動別名目総生産構成比

地域と共に



�
（単位：％）�

信託 6.6
都銀等�
10.1

地銀 4.9

当行�
52.9

第二地銀�
11.0

信金�
8.9

その他�
5.6

（注）郵貯、農漁協は含まれておりません。（平成18年3月末）�

�
（単位：％）�

当行�
42.8

都銀等�
15.9

信託 3.4

地銀�
8.8

その他�
8.6信金�

8.0

第二地銀�
12.5

（注）農漁協は含まれておりません。（平成18年3月末）�

資料：宮城県銀行協会 ほか　
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平成14年�
3月末�

平成15年�
3月末�

80,656

56,506

平成17年�
3月末�

平成18年�
3月末�

平成16年�
3月末�

0

20,000

40,000

60,000

80,000

預金� 貸出金�

81,137 82,289

55,458 55,719

83,106

55,288

82,488

55,064

（単位：億円）�

平成14年3月末と比較して、宮城県の預金は2.0％増加したものの、資金需要の伸び悩みを反映して、貸出金は1.4％減少しました。

当行は、地域社会・経済の発展に貢献するため、地域の皆さまのニーズに対応した金融商品・サービスを迅速・的確に提供してい

くことが、地域金融機関の使命であると考えております。こうして皆さまのご支持を得た結果、県内預金・貸出金の当行シェアは、

全国でもトップクラスとなっております。

（注）預金は郵貯・農漁協、
貸出金は農漁協が
含まれておりません。

資料：宮城県銀行協会 ほか

宮城県の預金・貸出金推移

宮城県の預金・貸出金シェア

宮城県内預金シェア 宮城県内貸出金シェア

地域と共に



当行は貸出金の約40％を中小企業の皆さまにご融資してお

ります。また､宮城県内に限れば残高の約43％が中小企業向け

となっております。

宮城県内には､従業員数が300人未満の事業所が約10万3,000

先※ありますが、当行の宮城県内中小企業向け貸出先数が約1万

5,000先であることを勘案しますと､およそ宮城県内の中小企業

の7社に1社の割合で貸出を行っていることになります。

※総務省「事業所・企業統計調査報告」(平成16年6月1日現在)

当行は、宮城県信用保証協会と連携し、同協会保証付貸出を

推進しており、当行の同協会保証付貸出取扱残高のシェアは、

約47％となっております。

また、地方公共団体の制度融資も積極的に推進しております。

当行は、融資審査に関する基本的行動指針「クレジットポリ

シー」のなかで「地域の繁栄に貢献できる融資に心がけなけれ

ばならない」ことを掲げ、さらに「当行は地域社会と共存共栄

であることを常に忘れず、円滑な資金供給を通じて、地域経済

の発展と地元企業の育成に貢献するよう心がけなければならな

い」としております。

この理念に基づき、当行は利用者の皆さまからお預かりした

預金等を、以下のように地域への貸出金等に運用しております。
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宮城県内向け貸出金の状況 中小企業向け貸出金の状況

地域へのご融資等の状況

（平成18年3月末）�

（単位：億円、先）�

合計�
うち中小企業向け�

総貸出金残高�

貸出先数�

３０,８２６�

２３,８６３�

１９０,９０１�

１８２,１０５�

（１００.０%）�

（１００.０%）�

１２,４１４�

１０,２１２�

１６,３３７�

１５,０２７�

（４０.３%）�

（４２.８%）�

７,１３２�

６,８７１�

１７４,０６０�

１６６,８６５�

（２３.１%）�

（２８.８%）�
うち宮城県内向け�

うち宮城県内向け�

うち個人向け�

宮城県内向け貸出金残高

宮城県信用保証協会
保証付貸出金残高と
当行が占める割合

地方公共団体制度融資の
取扱残高と
当行が占める割合

（単位：億円）�

10,000

5,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0
平成17年�
3月末�

平成17年�
9月末�

平成18年�
3月末�

6,826 6,871

10,212

6,780

23,863

6,784

24,060

10,450

6,823

6,653

24,257

10,781

個人向け�中小企業向け� その他�

（単位：億円、%）�

1,200

1,400

1,600

1,800

0

100

60

40

80

0
平成17年�
3月末�

平成17年�
9月末�

平成18年�
3月末�

当行残高�
当行の貸出比率�

1,635
1,569 1,564

47.8 47.6 47.1

（単位：億円、%）�

1,200

800

600

1,000

0

100

60

40

80

0
平成17年�
3月末�

平成17年�
9月末�

平成18年�
3月末�

当行残高�
当行の貸出比率�

985

48.5

970

48.6

968

46.7

宮城県信用保証協会保証付貸出、
地方公共団体制度融資への取組状況

中小企業向け貸出金残高、中小企業向け貸出金比率
（単位：億円、%）�

13,000

11,000

10,000

12,000

0

50

40

35

45

0
平成17年�
9月末�

平成18年�
3月末�

平成17年�
3月末�

12,401

10,450
10,781

12,881

中小企業向け貸出金比率�
県内中小企業向け貸出金比率�

中小企業向け貸出金残高�
県内中小企業向け貸出金残高�

40.0 40.1

44.4
43.4

12,414

10,212

40.3

42.8
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中小企業のお客さま向けの無担保・第三者保証人不要のロー

ンとして、以下の商品を取り揃え、円滑な資金供給に努めてお

ります。

「銀行保証付私募債」、「中小企業特定社債保証制度に基づく

私募債（県信保付私募債）」、「物上担保付私募債」の受託およ

び引受を行っております。当行がその元利金支払を全額保証す

る「銀行保証付私募債」では、期日一括償還型のほか、定時償

還型も取扱い、お取引先企業の資金調達ニーズに幅広くお応え

しております。

当行は貸出金の約23％を個人のお客さまにご融資しており、

その約96％は宮城県内向けとなっております。宮城県内にお

住まいの約5万2,000人の方に当行住宅ローンをご利用いただ

いており、宮城県内の持ち家世帯数が50万4,000世帯※であ

ることから、当行は宮城県内の持ち家世帯の約10世帯に1世

帯の割合で貸出を行っていることになります。

※総務省「住宅・土地統計調査報告」（平成15年10月1日現在）

当行では、お客さまにとって生涯最大のイベントの一つであ

る住宅取得を資金面からサポートするために、住宅ローン商品

の充実に努めております。

当行ではお客さまのライフステージにあわせて、より便利に

お取引いただくために、教育資金やマイカー資金をはじめ、充

実した商品ラインアップをご用意しております。
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事業者向けご融資商品等

個人向け貸出金の状況

事業者向けローン商品

住宅ローン商品の充実と利便性向上

個人向けご融資商品、サービス等

（単位：億円）�

8,000

6,000

5,000

7,000

0
平成17年3月末� 平成17年9月末�

5,983

6,823

7,101

住宅ローン残高�
県内住宅ローン残高�

個人向け貸出金残高�
県内個人向け貸出金残高�

5,784

平成18年3月末�

6,001

6,826

7,095

5,807

6,048

6,871

7,132

5,858

個人向け貸出・住宅ローン残高の推移 その他の消費者ローンの推進

◆77ビジネスローン〈フォワード30〉
お急ぎの資金にも迅速にお応えします。運転資金、設備資金

にご利用いただけます。

◆77ビジネスローン〈アクティブ10・30〉
〈アクティブ10〉は当行と融資取引のないお客さまに、〈ア

クティブ30〉は融資取引のあるお客さまに、運転資金、設備

資金の両方でご利用いただけます。お急ぎの資金にも迅速にお

応えします。

◆事業者ローンクイックⅠ・Ⅱ
運転資金にご利用いただける宮城県信用保証協会保証付の商

品です。

◆77アグリビジネスローン
平成17年10月より、アグリビジネス向け融資への取組強化
の一環として、農業向け小口事業者ローン「77アグリビジネ
スローン〈アクティブ〉」の取扱いを開始しました。農業法人お
よび農業を営む個人のお客さまにご利用いただけるのが特徴で
す。また、融資期間は最長5年までご利用可能で、運転資金・
設備資金のいずれにもご利用いただけます。

◆七十七住宅ローン（全国保証口）
より多くのお客さまに住宅ローンをご利用いただけるように、住宅ローンの

商品内容を拡充しました。全国保証株式会社と提携し、住換えや建替えはもち

ろん、現在お住まいの住宅にかかる借入金の借換え資金も含めたお借入れにも

ご利用いただくことができるようになりました。また、ご融資金額も最大6,000

万円までご利用いただけます。

◆キャンペーン等
お客さまのご要望にお応えして、「住宅ローン金利優遇サービス」や取扱総額

を限定した当初10年間固定の特別金利商品のお取扱等も実施しております。

◆「七十七災害対策ローン」／「耐震リフォーム融資・緊急災害融資」
近い将来発生が予想される宮城県沖地震に備え、県内

住宅の耐震化を積極的に支援するとともに、大規模自然

災害発生時の災害復旧にかかる資金ニーズに迅速にお応

えするため、平成17年10月より「七十七災害対策ロー

ン」の取扱を開始しました。

耐震リフォーム融資では、同時に実施するリフォーム

資金のお申込みが可能で、通常のリフォームローンと比

較し、金利の優遇を行っております。

緊急災害融資は、金利優遇とともに、緊急時の資金ニ

ーズにスピーディーに対応し、事業者や農業を営む方に

もご利用いただけます。

社債発行のお手伝い

地域と共に



当行ではお取引先の皆さまの新たなビジネス機会を創出する

ビジネスマッチングに取組んでおります。

平成18年6月には、宮城県、みやぎ産業振興機構と共同で第

2回「みやぎビジネス商談会＜食料品部門＞」を開催し、延べ

700件を超える商談が行われました。

また、当行ホームページ内にお取引先企業に無料で企業活動

のお役に立つ情報を提供する会員制サイト「77 BUSINESS

SUPPORT 」を開設して

おります。全国の地方銀行

の会員間で営業情報を共有

し、ビジネスに結び付ける

コーナーをはじめ、ニュー

ス・経営情報等もタイムリ

ーに提供しております。

「経営相談センター」では、地元企業の皆さまから法律・経

営・財務・税務に関する相談をいつでも無料で受付しております。

また、毎週特定日には専門家による無料相談も行っております。

政治・経済をテーマに著名な講師をお招きして「夏季経済講

演会」、「新春講演会」を開催しております。また、地元企業の

ご要望に応じて、当行行員講師によるセミナーや研修会等も開

催しております。さらに、企業の経営戦略に役立つ情報の提供

を目的とした「七十七経営戦略セミナー」や、海外情報提供の

充実をはかる目的で「中国セミナー」を開催しております。

宮城県内の経済・景気動向を調査・分析しております。

宮城県内約700社の企業を対象に、県内の景況感等の把握

を目的としたアンケート調査を実施し、分析結果を公表してお

ります。

税務、法務等に関する情報提供誌を発行しております。

このほかにもさまざまな情報をタイムリーに提供しております。

当行は、地域金融機関として地元中小企業を育成する観点か

ら創業（ベンチャー）企業等に対する取組みを行っております。

お取引先の事業再生に向けた支援ならびに経営改善支援を行

うため､平成18年1月「企業支援室」を新設しました。

事業再生が必要と判断されるお取引先企業に対しては、最適

な再生手法の選定から実行までのきめ細かな支援活動を行いま

す。また、財務内容に課題を抱えるお取引先企業に対しては、

経営改善計画の策定支援やコンサルティングの実施などのサポ

ート活動を行っております。

経営の改善や事業の再構築をはかる地元中小企業の皆さまを

支援するため、宮城県信用保証協会と提携し、必要な資金を無

担保でご提供する「七十七事業者ローン＜ランクアップ保証

口＞」の取扱いを開始いたしました。

融資のお申込みに際し、当行が経営改善計画の策定をお手伝

いするとともに、融資実行後も経営改善計画の進捗状況につい

て、随時フォローアップを行います。

最大5,000万円までご利用可能で、運転資金、設備資金のい

ずれにもご利用いただけます。融資期間は最長10年と、既存

の保証協会付提携事業者ローンと比較し最長の設定としており、

ご利用いただく皆さまにとって余裕のある資金繰りを可能とし

ております。

当行は、お取引先企業の経営支援のため、経営相談・支援機

能の強化に取組んでおります。

25

経営相談

各種講演会・セミナーの開催

「調査月報」（年12回発行）

「県内企業動向調査」（年4回実施）

「相談実務」（年12回発行）

地域経済活性化への取組状況

創業企業等への投融資の状況

企業支援室の設置

経営改善等を図るお取引先への支援融資の状況

地域の企業の皆さまへの経営支援の状況

経営相談・講演会

お役に立つ情報の提供

◆「77ニュービジネス支援資金」
ご融資金額１億円以内で、新技術の開発や新分野への進出等における研究開

発資金、事業展開資金等にご利用いただけます。

◆宮城県等の各種制度融資
宮城県の創業育成資金、仙台市の新事業創出支援融資制度等の創業企業向け

各種制度融資を積極的に活用しております。

◆ベンチャー育成ファンド「あおばサクセス壱号投資事業有限責任組合」
みやぎ産業振興機構のほか、当行をはじめ宮城県内大手企業など13団体が5

億4,000万円を出資し、宮城県内の産業振興、雇用対策を目的に、宮城県を中

心とした東北6県等に本社を置く企業に投資することとしております。

◆産学官連携ベンチャーファンド
「東北インキュベーション投資事業有限責任組合」
当行をはじめ、宮城県、仙台市ほか12団体が31億8,000万円を出資し、東

北地域における新規事業の創出および中小企業等の成長支援を目的に投資する

こととしております。

ビジネスマッチング

地域と共に
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地元お取引先企業等の中国に関係

するビジネスが増加し、現地に進出

している企業が増加していることを

踏まえ、地元金融機関としてお取引

先の多様なニーズに対応し、きめ細

かいサポートを行うため、平成17年7月、中国経済の中心的な

役割を担っている上海市に上海駐在員事務所を開設いたしました。

この他にも、海外ミッションの派遣、セミナーの開催、情報誌

「ワールドクォータリー77」の発行等を通じて、海外取引のサポ

ートを行っております。

当行は、宮城県の産業振興と経済発展への貢献を目的とし

て、「財団法人七十七ビジネス振興財団」を設立しております。

同財団では年1回「七十七ビジネス大賞」および「七十七ニ

ュービジネス助成金」の表彰事業等を行っており、平成17年

度は11月に受賞企業を表彰いたしました。また、講演会やセ

ミナーの開催のほか、情報誌の発行やホームページによる情報

発信も行っております。

当行は、七十七ビジネス振興財団を通じ、今後とも地域の発

展のお役に立ちたいと考えております。

当行は、指定金融機関として、あるいは預金・貸出金のお取引

や地方債の引受け・販売を通じて、宮城県内それぞれの地方公共

団体と密接な関係を築いており、地域金融の担い手としての公共

的使命を果たすとともに、地域の皆さまのより豊かな暮らしの実

現に向けて尽力しております。

宮城県および県内36市町村のうち、指定金融機関と指定代

理金融機関を合わせて35団体から受託しており、公金の収納

や支払等の事務を行うなど広く県内の皆さまにご利用いただい

ております。

当行は、豊かで住みよい街づくりのために、地方公共団体に

対し、円滑な資金供給に努めており、道路や病院、学校等の整

備事業や福祉の向上など、地域社会の発展に積極的に協力して

おります。

財政負担の軽減と公共サービスの質の向上をはかるため、宮

城県や県内市町村においてもPFIによる公共事業の実施検討が

増加しています。

県内では既に2つの案件が事業を開始しており、当行はうち

1件について事業者のメイン行かつアレンジャーとして資金提

供のとりまとめを行うとともにエージェント業務を行ってお

り、他の1件についても融資金融機関として参加しております。

当行は、PFI案件に取組む宮城県内地方公共団体や参加を希

望する地元企業に対して、ノウハウの提供と積極的な支援を行

っております。
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指定金融機関業務の受託

地方公共団体向け資金供給の状況

海外取引等のサポート 地方公共団体とのお取引の状況

七十七ビジネス振興財団

平成17年度の受賞企業は以下のとおりです。

■七十七ビジネス大賞
�株式会社カネキ吉田商店（本吉郡南三陸町）
�株式会社白松がモナカ本舗（仙台市青葉区）
�株式会社すがわら葬儀社（仙台市泉区）
�株式会社モビーディック（石巻市）

■七十七ニュービジネス助成金
�株式会社イズム（仙台市青葉区）
�株式会社サイバー・
ソリューションズ
（仙台市青葉区）
�株式会社ピー・
ソフトハウス
（仙台市宮城野区）

平成18年3月末� 34 4,375 36 2,478

取引地方公共団体数� 残高� 取引地方公共団体数� 残高�

（参考）預金・譲渡性預金�貸出金�

（注）特別地方公共団体、地方公社との取引を除きます。�

宮城県地方公共団体との取引状況� （単位：先、億円）�

13,080 820 100�

共同発行公募地方債発行総額�共同発行公募地方債の�
引受状況�

（平成17年度、単位：億円）�

322 322

うち当行引受額�

銀行等引受債（債券）�
発行総額�

宮城県内地方公共団体発行�
銀行等引受債の引受状況�

宮城県内地方公共団体発行�
市場公募地方債の引受状況�

（平成17年度、単位：億円）�（平成17年度、単位：億円）�

うち宮城県・�
仙台市調達分� うち当行引受額�

� 230 63

うち当行引受額�

市場公募地方債�
発行総額�

�

PFI事業への取組み

地域と共に



当行は、営業店141ヵ店、キャッシュサービス（CS）コーナー

372ヵ所のネットワークを有しており※、そのうち、宮城県内に

は営業店126ヵ店、キャッシュサービスコーナー355ヵ所のネ

ットワークを有しております。このほか、さまざまなチャネル

をご用意し、地域の皆さまの利便性向上に努めております。

※平成18年6月30日現在

国債や投資信託等、お客さまの多様な資金運用ニーズから、

住宅ローンをはじめとした各種ローンまで、さまざまなニーズ

にお応えするため、専門のスタッフを配置した「相談プラ

ザ」・「ご相談専用室」を5ヵ所開設いたしました。

プライバシーに配慮した専用の相談ブースで、落ち着いた雰

囲気のなか、充実したプランをご提案いたします。

県内6つの営業店に、個人向けローンを専門的に取扱う拠点

としてローンセンターを設置しております。ローンセンターで

は、個人のお客さまのお借入に関する相談などに迅速に対応

し、利便性の向上をはかっております。なお、長町・泉の各ロ

ーンセンターでは日曜日も営業しております。

平日、銀行へのご来店が難しいお客さまに、ローンや資産運

用に関するご相談の機会をご提供するため、休日ローン・資産

運用相談会を随時開催しております。詳しくは当行ホームページ

http://www.77bank.co.jp/をご覧ください。

お客さまの利便性向上をはかるため、平成18年3月、セブン

銀行とのATM利用提携を開始いたしました。これにより、七

十七銀行のキャッシュカードをお持ちのお客さまは、宮城県を

はじめ全国のセブン－イレブンやイトーヨーカドー等に設置し

たセブン銀行のATM をご利用いただけるようになりました。

当行は、お客さまの多様なニーズにお応えして、店舗に来店

せずに直接ご利用いただけるよう、ダイレクトチャネルを充実

させてきました。

当行では、法人および個人事業者向けに、取引利便性の向上

や事務効率化に役立つ各種ファームバンキングサービスを取揃

えております。

中小企業のお取引先向けには、「〈七十七〉セブンメイトWeb

サービス」を提供しており、お客さまのインターネット接続パ

ソコンから、入出金の照会、口座間の資金移動、総合振込・給

与振込等のデータ送信、国庫金の電子納付などをご利用いただ

けます。

また、平成18年6月より、サービスの機能を強化した「〈七

十七〉セブンメイトWebサービス《タイプⅡ》」の取扱を開

始しております。
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相談プラザ・ご相談専用室

ローンセンターの増設

休日ローン・資産運用相談会

地域の利用者の皆さまの利便性向上に向けた取組み

店舗ネットワークとチャネルの充実

ダイレクトチャネル

コンビニＡＴＭサービスの開始

お引出し�

お預入れ�

平日�

土・日・祝日� 取扱なし�
取扱なし�

210円�

210円� 105円�

0：00 7：30 8：45 9：00 18：00 21：00 24：00

※残高照会は無料です。
※12月31日～1月3日は「土・日・祝日」のお取扱いとなります。
※イトーヨーカドー設置店舗等、一部の店舗についてはご利用時間が異なります。
《ご注意》
◆お引出し、お預入れには終日手数料がかかります。
◆ 〈七十七〉ポイントセブンによるATM時間外手数料優遇サービスの対象外となります。
セブン銀行ATMの設置場所等につきましてはセブン銀行のホームページ
http://www.sevenbank.co.jp/をご覧下さい。

◆テレフォンバンキング
電話による残高・入出金照会、振替、振込、新規口座の開設、定期預金作成・

解約予約が可能で、お取引時間は平日の午前9時から午後7時までです。自動音

声対応とオペレーター対応があります。

◆インターネットバンキング
残高・入出金照会、振替、振込、定期預金作成・解約予約が24時間いつでも

ご利用いただけます。

◆モバイルバンキング
「ｉモード」、「EZWeb 」、「ボーダフォンライブ！」対応の携帯電話でご利用

いただけるサービスです。残高・入出金照会、振替、振込が24時間いつでもご

利用いただけます。

セブンメイトWebサービス

開設先� 開設日�

「仙台駅前相談プラザ」�
（仙台駅前支店内）�

平成17年7月�

平成18年4月�

平成18年4月�

平成17年8月�

平成17年10月�

「新伝馬町相談プラザ」�
（新伝馬町支店3階）�

「一番町相談プラザ」�
（一番町支店2階）�

「ご相談専用室」�
（高森支店内）�

「ご相談専用室」�
（泉中央支店内）�

営業時間�

平日：午前9時～午後7時�

平日：午前9時～午後3時�

地域と共に



個人預り資産の状況

当行は、預金・譲渡性預金の9割以上を、宮城県内のお客さ

まからお預りしております。特に預金については、金融機関の

健全性が重要視されるなか、個人のお客さまをはじめ地域のお

客さまから高いご支持をいただいており、宮城県内預金シェア

は約53％となっております。

お客さまの資産運用ニーズが多様化するなか、当行の投資信

託・個人年金保険等の預り資産は、順調に増加しております。

28

預金・預り資産の状況
宮城県内預金の状況

お客さまの中長期的な資産形成のご希

望にお応えするための商品と位置づけ、

25種類のファンドをご用意する※ととも

に、お客さまの資金運用ニーズの多様化

にお応えし、募集期間限定のリスク軽減

型ファンドなども随時販売しております。

また、お客さまのプランに合わせ毎月

一定金額の購入が可能な「〈七十七〉積

立投信」を販売しております。

※平成18年6月30日現在

お客さまの将来の資金を準備するための貯蓄機能と、万一の

場合の死亡保障機能を併せ持つ個人年金保険および一時払養老

保険、一生涯を通じた死亡保障を目的とした一時払終身保険を

ご用意しております。変額個人年金保険7商品、定額個人年金

保険3商品、外貨建個人年金保険1商品、一時払養老保険1商

品、一時払終身保険4商品を販売しております※。

※平成18年6月30日現在

お客さまの年金について十分ご理解いただくために、社会保

険労務士による年金の講演会・相談会を開催しております。ま

た、金融資産の運用に関する情報をご提供するために、当行の

マネーアドバイザーによる資産運用セミナーも開催しておりま

す。お客さまのご要望にお応えしながら、宮城県内各地で実施

し、休日の開催も行っております。平成17年度は7市町村で15

回開催し、のべ約700人のお客さまにご参加いただきました。

お客さまの多様化する金融資産運用ニーズにお応えするた

め、平成17年4月より証券仲介業務を開始しております。証

券仲介業務は当行がお客さまの証券取引口座の開設および株式

や債券（国債等公共債を除く）取引のお申込みを野村證券（株）

に取り次ぐ業務です。（株式は個人のお客さまのみを対象とし

ており、野村證券（株）のコールセンターやインターネットを

通じたお取引となります。）

本店営業部（本店1階）でお取扱しております。
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資産運用ニーズ多様化への対応
投資信託窓口販売業務

生命保険窓口販売業務

講演会・セミナーの開催

証券仲介業務

投資信託のラインアップを
紹介するパンフレット
「77BANK 
ファンドセレクション」
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高齢化社会の進展を背景とした相続関連業務のニーズが高ま

ってきていることを踏まえ、当行では平成17年10月より、相

続ならびに事業承継に関するご相談を支援する体制を整え、個

人のお客さまへの一層のサービス提供と利便性の向上をはかっ

ております。

※当行は、所属信託会社（三菱UFJ信託銀行、住友信託銀行）の代理店と

して信託契約の媒介を行っております。

当行の口座を利用して給与を受取る宮城県内の皆さまは、宮

城県内就業者数の6割を超え、同様に年金を受取る皆さまは、

宮城県内65才以上人口の4割を超えています。当行は地域の

多くの皆さまから家計のメインバンクとしてご利用いただいて

おります。

当行では、為替取引効率化の一環として、為替振込等のEB

化を推進しております。ファームバンキング、インターネット

バンキング等、ITを利用した効率的な取引媒体およびATMに

よる為替取引については、振込手数料を窓口ご利用の場合と比

べてお安く設定しております。

現在、当行の為替振込処理のうち約96％が宮城県内のお客

さまからのご依頼分であり、そのうち88％にあたる年間約2,500

万件がファームバンキング、インターネットバンキング、ATM

等のEB取引となっております。

当行では、より一層のサービスの改善に対する取組みを進め

るため、平成17年12月、お客さまが日頃感じている事柄につ

いてアンケート調査を実施いたしました。（個人5,000名、法

人1,000社を対象）

お客さまから頂戴した多数のご意見・ご要望を踏まえ、より

お客さまのお役に立つ銀行を目指し、サービス向上に取組んで

まいります。

宮城県では宮城県沖を震源とする地震の発生による被害が懸

念されており、地震発生による被害を最小限に抑え、安定的な

生活や事業の継続を確保することが地域の皆さまの重大な関心

事のひとつとなっております。当行では、こうした地域の皆さ

まのニーズにお応えするサービスの提供に努めております。
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決済サービスのご利用状況
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資料：総務省「事業所・企業統計調査報告」�
（平成16年6月1日現在）�

資料：総務省「住民基本台帳人口要覧」�
（平成17年3月31日現在）�

給与振込利用者� 年金振込利用者�（平成18年3月末）� （平成18年3月末）�

利用者満足度アンケートの実施と活用

宮城県沖地震の発生に備えて

◆遺言信託
「遺言書作成に係る事前のご相談」・「遺言書の作成」・｢遺言書の保管」・

「遺言の執行」など、遺言書の作成から将来の遺言執行までを行っております。

◆遺産整理業務
相続人からの依頼を受けて、「相続にかかる財産目録の作成」・「遺産分割協

議書に基づく遺産の分割手続き」などを行っております。

相続関連業務

給与振込・年金振込のご利用状況

為替取引のEB（エレクトロニック・バンキング）化の推進

◆耐震リフォーム融資・緊急災害融資の取扱い
24ページでご紹介しておりますように、当行では、耐

震リフォーム融資や、各種緊急災害融資を取扱うなど、地

域の皆さまの地震への備えを支援するとともに、災害発生

時の支援にも積極的に取り組んでおります。

◆地震デリバティブの取扱い
平成18年6月より、法人のお客さまを対象に、地震に

よるリスクをヘッジするための商品として、「地震デリバ

ティブ」の取扱いを開始しております。地震デリバティブ

は、建物の損壊だけでなく、地震を原因とする売上や収益

の減少等、地震によるさまざまなリスクに備えることがで

きる等の特徴があります。

地域と共に
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地域社会への各種支援活動の状況

当行では、以下の「基本方針」に基づき、社会貢献活動を実施しております。地域と共に歩む銀行として、平成17年度もさまざ

まな活動を行ってまいりました。

地域社会の一員として地域社会との交流を深めるとともに、文化・教育振興支援、社会福祉活動等の社会貢
献の継続的な活動を通じ、地域との共栄、地域奉仕を実施していく。

〈基本方針〉

「七十七愛の募金会」は、当行がこれまで地域社会から受け

てきたご支援への感謝の意を表すために、平成6年に、社会福

祉事業・施設等への寄付を目的として当行の役職員により設立

されました。

平成17年度は、社会福祉施設9団体とボランティアグルー

プ14団体に総額300万円の寄付を行いました。

当行は、「小さな親切」運動宮城県本部の設立以来、30年に

わたりその活動の事務局を務めており、企画・運営に携わって

おります。平成17年度は、地域内の清掃活動を通じて社会的

モラルの向上をPRする「クリーンキャンペーン」への参加や、

ボランティア活動として

老人ホームの慰問などを

行いました。また、車椅

子の寄贈や当運動のシン

ボルフラワーであるコス

モスの種子の寄贈等も行

いました。

当行は、交通安全運動の推進とその支援・協力を行う「七十

七交通安全協力会」を組織しております。

同協力会では、交通安全意識高揚の一助となるよう、昭和

44年から毎年、宮城県

内の新入学児童全員に

「交通安全下敷」を寄贈

しております。平成18

年度も宮城県内全小学

校を通じ、約2万2千枚

を贈呈いたしました。

社会福祉への貢献
七十七愛の募金会

「小さな親切」運動

仙台の冬の風物詩として定着した「SENDAI 光のページェ

ント」の参加企画として、平成3年より、「七十七スターライ

トシンフォニー」を開催しております。毎回、オーケストラの

演奏をバックに著名なアーチストが出演しており、平成17年

12月は、「岩崎宏美with仙台フィル ファンタジックナイト」

と題し、皆さまにお楽しみいただきました。

当日は、一般応募者のなかから抽選で1,600名の地域の皆さ

まをご招待しており、数

十名の交通遺児の方々も

別途お招きいたしました。

また広く社会福祉に役立

てていただけるよう会場

ロビーにおいてチャリテ

ィ募金を行いました。

当行は、地域における演劇、コンサートなどの公演や絵画な

どの展覧会に協賛し、地域の文化振興に貢献しております。

「七十七ふれあいコンサート」は、当行の文化・教育振興支

援の一環として、地域の小・中学生の皆さまにクラシック音楽

の生演奏に接する機会を提供することを目的に開催しており、

平成4年度から継続して

開催しているコンサート

です。

平成17年度は、栗原市

の中学生約900名をご招

待いたしました。

七十七交通安全協力会

スターライトシンフォニーの開催

文化活動の後援

公演、展覧会等への協賛

ふれあいコンサートの開催

「交通安全下敷」オモテ側 ウラ側

地域と共に



31

七十七銀行金融資料館は、平成10年、当行の創業120周年

を記念して、地域の皆さまの永年にわたるご愛顧に感謝し開設

したもので、お金の歴史と役割、銀行の誕生と発展、宮城県や

日本の産業経済についてわかりやすく紹介している資料館です。

銀行営業時間中は、常時開館しております。

また、当行ホームページでもご覧いただくことが出来ます。

宮城県では、仙台七夕まつりや青葉まつり、県内各地の港ま

つりなど、さまざまな地域行事が開催されています。

平成17年度は、青葉まつりなど6つのお祭りに約370名の

役職員が参加いたしました。さらに各営業店では、営業地域内

のお祭りへの参加や七夕飾りの出展、所属商工会を通じたお祭

りへの参画など地域の皆さま

との交流をはかっております。

また、当行は、仙台七夕ま

つり、青葉まつり、SENDAI

光のページェントなどに協賛

しております。

当行では、地域との交流をはかるため、営業店のロビーを開

放してお客さまの写真展や絵画展を開催したり、地域のさまざ

まな活動を紹介しております。

平成17年度は、延べ8ヵ店でロビー展を開催いたしました。

当行は地域内の大学等教育機関の記念事業等への協賛を通じ

て学術・教育振興をはかっております。平成17年度は宮城学

院創立120周年事業や宮城教育大学創立40周年記念事業等に

協賛金を寄贈いたしました。

金融資料館

当行では、役職員が運動部・同好会を組織し各種大会に参加

するなど、地域のスポーツ振興に貢献しております。

平成17年度も、硬式野球部による少年野球教室のほか、陸

上競技部、バドミントン部の技術指導教室等の開催・参加を通

じて、地域の小学生から中

学・高校生まで約400名に

直接指導を行い、スポーツ

技術の向上をはかりました。

スポーツの振興

地域との交流

学術振興への支援

地域行事への参加・協賛

地域スポーツ振興への貢献

企業スポーツとしての大会参加

ロビー展の開催

◆市民マラソンin仙台、仙台国際ハーフマラソンへの協賛
当行は、仙台市で開催される「市民マラソンｉｎ仙台」、「仙台国際ハーフマ

ラソン」の両大会に協賛しています。スタッフジャケットやゼッケンを提供し

ているほか、交通規制看板の設置などに協力しております。

◆地元プロスポーツチームを通じたスポーツ振興
当行は、サッカーＪリーグ／ベガルタ仙台、プロ野球パシフィックリーグ／

東北楽天ゴールデンイーグルスのオフィシャルスポンサーとして両チームの活

動を応援し、地域のスポーツ振興に貢献しております。

◆硬式野球部（部員数　29名）
第76回都市対抗野球大会～東京ドーム

仙台市代表として2回戦　進出　ほか

◆陸上競技部（部員数　8名）
第10回世界陸上ヘルシンキ大会

女子4×100ｍリレー日本代表メンバーとして出場　ほか

◆バドミントン部（部員数　7名）
バドミントン日本リーグ2005（1部） 第6位　ほか

小中高生に対する技術指導

地域と共に
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当行の役員
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