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01 プロフィール



七十七銀行 |  2021年度中間期 3

１．プロフィール（会社概要）

名 称 株式会社七十七銀行

本 店 所 在 地 宮城県仙台市

創 業 １８７８年（明治１１年）１２月９日

資 本 金 ２４６ 億円

従 業 員 数 ２，７７３ 人

店 舗 数 １４３ （本支店137、出張所6）

自 己 資 本 比 率 １０．１３％（国内基準・単体）

総 資 産 １０兆１，７９６億円

預金・譲渡性預金 ８兆４，９８７億円

貸 出 金 ５兆１，５６６億円

格 付 け JCR：AA、R&I：A、Moody’s：A3

会社概要（2021年9月末現在）

しちじゅうしち

（地銀13位）

（地銀9位）

（地銀13位）
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〔土地・人口・生活〕
総面積（全国16位）

7,282㎢
人口（全国14位）

2,292,385人
（うち、仙台市 1,064,060人）

世帯数（全国14位）

1,006,676世帯
新設住宅着工戸数

14,451戸

4

１．プロフィール（経営環境）

宮城県の基礎データ

〔産業・経済〕
県内総生産（名目）（全国14位）

94,639億円
民間事業所数（全国16位）

102,026事業所
農業産出額（全国18位）

1,939億円
海面漁業・養殖業産出額（全国4位）

789億円
製造品出荷額等（全国24位）

46,656億円
卸売・小売業年間商品販売額（全国11位）

115,549億円

せんだい都心再構築プロジェクト
◆老朽建築物の建替えと企業立地の促進
・「仙台都心部建替え促進助成金制度」の創設
・「高機能オフィスの整備」に着目した容積率の緩和
・企業誘致体制の強化と助成制度の拡充 等
※仙台市が2019年10月に開始した2030年度までのプロジェクト

次世代放射光施設（2023年度完成予定）
◆放射光施設の経済波及効果
・稼働後10年間で1兆9,017億円
（東北経済連合会推計）

次世代放射光施設（イメージ）
提供：一般財団法人 光科学イノベーションセンター

地域開発
プロジェクト

※「2021みやぎのすがた（宮城県勢要覧）」および「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」より転載
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１．プロフィール（東日本大震災の被害状況および影響）

東日本大震災は、それまでの予見をはるかに超えた巨大津波を伴い、宮城・岩手・福島をはじめとした東日本の沿岸部を中
心に、未曽有の惨禍をもたらしました。

■東日本大震災の概要
地 震 名 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震
発 生 日 時 2011年3月11日（金） 14時46分
規 模 マグニチュード9.0※モーメントマグニチュード

宮 城 県 内 の 震 度

震度7 栗原市
震度6強 仙台市宮城野区、石巻市、塩釜市、名取市、登米市、東松島市、大崎市、蔵王町、

川崎町、山元町、大衡村、涌谷町、美里町
震度6弱 仙台市青葉区、仙台市若林区、仙台市泉区、気仙沼市、白石市、角田市、岩沼市、

大河原町、亘理町、松島町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、女川町、南三陸町
震度5強 仙台市太白区、多賀城市、七ヶ宿町、村田町、柴田町、丸森町、七ヶ浜町、色麻町、

加美町
宮 城 県 内 の
津 波 状 況 【津波浸水面積】327㎢（県内可住面積の約10％）

宮 城 県 内 の
避 難 者 の 状 況

避難者数（最大）：320,885人（3月14日時点）
避難所（最大）：1,323カ所（3月15日時点）

※出所：気象庁、国土地理院、宮城県

■東日本大震災による宮城県内の被害状況および被害額
人的被害 建物被害

被害額
死者 行方不明 全半壊 一部損壊

全 国 15,899人 2,526人 405,117棟 731,573棟 約16.9兆円
（うち宮城県） 9,543人 1,215人 238,135棟 224,202棟 約9.1兆円

※出所：警察庁（2021年3月10日時点）

（2011/6内閣府公表）

（2021/3宮城県公表）
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１．プロフィール（東日本大震災に関連した対応）

当行では、震災による影響から、2011年3月期には、店舗等の被災に加え、追加与信関係費用を550億円計上したため
戦後初となる赤字（306億円）となりましたが、社会的インフラとして地域における金融機能の維持を図る観点から顧客
ニーズに寄り添った対応を行っています。

■公的資金の活用（2015年6月返済）

（単位：件、億円）

国と一体となって地域復興に最大限の支援を行うため、2011年12月に公的資金200億円を劣後ローンで導入しました。

■積極的な資金供給（震災後～2021年9月末累計）

事業性貸出 消費性（個人向け）貸出 全体

運転資金 設備資金 ①合計 無担保ローン 住宅ローン ②合計 合計(①+②)

件数 6,124 2,677 8,801 4,420 14,142 18,562 27,363

金額 2,800 1,761 4,561 76 3,080 3,156 7,717

■小口現金払の実施

震災発生翌日より、通帳・印鑑・身分証明書がなくても窓口で現金10万円までの小口現金払（約39千件/約31億円）
の対応を行いました。



七十七銀行 |  2021年度中間期 7

2,455

3,124
3,433

3,688
3,943 3,973

3,248

5,455

6,485

7,510

8,473 8,568

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2020/6末 2020/9末 2020/12末 2021/3末 2021/6末 2021/9末

単位：件単位：億円

新型感染症関連貸出の実績（条件変更を含む）

実行金額 実行件数 ◆新型コロナ緊急支援チームによる相談受付状況

7,385件（2021年度上半期）

（相談内容の内訳） 2021年度上半期 （累計）

①新規融資相談（新型感染症関連） 34件 (3,199件)

②貸出条件変更等 2件 (29件)

③ビジネスマッチング 770件 (2,285件)

④事業承継・M&A 679件 (1,744件)

⑤補助金 191件 (569件)

⑥ファンド 53件 (128件)

⑦その他(本業支援にかかる情報提供) 3,754件 (6,401件)

⑧新型感染症関連以外 1,902件 (4,570件)

合計(18,925件)

◆審査部行員による出張審査の実施件数

1,499カ店（2020年度～2021年度上半期）（延べ）

１．プロフィール（新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた取引先への対応状況）
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「日本の資本主義の父」と呼ばれた実業家の渋沢栄一は、当行の設立に大きく貢献した人物であり、渋沢翁の
「道徳経済合一」の精神は当行の行是に今も息づいています。

・1876年の「国立銀行条例」の改正
により、全国的に国立銀行の設立熱
が高まりました。渋沢栄一は、急激な
銀行設立の動きを警戒し、この書簡で、
国立銀行の設立を志望するものに対
し、銀行業の本質や経営の基本的な
考えを論じ、安易な銀行設立に忠告
を与えています。
（書簡内容抜粋）
「銀行の営業は他の商売が忙しく繁盛
するようなものではない。よろしく先ず銀
行の維持が長期に耐えられるだけの実
態を作り、そして後、進み続ける巧み
な用い方を持つべきである。」

■渋沢栄一からの書簡（七十七銀行金融資料館に展示）

１．プロフィール（渋沢栄一とのつながり）
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02 決算概要
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２．決算概要（損益概況）

損益概況（単体） （単位：億円）

2020年度
中間期

2021年度
中間期

前年同期比

増減額

業務粗利益 375 385 10

[ コア業務粗利益 ] [ 380 ] [ 444 ] [ 64 ]

資金利益 341 377 36

役務取引等利益 42 64 22

その他業務利益 ▲8 ▲56 ▲48

経費 253 248 ▲5

実質業務純益（一般貸引繰入前業務純益） 122 137 15

[ コア業務純益 ] [ 127 ] [ 196 ] [ 69 ]

[ コア業務純益（除く投資信託解約損益）] [ 84 ] [ 131 ] [ 47 ]

業務純益 104 116 12

経常利益 106 175 69

中間（当期）純利益 74 118 44

与信関係費用 56 24 ▲32

損益概況（連結）
経常利益 111 184 73

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益 75 122 47

2020年度 2021年度 2022年度

実 績 予 想 シミュレーション

678 748 771

[ 806 ] [ 824 ] [ 817 ]

705 714 717

98 111 107

▲125 ▲77 ▲53

502 495 493

176 253 278

[ 304 ] [ 329 ] [ 324 ]

[ 187 ] [ 230 ] [ 221 ]

159 217 262

227 280 290

149 190 200

76 60 45

251 295 305

165 200 210

+2.7%

+10.8%

+52.9%

▲1.7%

+64.9%

+59.7%

+66.3%

+62.9%
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２．決算概要（預金・貸出金の状況）

56.8
9.1

3.8
4.7

9.9

9.4
6.3 七十七銀行

都銀等
信託
地銀
第二地銀
信金
その他

（単位：％）

七十七銀行

宮城県内預金シェア 56.8％
（2021年9月末）

※譲渡性預金を含んでおりません。
なお、ゆうちょ銀行、農漁協は含まれておりません。

43.7

11.61.5
14.4

14.7

7.4
6.7 七十七銀行

都銀等
信託
地銀
第二地銀
信金
その他

宮城県内貸出金シェア 43.7％
（単位：％）

（2021年9月末）

※農漁協は含まれておりません。

七十七銀行

5.9
6.0
8.9

▲ 2.0
2.8
2.8
3.1
2.5

預金＋譲渡性預金（平残） 81,494

（単位：億円、%）

前年同期比増減率

86,369

2020年度 2021年度
中間期 中間期

6,423 6,584

う ち 個 人 預 金 52,731
う ち 法 人 預 金
う ち 公 金 預 金

貸 出 金 ( 平 残 )
事 業 性 貸 出
消 費 者 ロ ー ン
地 公 体 等 向 け

12,217

20,264
8,267

11,847

49,300
31,030 31,915

50,716

55,938
22,076

8,100


損益概況

				（単位：億円、％） タンイ オクエン

				損益概況（単体） ソンエキ ガイキョウ タンタイ								2020年度 ネンド						2021年度 ネンド						前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

												中間期 チュウカンキ						中間期 チュウカンキ						増減額 ゾウゲンガク						増減率 ゾウゲン リツ

				業務粗利益 ギョウム アラリエキ										375						385						10						2.7

				[		コア業務粗利益				]		[		380		]		[		444		]		[		64		]		[		17.0		]

						資金利益 シキン リエキ								341						377						36						10.8

						役務取引等利益 エキム トリヒキトウ リエキ								42						64						22						52.9

						その他業務利益 タ ギョウム リエキ								▲ 8						▲ 56						▲ 48						600		ERROR:#DIV/0!

								うち国債等債券損益 コクサイ トウ サイケン ソンエキ						▲ 5						▲ 59						▲ 54						1,080		ERROR:#DIV/0!

								うち外国為替売買損益 ガイコク カワセ バイバイ ソンエキ						▲ 7						▲ 1						6						▲ 86		ERROR:#DIV/0!

								うち金融派生商品損益 キンユウ ハセイ ショウヒン ソンエキ						▲ 17												17

				経費 ケイヒ										253						248						▲ 5						▲1.7

						うち人件費 ジンケンヒ								276												▲ 276

						うち物件費 ブッケンヒ								220												▲ 220

				実質業務純益 （一般貸引繰入前業務純益） ジツ シツ ギョウ ツトム ジュン エキ イッパン カシ イン クリイレ マエ ギョウム ジュンエキ										122						137						15						11.9

				[		コア業務純益 ジュン エキ				]		[		127		]		[		196		]		[		69		]		[		54.4		]

				[		 コ ア 業 務 純 益 （除く投資信託解約損益） ジュン エキ ノゾ トウシ シンタク カイヤク ソンエキ				]		[		84		]		[		131		]		[		47		]		[		55.1		]

				一般貸倒引当金繰入額 イッパン カシダオレ ヒキアテ キン クリイレ ガク										18						21						3

				業務純益 ギョウム ジュンエキ										104						116						12						11.0

				臨時損益 リンジ ソンエキ										2						59						57

						うち不良債権処理額(▲) フリョウ サイケン ショリ ガク								39						3						▲ 36

						うち貸倒引当金戻入益等 カシダオ ヒキアテ キン レイニュウ エキ トウ								1						0						▲ 1

						うち株式等関係損益 カブシキトウ カンケイ ソンエキ								20						55						35

						うち金銭の信託運用損益 キンセン シンタク ウンヨウ ソンエキ								22						13						▲ 9

				経常利益 ケイジョウ リエキ										106						175						69						64.9

				特別利益 トクベツ リエキ										ー						ー						ー

				特別損失 トクベツ ソンシツ										2						4						2

				法人税、住民税等（調整額含） ホウジンゼイ ジュウミンゼイ トウ チョウセイ ガク フク										30						53						23

				中間純利益 チュウカン ジュンリエキ										74						118						44						59.7



				与信関係費用 ヨシン カンケイ ヒヨウ										56						24						▲ 32

				損益概況（連結） ソンエキ ガイキョウ レンケツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ										111						184						73						66.3

				親会社株主に帰属する中間純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク チュウカン ジュンリエキ										75						122						47						62.9









資金利益



		（単位：億円） タンイ オクエン

												2020年度						2021年度

												中間期 チュウカンキ						中間期 チュウカンキ						前年同期比増減額 ゼン トシ ドウキ ヒ ゾウゲン ガク

		資金利益 シキン リエキ												341						377								36

				資金運用収益										349						380								31

						（		貸出金利息		）		（		207		）		（		209		）		（				2		）

						（		有価証券利息配当金		）		（		140		）		（		167		）		（				27		）

				資金調達費用										8						3						▲		5

						（		預金等利息		）		（		2		）		（		1		）		（		▲		1		）



		（単位：億円） タンイ オクエン

		主要勘定（平残） シュヨウ カンジョウ ヒラザン										2020年度 ネンド						2021年度 ネンド

												中間期 チュウカンキ						中間期 チュウカンキ						前年同期比増減額 ゼン トシ ドウキ ヒ ゾウゲン ガク

		貸出金 カシダシ キン										49,300						50,716								1,416

		有価証券 ユウカ ショウケン										28,683						29,958								1,275

		預金・譲渡性預金 ヨキン ジョウト セイ ヨキン										81,494						86,369								4,875



		（単位：％） タンイ

		利　回 リ カイ										2020年度 ネンド						2021年度 ネンド

												中間期 チュウカンキ						中間期 チュウカンキ						前年同期比 ゼン トシ ドウキ ヒ

		貸出金利回 カシダシ キン リカイ												0.83						0.82				▲		0.01

		有価証券利回 ユウカ ショウケン リマワ												0.97						1.11						0.14

		預金等利回 ヨキン トウ リカイ												0.00						0.00						0.00

		資金スプレッド シキン												0.81						0.84						0.03

		総資金利鞘 ソウ シキン リザヤ												0.14						0.17						0.03









預金・貸出金



				（単位：億円、%） タンイ オクエン

												2020年度 ネンド						2021年度 ネンド

												中間期 チュウカンキ						中間期 チュウカンキ						前年同期比増減率 ゼン トシ ドウキ ヒ ゾウゲン リツ

				預金＋譲渡性預金（平残） ヨキン ジョウト セイ ヨキン ヒラ ザン								81,494						86,369										5.9

						うち個人預金 コジン ヨキン						52,731						55,938										6.0

						うち法人預金 ホウジン ヨキン						20,264						22,076										8.9

						うち公金預金 コウキン ヨキン						8,267						8,100								▲		2.0

				貸出金(平残) カシダシ キン ヒラザン								49,300						50,716										2.8

						事業性貸出 ジギョウセイ カシダシ						31,030						31,915										2.8

						消費者ローン ショウヒシャ						11,847						12,217										3.1

						地公体等向け チ コウ タイ トウ ム						6,423						6,584										2.5











有価証券関係損益



				（単位：億円） タンイ オク エン

										2020年度 ネンド				2021年度 ネンド

										中間期 チュウカンキ				中間期 チュウカンキ				前年同期比増減額 ゼン トシ ドウキ ヒ ゾウゲン ガク

				有価証券利息配当金A ユウカ ショウケン リソク ハイトウキン								140				167				27

						うち円貨債券利息 エンカ サイケン リソク						30				25		▲		5

						うち外貨債券利息 ガイカ サイケン リソク						9				6		▲		3

						うち株式配当金 カブシキ ハイトウキン						29				32				3

						うち投信分配金 ブンパイキン						29				39				10

						うち投信解約益						43				65				22



				国債等債券損益B コクサイトウ サイケン ソンエキ						▲		5		▲		59		▲		54

						売却益 バイキャク エキ						2				1		▲		1

						売却損 バイキャクソン						0				16				16

						償還損 ショウカン ソン						7				44				37

								うち投信解約損 トウシン カイヤク ソン				6				42				36



				株式等関係損益C カブシキトウ カンケイ ソンエキ								20				55				35

						売却益 バイキャク エキ						28				55				27

						売却損 バイキャクソン						8				ー		▲		8

						償却 ショウキャク						0				0				0



				金銭の信託運用損益D キンセン シンタク ウンヨウ ソンエキ								22				13		▲		9



				有価証券全体損益 ユウカ ショウケン ゼンタイ ソンエキ								177				176		▲		1

				（A+B+C+D）























































役務取引等利益



				（単位：百万円） タンイ ヒャクマン エン

										2020年度 ネンド		2021年度 ネンド

										中間期 チュウカンキ		中間期 チュウカンキ		前年同期比増減額 ゼン ドウキヒ ヒ ゾウゲン ガク

				役務取引等収益A エキム トリヒキトウ シュウエキ						7,854		9,330				1,476

						うち決済関係手数料 ケッサイ カンケイ テスウリョウ				4,628		4,536		▲		92

						うち法人関連手数料 ホウジン カンレン テスウリョウ				504		1,340				836

						うち預り資産関連手数料 アズカ シサン カンレン テスウリョウ				532		1,145				613

				役務取引等費用B エキム トリヒキトウ ヒヨウ						3,686		2,953		▲		733

						うちローン支払保証料・保険料 シハラ ホショウ リョウ ホケンリョウ				2,470		1,762		▲		708

				役務取引等利益 エキム トリヒキトウ リエキ						4,168		6,377				2,209

				（A-B）







経費

										（単位：億円） タンイ オクエン

								2020年度 ネンド		2021年度 ネンド

								中間期 チュウカンキ		中間期 チュウカンキ		前年同期比増減額 ゼン ドウキヒ ヒ ゾウゲン ガク

				経費 ケイヒ				253		248		▲		5

						人件費 ジンケンヒ		135		131		▲		4

						物件費 ブッケンヒ		98		100				2

						税金 ゼイキン		20		17		▲		3

																		（単位：億円） タンイ オクエン

																				経費の主な増減要因（2021年度中間期） ケイヒ オモ ゾウゲン ヨウイン ネンド チュウカンキ

																		人件費 ジンケンヒ				行員数および時間外勤務の減少等 コウイン スウ ジカンガイ キンム ゲンショウ トウ		▲		3

																		物件費 ブッケンヒ				システム関連費用 カンレン ヒヨウ				4

																						店舗内店舗化による減少等 テンポ ナイ テンポ カ ゲンショウ トウ		▲		1













店舗・人員

												（単位：ヵ店、ヵ所、台、人） タンイ テン ショ ダイ ニン

								2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度
中間期 ネンド チュウカンキ		2019年度 ネンド		2020年度
中間期（A） ネンド チュウカンキ		2020年度 ネンド		2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　中間期（B） ネンド チュウカンキ		差異　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（B－A） サイ

				　有人店舗数（末残） ユウ ヒト ミセ ホ スウ マツザン				141		141		142		142		142		142		142		142		ー

						拠点数（末残） キョ テン カズ マツザン				138		138		137		136		135		130		127		▲8

						店舗内店舗数（末残） ミセ ホ ナイ ミセ ホ スウ マツザン		3		3		4		5		6		7		12		15		8

				　ATM設置台数（末残） セツ チ ダイ スウ マツザン				806		814		814		809		800		783		743		728		▲55

				　平均人員数（出向者除く） ヒラ ヒトシ ヒト イン スウ シュッコウシャ ノゾ				2,768		2,799		2,821		2,818		2,772		2,775		2,732		2,708		▲67

				※2018年度の平均人員数は、子会社業務の内製化に伴う人員受入れにより増加 ネンド ヘイキン ジンイン スウ コガイシャ ギョウム ナイセイカ トモナ ジンイン ウ イ ゾウカ







損益概況 (計画)

				（単位：億円） タンイ オクエン

				損益概況（単体） ソンエキ ガイキョウ タンタイ								2020年度 ネンド						2021年度 ネンド						前年度比 ゼンネン ド ヒ										2022年度 ネンド

														（実績）						（予想）				増減額 ゾウゲンガク												（シミュレーション）

				業務粗利益 ギョウム アラリエキ										678						748						70										771

				[		コア業務粗利益				]		[		806		]		[		824		]		[		18		]						[		817		]

						資金利益 シキン リエキ								705						714						9										717

								うち貸出金利息 カシダシ キン リソク						416						421						5										428

								うち有価証券利息配当金A ユウカ ショウケン リソク ハイトウキン						298						281						▲17										283

						役務取引等利益 エキム トリヒキトウ リエキ								98						111						13										107

						その他業務利益 タ ギョウム リエキ								▲ 125						▲77						48										▲ 53

								うち国債等債券損益B コクサイ トウ サイケン ソンエキ						▲ 128						▲76						52										▲ 46

								うち外国為替売買損益 ガイコク カワセ バイバイ ソンエキ						8						▲ 5						▲ 13										▲ 7

								うち金融派生商品損益 キンユウ ハセイ ショウヒン ソンエキ						▲ 1												1

				経費 ケイヒ										502						495						▲ 7										493

						うち人件費 ジンケンヒ								270												▲ 270

						うち物件費 ブッケンヒ								227												▲ 227

				実質業務純益（一般貸引繰入前業務純益） ジツ シツ ギョウ ツトム ジュン エキ イッパン カシ イン クリイレ マエ ギョウム ジュンエキ										176						253						77										278

				[		コア業務純益 ジュン エキ				]		[		304		]		[		329		]		[		25		]						[		324		]

				[		コア業務純益（除く投資信託解約損益） ジュン エキ ノゾ トウシ シンタク カイヤク ソンエキ				]		[		187		]		[		230		]		[		43		]						[		221		]

				一般貸倒引当金繰入額① イッパン カシダオレ ヒキアテ キン クリイレ ガク										17						36						19										16

				業務純益 ギョウム ジュンエキ										159						217						58										262

				臨時損益 リンジ ソンエキ										68						63						▲ 5										28

						うち不良債権処理額(▲)② フリョウ サイケン ショリ ガク								60						25						▲ 35										31

						うち貸倒引当金戻入益等③ カシダオレ ヒキアテ キン モドシイレ エキ トウ								1						1						0										2

						うち株式等関係損益C カブシキトウ カンケイ ソンエキ								108						78						▲ 30										30

						うち金銭の信託運用損益D キンセン シンタク ウンヨウ ソンエキ								30						27						▲ 3										43

				経常利益 ケイジョウ リエキ										227						280						53										290

				特別利益 トクベツ リエキ										ー						ー						ー										ー

				特別損失 トクベツ ソンシツ										3						5						2										2

				法人税、住民税等（調整額含） ホウジンゼイ ジュウミンゼイ トウ チョウセイ ガク フク										75						85						10										88

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ										149						190						41										200



				与信関係費用（①＋②－③） ヨシン カンケイ ヒヨウ										76						60						▲ 16										45

				有価証券全体損益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） ユウカ ショウケン ゼンタイ ソンエキ										308						310						2										310

				損益概況（連結） ソンエキ ガイキョウ レンケツ

				経常利益 ケイジョウ リエキ										251						295						44										305

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ										165						200						35										210









役務取引等利益補足

				（単位：億円） タンイ オク エン

										2020年度 ネンド						2021年度 ネンド																2022年度 ネンド

										（実績） ジッセキ						（予想） ヨソウ						前年度比増減額 ゼン ゾウゲン ガク										（シミュレーション）

				資金利益 シキン リエキ								705						714								9								717

						資金運用収益 シキン ウンヨウ シュウエキ						718						719								1								720

								（貸出金利息） カシダシ キン リソク		(		416		）		(		421		）		(				5		）				(		428		）

								（有価証券利息配当金） ユウカ ショウケン リソク ハイトウキン		(		298		）		(		281		）		(		▲		17		）				(		283		）

						資金調達費用 シキン チョウタツ ヒヨウ						13						5						▲		8								3

								（預金等利息） ヨキン トウ リソク		(		3		）		(		2		）		(		▲		1		）				(		2		）



				役務取引等利益 エキム トリヒキトウ リエキ								98						111								13								107

								（法人関連手数料） ホウジン カンレン テスウリョウ		(		20		）		(		24		）		(				4		）				(		25		）

								（預り資産関連手数料） アズカ シサン カンレン テスウリョウ		(		16		）		(		20		）		(				4		）				(		19		）



				経費 ケイヒ								502						495						▲		7								493

								人件費 ジンケンヒ				267						259						▲		8								254

								物件費 ブッケンヒ				201						203								2								206

								税金 ゼイキン				34						33						▲		1								33









計画（利回等）

		（単位：％） タンイ																						（単位：％、円） タンイ エン

		利回・利鞘 リマワ リザヤ		2020年度 ネンド				2021年度 ネンド										2022年度 ネンド								2020年度 ネンド		2021年度 ネンド				2022年度 ネンド

				（実績） ジッセキ				（予想） ヨソウ				前年度比 ゼンネンド ヒ						（シミュレーション）								（実績） ジッセキ		（予想） ヨソウ				（シミュレーション）

		貸出金利回 カシダシ キン リマワ				0.83				0.82		▲		0.01						0.81				無担保コールO／N ムタンポ		▲0.04		▲0.05				▲0.05

		有価証券利回 ユウカ ショウケン リマワ				1.01				0.93		▲		0.08						0.93				日本円TIBOR（3ヵ月） ニホン エン ゲツ		0.07		0.07				0.07

		預金等利回 ヨキントウ リマワ				0.00				0.00				0.00						0.00				ドルLIBOR（3ヵ月） ゲツ		0.27		0.15				0.15

		資金スプレッド シキン				0.79				0.74		▲		0.05						0.75				日本10年国債利回り ニホン ネン コクサイ リマワ		0.04		0.05				0.05

		総資金利鞘 ソウ シキン リザヤ				0.21				0.21				0.00						0.22				米国10年国債利回り ベイ クニ ネン コクサイ サイ リマワ		0.89		1.47				1.5

																								為替相場（円／ドル） カワセ ソウバ エン		106		111				111

																								日経平均株価（期末） ニッケイ ヘイキン カブカ キマツ		29,178		29,000				29,000





















配当・ROE・自己資本比率



										2014年3月末		2015年3月末		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2021年度中間期 ネンド チュウカン キ



		　ROE（連結）						（％）						3.56		3.82		3.60		3.89		3.42		4.66



										2014年3月末		2015年3月末		2017年3月末 ネン ガツ マツ		2018年3月末 ネン ガツ マツ		2019年3月末 ネン ガツ マツ		2020年3月末 ネン ガツ マツ		2021年3月末 ネン ガツ マツ		2021年9月末 ネン ガツ マツ



		　自己資本比率（連結）［国内基準］
　（ａ）/（ｂ）						（％）		12.68		12.51		10.73		10.43		10.38		10.31		10.39		10.38

						　自己資本の額　（ａ）		（億円） オクエン		3,739		3,880		3,851		3,960		4,085		4,223		4,390		4,517		（		2		）		（		1		）

						　リスク・アセット等の額の合計額　（ｂ）		（億円） オクエン		29,480		30,999		35,879		37,963		39,342		40,954		42,249		43,498

						 　うち、信用リスク・アセットの額の合計額		（億円） オクエン		27,979		29,509		34,425		36,534		37,964		39,571		40,839		42,042				39,026						38,425

		　 				 オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額		（億円） オクエン		1,501		1,490		1,497		1,455		1,429		1,378		1,383		1,379				10.20						10.29



										2014年3月末		2015年3月末		2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		2018年度 ネンド		2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2021年度（予想） ネンド ヨソウ



		　配当性向						（％）						20.8		18.2		19.9		20.2		22.4		20.3

		　　		 配当金総額				（百万円） ヒャクマンエン						3,353		3,364		3,550		3,713		3,713		4,108

		　　		 当期純利益（連結） レンケツ				（億円） オクエン						161		183		176		182		165		200



		自己株式取得額 ジコ カブシキ シュトク ガク						（百万円）						2,999		ー		ー		799		ー		ー







Sheet1

				無担保ローンの実行件数におけるWEB受付割合 ムタンポ ジッコウ ケンスウ ウケツケ ワリアイ

				マイカーローン		48.6%

				教育ローン キョウイク		10.3%

				フリーローン		11.4%

				ワイドローン		15.9%

				７７カードローン		51.4%
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２．決算概要（有価証券）

（償却原価ベース、単位：億円） 2020年9月末 2021年9月末 前年同期比増減額

有価証券運用残高 28,805 29,820 1,015
国 債 3,033 2,576 ▲ 457
地 方 債 8,224 9,391 1,167
社 債 10,167 10,051 ▲ 116
そ の 他 6,705 7,056 351
投 信 等 5,590 6,055 465
外 債 1,115 1,001 ▲ 114
株 式 676 746 70
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２．決算概要（役務取引等利益）

（単位：百万円）
2020年度

中間期
2021年度

中間期 前年同期比増減額

役務取引等収益 （Ａ） 7,854 9,330 1,476
うち決済関係手数料 4,628 4,536 ▲ 92
うち法人関連手数料 504 1,340 836
うち預り資産関連手数料 532 1,145 613

役務取引等費用 （Ｂ） 3,686 2,953 ▲ 733
うちローン支払保証料・保険料 2,470 1,762 ▲ 708

役務取引等利益 （Ａ－Ｂ） 4,168 6,377 2,209
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２．決算概要（役務取引等利益）

グループ合計

965

グループ合計

2,159

＋1,194
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七十七銀行 七十七証券 七十七銀行 七十七証券
2020年度中間期 2021年度中間期

（単位：百万円）

預り資産関連手数料 保険

投資信託

仕組債等

公共債

その他

七十七証券（当行の
仲介額等控除後）

（単位：億円） 2020年9月末 2021年9月末 前年同期比増減額

預り資産残高 6,049 6,424 375
保 険 3,219 3,179 ▲ 40
投資信託 722 801 79
公共債 742 754 12

仕組債等（仲介） 281 272 ▲ 9
外貨預金 149 213 64

七十七証券（当行の仲介額控除後） 936 1,205 269
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２．決算概要（経費）

（単位：億円）
2020年度

中間期
2021年度

中間期 前年同期比増減額

経 費 253 248 ▲ 5

人件費 135 131 ▲ 4

物件費 98 100 2

税 金 20 17 ▲ 3

25,241 24,793 

37,949 44,425 

66.51%
55.80%

0%

20%

40%

60%

80%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2020年度中間期 2021年度中間期

（単位：百万円）
コアOHR（債券関係損益除き）

経費（A） コア業務粗利益（B） コアOHR（A/B）

2019年度 2020年度
中間期（A） 2020年度 2021年度

中間期（B）
差異

（B－A）

142 142 142 142 ー

拠点数（末残） 136 135 130 127 ▲8

店舗内店舗数（末残） 6 7 12 15 8

2,772 2,775 2,732 2,708 ▲67

（単位：ヵ店、ヵ所、台、人）

　有人店舗数（末残）

　平均人員数（出向者除く）
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２．決算概要（与信関係費用/貸倒引当金）

貸倒引当金比率の地方銀行平均：約0.7%
（2021年3月末現在、スルガ銀行除き）

（単位：億円）
2020年度

中間期
2021年度

中間期 前年同期比増減額

与信関係費用 （Ａ＋Ｂ－Ｃ） 56 24 ▲ 32

一般貸倒引当金繰入額 （Ａ） 18 21 3

不良債権処理額 （Ｂ） 39 3 ▲ 36

貸倒引当金戻入益等 （Ｃ） 1 0 ▲ 1

322 265 254

304 303 324

626 568 578

1.3%
1.1% 1.1%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

0

200

400

600

800

2020年9月末 2021年3月末 2021年9月末

（単位：億円）

貸倒引当金

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

貸倒引当金比率
（貸倒引当金/貸出金末残）
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4.5 4.5 
4.5 

(※22.5)
22.5 25.0 25.0 27.5

4.5 4.5 22.5 25.0 25.0 25.0 27.5

0

5

10

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

期末配当金 中間配当金株式併合実施後

（円） (円)
50

25

0

※ 2017年10月1日付で5株を1株に株式
併合しており、2017年度について、中間配
当金を株式併合実施後の株式数をもとに換
算すると、1株当たり22円50銭となりますので、
これにより年間配当金は1株当たり45円に相当
いたします。

17

（予想）

（％） 3.56 3.82 3.60 3.89 3.42 4.66

（％） 10.73 10.43 10.38 10.31 10.39 10.38

　自己資本の額　（ａ） （億円） 3,851 3,960 4,085 4,223 4,390 4,517

　リスク・アセット等の額の合計額　（ｂ） （億円） 35,879 37,963 39,342 40,954 42,249 43,498

 　うち、信用リスク・アセットの額の合計額 （億円） 34,425 36,534 37,964 39,571 40,839 42,042

（％） 20.8 18.2 19.9 20.2 22.4 20.3

　　 （百万円） 3,353 3,364 3,550 3,713 3,713 4,108

　　 （億円） 161 183 176 182 165 200

（百万円） 2,999 ー ー 799 ー ー

 当期純利益（連結）

　ROE（連結）

2019年度 2020年度 2021年度（予想）2016年度 2017年度 2018年度

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度中間期

2020年3月末

　配当性向

　自己資本比率（連結）［国内基準］
　（ａ）/（ｂ）

2021年3月末 2021年9月末2017年3月末 2018年3月末 2019年3月末

自己株式取得額

 配当金総額

２．決算概要（株主還元）
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03 事業戦略
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３．事業戦略（Vision 2030）



七十七銀行 |  2021年度中間期 20

３．事業戦略（Vision 2030)
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３．事業戦略（法人営業）

顧 客 満 足 度 ナ ン バ ー ワ ン 戦 略Ⅰ コンサルティングとデジタルで感動を！

629 634 581 
635 

623 
650 

16,323 16,461 17,173 17,436 17,620 18,160 

2,419 2,632 2,845 2,982 3,089 3,360 

8,483 8,517 
9,292 9,315 9,429 9,570 

1,009 1,206 
1,375 1,547 1,724 

2,090 
28,863 29,450 

31,266 31,915 32,485 
33,830 

0

10,000

20,000

30,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
中間期

2021年度
（予想）

2022年度
（シミュレーション）

単位：億円

事業性貸出（平残）
外貨 宮城県内 東北地域等 東名阪 ストラクチャード・ファイナンス

13 25 48 68 157 
322 

118 131 200 
185 

135 
171 218 

200 
215 

240 
281 

412 
490 

530 125 308 

426 
460 

485 

437 
650 

819 

1,015 
910 

1,274 

1,556 

2,055 

2,433 2,482 

0

1,000

2,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
（予想）

2022年度
（シミュレーション）

単位：百万円

法人関連手数料
シ・ローン、CL M＆A ビジネスマッチング 私募債 経営者保険 その他

♦顧客ニーズを起点としたコンサルティング営業の実践

+3.4% +2.0% +6.1% +1.9% +3.8% +4.1%
※対前年比事業性貸出増減率(2021年度中間期は2020年度比）
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３．事業戦略（法人営業）

顧 客 満 足 度 ナ ン バ ー ワ ン 戦 略Ⅰ

■事業性評価の継続実施
・「質の向上」による顧客ニーズの捕捉、喚起

・本部専担者等を中心としたコンサルティング提案の実施

5,835
6,319

6,949
7,5507,693

8,166
8,472

8,910

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2020年3月末 2020年9月末 2021年3月末 2021年9月末

単位：先、億円

事業性評価への取組状況
評価先数（累計） 貸出金残高（累計）

2021.4～2021.9末（実績） 2021.4～2022.3末（目標）
143先 250先

本部専担者等を中心とした事業性評価実施先数

課題解決策の項目 共有件数 成約件数
融資実行 12,085 8,673

有料ビジネスマッチング 7,793 1,219
営業情報斡旋 4,353 1,034

事業承継・相続等 2,872 184
外部支援機関 2,008 198

商談会 1,468 166
経営者保険 1,327 254

M&A 958 46
投資信託、仕組債等 930 162

その他 9,827 2,056
合計 43,621 13,992

（先数ベース） 7,550 5,188

事業性評価による課題解決策の共有・成約件数※2016年10月からの累計

※1先に対し複数件の課題解決策を共有・成約した場合は、その項目毎に記載

コンサルティングとデジタルで感動を！
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３．事業戦略（法人営業）

顧 客 満 足 度 ナ ン バ ー ワ ン 戦 略Ⅰ

■本部・グループ会社によるソリューションの提供
・本部、グループ会社、外部専門機関を活用した多様な提案
・的確な顧客ニーズの把握

218 

406 

253 

466 

592 

913 

11 

17 

20 

0

20

0

500

1,000

2020年度上半期 2020年度下半期 2021年度上半期

単位：先単位：先、件
コンサルティング関連成約実績

事業承継支援先数
有料ビジネスマッチング成約件数
M&Aアドバイザリー契約締結先数

外部支援機関
日本政策投資銀行
日本政策金融公庫
商工組合中央金庫
日本Ｍ＆Ａセンター
みやぎ産業振興機構
東京証券取引所
仙台商工会議所
ＲＥＶＩＣ
東北大学
宮城大学 等

七十七グループ

七十七
R＆C

七十七
キャピタル

七十七
証 券

七十七
信用保証

七十七
リース

七十七
カード

七十七
銀 行

コンサルティング
機能発揮による

ソリューション提供

事業性評価による
多様な顧客ニーズの
捕捉・掘り起こし

取引先
企業価値向上に向けた課題

事業計画
策定

財務内容
改善 資金調達

人材確保 事業承継

生産性向上販路拡大 海外展開

Ｍ＆Ａ

地域サポートチームによる取組み

6,214
6,992 7,176

7,711 8,349
9,105

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2020年度上半期 2020年度下半期 2021年度上半期

単位：先、件
訪問先数 提案件数

コンサルティングとデジタルで感動を！

七十七
パートナーズ
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３．事業戦略（法人営業）

顧 客 満 足 度 ナ ン バ ー ワ ン 戦 略Ⅰ

■アパートローンの推進強化
・商品設計および審査基準等の見直し

・不動産活用ニーズの確実な捕捉

■ストラクチャード・ファイナンスの強化
・ストラクチャード・ファイナンス課新設

（2021年6月）

・アセットファイナンスの案件機会の捕捉

1,422
1,823

2,004 2,166

0

1,000

2,000

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末 2021年9月末

単位：億円

ストラクチャード・ファイナンス融資残高
※融資残高は未使用残高を含む

プロジェクトファイナンス
78%

アセットファイナンス
11%

仕組ローン
5%

買収ファイナンス
4%

ハイブリットローン
2%

（参考）2021年9月末残高割合

6,018 6,117 6,143

252
316

281

0

200

400

4,500

6,000

2020年度上半期 2020年度下半期 2021年度上半期 2021年度下半期
(予想）

単位：億円単位：億円 アパートローン残高および実行額
残高 実行額

コンサルティングとデジタルで感動を！

0
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３．事業戦略（個人営業）

顧 客 満 足 度 ナ ン バ ー ワ ン 戦 略Ⅰ

534 566 579 580 592 620

10,660 10,983 11,355 11,637 11,722 11,970 

11,194 11,549 11,934 12,217 12,314 12,590 

0

5,000

10,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
中間期

2021年度
（予想）

2022年度
（シミュレーション）

単位：億円

消費者ローン（平残）
住宅ローン 無担保ローン等

♦顧客のライフスタイルに合わせた提案の実践

134 148 204 213 220 230 1,076 774 726 754 750 730 

249 
275 230 272 360 400 

3,244 
3,272 3,202 3,179 3,250 3,360 

908 
720 772 801 770 800 

582 
815 1,089 1,205 1,241 

1,327 
6,193 6,004 6,223 6,424 

6,591 6,847 

0

2,000

4,000

6,000

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末 2021年9月末 2022年3月末
（予想）

2023年3月末
（シミュレーション）

単位：億円

預り資産残高
七十七証券(当行の仲介額控除後） 投資信託 保険 仕組債等(仲介) 公共債 外貨預金

コンサルティングとデジタルで感動を！

+5.9% +3.1% +3.3% +2.3% +3.1% +2.2%

※対前年比消費者ローン増減率(2021年度中間期は2020年度比)
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３．事業戦略（個人営業）

顧 客 満 足 度 ナ ン バ ー ワ ン 戦 略Ⅰ

■住宅取得ニーズの着実な捕捉
・住宅業者とのリレーション強化
・リテール相談拠点を中心とした推進強化
・ローンセンター7拠点（2021年10月時点）

3,851 3,684 
4,471 

766 490 
322 4,617 4,174 4,793 

508 

607 
544 

0

200

400

600

0

3,000

6,000

2020年度上半期 2020年度下半期 2021年度上半期 2021年度下半期
（予想）

単位：億円単位：戸

宮城県住宅着工戸数（持家・分譲）および住宅ローン実行額
うち戸建住宅 うち新築マンション 住宅ローン実行額

4,434 
5,674 

4,438 

1,351 
3,096 2,585 

30.5%

54.6%
58.3%

48.5%

77.8% 87.7%

10%

40%

70%

100%

0

3,000

6,000

2020年度上半期 2020年度下半期 2021年度上半期

単位：百万円

WEB完結型ローンの実績
無担保ローン実行金額 うちWEB完結型の実行金額

WEB完結型の実行割合（全体） WEB完結型の実行割合（マイカーローン）

56.1%

58.8%
61.0%

55%

60%

65%

2020年度上半期 2020年度下半期 2021年度上半期

（参考）ローンセンターの実行割合（住宅ローン）

■非対面チャネル拡充による
無担保ローンの取組強化

・顧客の属性（年代および性別等）や取引状況に
応じた非対面セールスの実施

・77WEBリレーションによるキャンペーン案内の実施

コンサルティングとデジタルで感動を！

新築マンション
約800戸
竣工見込
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３．事業戦略（個人営業）

顧 客 満 足 度 ナ ン バ ー ワ ン 戦 略Ⅰ

■ライフイベント毎のニーズに応じた商品提案
・本部、七十七証券と連携した提案型営業の実践

・ウェルスマネジメント室新設（2021年6月～）

・保険専用窓口等におけるワンストップでの営業の実施

・提案力向上に向けた人材育成の強化

・タブレット型端末を活用した預り資産販売体制の整備

3,879 5,089 6,419 6,851 
4,041 

7,186 
9,146 

10,387 
7,920 

12,275 

15,565 
17,238 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末 2021年9月末

単位：件
七十七証券の口座開設数（累計）

仲介口座 紹介口座

60000

70000

2021年3月末 2021年9月末

単位：先
預り資産保有先数

70,000

0

コンサルティングとデジタルで感動を！

6 7 4 7 17 30 
27 32 26 13 28 

29 

110 208 426 273 417 394 
799 642 

647 
454 

891 936 
696 628 491 

396 

640 538 
621 1,120 

1,694 

1,014 

1,539 
1,239 2,261 

2,638 

3,295 

2,159 

3,532 
3,166 

0

1,000

2,000

3,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度上半期 2021年度
（予想）

2022年度
（シミュレーション）

単位：百万円

預り資産関連手数料
七十七証券(当行の仲介額等控除後) 投資信託 保険 仕組債等(仲介) 公共債 その他
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３．事業戦略（生産性向上）

生 産 性 倍 増 戦 略Ⅱ チャネル改革と事務からの解放！

事務レス・デジタル化
の促進

（収益機会の創出）

物件費 ・ 人件費

トップライン

コンサルティング力
の強化

（経営資源の活用）

店舗内店舗化による
拠点網の適正化

（経営資源の集約）

276 270 267 259 254 

220 227 201 203 206 

32 35 
34 33 33 

528 532
502 495 493

73.28% 71.35%

62.27% 60.11% 60.30%

0%

30%

60%

0

500

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
（予想）

2022年度
（シミュレーション）

単位：億円

経費およびコアOHRの推移
人件費 物件費 税金 コアOHR

♦事務レス・デジタル化および経営資源のリバランスを通じた生産性の改善
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３．事業戦略（生産性向上）

生 産 性 倍 増 戦 略Ⅱ

31,164 
23,972 21,081 

14,007 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2005年度 2010年度 2015年度 2020年度

単位：件 宮城県内窓口利用件数 （一日平均）

2,826 2,846 2,791 2,742 

1,273 1,378 1,369 1,392 

4,099 4,224 4,160 4,134 

138 138 136 130 123 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末
（予想）

2023年3月末
（シミュレーション）

単位：人、店舗 総人員数および営業拠点数の推移
パートタイマー等 行員 営業拠点数（有人店舗数－店舗内店舗数）

200,067

285,261
375,796107

153

202

0

140

280

0

200,000

400,000

2020年度 2021年度上半期 2021年度（見込）

単位：人単位：時間

（参考)事務レス促進による創出効果（累計）
創出時間 創出人員（相当）

■事務レス促進等への取組み
・拠点網の適正化による適切な人員配置
・本部集中事務の拡大

・ サポートオフィス対象店舗拡大：22拠点/26ヵ店
・融資業務の本部集中拡大
・外国送金事務の本部集中拡大

・集金取次票の電子化（2021年8月～）
・仕向外国送金事前受付機能「SurFIN」の導入

（2021年11月～）

※一人あたりの勤務時間を1,860時間として算出

チャネル改革と事務からの解放！
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３．事業戦略（デジタル化の活用）

生 産 性 倍 増 戦 略Ⅱ

■非対面チャネルの拡充および
デジタル改革に向けた取組強化

・七十七銀行アプリのリニューアル（2021年8月）
・77WEBリレーションの利用推進
・「77 Big Advance」 導入（2021年5月）
・営業店窓口相談における店頭タブレット導入

（2023年1月より順次）
・ITリテラシーへの取組強化
・マネジメント層に対する行内セミナー開催
・「ITパスポート」の取得奨励

299 317

443

241
296

353

0

300

2020年9月末 2021年3月末 2021年9月末

単位：千件

個人IB契約先数・アプリDL数
個人IB契約件数 アプリダウンロード数

19,365 

21,004 
22,190 

15,000

20,000

2020年9月末 2021年3月末 2021年9月末

単位：件

法人IB契約先数

0

チャネル改革と事務からの解放！

（参考）店頭タブレットの利用イメージ



七十七銀行 |  2021年度中間期 31

３．事業戦略（成長支援）

864 877 

1,181 

1,400 

0

500

1,000

1,500

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度（予想）

創業期の事業者に対する成長支援件数

（件）

〈七十七〉スタートアップ・サポートデスクの設置（下記は支援内容等）

主な支援メニュー 具体的な支援内容

ご融資に関するご相談
創業関連制度融資のご案内や事業計画策定の
サポート

「創業応援パッケージ」の
ご活用

設立２年以内の法人のお客さまを対象に、事業
に役立つサービスをパッケージで提供

ビジネスマッチングに関する
ご相談

各種経営課題解決、販路開拓に向けたビジネス
マッチングのコーディネート

公的支援制度に関するご相談
各種補助金・助成金、公的支援機関の支援
メニュー活用サポート

クラウドファンディングに
関するご相談

当行提携先クラウドファンディングサービス
運営業者のご紹介、情報発信のサポート

日本政策金融公庫との協調
融資に関するご相談

協調融資スキームを活用した円滑な資金調達の
サポート

地 域 成 長 戦 略Ⅲ 地域の持続的成長を実現！

♦魅力ある地域を創造し、輝く企業の成長を支援

■スタートアップ企業等に対する支援体制の拡充
・〈七十七〉スタートアップ・サポートデスクの新設（2021年9月）
・「〈七十七〉TOKYO PRO Market 上場支援セミナー」の開催
・ベンチャーファンドなどを通じた資金供給支援の実施

当行および七十七キャピタルとの提携によるファンド実績

名称 ファンド総額
77ニュービジネスファンド 10億円

77ストラテジック・インベストメントファンド 20億円
七十七キャピタル第2号ファンド 20億円

713
（上半期実績）
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３．事業戦略（地域経済活性化）

「みやぎ広域PPPプラットフォーム（通称：MAPP）」の形成（2020年1月設立） ～官民連携の促進～

地 域 成 長 戦 略Ⅲ

みやぎ広域PPPプラットフォームコアメンバー
七十七銀行

七十七リサーチ＆コンサルティング
地方公共団体

（宮城県内は全市町村）

民間事業者
不動産・建設・商社・リース・ITサービス・コンサルティング・通信・メディア等

サポートメンバー
日本政策投資銀行

（東北支店 地域企画部）
シンクタンク

NPO法人、とうほくPPP/PFI協会等
東北大学、宮城大学等案件毎に個別に

サウンディング
情報発信機能官民対話機能

人材育成機能普及啓発機能

交 流 機 能実行支援機能

地公体

公共施設照明設備LED化事業

取組事例：公共施設のLED化支援（登米市、亘理町）

LEDメーカー 七十七リース 地元事業者

・プロポーザル事業受託
・リース契約・プロポーザル参加

・プロポーザル募集

取組事例：ガバメントクラウドファンディングを活用した資金調達
（大河原町）

地域の持続的成長を実現！

（画像出典：大河原町HP）
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３．事業戦略（人材育成）

企 業 文 化 改 革 戦 略Ⅳ 挑戦・自信・明るさの好循環！

専門人材の育成に向けた行外派遣等の状況（2021年9月末時点）

分 野 派遣者数 主な派遣先

デジタル 2名 Japan Digital Design㈱
MEJAR Digital Innovation Hub

ソリューション 12名 日系金融機関国内拠点、地元民間企業、
国内大学院、地域経済活性化支援機構 等

国際・ネットワーク 7名 日系金融機関海外拠点、日本貿易振興機構、
宮城県大連事務所、海外金融機関 等

地方創生 2名 宮城県、東北観光推進機構
その他 101名 グループ会社等
合 計 124名

■専門性を有する人材の育成

「顧客・地域に役立つ『専門性を有する人材』
を増加させる」ため、行外派遣等を実施しています。
引き続き、各分野における専門人材の育成に
注力し、取引先のニーズに対応していきます。

13.4 13.6
18.0 

30.0 

0

10

20

30

2021年3月末 2021年9月末 2025年度
（中間目標）

2030年度
（目標）

単位：% 管理職に占める女性の割合

■女性のさらなる活躍推進
「女性の活躍なくして当行の発展なし」という

考えのもと、女性のキャリア開発支援や仕事と
出産・育児の両立支援制度の拡充等に積極的
に取り組むことで更なる企業価値の向上に努めて
いきます。

♦多様性の進展とチャレンジ精神の醸成

（取組事例）女性キャリアアッププログラムの開催
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３．事業戦略（チャレンジ精神）

企 業 文 化 改 革 戦 略Ⅳ

経営陣による「Vision 2030」の説明会を実施
今年度よりスタートした新経営計画「Vision 2030」の理解を進め、企業文化の改革を図るため、頭取および担当役員

（専務取締役、常務取締役）による説明会を開催し、活発な意見交換を実施しています。
〈説明会に参加した行員からのアンケート内容〉
※アンケートは無記名で実施

・頭取が直接行員に向けてメッセージを伝えたことにより営業店の
士気が高まった。

・若手行員として、様々なことにチャレンジし、「守る」姿勢では
なく、常に「攻め」の姿勢で業務に取り組み、日々成長して
いきたい。

・女性管理職の増加に向け、女性一人ひとりの意識改革を行う
必要があることを感じた。

行内ビジネスコンテストの開催
チャレンジ意欲および変革意識の醸成を図るため、ビジネスコンテストを開催しました。
若手行員からも多数の応募があり、企業文化改革への理解が深まっています。

ビジネスコンテスト応募総数 170件
ビジネスコンテスト入賞数 7件

実施回数：164回（頭取および担当役員）（2021年10月末時点）

（参考）

※応募総数に占める入行5年目までの応募割合:約20%

挑戦・自信・明るさの好循環！
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３．事業戦略（有価証券運用）

種類別構成割合の推移（償却原価ベース）

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2020年3月末 2021年3月末 2021年9月末 2022年3月末
（予想）

2023年3月末
（シミュレーション）

株式

外債

投信等

社債

地方債

国債

■有価証券運用体制の強化
・分散投資を通じた収益機会の拡大
および成長分野・ESG投資への取組み
推進とリスク管理の強化

・国内外の外部機関への行外派遣を
通じた人材育成

・証券アナリスト資格取得の推進
資格保有者数：11名

10年後のポートフォリオイメージ
♦有価証券ポートフォリオ：3兆円
♦有価証券全体利回り※：1.00%

※利息配当金、投資信託解約益、国債等債券損益、株式等関係損益および金銭の信託運用損益を合算した損益ベースの利回り

♦株式・リート、海外資産のポートフォリオ構成比率：2020年度比で2倍程度

国 債 15.9% 9.2% 8.6% 8.9% 9.0%
地 方 債 26.1% 30.4% 31.5% 31.9% 31.6%
社 債 33.8% 34.4% 33.7% 31.7% 29.6%
投 信 等 17.8% 18.5% 20.3% 21.1% 23.1%
外 債 4.2% 5.0% 3.4% 3.9% 4.2%
株 式 2.3% 2.4% 2.5% 2.5% 2.6%

2023年
3月末

（シミュレーション）

2022年
3月末

（予想）

2020年
3月末

2021年
3月末

2021年
9月末
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３．事業戦略（グループ戦略）

新会社の設立
2021年12月、投資専門子会社「七十七パートナーズ株式会社」を設立しました。これまで培ってきた「強み」を活かすと

ともに、銀行業を核としながら収益源の多様化に向けた取組みに注力していきます。

会社名：七十七パートナーズ株式会社
住所：仙台市青葉区中央三丁目3番20号

（当行本店5階）
資本金：100百万円
出資比率：当行100%
設立日：2021年12月9日

設立の目的

多様化する地域企業の課題解決に向け、当行グループとして、経営権
取得を伴うマジョリティ投資により、従来以上に踏み込んだコンサルティング
機能を発揮するとともに、地域の持続的な発展を「地域のヒト・モノ・カネ」
で支えるプラットフォームを構築します。

七十七銀行

七十七
リース

リース債権・割賦債権残高
270億円

(2021年3月末）

七十七
キャピタル

投資実行累計額
2,485百万円

（2021年3月末）

七十七
証券

預り資産残高
（当行の仲介額控除後）

1,089億円
（2021年3月末）

七十七
R&C

コンサル・受託調査案件数
94件

（2020年度）

七十七
信用保証

住宅ローン保証残高
8,687億円

（2021年3月末）

七十七
カード

ショッピング取扱高
866億円

（2020年度）
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３．事業戦略（Vision2030の進捗状況）

※①

※②

（2020年度比）

（2019年度比）

（2019年度比）

（2020年度比）

2020年度
実績

2021年9月
実績

2021年度
見込

2025年度
中間目標

2030年度
なりたい姿

当期純利益（連結） 165億円 122億円 200億円 210億円 280億円
自己資本比率（連結） 10.39% 10.38% 10.10% 10%以上 10%以上
コアOHR 62.27% 55.80% 60.11% 50%台後半 50%台

2020年度
実績

2021年9月
実績

2021年度
目標

2025年度
中間目標

2030年度
なりたい姿

ー ー ー +5% +10%
（56%） ー ー （59％） （62%）

宮城県外の法人貸出先数 ー 1.02倍 1.03倍 1.20倍 1.50倍
宮城県内の預り資産保有世帯割合 14% ー ー 17% 21%以上
宮城県内の当行ローン利用率 12.6% 12.6% ー 17.0% 20.0%
グループ全体の当期純利益 16億円 9億円 16億円 20億円 30億円
本業にかかる労働生産性※② 8百万円 ー ー 13百万円 16百万円
営業店事務量 ー ー ▲20% ▲50% ▲50%

非対面チャネル利用率 （法人）11%
（個人）11%

（法人）12%
（個人）13%

（法人）12%
（個人）13%

（法人）20%
（個人）20%

（法人）30%
（個人）30%

創業期の事業者に対する成長支援件数 1,181件 713件 1,400件 2,000件 3,000件
ＣＯ２排出量 12,197ｔ 5,402ｔ 11,500ｔ 10,000ｔ 9,069ｔ
管理職に占める女性割合 13.4% 13.6% 14.0% 18.0% 30.0%

※①㈱帝国データバンク調
※②（貸出金利息+役務取引等利益-預金等利息-経費+人件費+減価償却費）/従業員数（パートタイマーは0.4人換算）

その他項目

宮城県内のメインバンク比率
（メインバンク動向調査）※①

１．財務基盤の強化（キーファクター）

２．ＫＰＩ

☑新事業・新分野のプロジェクトを10件立ち上げる（2023年度までに実施）
☑宮城県における経済成長率の向上を支援する
☑宮城県内における地域開発プロジェクトへの関与100%を目指す
☑「チャレンジ精神の醸成」につながる様々な取組みを実施する
☑顧客・地域に役立つ「専門性を有する人材」を増加させる

(2019年度）

(2019年度）
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04 ESG・SDGｓ



七十七銀行 |  2021年度中間期 39

４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓ

七十七グループのＳＤＧｓ宣言

～もっと、ずっと、地域と共に～

創業より受け継がれる「地域の繁栄を願い、地域社会に奉仕する」という行是の理念に則り、グループ全体でＳＤＧｓ
（持続可能な開発目標）の達成に向け取り組むことで、地域の未来を創造し、持続可能な社会の実現を目指す。

特定事業者等に対する融資方針

■環境課題 ■社会課題
１．環境保全 １．人権侵害の防止
２．低炭素社会への移行 ２．非人道兵器の排除

１．地域経済の活性化
２．地球温暖化・気候変動への対応
３．一人ひとりの活躍支援
４．ガバナンスの高度化

2020年7月
公表 TCFD提言への賛同 2021年7月

表明

■ガバナンス
積極的に審議等を行うため、委員会の設置等を検討
■戦略
低炭素社会への移行をファイナンスの側面からサポート
■リスク管理
気候変動にかかるリスク管理体制の構築を図る
■指標と目標（2030年度目標）
七十七グループのCO2排出量を2013年度比46%削減

「サステナビリティ推進室」の新設

「Vision 2030」で掲げる地域と七十七グループの持続的な成長の実現に向けてサステナビリティに係わる企画・立案
体制の強化を図る観点から、総合企画部内に「サステナビリティ推進室」を新設。
「七十七グループのＳＤＧｓ宣言」で掲げる４項目をマテリアリティと位置付け、当行および地域・顧客の経済的価値

および社会的価値の向上に取組んでいく。

2021年12月
新設



七十七銀行 |  2021年度中間期 40

４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓ

「Vision 2030」で掲げている「なりたい姿」の実現に向けて、「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」に対する取り組みを
更に強化するため、「七十七グループのＳＧＤｓ宣言」に基づき、「ＳＤＧｓ実践計画」および関連する項目にかかるＫＰＩを
策定（2021年10月）。

2021年度「ＳＤＧｓ実践計画」
１．地域経済の活性化

内 容
（１）お取引先に対するＳＤＧｓ

の実践支援

（２）創業・スタートアップ企業
の成長支援

（３）地域経済エコシステムの
構築

（４）新事業・新分野の開拓

（５）地域との交流を通じた社会
貢献

（６）非対面チャネル等を通じた
金融サービスの利便性向上

３．一人ひとりの活躍支援

内 容
（１）挑戦的な企業文化の確立に

向けた人事制度の見直し

（２）価値観の多様化に応じた
柔軟な働き方の導入

（３）ダイバーシティ＆
インクルージョン意識の啓蒙
と浸透

（４）人的資本や知的財産への
投資

２．地球温暖化
気候変動への対応

内 容
（１）環境保全活動

（２）「環境・社会への配慮を要する
事業等に対する融資方針」に
即した融資の継続

（３）お取引先の災害対策支援

（４）環境・社会分野への投融資の
拡充

４．ガバナンスの高度化

内 容
（１）ＴＣＦＤ提言に即した行内

態勢の構築

（２）行内におけるＳＤＧｓへの
取り組み意識向上

（３）サステナビリティを巡る課題へ
の対応に対する取締役会の
関与強化

（４）法令等遵守態勢の強化

（５）反社会的勢力への対応態勢
の強化

（６）マネー・ローンダリング等防止
態勢の強化

〈ＫＰＩ（～2030年度）〉
項 目 ＫＰＩ

サステナブルファイナンス累計実行額（地域活性化や持続可能な社会の実現に資する投融資） 1.2兆円

ＣＯ２排出量（2013年度比） 46%削減

管理職に占める女性の割合 30.0%

創業期の事業者に対する成長支援件数 3,000件

項 目 ＫＰＩ

新事業・新分野のプロジェクト立上げ件数（’23年度まで） 10件

宮城県の経済成長率向上 国の成長率＋0.1pt

金融教育提供者数（累計） 70,000名

ＳＤＧｓに関するセミナー開催回数／参加人数（累計） 100回／5,000名
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４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓ

2021年9月、合同会社DSソーラープロジェクト宮城栗原に対し、
シンジケート・ローンによるプロジェクトファイナンスを組成致しました。
本事業は、宮城県栗原市において敷地面積約50万5千㎡の土地を

活用して行われている太陽光発電事業で、再生可能エネルギー固定
価格買取制度（FIT）を活用した全量売電を行っております。

■大規模太陽光発電設備に対する融資
ＥＳＧ・ＳＤＧｓ関連の取組事例と主な実績

※１.再生可能エネルギー関連融資は震災後から2021年9月末までの累計 ※2.私募債は商品取扱開始から2021年9月末までの累計 ※3.地域ESG融資促進利子補給事業の活用支援は
2021年9月末までの累計 ※4.グリーンボンド等、債券の購入およびサステナビリティ・リンク・ローンは2018年4月から2021年9月末までの累計

完成イメージ（実際は写真の40倍相当の設備規模）

■再生可能エネルギー関連融資※１ 375件/1,775億円
■77ESG私募債※２ 66件/79億円
■社会貢献私募債（寄付型）※２ 439件/360億円
■地域ESG融資促進利子補給事業の活用支援※３ 7件/9億円
■サステナビリティ・リンク・ローン※４ 4件/27億円

■グリーンボンド※４ 45件/399億円
■サステナビリティボンド※４ 16件/85億円
■ソーシャルボンド※４ 26件/169億円
■サステナビリティ・リンク・ボンド※４ 3件/6億円
■CO2排出量（2020年度） 12,197t

■当行のSDGｓ関連商品

・「７７ＳＤＧｓ関連サービス」の取扱開始
2021年10月、中小企業に対する「ＳＤＧｓ」の普及

および取組み支援等を目的とした、「７７ＳＤＧｓ支援
サービス」および「７７ＳＤＧｓ支援ローン」の取扱いを
開始。

・「７７ＳＤＧｓ私募債」の取扱開始
2021年12月、企業の「ＳＤＧｓ」への取組み支援を

加速させる観点から、「７７ＳＤＧｓ私募債」の取扱い
を開始。
手数料の優遇が受けられる企業応援型と社会貢献

分野等に寄贈等を行う寄付型の２種類から顧客が選択
する。
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４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓ

宮城県女性のチカラを
活かす企業認証制度
「ゴールド認証企業」

次世代育成支援対策
推進法にもとづく特例認定

「プラチナくるみん」

当行の取組みにかかる外部評価

女性活躍推進法にもとづく
一般事業主認定

「えるぼし（3段階目）」
※ 株式会社七十七銀行のMSCI指数への組入れ、MSCIロゴ・商標・サービスマークまたは指数名称の使用
は、MSCIまたはその関連会社による株式会社七十七銀行への後援、保証、販売促 進ではありません。
MSCI指数はMSCIの独占的財産です。MSCI指数の名称およびロゴはMSCIまたはその関連会社の商標ま
たはサービスマークです。

女性活躍推進に優れた企業を選定する
「MSCI日本株女性活躍指数」の構成

銘柄に採用（2021年6月時点）

③ ④ ⑤① ②

〈ダイバーシティ推進にかかる基本方針〉（2018年4月制定）
職員一人ひとりの多様性を尊重し、新たな価値や発想を生み出すことにより、企業価値の向上につなげる、ダイバーシティを推進していきます。

１．いきいきとした職場風土の醸成
職員の自律的なキャリア形成意識を大切にし、互いの個性を尊重することにより、職員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場風土を醸成します。

２．ワークライフバランスの実現
職員がそれぞれのライフスタイルに合わせ、やりがいや充実感を持って働くことができるよう職場環境の整備を図ります。

３．企業価値の向上
時代や環境の変化に柔軟に対応した、ダイバーシティ推進への継続的な取組みを図ることにより、新たな価値や発想を生み出し、組織の競争力を高めます。

「健康経営優良法人2021
（ホワイト500）」

ダイバーシティ&インクルージョンへの取組

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
月間一人平均時間外

休日勤務時間数 14時間22分 13時間59分 13時間50分 12時間37分

年次有給休暇取得率 73.2% 73.8％ 73.0％ 73.0％
男性育児休業取得率 100% 100％ 100％ 100％

男性育児休業取得者数 79名 76名 72名 81名

〈参考〉ダイバーシティに関連した数値実績
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４．ＥＳＧ・ＳＤＧｓ

各種委員会による組織の活性化

・コンプライアンス委員会
・内部統制委員会
・執行役員会（2021年6月）
・ＡＬＭ・収益管理委員会
・震災復興・金融円滑化推進委員会
・デジタル戦略検討委員会
・事務レス促進委員会
・シニアサービス・サポート検討委員会

リスクマネジメントの強化および時代の変化を踏まえた施策
を検討することを目的として、組織横断的かつ役員・担当者
から構成される各種委員会を設置しています。

業務執行体制の強化等、コーポレートガバナンスの更なる充実を通じて企業価値の向上を図る。

社外取締役の推移

26.3%
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業務執行体制の強化

2014年に執行役員制度を導入して以降、執行役員の
増員等により、業務執行にかかる機能の強化・迅速化を
図っています。
執行役員による業務執行体制の更なる強化を図るため、

2021年6月に「執行役員会」を設置しました。

■執行役員会の設置

社外取締役の選任等を通じて、実効性の高いコーポレート
ガバナンス体制を構築しています。
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５．ＥＳＧ・ＳＤＧｓ

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、地域奉仕を実践しています。

社会福祉への貢献金融教育の支援スポーツの振興

金融資料館の運営 七十七愛の募金会による募金運動部の活動を通じた
地域のスポーツ振興

環境問題への取組み 文化活動の後援地域との交流

お子さま向け金融教育サイトの提供

森林保全活動 地域の清掃活動 各種文化活動への協賛
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七十七銀行 総合企画部 企画課・主計課
TEL： 022-267-1111（代表）
URL： https：//www.77bank.co.jp/

本資料の将来の業績に関わる記述については、

その内容を保証するものではなく、経営環境の変化等

による不確実性を有しておりますのでご留意ください。
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