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経営理念と行是行訓

 

経営理念
福岡県内を営業地盤に中小企業専門金融機関としての使命と役割に徹し、

地域社会とともに発展する。

行  是
われわれは自助の精神に徹し、自らを育て、銀行を育て、
地域になくてはならない福岡中央銀行にしよう。

行  訓
われわれは常に福岡中央銀行の代表である。

地元に親しまれ信頼される銀行員となり、中小企業専門金融機関としての使命に邁進する。

C O N T E N T S 当行の概要

創 立 1951年6月
商 号 株式会社 福岡中央銀行
（THE FUKUOKA CHUO BANK, LTD.）
本店所在地 福岡市中央区大名二丁目12番1号
資本金 40億円
預 金 4,617億円（譲渡性預金含む）
貸出金 3,874億円
従業員 468名
店舗数 41店舗（支店39・出張所2）
ホームページURL
https://www.fukuokachuo-bank.co.jp

本冊子は銀行法第21条に基づいて2020年3月期
の業務および財産の状況を説明する資料です。

まず自らを育てよう 顧客に満足を
与えよう

信頼される仕事
をしよう

勇気ある開拓者
となろう

銀行と共に前進
しよう
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マスコットキャラクター　MUSBO（ムスボ）

MUSBO（ムスボ）は、「結ぼ！」です。
“今日と明日をムスボ”
“あなたと暮らしをムスボ”

“あなたとあの人の、笑顔と笑顔を、ムスボ”
そんな思いを込めて、名付けました。

（2020年3月31日 現在）
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2020年7月

取締役頭取　

皆さま方には、平素より私ども福岡中央銀行を

格別にお引き立ていただきまして誠にありがとう

ございます。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に

よる影響を受けられた方々および豪雨被害を受

けられた方々に謹んでお見舞い申し上げます。

当行は、経営理念に掲げている「中小企業専

門金融機関としての使命と役割」を果たすべく、

いかなる経済環境下であっても、地域経済を

担われているお取引先の支援に全力を尽くして

まいります。

頭取メッセージ

経営環境
　我が国の景気は、内外における新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により、きわめて厳しい

状態にあります。現時点において収束時期等

を正確に予測することは難しく、影響が長期

に亘ることも想定しておく必要があると認識

しております。また、当行の営業基盤である福

岡県は、豪雨被害にも見舞われました。このよ

うな危機的な経済環境の中だからこそ、お取

引先に寄り添った金融サービスをスピーディー

に提供していくことが、地域金融機関の使命

であるとの認識の下、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響およびこの度の豪雨被害を受

けられたお取引先の資金繰り支援に最優先で

取組んでおります。

第11次中期経営計画の総仕上げ
　2018年4月にスタートした、2021年3月ま

での3か年を計画期間とする第11次中期経営

計画では、当行の本質的な価値や競争力を高

め、地域から信頼され選ばれ続ける銀行になる

ために、4つの基本方針を掲げ、その第一に「地

元中小企業のニーズに寄り添ったサービスを提

供し、共に喜び、共に発展する」ことをあげてい

ます。

　我が国においては、人口減少・高齢化の進展

や急速なデジタル化等により社会構造が大き

く変化し、お客さまのニーズや価値観も多様化

しています。こうしたなか、最終年度となる本

年度は、「顧客本位の金融サービス」をさらに

進化させ、総仕上げの年としてまいります。

ソリューション営業の強化
　地域の企業の発展は、地域金融機関の持続

的な成長に不可欠であると考え、「中小企業専

門金融機関」として、これまでもM＆Aや事業

承継支援等お取引先の課題解決に積極的に取

り組んでまいりました。2020年4月には本部
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のソリューション部門の人員を増強し、お客さ

まとの対話を起点とした深度あるコンサルティ

ングを実施する体制を整えました。また、ウェ

ブ上で商談等が可能な経営支援クラウドサー

ビス（Fukuoka Big Advance）を導入しま

した。こうした非対面のツールも活用し、アフ

ターコロナの産業構造の変化を見据えて、長期

的な観点で適切な助言・提言を行い、地域社会

の活性化をリードしてまいります。

デジタル化への取り組み
　2019年4月に「フィンテック推進室」を新設

し、情報通信技術を活用した多様な金融サービ

スの提供を目指して、複数のフィンテック企業

との連携（オープンＡＰＩ）を進めてまいりまし

た。また、スマートフォンによるキャッシュレス

決済にも対応し、お客さまの利便性向上も図っ

ております。2020年4月には、「フィンテック

推進室」を発展させ「デジタル企画室」を設置

いたしました。非対面チャネルの拡充などによ

るお客さまの満足度向上に加えて、業務の効率

化による生産性向上にも注力してまいります。

人材の育成・女性活躍推進
　選ばれ続ける銀行になるために、専門的知

識を有した人材の育成が重要な経営課題と位

置付けています。融資人材育成プログラムに

基づきお取引先の事業モデルや技術力・将来

性などを的確に評価できる人材や、資格取得

の奨励等によりお客さまの最適な資産形成を

アドバイスできる人材の育成を計画的に進め

ております。

　女性活躍推進の分野では、融資渉外担当への

配置など女性の活躍するフィールドを拡げてま

いりましたほか、2020年4月には支店長への登

用も実現いたしました。また、福岡県「子育て応

援宣言」に登録し、男女問わず、働きやすく、働

きがいのある職場づくりにも努めております。

ガバナンスの強化
　2019年6月に監査等委員会設置会社へ移

行することにより、監査等委員である取締役に

取締役会における議決権を付与し、取締役会

の監督機能を強化しました。また、執行役員制

度を導入し、執行役員が責任を持って担当部門

の業務執行にあたる体制とすることにより、取

締役会がより実効性の高い経営の監督機能を

担うとともに、経営陣による迅速な意思決定を

行ってまいりました。

　コンプライアンス面では、引き続き、健全で風

通しの良い企業風土の醸成に努めております。

また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供

与対策では、「犯罪収益移転防止協議会」を設

置し体制を強化いたしました。

　内部監査では、2019年4月にリスクベース監

査に移行し、監査の高度化を進めております。

経営体力の充実
　地域金融機関としての使命と役割を果たし

ていくためには、安定的な財務基盤の強化が

必要と考え、地域の皆さまのご支援・ご理解の

下、2020年3月に第三者割当方式での優先株

式を発行いたしました。30億円の増資により、

8％以上の自己資本比率を確保しております。

増資によって得た経営体力を活かして、今後と

も、金融仲介機能を発揮し、地域社会への持続

的な貢献を続けてまいります。

次期中期経営計画に向けて
　2021年度より次期中期経営計画がスタート

いたします。また、2021年度は6月に当行創立

70周年を迎える節目の年でもあります。これ

からも地域になくてはならない銀行として役職

員一同、力を合わせて地域社会の持続的な発

展に貢献してまいります。

　今後ともご愛顧・ご支援を賜りますようお願

い申し上げます。
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