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地域社会の発展を常に考え行動すること
これが私たちの事業です。
私たちは地域の一員としての責任を自覚し、広く皆さまとの信頼関係を
深め、地域繁栄の担い手になりたいと考えています。そのために金融
サービスの向上に努め、さらに活動分野を拡げながら健全な成長を続
けます。そして産業・文化の発展と豊かな生活づくりのお役に立ちたい
と願っています。

お客さまとの創造的な関係を深めること
これが私たちの仕事の原点です。
私たちはお客さまとの心のきずなを大切にし、お客さまにとって何が最
良なのかを考え創りだしていきます。そのために何をすればよいのか、
私たちの仕事はここから始まります。 お客さまとともに未来を築いてい
く、これが私たちの願いです。

よき企業人であるためによき市民であること
これが私たちの活動の基本です。
私たちはよき市民でありたいと思います。それが皆さまから共感と信頼
を得られる第一歩となります。そのために良識を大切にし、社会におけ
る役割を積極的に果たしてまいります。 私たちはよき市民として日々の
仕事に取組んでいきます。

一人ひとりの顔が見える表情豊かな組織であること
これが私たちの大切にする企業風土です。
私たちは個性を生かした活力あふれる組織を創ります。そのためにお互
いの人間性を尊重し、充分な能力発揮の機会と的確な評価を大切にし
ます。そして働きがいのある企業風土を培っていきます。
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頭取メッセージ

　平素は群馬銀行をご利用、お引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。当行は、1932 年の設立

以来、さまざまな社会・経済の変遷のなか地域のリーディングバンクとして地域社会の発展を常に考えて行動す

るとともに、経営体質の強化に努め、今日の基盤を築いてまいりました。これもひとえに皆さまの温かいご支援

の賜物と深く感謝しております。

　最近の経済情勢をみると、国内では、緩やかな景気回復が続いているものの、海外の通商問題などにより不確

実性が高まっています。金融面では、マイナス金利政策の長期化による貸出金・有価証券運用の利鞘の縮小や、

異業種からの新たなプレイヤーの参入による競争激化など、金融機関を巡る経営環境は厳しさを増しています。

また、人口動態をはじめとして、日本社会は大きな構造変化の過渡期にあり、我々金融機関は様々な脅威や課題

に直面しています。

　一方、昨今のデジタライゼーションの進展は、個人のライフスタイルや企業のビジネスモデルに劇的な変化を

もたらしており、我々金融機関にとっても、テクノロジーの進化が金融サービスの革新や抜本的なコスト削減など

の可能性を高め、新たなチャンスを創出するものと考えています。

　そのような環境認識の下、我々は、地域経済活性化への主体的取組み、収益構造の抜本的な転換、事業承継

のような顕在化するニーズへの対応、デジタル技術の活用やフィンテック企業との連携など、諸課題に対して着実

に手を打ち、成長の機会を捉えていこうと考えています。

　2019 年４月にスタートした、2022 年３月までの３か年を計画期間とする中期経営計画「Innovation 新次元

～価値実現へ向けて～」では、過去６年間にわたり取組んできた「価値ある提案」を礎に、その提案価値を実現

させることに主眼を置き、めざす企業像を「金融サービスの革新により、お客さまニーズに応え、価値を実現す

る地域金融グループ」としました。そして、めざす企業像を実現するための基本方針には、「３つの改革による経

営プラットフォームの転換」と「ビジネスモデルの進化による高度な価値実現」を掲げ、それぞれに戦略テーマ

を設定しています。これらの戦略テーマのもとで、従来からの延長ではなく非連続な変化に取組み、グループ会

社との連携も拡充しつつ、個々のお客さまの真のニーズに応えられる質の高いコンサルティングを実践し、収益構

造の抜本的な転換（新次元）をめざします。

　また、さまざまな環境・社会課題が深刻になる中、2019 年２月に「群馬銀行グループ SDGｓ宣言」を制定し、

企業理念やSDGｓ宣言にもとづく事業活動を通じて環境 ･社会課題解決への貢献をめざしています。そうした取

組みや中期経営計画の諸施策を展開することで、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努め、地域社会、

お客さま、従業員ならびに株主・投資家の皆さまなど、各ステークホルダーの方々への責任を果たしていきたい

と考えております。

　金融機関は内外でさまざまな課題が山積し、厳しい時代が続いています。そうした中、頭取として、地域社会

の発展と当行の成長を実現させていく使命を担うこととなりました。

　私は、厳しい時代だからこそ、それに向かい挑戦することに大きな価値があると思います。ビジネスパーソンに

とって、多くの課題に挑戦できる機会があることは、喜びであり、そういった意味では、地域金融機関で働く私た

ちにとっては恵まれた時代だと感じ、一つひとつの課題を着実にクリアし、新たな次元に向けた挑戦を続けていき

ます。

　最後になりますが、皆さまには、今後とも温かいご支援を賜りますよう、心からお願い申しあげます。

 2019 年６月25日　

 代表取締役頭取　

経営プラットフォームの転換と

ビジネスモデルの進化を図り、

金融サービスの革新により

お客さまニーズに応え、

価値を実現する

地域金融グループをめざします。

代表取締役 頭取
深井 彰彦
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《計画期間：2019年4月から2022年3月までの3年間》

　当行は、「2013 年 中期経営計画 V-プラン ～価値提案銀行への進化～」から「2016 年 中期経営計画Value for 
Tomorrow ～価値ある提案を明日に向けて～」にわたる6年間において、「価値ある提案」を基本コンセプトに、お
客さまへ当行ならではの提案を行いサポートすることで、地域とお客さまとともに成長することをめざしてきました。
　本計画では、社会情勢の変化を踏まえ、これまで6年間取組んできた「価値ある提案」を礎として、その提案価値
を実現することに主眼を置き、提供するサービスの革新により、「価値を実現する金融グループ」への発展をめざし、
名称を「Innovation 新次元」としました。

考え方について

めざす企業像
金融サービスの革新により、

お客さまニーズに応え、価値を実現する地域金融グループ

持続可能な地域社会の発展 未来へつづく豊かな生活

安定した収益と将来にわたる健全性

日々の業務における活動の目線やその行動様式（プロセス）、お客さまとの接点（チャネル）を戦略に適合させるとともに、
企業理念を根本とした行員のモチベーション向上を伴うワークスタイル･キャリア（人材）の変革に取組む。

３つの改革による経営プラットフォームの転換

ビジネスモデルの進化による高度な価値実現
新次元

Innovation

2019年　中期経営計画
Innovation 新次元
(2019年4月～2022年3月)

群馬銀行グループ
SDGs宣言
(2019年2月制定)

お客さまの成長支援

経営体質の強化 グループ総合力発揮地域産業育成･事業承継

人材改革プロセス改革

お客さまの資産増加

チャネル改革

BG

■めざす企業像

めざす企業像と基本方針

金融サービスの革新により、お客さまニーズに応え、価値を実現する地域金融グループ

2019 年中期経営計画
「Innovation 新次元」～価値実現へ向けて～

■2つの基本方針

Innovation 新次元

3つの改革による経営プラットフォームの転換
①私たちの日々の業務における活動の目線やその行動様式（プ
ロセス）、②お客さまとの接点 (チャネル )、そして③企業理念
を根本とした行員のモチベーション向上を伴うワークスタイル・
キャリア(人材 )の 3つの変革 (Innovation) に取組み、新た
な戦略に実効性を伴わせるための構造改革を行います。

ビジネスモデルの進化による高度な価値実現
これまで培ってきた「価値ある提案」を引き継ぎつつ、従来か
らの金融サービスの延長ではなく、個々のお客さまの真のニー
ズに応えられる質の高いコンサルティングを実践することで、
お客さまにとって最良な「価値実現」を追求するとともに、収
益構造の抜本的な転換 (新次元 )をめざします。

《中期経営計画骨子》
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地域経済活性化に向けた取組み

　当行では、「経営理念」に「地域社会の発展を常に考え行動すること」や「お客さまとの創造的な関係を深めること」
を掲げており、この経営理念を踏まえて策定している中期経営計画の諸施策を着実に展開していくことが「地域経
済の活性化・地方創生」に繋がり、「地域密着型金融の推進」であると考えています。

ぐんぎん
経営倶楽部

ビジネス情報の
配信と提供

講演会の
開催

ぐんぎん
経営塾の開講

セミナー／
勉強会の開催

ぐんぎん
Business Report

（毎週水曜日 計49回配信）

第6期塾生24名
（第1期～第5期修了）

（124名）

第４回講演会（2019.2.5）
テーマ「日本のこれから、
日本人のこれから」
講師：藤原 正彦 氏

（お茶ノ水女子大学名誉教授）

セミナー／勉強会
20テーマ／参加981名

ぐんぎん経営倶楽部を通じた地域活性化の取組み
　当行では、法人向け会員組織「ぐんぎん経営倶楽部（入会金・年会費
無料）」を通じ、定期的に経営に有益な情報を発信しております。また、
各種イベントを開催し、新たな情報提供や人脈形成の場を提供しています。
　こうした企業経営のサポートを通じ、地域経済活性化に取組んでいます。
なお会員数は、12,067 先となりました。
　また、「ぐんぎん経営塾」の開講を通じて、次世代を担う後継者の育成
に努めています。 

2019/3末2017/3末

会員数（先数）の推移
12,067

8,556

2018/3末

10,216

　地方創生推進窓口責任者（営業店長）と本部関連部署の連携強化により、地方公共団体に対する支援を積極的に行っ
ており、特に包括連携協定締結先へは、企業誘致、定住促進、雇用創出、観光促進等の具体的な提案を行い、地方
公共団体と一体となって地方創生に取組んでいます。

地方自治体との連携の取組み

協定締結済の自治体……群馬県、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、藤岡市、安中市、みどり市、下仁田町、大泉町

経営塾（懇親会） 経営塾（頭取講話） セミナー
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　当行では、様々なライフステージにある企業の経営課題を支援するためのコンサルティング機能の充実に努め、
専門性の高い人材を配置しています。

企業のライフステージに応じたコンサルティング機能

創業期 成長期 成熟期 衰退期・事業再生

中小企業活性化支援サービス　ぐんぎん経営倶楽部　補助金デスク
地域連携事業

経営革新等支援機関との連携
事業性評価に基づく最適なソリューション提供

地域活性化ファンド
国際業務支援

事業承継・M&A（企業合併・買収）
ビジネスマッチングサービス
シンジケートローン　私募債による社債発行支援

産学官連携 ぐんま中小企業再生ファンド
DDS（資本性借入金）

創業支援

　当行では、企業の資金調達や個人の資産運用において、SDGsの達成に貢献できる私募債や投資信託商品を取り
揃え、お客さまのSDGs 達成への貢献ニーズにも応えています。

事業を通じて持続可能な社会づくりを促す取組み

《ぐんぎん SDGs 私募債等の発行支援》

　当行が受領する私募債発行手数料の一部を、学校や自治体等へ又は SDGs
の取組みを行う団体等へ寄付・寄贈する私募債の取扱いにより、お客さまの資
金調達において、SDGs 達成への貢献ニーズに応えています。
　2019 年 4月には、SDGs 達成に貢献する事業を行う企業 (*) の手数料優遇
等を行う私募債の取扱いを開始しました。
（*）SDGs 達成に貢献する事業会社 

群馬県の認定「経営革新、環境GS」、環境省の
認定「エコアクション21」、国際標準化機構の
ISO認定等を得ている企業

2019 年 3月末
発行累計額 610 億円
寄付・寄贈累計 286 件 44,578 千円

《自然環境・世界遺産の保護活動を支援する投資信託》

　当行と委託会社が受領する運用管理費用（信託報酬）の一部を保護
団体等へ寄付する投資信託を取り揃え、お客さまの資産運用において、
SDGs 達成への貢献ニーズにも応えています。

2019 年 3月末
寄付累計額 19,582 千円

「富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド」
○商品の愛称 : 群馬の絹遺産
○寄付先 : 群馬県世界遺産・ぐんま絹遺産継承基金

 「自然環境保護ファンド」
○商品の愛称 : 尾瀬紀行
○寄付先 : 公益財団法人尾瀬保護財団

地域経済活性化に向けた取組み
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　当行では、法人のお客さまの事業拡大のみならず、人事、総務、営業、リスク管理など、さまざまな顕在化してい
る経営課題や内在する経営課題の克服に向け、最適なソリューション提案（価値ある提案）を行い、その価値を実現
してはじめて、お客さまとの共通価値を創造できると考えています。
　そのために、経営者等との対話を重ね、経営課題に関する認識を共有するための「事業性評価」の取組みを強化し
ています。

事業性評価の取組み強化

コンサルティング営業の取組み

【事業性評価の実施体制】

産業クラスター別の
事業性評価

個社特性別の
事業性評価

本部

営業店

連携

〇 自動車関連産業等の調査･分析
〇 事業性評価実施による経営課題共有
〇 経営課題に対するソリューション

〇 事業性評価実施による経営課題共有
〇 経営課題に対するソリューション

外
部
機
関
・
専
門
家

連
携

【2019年中期経営計画目標】
事業性評価に基づいた
課題解決件数
1,500件

(2019～2021年度累計)

《プロセス評価の導入》

　事業性評価に基づく最適なソリューション提案の実現には相当な時間を要するものがあります。
　そこで、半期毎に実施している営業店の業績査定に事業性評価への取組プロセスを評価する「プロセス評価項目」
を盛り込みました。プロセス評価では、営業成績としての結果が出ていなくても、事業性評価への適切な取組過程が
評価されるため、営業店での腰を据えた本格的な取組みを促すと考えています。

TOPIC お客さまの声 事業内容を十分理解した対応に感謝。
今後も、よき理解者・相談相手として期待。

　群馬銀行との取引はまだまだ浅いのですが、取引開始以来、管理者不足に対す
る専門人材の紹介 (*)など、当社のさまざまな課題の解決にご協力いただきました。
そして何よりも、当社の事業内容を十分に理解した上での対応に感謝しています。
　今では、当社にとってなくてはならないメインバンクです。
　今後も、よき理解者・相談相手として期待しています。

　当社は『削りで人をしあわせに』を企
業理念に掲げ、自動車部品を中心とした
精密部品の切削加工を国内外で受注して
います。

（ * : 埼玉県プロフェッショナル人材戦略拠点の活用）
MKK 松本興産株式会社
代表取締役 松本 直樹

法人のお客さま向けの取組み
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コンサルティング営業の取組み

　2018年 10月の開業以来、営業店からの案件トス・アップは6か月間で100 件となりました。
　ニーズの高い事業承継をはじめとした様々な課題の解決に向けて、営業店担当者はコンサルティング営業部員や担
当コンサルタントとの協議、帯同訪問等を通じた実践的なスキルアップが図られるなど、当行としてのコンサルティン
グ水準の底上げに繋がっています。
　また、営業店・本部・ぐんぎんコンサルティング (株 )の連携により、ワンストップのコンサルティングサービスを
提供できる点が大きな強みとなっています。

《ぐんぎんコンサルティング（株）開業後の状況》

　お客さまの経営課題に対するコンサルティングにおいて、高い専門性を要する場合や複雑で難度の高い取組みになる
場合、お客さまの同意を得たうえで、当行グループのぐんぎんコンサルティング (株 )との連携・協働により、従前より
も幅広い経営課題へのソリューションをよりスピーディーに提案できるようになりました。
　ぐんぎんコンサルティング (株 )では、当行の持つ機能の活用や行員との協働など、密接な連携のもと、専門性をもつ
コンサルタントが最適なソリューションを提案し、経営課題の解決に向けた実行支援を行うとともに、必要に応じて、当
行グループ会社や地元の士業、外部専門機関等とも連携し、幅広いコンサルティングサービスの提供に努めています。

《専門性の高い案件へのコンサルティング》

幅広く厚みのあるコンサルティングサービスをワンストップで提供

法
人
の
お
客
さ
ま

経営課題/ニーズ

営業店と本部が連携した
素早いソリューション提案

専門的なソリューション提案と実行支援による価値実現

案件相談
専門的な課題
高難度な課題

密接な連携･協働
情報の共有
ノウハウの共有
人材交流･育成

営
業
店

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

営
業
部

ぐ
ん
ぎ
ん

　
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
㈱

当
行

グ
ル
ー
プ

会
社

外
部
コ
ン
サ
ル
会
社

士
業･

専
門
機
関
等

協働

紹介

事業戦略
立案支援

経営改善
支援

事業承継
計画策定
支援

ものづくり
現場改善
ものづくり
現場改善

組織人事
･人材派遣
支援

ものづくり
補助金申請
支援

経営相談
･診断 IT活用支援

ぐんぎんコンサルティング株式会社は、
群馬銀行グループの一員として、お取引先の

経営相談や課題解決に取り組む
エキスパート集団です。

より専門性の高いコンサルティングへの取組み

　事業性評価等に基づくソリューション提案では、必要に
応じて、外部専門機関を紹介することになります。その場合、
当行は提案の実現に向けた取組みにおいて、側面支援に回
ることになります。
　そこで、より高度なコンサルティング提案を実践し、提
案の実現に向けて、より積極的に関与できるよう、コンサ
ルティング子会社を設立しました。

《コンサルティング会社の設立》

ぐんぎんコンサルティング株式会社
　資本金 100 百万円　（当行 100%出資）
　2018 年 4月設立　同年 10月開業
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個人のお客さま向けの取組み

2019/3末2017/3末

ぐんぎん証券　口座開設数

＊ぐんぎん証券
　設立（2016年2月）、営業開始（2016年10月）

15,783

4,936

2018/3末

10,681

　ご資産運用に関して、より専門的な商品やサービス
をご希望されるお客さまにつきましては、ぐんぎん証
券をご紹介し、国内外の債券や株式、私募仕組債（*）
などのご提案を通して、幅広い資産運用ニーズにお応
えしています。
※私募仕組債とは、お客さまが許容するリスク度合いや希望される収益
率等に基づき、オーダーメイドで組成する債券です。

資産運用相談

主な私募仕組債の種類
　株価指数リンク債 /　EB債（他社株転換可能債）
　デュアルカレンシー債 /　コーラブル債

　来店型保険ショップの国内最大手「ほけんの窓口グ
ループ（株）」と提携し、お客さまのライフプランに応
じて、豊富な商品ラインアップの中からお客さまのご
意向に合った商品をご案内しています。

保険相談

相談拠点（群馬県内 3拠点）
　個人相談プラザ前橋
　ローン・ほけん相談プラザ高崎
　ローン・ほけん相談プラザ EAST
取扱商品
　生命保険 112 商品（保険会社 22社）

より高度なコンサルティング営業に向けて

個人相談プラザ前橋

長年にわたり築き上げてきた大切な財産を特定のご家
族やかわいいお孫さまに贈りたいなど、お客さまの想
いをお手伝いします。

「あなたの想いを」 遺言信託
「家族の未来へ安心を」 遺言代用信託
「ご面倒な手続きを」 遺産整理業務

相続相談
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個人のお客さま向けの取組み

約2,520万円
老　後

平均生活費用ー年金収入
（60歳～95歳、夫婦2人）

約3,400万円
住宅購入

約1,700万円
車購入

20歳から70歳まで10年毎に
新車に買替えた場合
（夫婦2人）

約1,200万円
教　育

幼稚園～大学まで全て国公立の場合

▶セカンドライフの夢、
　お聞かせください。

▶マイカーローンでサポート！ 
約1,100万円
初期費用80万円＋月額費用8万円×

平均介護期間59か月
（夫婦2人）

約20万円
1入院あたりの

自己負担費用の平均

介　護
▶住宅ローンで
　理想の住まいを!

建売住宅の販売価格

▶
　　　　　　　で
　ご相談ください!

医　療

▶つみたてNISAで準備!

▶教育ローンで応援！ 

約470万円
結　婚

 結納・婚約～
新婚旅行までの費用

▶フリーローン
「グッドライフプラン」で
　サポート！

 

生涯で準備すべきお金、

なんと、1億円以上。
ライフイベントやケガ・病気への対策と備え、
群馬銀行にご相談ください。

START

ライフステージに応じた主な商品・サービス

若年層

入学・卒業

少額投資（NISA等） 投資信託 貯蓄性保険

保障性保険

給与・年金・口座振替・クレジットカード・インターネットバンキング

証券口座 相続対策

就職 結婚 子供誕生 自宅購入 子供進学 退職

シニア層資産形成層ライフステージ

イベント

資産運用・管理

お借入 カードローン マイカーローン 住宅ローン 教育ローン リフォームローン リバースモーゲージ

保険

預金・決済

将来に向け、一歩進んだ「お金の管理」が必要です。
　社会人生活がスタートすると、収入も支出もすべて自分で管理することが
必要になります。たとえば、給与の管理、生活費のやりくり、急な出費への
備え、将来への資金計画など。
　学生の頃より一歩進んだ「お金」との付き合いがはじまります。
　働きはじめるこの時期に、お金の管理方法をしっかりと身につけましょう。

就職

「便利に使う」 ……………インターネットバンキング、マネーフォワード
「将来のために」 …………財形預金、iDeCo、ぐんぎん積立投信、個人年金保険等
「もしもの備え」 …………カードローン、クレジットカード

コンサルティング営業の取組み
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2 人の幸せな新生活、将来のために。新たな門出をサポートします。
　結納、挙式、披露宴、新婚旅行。そしてすぐに始まる新生活へ向けて、
新居の用意や家具家電・生活用品購入など、出費が大きくなるのが一般
的です。幸せな生活を築いていくには、確かなマネープランが欠かせませ
ん。 また、結婚は保険の加入や見直しによい機会です。 新たな門出を迎
えるお2人をしっかりサポートいたします。

結婚

「大切な人のために」 … 保障性保険（医療保険、がん保険、収入保障保険等）
「新生活の出費に」 …… フリーローン「グッドライフプラン」

「ゆとりある生活」 …… 退職金運用プラン、個人年金保険、金融商品仲介業務等
「保障を見直す」 ……… ほけん無料相談（ほけんの窓口@群馬銀行）
「マイホームの活用」 … リバースモーゲージ

充実したセカンドライフを楽しむために。賢く、しっかり準備しましょう。
　ゆとりあるセカンドライフは誰もが望む将来の生活です。退職すると収
入が大きく減ってしまうのが一般的。ゆとりあるセカンドライフの実現に
向けて、退職前からの情報収集と計画的な準備をしましょう。

セカンドライフ

夢に描く「マイホーム」
理想のマイホームを購入するために、計画的に準備をしていきましょう。
　マイホームは、人生で最も高い買い物のひとつ。計画的な資金づくりか
ら、ライフスタイルに合ったローンの検討などの準備が必要です。
　また、お子さまの成長やライフスタイルの変化を踏まえて、無理のない
返済計画を立てることも重要です。

マイホーム

「計画的に準備する」 …  住宅財形預金、自動積立定期預金、ぐんぎん積立投信等
「自分に合った」 ………  夫婦連生団信付住宅ローン、 

ライフサポート団信付住宅ローン等
「家計を見直す」 ………  ローン・ほけん無料相談（ほけんの窓口@群馬銀行）

大切なお子さまの未来を、安心して見守るために。
　お子さまの誕生から社会人になるまで、教育費を中心に多額の費用が
かかります。お子さまの未来のために計画的に準備しましょう。

教育

「計画的に準備する」 … 学資保険、自動積立定期預金、ぐんぎん積立投信等
「お子さまの将来に」 … 教育ローン

※個々の商品の詳しい内容は、当行ホームページ (https://www.gunmabank.co.jp/)をご覧ください。
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デジタルバンキングへの取組み

スマートフォンの普及に伴う顧客ニーズへの対応

○自動家計簿 資産管理サービス「マネーフォワード for 群馬銀行」の提供
　（マネーフォワード社が当行のお客さま向けに開発したスマートフォン・アプリの提供）
　群馬銀行の口座やクレジットカードの他、他行の口座やクレジットカード、電子マネー、マイレージ
やポイント等、複数口座の一括管理、毎月の食費や光熱費などの自動分類・グラフ化も可能なアプリ。

　当行では、こうしたデジタル化技術は金融機関に大きなチャンスや可能性をもたらすと考え、「新たな付加価値の創
出」や「お客さまの利便性向上」に取組んでいます。さらに新中期経営計画では、デジタルと店頭相対（フィジカル）
との効果的なミックス（デジカル戦略）を推進します。

《かんたん通帳》

○インターネット支店と群馬銀行アプリ 
　インターネット支店は群馬銀行アプリで口座開設でき、インターネット・バンキングやATM取引可能。
　スマホで取引を確認できるアプリ「かんたん通帳」を利用可能。ATM手数料の優遇制度も有り。 

○ネット決済・電子マネーへの取組み
　以下のネット決済・電子マネーに対応しています。

・J-Coin Pay ・Origami ・Yahoo!ウォレット
・LINE Pay ・楽天 Edy ・オッズパーク
・メルペイ ・プリン

株式会社フィンクロス・デジタルの設立

　2018 年 6月、地銀７行のパートナーシップにより、「株式会社フィ
ンクロス・デジタル」を設立しました。パートナーシップは、「新しい
地銀の未来を、デジタルの力で。」という共通認識をもった銀行が集まっ
たものであり、幅広く先進的な取組みを議論する場としています。
　金融機関にとって厳しい環境が継続するなか、社会経済のデジタル
化の進展を、地方銀行にとってチャンスと捉え、新会社を通じて、様々
なアイデアを具体化し実現することにより、地方銀行業務の高度化や
お客さまサービスの飛躍的な向上をめざしています。

〈目的〉
　 1.オープンイノベーション
　 2.低コスト運営の実現
　 3.データの有効活用
　 4.収益機会等の創出
　 5.新たな事業分野の展開

参加銀行

福井銀行

山陰合同銀行

四国銀行
池田泉州銀行

千葉興業銀行
筑波銀行
群馬銀行

7 行合計
ビッグデータ

普通預金
1,090 万口座

融資先
80万先

（参考数値）

フィンクロス・パートナーズ

「新たな付加価値の創出」や「お客さまの利便性向上」の取組み

ウォレット
アプリ

電子マネー

決済

送金

出金

SHOP

BANK

チャージ

銀行口座から
電子マネーをチャージ
銀行口座から
電子マネーをチャージ

QRコード、
バーコードで決済

電子マネー
による送金

電子マネーを
キャッシュアウト

銀行口座

for
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環境 (Environment)

社会 (Social)

ガバナンス (Governance)

　群馬銀行は、環境と産業が両立する真に豊かな地域社会の実現をめざし、ふる
さとの自然環境を大切にしていきたいと考え、環境保全に積極的に取組み市民とし
て責任ある役割を果たしていきます。

　群馬銀行は、幅広い金融サービスの提供により地域経済の成長を支えていくとと
もに、様々な社会貢献活動に取組み、地域社会の発展に役立っていけるよう努めて
います。

群馬銀行は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最も重要な課題と位置づけ、
以下の 3点に取組み、取引先、地域社会、株主の皆さまからの高い評価とゆるぎ
ない信頼を確立できるよう努めています。
(1) 適正な経営の意思決定と効率的な業務執行体制の構築
(2) 健全な経営の基礎となるコンプライアンス体制とリスク管理体制の充実
(3) 透明性ある経営をめざした企業情報の適時適切な開示と積極的な IR活動

　ESGとは、環境 (Environment)、社会 (Social)、ガバナンス(Governance) の頭文字をとったものであり、持
続可能な社会を実現するためにESGそれぞれの課題に積極的に取組んでいくことが社会的な要請となっています。群
馬銀行は、地域社会が持続的に発展していけるよう、ESGに関する諸課題に対して積極的に取組んでいます。

ESGへの取組み

＜実績ハイライト＞
・自然保護を支援する投資信託「尾瀬紀行」の販売
　（当行がいただく手数料の一部を保護団体へ寄付）
　預り残高　９億円（2019 年３月末）
　寄付累計額　13百万円
・太陽光発電事業向け融資残高　　1,042 億円（2019 年３月末）
・群馬銀行環境財団　財団賞７先　教育賞 11先を表彰
・行内会議でのタブレット端末利用によるペーパーレスの推進
・本支店における照明のＬＥＤ化を推進、本店駐車場にＥＶ車充電スタンドを設置

＜実績ハイライト＞
・ぐんぎん経営倶楽部の会員数　12,067 先
・創業支援数 911 先（2018 年度）
・ぐんぎんビジネスサポート大賞応募件数　340 件（2018 年度）
・環境・地方創生やSDGｓに資する私募債の引受累計 610 億円（2019 年３月末）
　(当行がいただく手数料の一部で学校等へ物品寄贈／寄付累計 286 件 44 百万円 )
・事業承継支援先数　1,804 先、Ｍ＆Ａ支援先数 367 先（2018 年度）
・事業性評価に基づく融資残高　1,058 先 2,885 億円（2019 年３月末）
・ソリューション提案先数 13,482 先（2018 年度）
・ぐんぎんコンサルティング (株）との連携による支援数 100 件（2018 年度）

＜実績ハイライト＞
・取締役会諮問機関の設置（指名諮問委員会、報酬諮問委員会）
・役員報酬制度の見直し（譲渡制限株式による株式報酬制度の導入）
・投資家（ファンド・個人）向け説明会の開催、投資家個別面談の実施
・株主還元率 41.9％（2018 年度）
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財務情報ハイライト
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（注）連結従業員数 3,185 人（群馬銀行単体 2,995 人、子会社等 190 人）
　　   なお群馬銀行単体 2,995 人は、「海外現地採用および受入出向者」を含み、「出向者」等を除いた就業ベースの従業員数。

名　称 株式会社群馬銀行（The Gunma Bank,Ltd.） （2019 年 3月末現在）
設　立 1932 年 9月
本店所在地 群馬県前橋市元総社町 194 番地
資本金 486 億円
従業員数 3,072 人（除く、臨時雇用）
拠点数 国内 154 店舗 （群馬県内 106、県外 48）
 海外 1 店舗 （ニューヨーク）
 　　 2 事務所 （上海、バンコク）
子会社 国内 7 社
 海外 1 社 （香港）
関連会社 国内 1 社

総資産 8 兆 1,225 億円
預　金 6 兆 8,084 億円
貸出金 5 兆 5,654 億円
純資産 　　5,084 億円
総自己資本比率（国際統一基準）
 連結 12.25%、単体 11.84%
格　付 日本格付研究所（JCR） AA
 格付投資情報センター（R&I） A+
 ムーディーズ（Moodys） A2
 スタンダード&プアーズ（S&P） A-

会社概要

当行グループの概要
　当行グループは、当行、連結子会社 6社、持分法適用の非連結子会社 2社および持分法適用の関連会社 1社で構
成され、銀行業を中心にリース業などの幅広い金融商品・サービスを提供しています。 

銀行業 ・・・・・・ (株）群馬銀行　　　群馬財務（香港）有限公司

リース業 ・・・・・・ ぐんぎんリース（株）

その他 ・・・・・・ 群馬中央興業（株）　　ぐんぎん証券（株）　　群馬信用保証（株）　　　ぐんぎんコンサルティング（株）　
(株）群銀カード　　　ぐんぎんシステムサービス（株）　　スカイオーシャン・アセットマネジメント（株）

連結子会社等

会社名 主要業務内容 所在地 設立
資本金 当行グループによる

議決権所有割合
*1 （百万円） （%）当行所有 子会社等所有分

群馬中央興業（株） 連・子 物品等輸送、現金自動 
設備の保守管理業務等

群馬県前橋市
元総社町 226

1971 年
2月24日 10 100.0 100.0 -

ぐんぎん証券（株） 〃  証券業務 群馬県前橋市
本町 2-2-11

2016 年
2月12日 3,000 100.0 100.0 -

群馬財務（香港）有限公司 〃 金融・証券業務 *2 1991 年
2月19日

30
（百万米ドル） 100.0 100.0 -

ぐんぎん
コンサルティング（株） 〃

コンサルティング業務 群馬県前橋市
元総社町 194

2018 年
4月18日 100 100.0 100.0 -

ベンチャーキャピタル業務

群馬信用保証（株） 〃  保証業務 群馬県前橋市
元総社町 194

1983 年
9月28日 30 100.0 45.4 54.5

ぐんぎんリース（株） 〃  リース業務 群馬県前橋市
元総社町 171-1

1973 年
10月1日 180 61.1 47.9 13.1

（株）群銀カード 持・子  クレジットカード業務 群馬県前橋市
元総社町 194

1982 年
3月12日 30 75.0 31.6 43.3

ぐんぎん
システムサービス（株） 〃  ソフトウェアの開発販売 群馬県前橋市

元総社町 171-1
1986 年
7月26日 30 75.0 20.0 55.0

スカイオーシャン・アセット
マネジメント（株） 持・関  投資信託委託業務 神奈川県横浜市西区

みなとみらい3-1-1
2014 年
11月25日 300 15.0 15.0 -

（注）*1: 連・子（連結子会社）、持・子（持分法適用子会社）、持・関（持分法適用関連会社）
　　  *2: 香港九龍チムサーチョイ　25カントンロード　ハーバーシティ　ゲートウェイ　タワー 1 608 号室

会社概要
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前橋市
● 本店営業部
● 前橋市役所（出）
● 前橋・日吉町（出）
 ●
 
竪町

●
 
下小出（出）

●
 
県庁

●
 
前橋東

●
 
前橋北

●
 
光が丘

● 大利根（出）
● 前橋駅南
● 総社
● 広瀬
● 片貝
● 駒形
● 大胡
● 粕川
● 富士見

高崎市
● 高崎
● 高崎市役所（出）
● 高崎田町・高崎北
 高崎駅（出）
● 高崎東
● 高崎栄町
● 高崎西
● 中居

● 倉賀野
● 豊岡
● 金古
● 中泉
● 箕輪
● 新町
● 室田
● 吉井

伊勢崎市
● 伊勢崎
● 伊勢崎市役所（出）
● 伊勢崎西
● 伊勢崎南
● 豊受

● 伊勢崎北
● 境
● 赤堀
● あずま

太田市
● 太田
● 太田市役所（出）
● 太田中央・太田西（出）
● 強戸
● 宝泉
● 韮川
● 高林
● 毛里田（出）
● 大原
● 尾島
● 新田

館林市
館林
● 館林南

玉村 ●
佐波郡

● 富岡 上里

本庄・本庄南
 

　深谷
● 深谷上柴 籠原

熊谷
● 妻沼

行田
吹上

鴻巣

上尾

大宮

与野

浦和
武蔵浦和

戸田 川口

羽生

足利
佐野

田沼

葛生
栃木・岩舟（出）

小山

● 宇都宮東

春日部

越谷● 川越

●
立川

●
荻窪

所沢

東京

上野
池袋

四谷

八王子

邑楽郡

● 板倉・板倉ニュータウン（出）
● 邑楽町

● 千代田
● 明和（出）

北群馬郡

● 吉岡
● 榛東

桐生市
桐生

● 新桐生
● 桐生南あいおい

● 新里

みどり市

● 

大間々

渋川市

渋川・渋川中央（出）

金井（出）

● 敷島

●伊香保（出）

沼田市

沼田・沼田駅前

利根郡

● 月夜野

水上

● 尾瀬

吾妻郡

● 中之条
● 原町● 長野原

● 嬬恋

● 草津

安中市

富岡市

安中

● 磯部
● 松井田

多野郡 万場 ● 

藤岡市

 藤岡・藤岡北

鬼石 ●

甘楽郡 下仁田

● 甘楽町

● 宇都宮

長野県
店舗数　　　　  1か店
● 上田

大阪府
店舗数　　　　  1か店
● 大阪

海外
店舗数　　　　  1か店
● ニューヨーク

足利南

笠懸

大泉・大泉東（出）●

● 松戸
● 足立

千葉県
店舗数　　  1か店

群馬県
店舗数　106か店

栃木県
店舗数     10か店

埼玉県
店舗数 　 23か店

東京都
店舗数　　  9か店

神奈川県
店舗数　　  3か店

●

相模原
横浜

川崎
●

●

●

●

＊群馬県の店舗数には、インターネット支店、コンビニエーテ
ィーエム支店、振込集中支店およびプラザ支店、プラザ支
店前橋みなみモール出張所が含まれております。

＊（出）は出張所です。

店舗一覧 （2019 年 6月末現在）
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