
静岡銀行グループの取組状況 



1 

2019年度のお客さま本位の業務運営の取組みについて 

静岡銀行グループでは、お客さまに寄り添った活動（お客さま本位の行動）を通じてお客さま満足度の向上に努め、より多くのお客さまに選ばれる
ことで、預り資産残高やご契約者数、ご契約件数が増加することを目指して取り組んできました。 

2017.6公表 
  お客さま本位の業務運営方針 
  お客さま本位の行動計画 

2018年度(2019.6公表) 
  お客さま本位の 
  業務運営の取り組み状況 

2019年度(2020.6公表) 
  お客さま本位の 
  業務運営の取り組み状況 

お客さま本位の業務運営方針 

1.お客さまの最善の利益の追求 
2.利益相反行為の適切な管理 
3.お客さまにふさわしいサービスの提供 
4.重要な情報のわかりやすい提供 
5.手数料等の明確化 
6.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 

⇒ P5 

⇒ P6 

・預り資産残高  
・ご契約者数       
・ご契約件数  の増加 

 お客さまアンケート結果 
 （お客さまからの評価）※ 

・預り資産残高  
・ご契約者数    
・ご契約件数  の増加 

平均 

8.8点 

14,055 億円 
  266  千人 
  385  千件 

13,497 億円   
  268  千人 
  390  千件 

 お客さまアンケート結果 
 （お客さまからの評価）※ 

平均 

8.9点 

※新規ご契約者・手渡しで実施 ※新規ご契約者・手渡しで実施 

【あるべき姿】お客さま満足度の向上により、お客さまに選ばれる  

<2018年度までの取組み> 

お客さまと悩みを共有する取組み(セミナーの開催) 

 ･人生100年時代に向けﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝに沿った資産形成･運用 

 ･ご契約商品に対するアフターフォロー 

 ･相続ｾﾐﾅｰを各営業店で小口開催(相続対策など） 

  お客さまとの接点拡大 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ営業の実践（従業員育成･評価制度) 

 ･プロセス評価の導入 

 ･FP(ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)など提案力の向上に資する資格取得の支援 

 ･行内ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ大会の開催による「基本型」の構築 

 ･相続対策(遺言信託･生前贈与など)の行員研修･小口勉強会を強化 

<2019年度の新しい取組み> 

 幅広い年齢層のお客さまの課題解決に向けた取組み 

①専門家と連携したコンサルティングの深化と幅広い 
  世代のお客さまへの情報提供                   ⇒ P2 
②お客さま一人ひとりに合わせたわかりやすい情報提供    ⇒ P3 
③お客さまに寄り添う活動と、課題解決を可能にする 
  従業員育成･評価制度                        ⇒ P4 

成
果 

預り資産残高、ご契約者数、
ご契約件数の増加 

課
題 

幅広い年齢層への支援 
課題解決型提案力の向上 

良化した指標 ・ご契約者数の増加 
・つみたてNISA口座開設者数の増加 

課題 ・預り資産残高の減少 
・運用損益別顧客比率 

今後の取組み ・預り資産残高の増加に向けた活動 
・お客さまアンケートの方式を見直し ⇒ P7   

   以降 

成果を示す 
各種指標（KPI） 
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静岡銀行グループの2019年度の新しい取組みについて① 

相続コンサルティングや資産形成の考え方など、幅広い年齢層のお客さまに対して情報提供を実施してまいりました。 

お客さまの資産形成ニーズの高まりを受け、静岡銀行・静銀ティーエム証券間の連携を深めました。 

<2019年度の新しい取組み> 

①専門家と連携したコンサルティングの深化と、幅広い世代のお客さまへの情報提供 
                            <方針1>お客さまの最善の利益の追求  <方針3>お客さまにふさわしいサービスの提供  

異業種および専門家（弁護士・税理士・司法書士など）との連携により、お客さまからの様々なご相談に対応しました。 

   ・ 不動産オーナーや終活セミナー参加者向けに「相続税対策・争族回避」の個別相談会（税理士・司法書士が同席）を開催しました。（9回） 
     相談例 ⇒ 高齢の母が所有する賃貸用不動産を今後どうすべきか（相続・贈与・譲渡） 
          ⇒ 認知症の姉に代わり財産管理 将来的な財産承継・処分の留意点を知りたい 

成果 
・個別相談会により、専門的な課題解決につながりました。 

・遺言・相続税申告など相続関連サービスの件数が増加しました 

幅広い世代のお客さまに向けて人生100年時代を見据えた「長期分散投資の考え方」や「iDeCo・NISA等の非課税制度活用」など、資産形成
に関するセミナーを行いました。 

   ・静岡銀行と静銀ティーエム証券で連携した共催セミナーを各地で実施しました。（17回） 就労世代のお客さまでも参加しやすいように 
      土日の開催も実施しました。 
   ・インターネット取引を通じたキャンペーンを実施しました。 

成果 

・幅広い年代のお客さまとの接点を持つことができ、資産形成につながる「つみたてNISAの口座開設者数」 

 「積立投信の新規契約に占めるネット経由の比率」が増加しました。 

・一方「積立投信の残高」は減少しました。 「長期積立分散投資」による資産形成を引続きご提案して参り   

 ます。 

【共催セミナーの例】 

新1万円札の顔となる渋沢栄一氏に関するテーマの講演。 

「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢氏に関するエピソードを披露しながら、 

資産形成の大切さを伝えていただきました。 
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②お客さま一人ひとりに合わせたわかりやすい情報提供 
                                                       <方針3>お客さまにふさわしいサービスの提供 

お客さまと課題や悩みを共有し、わかりやすい情報提供を行なうため、各種ツールを制定してご提案やアフターフォローに活用しています。  

  ・相続対策コンサルティティングに使用する「わたしの相続プランシート」を制定しました。 
    相続対策のポイント、家族構成、財産内容、相続税の課税遺産総額など一枚で把握できます。 

成果 お客さま一人ひとりに合わせた「わかりやすい説明・ご提案」が、契約者数やご契約件数の増加につながりました。 

・静銀ティーエム証券では、お客さまの面前でお取引状況や保有商品などの情報を一覧表示できるようにし、複数の商品と比較検討しやすいように、
タブレット端末の機能を向上させました。 

<チャート> <取引明細>  

静岡銀行グループの2019年度の新しい取組みについて② 
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③お客さまに寄り添う活動と、課題解決を可能にする従業員育成･評価制度 
  <方針1>お客さまの最善の利益の追求 <方針2>利益相反行為の適切な管理 <方針6>従業員に対する適切な動機づけの枠組み    

ご契約いただいた後もしっかりとお客さまに寄り添うため、引き続きアフターフォローに全員で取り組みました。  

  ・ご契約をいただいているお客さまに、営業店の従業員から個別にお電話または面談によるアフターフォローに取り組みました。 
    ⇒個人年金保険の満期、変額保険の運用レポート到着時、ご契約後の保険証券到着時、80歳以上のご契約者さま、他 
  
  ・お客さまからの要望にお応えし、昨年に引き続きアフターフォローセミナーを開催しました。（7回・138名参加） 
    ⇒外貨建保険の商品内容や運用状況についてご確認いただくセミナーを保険会社と共同開催 
    ⇒投資信託・債券・株式などの証券取引をいただいているお客さまに対する「運用報告会」を開催 

お客さまに寄り添い、課題を解決するご提案ができるよう従業員の育成および評価制度の整備に取り組みました。 

  ・お客さまと課題・悩みを共有するスキルを高めるため、ロールプレイング研修を実施しました。 

  ・静岡銀行と静銀ティーエム証券で連携した人材の育成に力を入れています。 

       （双方の業務を一定期間経験し、実務を習得するための人事交流制度を開始しました） 

  ・営業成果（収益獲得）に偏重せず、お客さまに寄り添う行動そのものを評価する制度の改定を 

      行いました。（コンサルティング提案やアフターフォロー などを評価しています） 

    ・お客さまアンケートの結果を支店表彰に反映させています。 

成果 

・長期にわたり安心してお取引いただける環境づくりや、相談窓口となる従業員のコンサルティング能力や対話力の向上がお客さ

ま満足度の向上につながりました。 

・お客さまアンケートでは「担当者の対応」が平均９.１点 「提案の内容に対する満足度」が平均８.９点（10点満点）と高い

評価をいただきました。 

静岡銀行グループの2019年度の新しい取組みについて③ 
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お客さまアンケートによるお客さま満足度の測定･検証 

お客さま本位の業務運営に関する取組状況について検証するために、新たにご契約いただいたお客さまを対象にアンケートを行いました。 

<図1>新規ご契約先へのお客さまアンケート結果 

 お客さまアンケートへの取組み 

お客さまに寄り添った活動の状況をお客さまに評価していただくとともに、お客さまの声を業務改善に役立てています。 

 ・ 「書類が多い」とのご意見を参考に 「保険申込書類の電子化」の取扱いを全店で可能にするなど、業務の見直しに取り組みました。 

 ・ 静銀ティーエム証券では一部帳票の印鑑レス化や記入欄削除などの見直しも行い、お客さまのご負担軽減に努めました。 

 ・ 「タイムリーな情報提供を希望する」とのご意見を参考に、運用報告会(セミナー)の開催や相場動向確認等のアフターフォローを増やしました。 

 

 アンケートで寄せられたお客さまの声・評価および今後の取組み 

前年に引続き、全項目で８～９点台（10点満点）の高い評価をいただきました。特に「提案の内容に対する満足度」の各項目では、 

   従業員のコンサルティング能力向上に取り組んできた成果があらわれ、平均8.9点と前年よりも上昇しました。 

 ・今後もアフターフォローや商品ラインアップの充実、従業員教育に取り組んでまいります。 

 ・お客さまの声を業務改善に役立てていくため、新規ご契約者さま以外にも幅広くアンケートを実施していきます。 

(10点満点) 

<静岡銀行グループ合算 平均点> <静岡銀行 平均点> <静銀ティーエム証券 平均点> 

(10点満点) (10点満点) 
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静岡銀行グループの預り資産残高･ご契約者数･ご契約件数について 

 2019年度の取組みにより、当行が指標としている「預り資産残高」「ご契約者数」「ご契約件数」は以下の通り推移いたしました。 

<図2>預り資産残高、ご契約者数、ご契約件数(個人) 

静岡銀行グループでは「お客さま本位の業務運営方針」に基づき、お客さまに選ばれることを目指して参りました。 

 ・静岡銀行グループ全体のご契約者数・ご契約件数は増加しましたが、伸び率は前年と比べ鈍化しました。 

 ・また、株式相場の下落による時価評価額の減少等を受け、預り資産残高は前年比減少しています。 

一人ひとりのお客さまに合わせた情報提供やコンサルティングの実施、お客さまに寄り添うアフターフォローにより、ご契約者数・ご契約件数の増加を 

   目指すとともに、長期にわたりお取引いただける信頼関係を構築することで、残高の増加に結びつけていきます。 

<静岡銀行グループ合算> <静岡銀行> <静銀ティーエム証券> 

(億円) 

14,005 14,055 13,497 

(億円) 9,330 9,635 9,515 
(億円) 

4,675 4,420 
3,982 

※ ご契約者数 静岡銀行で保険・投資信託・公共債・外貨預金いずれかの取引があるお客さまと静銀ティーエム証券で口座を保有しているお客さまの合計人数 
※ 2019年度 時価評価額の減少（静岡銀行グループ合算）▲469億円 （内訳）保険▲225億円 投信▲244億円 
※ 2019年度 ご契約者数の伸び率：＋1.0％（前年比▲0.4％） ご契約件数の伸び率 2019年度：＋1.2％（同▲1.2％） 
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コンサルティング営業の実践(従業員の育成･お客さまセミナーの開催) 

お客さまの課題解決に向けたご提案の土台となる ファイナンシャルプランナー（FP）の資格取得者数は増加しています。 

前年に引き続き、お客さま向けセミナーの実施により、お客さまへの情報提供および悩みの共有に取り組んでいます。 

【静岡銀行グループ】 

<図3>FP２級以上の資格保有者数（静岡銀行･静銀ティーエム証券) 

<静岡銀行グループ合算> <静岡銀行> <静銀ティーエム証券> 

 

 

 

 

 

(人) 

1,934 2,007 2,075 

(人) 

1,789 1,851 1,898 

(人) 

145 156 177 

<図4>お客さま向けセミナー実施内容の一例（2019年度) 

主催 テーマ 
回数 

(うち土日) 
参加人数 

共催 
人生100年時代を見据えた資産形成･資
産運用 

17回 
(15回) 

1,204名 

静岡銀行 

相続セミナー 
64回 
(６回) 

1,048名 専門家(士業･葬儀業者など) 

外貨保険のご契約者さまに対する運用報告 

静銀ﾃｨｰｴﾑ証券 

投資初心者ｾﾐﾅ  ー

９２回 1,653名 相場･世界経済･ﾏｰｹｯﾄ環境について 

ご契約者さまに対する運用報告 

合計  
173回 
(21回) 

3,905名 

 従業員の育成を通じて、お客さまの課題を解決する専門的なコンサルティングを提供しています。 
 昨年に引き続き、静岡銀行でご契約いただいている外貨建保険、および静銀ティーエム証券でご保有いただいている商品にかかるセミナーや 
  担当者からのアフターフォローを通じ、長期にわたり安心してお取引いただける環境づくりに取組みました。 

平均点 
(5点満点) お客さまの声 

4.2点 
 ・ 講師の先生に念願かなってお会い出来てよかったです。 
   投資の本質を考える時間になった。（資産運用ｾﾐﾅｰ） 
 
 ・ 年1回のお知らせだけでは不安だったが、運用状況を確   
   認でき不安が和らいだ。このような機会を増やしてほしい   
   （ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰｾﾐﾅｰ) 
 
 ･  説明が難しくて解りにくかった。 
 ・ この先、受け取り金額がどうなるか不安 
      (ｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰｾﾐﾅｰ) 
      
 ・  相続人がいない場合の老後の資金管理や 
   遺言はどこに相談すればいいだろうか。 
   金融機関のプランやサービスを詳しく 
      知りたい （相続ｾﾐﾅｰ） 
  

4.2点 

4.3点 

4.2点 

セミナー参加者へのアンケート結果 
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本頁以降は、前述の内容に加えて2019年度における静岡銀行・静銀ティーエム証券の取組みの成果等についてご紹介します。 

投資信託を中心とした資産形成･資産運用に関する取組みについて① 

【静岡銀行グループ】 

<図5>株式投資信託の平均保有期間（個人) 
<静岡銀行グループ合算> <静岡銀行> <静銀ティーエム証券> 

 

 

 

 

 

 グループ合算では2.5年、静岡銀行では3.8年、静銀ティーエム証券は2.4年となっています。 
 静岡銀行では積立投信を中心に取り扱っていますが、相場環境により利益が確定できるタイミングで保有資産を売却されるお客さまが増加（前期
比＋43％）したことで、平均保有期間は短くなりました。 

<図6>投資信託の取り扱いカテゴリ（2020年3月末) 

<静岡銀行グループ合算> <静岡銀行> <静銀ティーエム証券> 

投資対象 

2020年3月末 
前年比 

取扱本数 
取扱商品 

比率 

うち 

毎月分配型 

バランス型 64 21% 6 +1 

海外株式型 82 27% 14 +2 

海外債券型 78 26% 57 +2 

国内株式型 36 12% 1 +1 

国内債券型 9 3% 2 - 

REIT型 25 8% 10 +4 

その他 8 3% 1 - 

合  計 302 100% 91 +10 

投資対象 

2020年3月末 

前年比 
取扱本数 

取扱商品 

比率 

うち 

毎月分配型 

バランス型 40 24% 3 ▲2 

海外株式型 50 30% 9 - 

海外債券型 23 14% 11 - 
国内株式型 27 16% 0 +1 

国内債券型 5 3% 1 - 

REIT型 12 7% 4 - 

その他 8 5% 1 - 

合  計 165 100% 29 ▲1 

投資対象 

2020年3月末 

前年比 
取扱本数 

取扱商品 

比率 

うち 

毎月分配型 

バランス型 30 18% 3 +3 

海外株式型 42 26% 6 +4 

海外債券型 58 36% 46 - 

国内株式型 16 10% 1 - 

国内債券型 4 2% 1 - 

REIT型 13 8% 6 +4 

合  計 163 100% 63 +11 

人生100年時代への対応や新しいタイプのバランス型商品を導入するなど、随時 
 見直しを行い、幅広いニーズにお応えできる品揃えとしています。 
商品導入時の客観性を確保するため、第三者機関による商品評価を取得しています。 

バランス型…ひとつの資産に偏ることなく、異なる複数の資産や地域などにバランス良く投資する投資信託 
海外株式型…外国の企業の株式を中心として投資を行う投資信託 
海外債券型…外国の債券を中心として投資を行う投資信託 
国内株式型…国内の株式を中心に投資を行う投資信託 
国内債券型…国内の債券を中心に投資を行う投資信託 
ＲＥＩＴ型…投資家から集めた資金をオフィスビルなどの不動産に投資し、その賃貸収入等を分配する投資信託 
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投資信託を中心とした資産形成･資産運用に関する取組みについて② 

【静岡銀行グループ】 

    2018年3月 2019年3月 2020年3月 

静岡銀行 
NISA 21,552 25,020 28,861 

うち、つみたてNISA 3,216 7,017 10,130 

静銀ﾃｨｰｴﾑ証券 
NISA 33,274 34,054 34,586 

うち、つみたてNISA 60 112 191 

グループ合算 
NISA 54,826 59,074 63,447 

うち、つみたてNISA 3,276 7,129 10,321 

<図7>NISA口座保有者数 
(人) 

※2018年1月よりつみたてNISA制度開始 

<NISA口座保有者数> <つみたてNISA口座保有者数> 

 グループ全体で非課税制度の有効活用のご提案に取組んだ結果、口座保有者数は増加しました。 
 特に運用リスクを軽減する積立投資のご提案が浸透し、つみたてNISAの口座保有者数が大きく増加しました。 
 若年層から高齢者まで、お客さまの資産形成に対する関心の高まりに応える活動を今後も継続していきます。 
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保険機能を活用したｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞや積立投信を中心とした資産形成の取組みについて 

【静岡銀行】 

<図8>終身保険、個人年金保険等の残高･ご契約者数 <図9>一時払、平準払保険の取扱い商品カテゴリ 

 静岡銀行では、相続に関するコンテンツを増強し、テレビCMの放映やホームページ上での来店予約フォームを新設するなど、より多くのお客さまに接
点をいただける取り組みをしてきました。 

 お客さまの将来の備えを支援するための平準払個人年金保険など、保険商品ラインアップを拡充しました。 
  一方、同一分野で重複商品の数が多い外貨建個人年金保険、定期・収入保障保険などは、お客さまが選びやすくなるよう商品数を絞りました。 
 資産形成や資産運用のニーズに対応したコンサルティング提案や、NISAなどの非課税制度活用を応援するキャンペーン実施、セミナーによる 
  お客さまとの接点拡大などの活動により、積立投信のご契約者数、ご契約件数、新規契約のうちインターネット経由の比率は増加しました。 

<図10>積立投信の残高･ご契約者数･ご契約件数 

  2019年3月末 2020年3月末 

商品種類 取扱商品数 比率 取扱商品数 比率 

一
時
払 

円建 10 24% 3 9% 

  変額年金 2 5% 0 - 

変額終身 1 2% 0 - 

定額終身 7 17% 3 9% 

外貨建 31 76% 29 91% 

  変額年金 6 15% 5 16% 

定額年金 10 24% 8 25% 

変額終身 2 5% 1 3% 

定額終身 13 32% 15 47% 

合  計 41 100% 32 100% 

平
準
払 

終身 13 20% 15 22% 

定期・収入保障 15 23% 13 19% 

医療・がん 33 50% 32 47% 

個人年金・養老 5 7% 8 12% 

合  計 66 100% 68 100% 

＜ご参考＞ 積立投信の販売額 
新規契約者うちネット経由比率 相続関連サービス 取次件数 
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投資信託の中長期保有に向けた取組みについて 

【静銀ティーエム証券】 

<図11>投資信託の販売額と残高に占める毎月分配型投信の比率（個人） <図12>積立投信のご契約者数・ご契約数 

 静銀ティーエム証券では、分配金の受取りよりも元本の増加を期待されるお客さまに対しては、投資効果の向上に資するよう毎月分配型以外の

投資信託を中心にご案内しています。 

 分配金の受け取りを希望されるお客さまに対しては、分配金支払いの仕組みや元本に対する影響などを十分にご理解いただくよう努めています。 

 リスク分散を図りながら中長期の視点で資産形成を図りたいお客さまに対しては、積立投資をご案内しています。 

 少額からの投資ニーズや時間分散効果への期待から、ご契約者数・ご契約件数は年々増加しています。 

 


