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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当行は、滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神を継承した行是「自分に
きびしく　人には親切　社会につくす」をCSR（企業の社会的責任）の原点とし、経営理念に掲げる「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄
に努め、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図る観点から、次の基本的な考え方に基づきコーポレートガバナンスの充実および不
断の見直しを行います。

1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。

2.ステークホルダーと適切に協働する。

3.非財務情報を含めた情報の適切な開示と、意思決定の透明性、公正性を確保する。

4.経営陣幹部による適切なリスクテイクを可能とするための環境整備を行う。

5.持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するため、株主との対話を重視する。

　

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則1-4】

○政策保有株式の縮減に関する方針

政策保有株式については、自己資本に対して過大にならないよう総額をコントロールします。

売却又は保有は経済合理性および地域経済との関連性ならびに当行の資本政策上の観点から総合的に判断します。売却にあたっては、取引先

企業との十分な対話を通じて進めてまいります。

○個別の政策保有株式の検証

銘柄別にリスク・リターンを分析し取締役会へ報告していますが、一層議論を深めていく必要があると課題認識しています。

○議決権行使基準

議決権の行使にあたっては、各議案が取引先企業の企業価値を高め持続的成長に資する議案であるという観点や、当行の企業価値向上の観点
も踏まえ、総合的に賛否を判断します。なお、株式価値に大幅な変動を与える場合や、議案内容に不明な点がある場合には、特に慎重にその賛
否を判断します。また、主要な政策保有株式については、議決権行使の状況を取締役会に報告します。

【補充原則4-1-3、補充原則4-3-2、補充原則4-3-3】

最高経営責任者（CEO）等の後継者計画および選解任については、経営の基本的あり方、地域金融機関の特性を踏まえて慎重に検討してまいり
ます。

【補充原則4-10-1】

現在、当行は独立した諮問委員会を設置しておりませんが、指名・報酬等の重要事項に関し必要に応じて独立社外役員の助言を得ております。
本事項は経営の基本的あり方とも関連することから対応の要否を含めて議論を深化させてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-7】

当行は「株主への利益供与の禁止」「アームズレングスルールの遵守」を含めた役職員が遵守すべき法令等をとりまとめた「コンプライアンス・マ
ニュアル」をコンプライアンス委員会の決議で定め、その遵守状況をモニタリングしております。

役員(取締役および監査役)と当行との間の取引については、定型約款に基づく取引を除き、行わないものとしております。なお、取締役と当行の
間の利益相反取引については取締役会の承認をもって行うものとしております。

【原則2-6】

当行は、加入者等への年金給付・一時金給付を将来にわたり確実に行うため中長期的な観点で運用を行っています。また、資産運用における意
思決定にあたり、経営管理部・市場国際部など資産運用に関する専門知識を有する者で構成する資産運用委員会を設置しています。運用受託機
関は管理体制・能力を勘案して選任し、運用状況は四半期毎にモニタリングしています。

【原則3-1】

（1）当行グループは全役職員一丸となって「第7次中期経営計画」に全力で取り組み、不変の精神である行是「自分にきびしく　人には親切　社会
につくす」を原点とし、「CSR憲章（経営理念）」に掲げる「地域社会」「役職員」「地球環境」との共存共栄を目指してまいります。

なお、第7次中期経営計画の詳細は、当行ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.shigagin.com/pdf/7thMMP.pdf）

（2）当行は、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、運営方針等を定めた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、当行ホーム
ページに掲載しておりますので、ご参照ください。

（https://www.shigagin.com/pdf/governance_guideline.pdf）



（3）当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役の役割等（第15条）」「役員の報酬決定の方針と手
続」に規定しておりますので、ご参照ください。

（4）当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等（第13条）」「取締役の役割等（第15条）」
「監査役の役割等（第18条）」「役員候補者の指名の方針と手続」に規定しておりますので、ご参照ください。

（5）取締役・監査役候補者の選任理由については、「定時株主総会招集ご通知」に記載しておりますのでご参照ください。

（https://www.shigagin.com/investor/file/meeting.html）

【補充原則4-1-1】

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等（第13条）」「取締役の役割等（第15条）」「常
務会の役割（第20条）」に、取締役会の役割および経営陣に対する委任の範囲について規定しておりますので、ご参照ください。

【原則4-9】

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「独立性判断基準」に、当行の独立性判断基準について規定し
ておりますので、ご参照ください。

【補充原則4-11-1】

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等（第13条）」「取締役の役割等（第15条）」に、
取締役会の構成に関する方針および取締役の選任に関する方針・手続きについて規定しておりますので、ご参照ください。

【補充原則4-11-2】

当行は社外取締役・社外監査役を含め、取締役・監査役候補者、取締役・監査役の重要な兼職状況を、「定時株主総会招集ご通知」の事業報告
において開示しております。

【補充原則4-11-3】

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「取締役会の役割等（第13条）」「取締役会評価基準」に、取締役
会全体の実効性についての分析・評価およびその結果の概要の開示について規定しておりますので、ご参照ください。

なお、2019年度の取締役会全体の実効性については、全取締役および監査役に対し、アンケートを実施し、その結果に基づき次のとおり取締役
会にて評価いたしました。

・企業戦略等会社の大きな方向性の議論が行われるとともに、リスク管理、内部監査結果、法令等遵守状況についても適切に報告され、十分な審
議が行われました。

・加えて、環境変化を踏まえた経営戦略の定期的な検証を実施することによりPDCAサイクルを有効に機能させました。

以上を踏まえ、取締役会の意思決定および監督の両機能は適切に発揮されており、取締役会の実効性は概ね確保されている旨を確認いたしまし
た。

なお、取締役会として以下の課題を共有しております。

・最高経営責任者（CEO）等の後継者計画および選解任に関して、経営の基本的なあり方・地域金融機関の特性を踏まえて慎重に検討していく必
要があること。

・経営の重要テーマに関する議論の更なる充実を図り、実効性向上に取り組むこと。

【補充原則4-14-2】

当行は、取締役・監査役が、それぞれの役割・責務を適切に果たすために必要な知識を習得できる機会を提供するとともに、その費用の支援を行
います。

【原則5-1】

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「株主との対話に関する基本方針（第23条）」「担当部署、担当者
（第24条）」「会社説明会の開催等（第25条）」に、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を規定しておりますの
で、ご参照ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS

INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST（常任代理人 香港上海銀行東京支店）
2,147,500 4.27

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,701,700 3.38

日本生命保険相互会社 1,610,937 3.20

明治安田生命保険相互会社 1,599,878 3.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,360,100 2.70

滋賀銀行従業員持株会 1,211,259 2.41

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 1,180,452 2.35

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,165,400 2.32

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U. S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港

上海銀行東京支店)
1,160,244 2.31

JP MORGAN CHASE BANK 385151（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） 813,562 1.62



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

2019年4月1日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エル
エルピー(Silchester International Investors LLP)が2018年8月10日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当行として2020

年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、株式名簿上の所有株式を上記大株主の状況に記載しております。

なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりでありますが、保有株券等の数は2018年10月1日付で行った普通株式5株を1株とする
株式併合前の株数を記載しております。

氏名又は名称　　　　　　　　　シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー（Silchester International Investors LLP）　

住　所　　　　　　　　　　　　　　英国ロンドン　ダブリュー1ジェイ　6ティーエル、ブルトン　ストリート1、タイム　アンド　ライフ　ビル　5階

保有株券等の数 　　　　　　　22,599千株

株券等保有割合 　　　　　　　8.51％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

安井　肇 他の会社の出身者 ○

竹内　美奈子 他の会社の出身者 ○

服部　力也 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

安井　肇 ○

安井肇氏は当行と取引がありますが、取
引内容は一般預金者としての通常の取引
であります。上記の取引はその規模や性
質に照らして株主・投資者の判断に影響
を及ぼすおそれはないと判断されることか
ら、詳細の記載を省略します。

日本銀行および監査法人における豊富な経
験、企業財務に関する深い知識ならびに金融
に関する高い見識を当行の経営に活かしてい
ただくことを期待したため。また、当行と特別な
利害関係は無く、当行の経営執行等について
客観的・中立的な監視を行っていただくことが
でき、一般株主と利益相反の生じる恐れがない
ため。



竹内　美奈子 ○

竹内美奈子氏は当行と取引があります
が、取引内容は一般預金者としての通常
の取引であります。上記の取引はその規
模や性質に照らして株主・投資者の判断
に影響を及ぼすおそれはないと判断され
ることから、詳細の記載を省略します。

企業経営者として、経営全般に関する豊富な
経験と高い見識を当行の経営に活かしていた
だくことを期待したため。また、当行と特別な利
害関係は無く、当行の経営執行等について客
観的・中立的な監視を行っていただくことがで
き、一般株主と利益相反の生じる恐れがないた
め。

服部　力也 ○

服部力也氏は2018年3月まで三井住友信
託銀行株式会社の取締役副会長を務め
ていました。当行と三井住友信託銀行株
式会社とは取引関係がありますが、取引
高が両行の売上高に占める割合はどちら
も1％未満と僅少であり、主要な取引先に
該当するものではありません。また三井住
友信託銀行株式会社は当行株式を1.32％
保有しておりますが、取引の規模や性質
に照らして、株主・投資者の判断に影響を
及ぼすおそれはないと判断しております。

三井住友信託銀行株式会社における豊富な経
験と金融に関する高い見識を当行の経営に活
かしていただくことを期待したため。また当行と
特別な利害関係は無く、当行の経営執行等に
ついて客観的・中立的な監視を行っていただく
ことができ、一般株主と利益相反の生じる恐れ
がないため。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

（１）監査役と会計監査人の連携状況

　 　監査役は会計監査につき、監査報告書への意見形成に至る過程を会計監査人から説明等を受け、意見交換を実施しており

　　 ます。また、会計監査人の会計監査に実際に立会い、法令等を遵守した監査がなされているか等の確認を行っております。

（２）監査役と内部監査部門の連携状況

　　 監査役は、内部監査部門の主催により、毎月開催される内部監査報告会に出席し、監査部門による営業店、本部各部、関

　　 連会社の監査結果を聴取し、意見交換を実施するとともに、実際の監査に適宜立会い、監査状況を確認しております。また、

　　 内部監査部門による監査の結果、重大な事象が発見された場合、内部監査部門は直ちに監査役に対して報告を行っており

　　 ます。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松井　保仁 弁護士 ○

大西　一清 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者



f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松井　保仁 ○

松井保仁氏は当行と取引がありますが、
取引内容は一般預金者としての通常の取
引であります。上記の取引はその規模や
性質に照らして株主・投資者の判断に影
響を及ぼすおそれはないと判断されること
から、詳細の記載を省略します。

弁護士として企業法務に携わっており、専門的
知識と豊富な経験を当行の監査に反映してい
ただくことを期待したため。また、当行と特別な
利害関係は無く、当行の経営執行等について
客観的・中立的な監視を行っていただくことが
でき、一般株主と利益相反の生じる恐れがない
ため。

大西　一清 ○ ―――

大蔵省（現財務省）および他の法人における豊
富な経験と財政や行政で培われた高い見識を
当行の監査に反映していただくことを期待した
ため。また、当行と特別な利害関係は無く、当
行の経営執行等について客観的・中立的な監
視を行っていただくことができ、一般株主と利益
相反の生じる恐れがないため。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を満たす社外役員（社外取締役、社外監査役）を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

2013年6月25日開催の当行第126期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプションを

導入することを決議いたしました。

＜当行の取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容＞

（1）新株予約権の目的である株式の種類　：　普通株式

（2）新株予約権の目的である株式の総数　：　40千株を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新

　　 株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の上限とする。各新株予約権の目的である株式の数（以下「付

　　 与株式数」）は20株とする。なお、決議日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株

　　 式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。

（3）新株予約権の総数　：　取締役に対して割り当てる新株予約権の総数2,000個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から

　　 １年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。

（4）新株予約権の払込金額　：　新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とする。なお、新株予約権の割

　　 り当てを受ける者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債権と新株予約権の払込債務を相殺するものと

　 　する。

（5）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額　：　1株あたりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額と

　 　する。

（6）新株予約権を行使することができる期間　：　新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において

　　 定める。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限　：　取締役会の決議による承認を要する。

（8）新株予約権の行使の条件　：　新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役



該当項目に関する補足説明

・株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲をより高めるため、

　取締役に対し、従来の取締役の報酬等の額とは別に、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

＜事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) ＞

　・取締役（10名）に対し、報酬等総額212百万円（固定報酬187百万円、ストックオプション24百万円）

　・監査役（2名）に対し、報酬等総額41百万円（固定報酬41百万円）

　・社外取締役・社外監査役（5名）に対し、報酬等総額26百万円（固定報酬26百万円）

　　(注) 上記のほか、取締役が使用人を兼ねている場合における使用人としての報酬等の総額は5百万円(固定報酬1名・2百

　　　　　万円、 賞与2名・3百万円)です。

　　　　　なお、連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在いたしません。

　　　　　また、固定報酬から独立した業績連動型報酬は採用しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当行の取締役（社外取締役を除く）の報酬については、（a）役位を基に役割や責任に応じて支給する固定報酬、及び（b）中

長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるため支給する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権

に関する報酬で構成しております。また、社外取締役及び監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、

固定報酬のみとしております。

固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、

監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。また、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬については、株主総会で定められた範囲内で取締役会の決議により決定しております。

加えて、（a）取締役（社外取締役を除く）の固定報酬は、業績向上へのインセンティブを高めるため、当該期業績の最終結

果を表す「親会社株主に帰属する当期純利益」の前年度実績に応じて各年度で増減させ、業績に応じた報酬としております

（2020年3月期において、固定報酬から独立した業績連動型報酬は採用しておりません）。

なお、2020年6月25日開催の定時株主総会において、役員の報酬等について下記のとおり決議いただいております。

・取締役の確定金額報酬

　年額：2億6,000万円以内、うち社外取締役に対して年額3,500万円以内（取締役15名以内）

・取締役（社外取締役を除く）の業績連動型報酬

　年額：当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益の0.45％以内、上限は年額7,500万円

・監査役の確定金額報酬

　年額：8,400万円以内（監査役4名以内）

※株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬に関しては変更ありません。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役に対するサポートは、監査役室が担当しており、取締役会議案・報告資料の事前配付及び事前説明等を行うほか、

行内規程等の行内情報を閲覧できる環境を整備しております。

社外監査役に対するサポートは、監査役室が担当するほか、定期的に開催される監査役会において、常勤監査役が業務監査

の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類の概要等につき社外監査役に報告し、社外監査役による監査を支援しております。

また、本部各部は社外監査役の要請により、取締役の重要な業務執行の状況について直ちに報告する態勢を整備しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等



氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

大道　良夫 相談役
経済団体活動、社会貢献活動

（経営非関与）

【勤務形態】　非常勤

【報　　　酬】　有
2016/04/01 定めなし

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

当行は、地域活性化や当行の企業価値向上のため、業界団体や公的団体の活動に従事することを目的に、取締役会の決議により代表取締役経
験者を相談役に選任する場合があります。

相談役は経営の意思決定には関与せず、ガバナンス上の問題はないと考えております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

＜業務執行、監査・監督の方法＞

（1） 取締役会

取締役会は、9名（2020年6月25日現在）の取締役（うち社外取締役3名）で構成され、監査役出席のもと、原則毎月1回開催し、

当行の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。

（2）監査役会

監査役会は、4名（2020年6月25日現在）の監査役（うち社外監査役2名）で構成され、監査役会を原則毎月1回開催し、監査の

方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担の策定など、監査に関する重要事項の決議、協議、報告等を行っております。

（3）常務会

常務会は、取締役会長・取締役頭取・取締役副頭取・専務取締役・常務取締役から構成され、投資計画、新商品の開発、営業

体制の強化、リスク状況の把握など、経営全般について迅速な意思決定を行うために、必要に応じ開催しております。

なお、重要な業務の執行については取締役会に上程しております。

（4）内部監査体制

内部監査を実施する監査部を設置し、監査対象部店の内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価しております。

（5）CSR委員会

CSR委員会は、取締役頭取を委員長とし、経営理念である「CSR憲章」をもとに「誠実な企業としての価値の創造と向上」を図

り、当行の「持続的発展」に資することを目的として、あらゆる「ステークホルダー」に対する「SR(社会的責任)」を果たすための

企画の検討を行っております。

（6）コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、専務取締役を委員長とし、参与として監査役を加え、誠実・公正な企業活動の遂行に資することを

目的として、社会規範、法令および当行内規の遵守に係る諸問題について総合的な検討を行っております。

（7）ALM委員会

ALM委員会は、取締役頭取を委員長とし、リスク管理の充実によって安定した収益の向上に寄与することを目的として、リスク

に関する報告や分析・討議を行うとともに、ALM(資産と負債の総合管理)の対応を図っております。

（8）会計監査人

会計監査につきましては、当行と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツが監査を実施しております。

＜監査の状況＞

当行の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は、以下のとおりです。

　　　　　　　氏名　　　　　　　 所属する監査法人

　　　　　　　松崎 雅則　　　　有限責任監査法人トーマツ

　　　　　　　河越 弘昭　　　　有限責任監査法人トーマツ

＜監査役の機能強化に関する取組状況＞

・当行は、2015年6月25日、監査役室を新設し、監査役の職務を補助する業務執行役員から独立した使用人を常設することで、

　監査役の職務を遂行するための体制を強化いたしました。

・当行の社内監査役は、銀行員としての十分な経歴を持ち、また社外監査役も会社経営に関する十分な経歴を持っていることから、

　両者とも財務・会計に関する十分な知見を有しております。

＜責任限定契約＞

・当行は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、当行と社外取締役および社外監査役との間で、

　当行への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外取締役3名、社外

　監査役2名は、当行との間で、当該責任限定契約を締結しております。

＜責任限定契約の内容＞

・社外取締役又は社外監査役が、善意かつ重大な過失が無い場合で、銀行に対して会社法第423条第1項に定める損害賠償責任

　を負うときは、定款第29条又は第39条の規定の範囲内である1,000万円又は次の各号の金額の合計額のいずれか高い額をもっ

　て、賠償責任の限度額とする。



（1）その在職中に銀行から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額として会社法施行規則

　　第113条で定める方法により算定される額に2を乗じて得た額。

（2）銀行の新株予約権を引き受けた場合における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として会社法施行規則第

　　114条で定める方法により算定される額。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当行は、監査役会制度を採用し、社外取締役を含む取締役会が経営を監督する機能を担い、社外監査役を含む監査役会が

取締役会を牽制する体制としております。

業務運営上は、業務執行の意思決定機関である常務会を中心に、コンプライアンス委員会やALM委員会を設置し、さらに

内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。

このような体制により、当行は適正なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 出来る限り、集中する日に開催しないよう日程調整を行っております。

電磁的方法による議決権の行使
インターネットによる議決権行使については、2006年6月の株主総会より実施して

おり、当行の株主名簿管理人が開設する議決権行使サイトをご利用いただくことに

よって行使することができます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

機関投資家さまには、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご

利用いただけます。

招集通知（要約）の英文での提供
2016年6月24日開催の第129期定時株主総会より、招集ご通知（要約）の英語版を当行
ホームページの「株主・投資家の皆さま」ページ及びTDnetに掲載しております。

その他

2020年6月25日開催の第133期定時株主総会招集ご通知は、2020年6月3日に発送させて
いただいており、招集ご通知発送前の2020年5月29日より当行ホームページの「株主・投
資家の皆さま」ページおよびTDnetに掲載しております。

また、有価証券報告書については、株主総会前の2020年6月10日に提出・開示しておりま
す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

個人投資家向けに定期的説明会を開催

当行は、個人投資家向けの会社説明会を、事業年度(自 2019年4月1日 至

2020年3月31日)において、以下の通り開催させていただきました。

　・2019年9月25日（水）　 滋賀県大津市：1回

＜今後の方針＞

個人投資家向け会社説明会につきましては、定期的に開催してまいります。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当行は、アナリスト・機関投資家向けの会社説明会を、事業年度(自 2019年4

月1日 至 2020年3月31日)において、以下の通り開催させていただきました。

　・2019年6月5日（水）　 東京都中央区：1回

＜今後の方針＞

アナリスト・機関投資家向け会社説明会につきましては、定期的に開催してま
いります。

個別のミーティング等についても、適宜開催してまいります。

あり

IR資料のホームページ掲載

決算短信や有価証券報告書、ディスクロージャー誌、CSRリポート等を

当行ホームページ（https://www.shigagin.com/）に掲載しております。

投資家向け会社説明会資料についても、2017年度より当行ホームページに掲
載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IRに関する担当部署は下記のとおりです。

総合企画部（連絡先：077-521-2200）



その他

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライ
ン」に、「株主との対話に関する基本方針」、「担当部署、担当者」、「会社説明
会の開催等」について、以下の通り規定しております。

（株主との対話に関する基本方針）

第23条　当行は、企業の健全かつ持続的成長と中長期的な企業価値の向上　

　　　　　 に資するため、株主との建設的な対話に努め、取締役会は、株主と

　　　　　 の建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針を

　　　　　 策定し、開示する。

（担当部署、担当者）

第24条　株主との建設的な対話を含むIR活動の統轄部署を総合企画部とし、

　　　　　 同部の担当取締役をIR担当者とする。

　　 　2　 総合企画部は経営管理部および総務部と緊密に連携し、インサイ

　　　　　 ダー情報管理を踏まえた適切なIR活動を運営する。

(会社説明会の開催等）

第25条　当行は、株主、投資家を対象に、会社説明会を適宜開催する。

　　　 2　 株主、投資家の意見は役員が共有し、経営施策に活用する。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「ステー
クホルダーの尊重（第7条）」に規定しておりますので、ご参照ください。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当行グループは、1966年に制定された行是「自分にきびしく 人には親切 社会につ

くす」をCSR（企業の社会的責任）経営の原点とし、「地域社会」、「役職員」、「地球

環境」との共存共栄を追求する「CSR憲章」を2007年4月に制定し、社会の一員とし

て「共存共栄」の実現に向け取組んでおります。

こうした取組みの具体的内容については、毎年作成している「CSRリポート（※）」

に掲載し、皆さまにご報告をさせていただいております。

（※）CSRリポート掲載箇所 … hｔｔps://www.shigagin.com/csr/report/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の「適切な
情報開示（第10条）」「株主との対話に関する基本方針（第23条）」に規定しておりますの
で、ご参照ください。

また、「滋賀銀行の行動規範」において、経営情報等の積極的かつ公正な開示により、顧

客、株主、地域社会等とのコミュニケーションを図り、透明な経営の確保に努めることを定

めております。

その他

「ダイバーシティ＆インクルージョン」に関する取り組みについて

当行は、早くからポジティブアクションの観点で女性の能力開発に取り組んできました。
2006年12月には「女性活躍推進委員会」を設置、女性の立場から「女性が働きやすい風土
の醸成、キャリア形成支援、制度の充実」を軸に経営に提言を行い、女性自らが活躍する
ための諸制度を充実させてきました。2020年4月には「女性活躍推進委員会」を「ダイバー
シティ推進委員会」へ改編し、誰もが“自分らしさ”を発揮できる職場づくりを推進し、今まで
以上に生きがい、働きがいのある組織を目指し取り組んでいきます。

○女性活躍推進法に基づく数値目標

（期間：2020年4月1日～2024年3月31日）

・管理職(課次長級以上)に占める女性割合を8％以上

・男性職員の配偶者出産特別休暇取得率を35％以上

○主な取り組み

・女性管理職を養成する研修や女性の職域拡大に向けた研修の実施

・育児休業者の休業中、復帰後におけるサポート体制の構築

・職の転換制度やジョブリターン制度など多様な働き方に対応できる人事制度

・2020年2月より柔軟な発想で仕事に向き合える組織風土の醸成を図るため、

　ビジネスカジュアルの試行を実施

○認定取得

・2016年4月に次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」の認定

　を取得

・2020年1月に女性活躍推進法に基づく「えるぼし」（二つ星）の認定を取得



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

＜基本方針＞

当行は、滋賀県に本拠を置く地方銀行として、伝統ある近江商人の「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）」の精神を継承

した行是「自分にきびしく　人には親切　社会につくす」をCSR（企業の社会的責任）の原点とし、経営理念に掲げる「地域社会」

「役職員」「地球環境」との共存共栄に努めています。この考え方に基づき、当行グループは、業務の適正を確保するための体制

（内部統制システム）を次のとおり構築しています。また、変化する経営環境に適切に対応するため、適宜必要に応じて体制の見

直しを行います。

(業務の適正を確保するための体制)

（1）当行及び子会社の取締役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並びに当行及び子会社の使用

　　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

・当行グループは、コンプライアンス体制の整備、並びに規程類の制定、使用人の教育訓練を行い、グループ全体としてのコンプラ

　イアンス体制を構築しています。

・当行の経営管理部はコンプライアンス統轄部署として、グループ会社のコンプライアンス体制の整備、規程類の制定、使用人の教

　育や訓練に、必要に応じ助言や指導を行います。

・当行の総合企画部及び所管部はグループ会社における日常のコンプライアンス実施状況を把握し、必要に応じ助言や指導を行

　います。

・当行の監査役及び監査部は、当行グループの健全かつ適正な業務運営に資することを目的に監査を実施しています。

・また、当行グループでは全ての役職員が利用できる「内部通報制度（コンプライアンスヘルプライン）」を整備しています。

・当行グループは市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等との関係を遮断し、断固として排除するための体制を

　整備しています。

（2）当行の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

・当行は取締役会、常務会、その他重要な諸会議の議事録やその他の経営上の重要な文書・情報の保存及び管理方法を「事務取

　扱要領」で定め、適切に管理しています。

（3）当行及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当行は基本規程である「リスク管理規程」を定め、これに基づいて主要なリスク毎に具体的な管理体制を構築するとともに、リスク

　管理の統轄部署を経営管理部と定め、統合的リスク管理を行っています。リスク管理に関する重要事項については取締役会に付

　議・報告する体制としています。

・グループ会社のリスク管理に関しては、当行の総合企画部がリスク管理規程に基づき、各リスク所管部と連携し、その保有するリス

　クに応じて適切に管理を行っています。

・当行の総合企画部はグループ会社からの報告、もしくは銀行のモニタリング等の結果に基づき、リスクの状況を適切に把握し、それ

　が銀行の経営に重要な影響を与えると判断した場合は常務会及び必要に応じて取締役会に報告を行う体制を整備しています。

（4）当行及び子会社の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

・当行グループでは、取締役の職務執行を効率的に行うため、「取締役会規程」で取締役会での決議事項を明確に定めています。

　また、当行では取締役会の決定する事項の細目及び日常的な行務の決定を役付取締役で構成される常務会に委任しています。

・役付取締役については、担当業務を定めることで職務分担を行い、効率化を図っています。

・中期経営計画において連結での経営指標を掲げ、グループとしての効率化に努めています。

（5）子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告体制その他の当行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

・当行は当行グループにおける業務の適正を確保するため、当行グループを一体と考え、グループ全体が同等の水準で法令遵守やリ

　スク管理等の内部管理体制を構築しています。

・当行グループは「関連会社管理・運営規程」を定め、コンプライアンス、顧客保護、リスク管理等について、グループ横断的に統一され

　た管理体制の構築を目指しています。

・グループ会社の代表取締役は全部課店長会やCSR委員会等の重要な会議に出席しています。

・当行の監査役及び監査部はグループ会社に対しても定期的に業務監査を行っています。

・グループ会社に対し、四半期ごとの財務・業績の概況ならびに決算状況の他、当行が求めた場合には一定の事項を報告すること

　を義務付けています。

（6）当行の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、当該使用人の取締役

　　からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

・当行は監査役の職務を補助する業務執行取締役から独立した使用人を常設し、監査役の職務を遂行するために十分な体制を構築

　します。

・監査役の職務を補助すべき使用人の処遇については、監査役会と協議して行うものとしています。

・監査役を補助する使用人は、監査役の指示に従い業務を遂行する方針を定めています。

（7）当行の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人(これらから報告を受けた者を含む)が当行監査役に報告を

　　するための体制その他の監査役への報告に関する体制、及び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、当該報告をした者が報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制



・当行の監査役は当行グループの経営状態を十分に把握し、監査役としての業務執行の実効性を確保するため、各企業の主要な会

　議にも出席しています。

・また、当行監査役は当行代表取締役と定期的な意見交換会を開催しています。

・グループ会社で作成する稟議書やその他の重要な報告は当行監査役にも回付するなど、監査役に報告するための体制を整備して

　います。

・当行グループでは全ての役職員が利用できる内部通報制度(コンプライアンスヘルプライン)を整備しており、通報内容は当行監査役

　に報告されます。なお、通報したことを理由に不利益扱いを行うことは禁止されています。

（8）当行監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の

　　処理に係る方針に関する事項

・監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払いの請求等をしたときは、その職務に必要でないと認める場

　合を除き、速やかに支払う方針を定めています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　・当行は健全な市民社会に脅威を与える反社会的勢力を断固排除することを基本方針とし、当行の具体的な行動基準である「滋

　 賀銀行の行動規範」に定めております。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

　・当行は上記の基本方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断を目的として「反社会的勢力等対応規程」を制定し、担当部署に

　　て下記のとおり対応しております。

　［1］反社会的勢力排除のためのコンプライアンス・プログラムの実施

　［2］反社会的勢力等に関する情報の一元管理、反社会的勢力等のデータベースの整備

　［3］反社会的勢力等への対応マニュアルの策定、各種契約書、約款等への暴力団排除条項の導入

　［4］警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士などの外部機関との連携、滋賀県金融機関・警察連絡協議会への参加

　［5］反社会的勢力等への対応に関する研修の実施



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（１）会社情報の適時開示に係る基本姿勢

　・ 当行は、情報開示に関する規程として「経営関連情報開示規程」を制定し、当行グループに関する重要な財務的・社会的・

　　 環境的側面等の情報の公正かつ適時・適切な開示により、お客さま、株主さま、投資家のみなさま、地域社会等のすべての

　　 ステークホルダーに、当行に対する理解を促進し、その適正な評価を得るために、透明性の高い情報開示に向け真摯な姿勢

　　 で取り組んでおります。

（２）会社情報の適時開示に係る社内体制

　・ 当行は、「経営関連情報開示規程」を制定し、経営関連情報を、(1)法令（定例）開示情報、（2）法令（適時）開示情報（決定事

　　 実に関する情報、発生事実に関する情報、決算関連情報）、(3)その他の重要な情報に分類し、総合企画部を経営関連情報

　　 開示統轄部署（統轄部署）と定めて、適時・適切な情報開示を行っております。

　・ また、統轄部署は、各部から経営関連情報の適時報告を受け、これを一元的に管理・整理する体制とし、規程に基づいて取

　　 締役会等に付議または報告を行い、承認を受けた後、速やかに開示を実施しております。

（３）コンプライアンスに関する社内体制

　・ さらに当行では、コンプライアンス部署である経営管理部法務室が、コンプライアンスの充実・強化・検証をはかるとともに、本

　　部各部・支店からは独立した部署である監査部が内部監査を行うことで、当行グループ全体の内部管理体制の向上に努めて

　　おります。
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