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成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

岐路に立つ地方銀行

マイナス金利の導入によって、地方銀行の再編がさらに加速しそう
だ。背景には地方の人口減少という問題があり、監督官庁の金融庁は
経営基盤の強化を目的に再編を強く後押ししている。バブル崩壊から
25年。地方銀行は大きな曲がり角に立っている。

■ここ数年で相次ぐ合併

地方銀行再編の動きが活発化したのは2014年。熊本の肥後銀行と
鹿児島の鹿児島銀行、次いで横浜銀行と東日本銀行が経営統合を発表
した。肥後銀行と鹿児島銀行は、それぞれトップの地方銀行だった。
本来ならわざわざ一緒になる必要はない。それでも両行が統合を決断
したのは、規模のメリットを追求し、より広域で事業を行わないと今
後の生き残りが難しいと判断したからだ。横浜銀行と東日本銀行も基
本的な考え方は同じ。これをきっかけに、各地で経営統合の動きが活
発化した。2015年の11月には茨城県の常陽銀行と、栃木県の足利銀
行を傘下に持つ足利ホールディングスが経営統合を発表。2016年に
は九州最大の地銀グループであるふくおかフィナンシャルグループ
（FFG）と長崎トップの十八銀行が経営統合を発表した。さらに最近
では、地方銀行大手の千葉銀行と埼玉を中心に展開する武蔵野銀行の
資本提携が発表された。そして、来年には大阪に３つの地方銀行が一
緒になりメガ地銀が誕生する。

■マイナス金利政策とゆうちょ銀の動向に注目

各地における地方銀行の再編
が進んでいることに加え、ゆう
ちょ銀行が上場したことで、小規
模の地方銀行がゆうちょ銀行に買
収される可能性がある。さらにマ
イナス金利の導入によって、地方
銀行の経営環境は非常に悪化して
いる。地方銀行はメガバンクに比
べ、手数料収入を得る機会が少な
日銀のマイナス金利
く、有価証券への依存度が高い。
マイナス金利政策の動向やゆうちょ銀行の動き次第では、驚くような
経営統合が発表される可能性もある。小規模な地方銀行が消滅するこ
とで、地域という概念も県単位からもっと広い範囲に拡大される。

■地方銀行の貸出業務が振るわない

背景には地方銀行の
経営環境の変化がある。
日本経済はバブル経済
の崩壊後「失われた20
年」の間に長らく低迷を
続けてきた。近年では、
アベノミクスを背景に国
内の景気は緩やかな回復
局面に入ったが、地方経
地方銀行の当期純利益の推移
済が活力を取り戻したと
は言い難い。こうした中で、地方銀行は、①企業や家計の借入需要の
伸び悩み、②地域金融機関同士の競争の激化、③金融緩和政策の影響
による超低金利の長期化、といった状況に直面しており、貸出業務の
収益力低下が続いている。さらに、2016 年１月には日本銀行がマイ
ナス金利政策の導入を決定し、金利低下が加速するなど地方銀行の収

益環境は一段と厳しさを増している。

■地方創生の主役になれるか

長期的には高齢化や人口減少の進展により地域経済が縮小し、パイ
としての企業・住民の借入が縮小する可能性が考えられる。地方銀行
は、都市銀行と比べ全体の収益に占める国内事業、特に貸出業務の割
合が高いため、こうした環境変化の影響をより大きく受けやすい。
地域経済が縮小すれば、地域に密着した地方銀行の経営に影響が及ぶ
ことは避けられない。よって、地域経済の活性化、地方創生は地方銀
行の死活問題につながる。逆に、地方銀行による地方創生への貢献が
期待されている。地方銀
行は、地元企業に対する
貸出業務などを通じて、
地域の産業に精通してお
り、企業の創業から再生
までの経営支援のノウハ
ウや経験が豊富であり、
ネットワークが広い、と
いう強みがある。
地方銀行の資金利益の推移

■金融庁の危機感

金融庁は地方銀行の中長期的な先行きに対して危機感を強めてい
る。2016年９月に公表された「平成27事務年度金融レポート」では、
地方銀行の10年後の顧客向けサービス業務の利益率の試算が示され
た。これによると顧客向けサービス業務の利益率は、2015年３月期
でも４割の地方銀行においてマイナスになっており、10年後には６
割を超える地方銀行でマイナスになるとされている。金融庁は1990
年代に不良債権問題が深刻化してからは、銀行の財務健全性の回復に
重点を置いてきた。その結果、銀行の不良債権処理が進み、自己資本
も増え、当時に比べて健全性は格段に改善した。しかし、一方で貸出
が大手企業や地方公共団体といった信用力の高い先や、担保・保証で
保全されている先に集まりやすくなった。こうした動きが銀行間の競
争を加速させ、貸出金利の低下＝収益力の低下をもたらした。地方銀
行は貸出金利の低下による収益減少を、貸出量の拡大でカバーしよう
としてきた。しかし、人口減少下ではこのような貸出攻勢を続けてい
くことはさらに難しくなった。

■取引先の事業内容を評価できるか

金融庁はこうした状況から、財務の健全性だけでなく、経営の持続
可能性にも重点を置こうとしている。これは、地元企業の生産性向上
や住民の資産形成、そして地域経済の成長をもたらすような金融サー
ビスを提供することで、結果として銀行も収益を確保するという好循
環を実現するようなビジネスモデルへの転換を目指すというものだ。
具体的には、担保・保証で貸出が保全されていることに依拠するの
ではなく、取引先企業の事業内容の評価に基づき、貸出や経営支援
等を行うことを目指している。つまり、地方銀行にどれくらい「目
利き力」があるかということが試される。従来にはない判断基準を
持ち、過去の実績だけを見るのではなく、将来の事業の「伸びしろ」
をジャッジできる新しい視点が必要となってきた。
さて、10年後、20年後には、いくつの地方銀行が生き延びている
だろうか。
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済に大きな影響を
経与
えた出来事を
検証するシリーズ その 1

ルギー活用の模索や、省エネルギーに対する技術開発へのきっかけに
もなった。石油の備蓄への体制も整えられた。自動車の大衆化から、
自動車の消費する燃料が石油消費の比率の中でも非常に高かったこと
から、鉄道などの公共交通機関を再評価する動きも出始めた。この２
回のオイルショックでの学習効果は大きかった。

オイルショック
オイルショック（石油危機）は昭和48年（1973年）に起こった第
一次オイルショックとそれから５年後の1978年に起こった第二次オ
イルショックの２回あった。日本経済は大きな打撃を受け、それ以降
の国全体のビジネスモデルに大きな影響を与えた。振り返って、オイ
ルショックとはどういうことだったのか、その後どのような影響を経
済に与えたのかを検証する。

●第一次オイルショックとは

1973年（昭和48年）10月６日に第四次中東戦争が勃発した。これ
をうけて10月16日に、石油輸出国機構（OPEC）に加盟のペルシア
湾岸産油６カ国は、原油公示価格を21％引き上げを決定し、同時に
原油生産の削減とイスラエル支援国への禁輸を決議した。さらに12
月には翌年１月より原油価格を２倍に引き上げると宣言した。これに
より、原油価格は1960年代の１バレル当たり２ドル、直前の３ドル
から12ドルへ上昇することになった。一挙に４倍になった。

●どういうことが起こったか

石油価格の上昇は、エネルギーを中東の石油に依存してきた先進工
業国の経済を直撃した。日本でも、ニクソン・ショックから立ち直り
かけていた景気をまともに揺さぶった。便乗値上げが相次ぎ、急速に
インフレが加速。国内の消費者物価指数で1974年は23% 上昇。イン
フレ抑制のために公定歩合の引き上げが行われ、企業の設備投資など
が抑制された。その結果1974年は△1.2％と戦後初めてマイナス成長
を経験し、戦後続いていた高度
経済成長がここに終焉を迎え
た。トイレットペーパーや洗剤
など日用品物資の買占め騒動
が起こり、デパートのエスカ
レータの運転中止なども発生
した。また、省エネ対策の一
環として、ネオンの早期消灯
やテレビの深夜放送休止など
の処置が取られた。ガソリン
スタンドは日曜日休業となり、
日曜日に開いていた高速道路の
当時の新聞の見出し
サービスエリアのガソリンス
タンドに給油の車が殺到した。

●第二次オイルショック

1978年のイラン革命により、イランでの石油生産が中断したため、
イランから大量の原油を購入していた日本は需給が逼迫した。1978
年末にはオペックが翌年より原油価格を４段階に分け、14.5％値上
げすることを決定した。規模としては、第一次オイルショック並の原
油価格の高騰で、１バーレル30ドル代へ突入した。 日本では1973
年の第一次オイルショックでの学習効果から、省エネルギー政策の浸
透、企業の合理化効果などにより日本経済は比較的軽微な影響で済む
ことができた。また第一次オイルショックのころほど値上げは長引か
ず、イランも石油販売を再開し数年後には価格下落に転じて危機を免
れた。

●２回のオイルショックでわかったこと

第一次及び第二次オイルショックで分かったことは、当時は日本を
はじめ先進国の経済が極端に中東の石油に依存しているということ
だった。このため、油田の開発や調査が中東以外の地域で積極的に行
われた。原子力や風力、太陽光、天然ガスなどの石油を使わないエネ

原油価格の推移

●現代に及ぼしている影響は

第一次オイルショックの起こった1973年の消費者物価は前年比で
23％増と記録的なインフレとなり、石油高と物価高で電気料金は50％
も引き上げられた。1960年代から年平均で９％の高度成長を遂げて
きた日本経済だが、この年の経済成長率は戦後初めてマイナスに転落
した。高度成長は石油危機で名実ともに終止符を打った。日本はこの
未曽有の危機を教訓とし、原子力発電を含めた電源構成の多様化や官
民による石油備蓄の強化、そして省エネルギー技術の開発を進めた。
「脱化石燃料」と「脱中東」を合言葉に世界に冠たる省エネ大国を築
いた。だが、東京電力福島第１原発事故を契機に原発の稼働が相次い
で停止し、稼働中の原発は現在ゼロ。その代わりに石油や LNG（液
化天然ガス）など化石燃料に対する依存度が再び上昇している。最近
のエネルギー需給実績によると、化石燃料への依存度は92％と30年
ぶりに90％を超えた。これは依存度が最も高かった石油危機当時の
94％に迫っている。

日本の経済成長率の推移

●今後のエネルギー政策は

原発依存度がほとんどゼロにまで落ち込んだため、原発事故で日本
がこれまで進めてきた「脱化石燃料」は、40年前の水準に逆戻りし、
エネルギーの中東依存も強まっている。石油危機当時の原油の中東
依存度は80％。アジアなどに調達先を広げてきたが、中東情勢の安
定化に伴って原油の中東依存度は1990年代から再び上昇に転じ、現
在では90％超える水準に達し、石油危機当時よりも依存度が強まっ
ている。電力各社は原発に代わる主力電源として、LNG 火力発電の
増強を急いでいる。今では火力発電の半分を LNG が占め、主力電源
と位置付けられている。化石燃料に依存する構図が強まるのに伴い、
その燃料費の増加も日本経済に影響を与えている。火力発電に対する
過度な依存は、エネルギー安全保障の観点からも見直す必要がある。
石油危機の教訓は、当時あれだけ危機が叫ばれながら、実は原油の輸
入量は減ってはいなかったという点だ。日本中に広がったパニックが
国民を買いだめに走らせ、それが混乱を広げた。東日本大震災後も同
じような光景がみられた。貴重な教訓を忘れてはならない。
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株式会社 DFC 様

のご 紹 介

代表取締役
松本 一希氏

【社
名】株式会社 DFC ／ Device for FlowChemistry
【代表取締役】松本 一希
【事 業 内 容】理化学機器の製品開発と販売
【所 在 地】〒611-0033 京都府宇治市大久保町西ノ端１-25
宇治ベンチャー企業育成工場２号棟
【設
立】2014年４月15日
【資 本 金】700万円
【Ｔ Ｅ Ｌ】0774-45-2503 ／【Ｆ Ａ Ｘ】0774-45-2504
【ホームページ】http://dfc-kyoto.co.jp/
【メ ー ル】info@dfc-kyoto.co.jp

株式会社 DFC はフローケミストリーに特化した装置を開発し
販売する会社。従来の有機合成の手法は、容器の中に複数の溶液
をいれ、温度調整や撹拌などを行っていた。それに対してフロー
ケミストリーでは、近年開発されたガラスやステンレスなどに微
細加工を施したマイクロ流路を用いて、その流路に溶液を流して
合成する手法。従来のフローケミストリー用途の装置は、別の用
途のパーツを組み合わせた装置が多く、フローケミストリーで使
うにはベストとは言えなかった。DFC では、機械と化学双方の技
術・経験を併せ持つ強みを発揮し、機器に関する専門知識を持た
ないクライアントに、
「こんな合成を試したい」というニーズを実
現する代的な装置を設計・開発し、コンサルティングやその後の
ブラッシュアップを含めた提案を行える。化学者の「あったらい
いな」と思う独自の装置を開発することで、世界に貢献するため
に起業した。モットーは「機械の力で化学に貢献」。

製品 COOLABO

その13

フローケミストリーとは

製品小型背圧弁

ベンチャーキャピタリスト から

起業家

会社ロゴ

への アドバイス

人事 その２

グループダイナミクスの理論では人が直接管理できる人数は６
〜８人ぐらいだと言われています。即ちそれ以上の規模になれば、
組織を意識しなければなりません。
また急成長のスタートアップの会社が事業計画を作る際、人員
計画はベースとなる要素のひとつです。一方で人材は不動産と同
様に２つと同じものはありません。その人物の将来性も考慮して
未来の組織図をイメージしてみるとよいでしょう。その人物に将
来期待するポジションはどこか、足らない人材のプロフィールは。
また、優秀な人ほど慎重に採用を考えねばなりません。切れる刀
は使い方を間違うと怖いものです。

製品 MICROREACTOR 入門キット

木村美都

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ 上場 コード 8462）

最初は経営者自らが採用をすること。かなりの規模になっても
採用は経営者の大事な仕事です。但し、採用活動はデリケートな
要素もあり、事務処理も結構ありますから、急速な成長を前提に
するなら早めに人事総務担当者を決めておくべきです。
前にも述べましたが、新卒は企業の風土を創る大事な要素です。
一方、急成長には中途採用も欠かせませんし、私も大勢の中途採
用を行いました。その際の私のポイントです。
25歳までは素材、性格・地頭・体力
30歳までは今何を持っているか、技術・経験
30歳以上はそれにプラスして人を動かせるか
40歳以上はさらにプラスして人脈
採用力とともに育成力と評価力も経営者には必要ですが、これ
らについてはまたの機会とします。
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勉強会のご案内

5月度・6月度

N M O 勉 強 会 京都例会

N M O 勉 強 会 大阪例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

第185回 （公的機関と共催の予定）

日 時：05月11日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会 場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム
				 http://www.citylabo-ino.com/
				 （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」
下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講 師：中井 忍氏（京都中央信用金庫 営業推進第一部）
テーマ：地域経済分析システム RESAS を活用する
				 〜地方創生に活かせる貴重なデータがてんこ盛り〜
第186回

日 時：06月08日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会 場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム
				 http://www.citylabo-ino.com/
				 （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」
下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講 師：八田 信男氏（株式会社ファーマフーズ監査役）
テーマ：AI とニューエコノミー
				 〜 IoT と日本らしさ〜

第21期（2017年度前期）

成岡秀夫経営塾

マネジメント基本講座シリーズ
時間

13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内
京
セミナールームにて

形式

成岡からの講義形式／毎回自由参加

費用

毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）

定員

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください



スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

題

21-2

2017/5/14

日曜日

決算書・試算表を理解する
～損益計算書～

21-3

2017/6/18

日曜日

決算書・試算表を分析する
～キャッシュフロー計算書～

21-4

2017/7/23

日曜日

設備投資と資金繰りの基本
～投資判断基準と現実の資金繰り～

21-5

2017/8/20

日曜日

管理会計と財務会計の違いと活用
～収益管理の方法～

21-6

2017/9/10

日曜日

経営計画を作成する
～中期計画を作成する際のポイント～

起業してから忙しく、永年海外に出かけていなかったので、この連休は15年ぶ
りに海外に出かけることとした。縁あって知人がちょうどベトナムに所用で行
くというので、ベトナムのハノイに行くことにした。現地で当地のビジネス事
情をいろいろと見てこようと思う。仏教国で親日で教養レベルも高いベトナム
から吸収することも多い。（な）

第146回 （公的機関と共催の予定）

日 時：05月16日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会 場：大阪産業創造館６F-D 会議室
				 （地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講 師：中井 忍氏（京都中央信用金庫 営業推進第一部）
テーマ：地域経済分析システム RESAS を活用する
				 〜地方創生に活かせる貴重なデータがてんこ盛り〜

第147回

日 時：06月20日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会 場：大阪産業創造館６F-D 会議室
				 （地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講 師：八田 信男氏（株式会社ファーマフーズ監査役）
テーマ：AI とニューエコノミー
				 〜 IoT と日本らしさ〜

今月の
推薦図書
書

名：人口と日本経済〜長
寿・イノベーション・
経済成長〜
著 者：吉川 洋
発 行：中央公論新社
発行日：2016年08月25日
定 価：760円＋税
ページ数：197ページ
版 型：新書版

人口と日本経済〜長寿・イノベーション・経済成長〜

人口減少が予想以上に進行し、働き手がどんどん減っていく。財
政の赤字は拡大の一途をたどり、地方は消滅の危機にある。もはや、
日本国は沈没の危機にある。衰退は避けられないのではないか？ そ
んな一般的な思い込みに対し、長く人口問題と向き合ってきた経済学
は、明確に否定する。経済成長のカギは、人口増加ではなくイノベー
ションにある。日本が世界有数の長寿国であることがチャンスなのだ
と本書は訴える。日本中に蔓延する「人口減少悲観論」を真っ向から
排除し、本当の日本経済の課題に迫る。人口減少は確かに事実だが、
人口が減るから経済成長は無理という議論は正しくない。先進国の経
済成長を決めるのは、人口ではなくイノベーションだ。一番大きな要
素である一人当たりの所得を上昇させるのは、イノベーションの役割
が重要だと本書は指摘する。

【目 次】

編集後記

第１章：経済学は人口をいかに考えてきたか
第２章：人口減少と日本経済
第３章：長寿という果実
第４章：人間にとって経済とは何か
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