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「10年後6割赤字時代」の銀行経営

プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン

CEO & 日本代表

大山 剛
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「10年後6割赤字」のメッセージ

（出所）日本銀行「金融システムレポート」2019年4月

• 前提条件は基本的に「現状横這い」（金利はむしろ途中ゼロ金利が解
除される等甘い想定）⇒これでもここまで悪くなる事態の深刻さ
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金融機関の過去の収益の源泉を改めて整理すると…

1. 地元でのフランチャイズ（大手行の場合は「地元」を「日本」に差
し替え）
支店ネットワーク
地元の企業/個人に係る情報
地元での高いレピュテーション

2. 地元の有望な人材、利用価値の高い不動産
3. 銀行業への高い参入障壁
4. 安定した順イールド
5. 高い預貸率と安定したマージン

• 4と5は既に消失
• 1、2、3⇒そもそも4と5を最大限享受するためにあったもの。またイノ
ベーションの発生により、これら自体も揺らいでいる
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外部環境変化がもたらすビジネスモデル危機

1. ディスインフレの長期化
イールドカーブのフラット化
逆イールド
マイナス金利

2. 少子高齢化、人口減少
縮小する経済
事業所数の減少

3. イノベーション
参入障壁（情報の非対称性、規制要件）の低下
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収益源が消える中で
現状新たなリスクアペタイトが向かう先は…

1. 新たな信用リスク（ミドルリスク）のテイク
2. 不動産リスクのテイク
3. 個人の信用リスクテイク
4. 有価証券運用リスクのテイク
5. 海外リスクのテイク
6. 新たな手数料ビジネスの発掘

7. コストの削減

持続可能性への疑問



5

確実に蝕まれつつある収益力の行方

• まずは以下の視点から、自らの立ち位置を冷徹に見極める必要
①ロケーション（地盤とする地域の成長力や経済規模）
②自行が地盤とする地域でのリード行なのか否か
③規模（単なる規模に加えて、地盤を超えた広域商圏や業界全体を
リードするのか否か）
④ビジネスモデルの特異性

• 上記の視点こそが、現状のビジネスモデルを前提とした収益力の行方
を把握し、それに対応した「現実的な」オプションを考える上で必要

• 現状の地域金融機関の中期経営計画の殆どはP3で示した外部環境変化
を認識しつつ、これをベースラインに落とし込む作業をしていない！
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ベースとするマーケットの違い

（出所）金融仲介の改善に向けた検討
会議「地域金融の課題と競争のあり
方」2018年4月

• 金融機関収益に大きな影響を与える人口要因は、主に世帯数と生産年
齢人口。これらで見る限り、全国の都道府県は大きく３グループに分
かれる

（出所）国立社会保障・人口
問題研究所「日本の世帯数の
将来推計」2019年4月

日本の世帯数の将来推計
（2015～2040年）

日本の生産年齢人口の将来推計
（2015～2030年）

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の
地域別将来推計人口」2018年12月をベースにプロ
モントリー・フィナンシャル・ジャパン作成
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規模の違い

（出所）日本銀行「人口減少に立ち向かう地域金融」2015年5月

• 規模の大きさは経費率に大きな影響を及ぼす
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置かれた状況を見極めた上での残された選択肢

成長地域（少数） 停滞地域（多数） 深刻地域（少数）

地域で2番手以下 1. 特異なBモデルの追及
2. 特異なBモデルを強

化・補完する形での
他行、他業種、外銀
資本との連携

3. 中期的に上位行傘下
に入るための準備

1. 特異なBモデルの追及
2. 中期的に上位行傘下

に入るための準備
3. 他業種、外銀資本に

よる経営リード

1. 早期に上位行傘下に
入るための準備

2. 他業種、外銀資本に
よる経営リード

3. 特異なBモデルの追及

地域で一番手 1. 業務スコープ拡大
2. 地域経済の内部化

1. 地域経済の内部化
2. 業務スコープ拡大
3. 大手行傘下、他行

リードでの広域連携
深化の早期推進

1. 大手行傘下、他行
リードでの広域連携
深化の早期推進

2. 業務スコープ拡大
3. 地域経済の内部化

広域をリード 1. 広域連携をリードし、
停滞・深刻地域経済
の内部化を支援

2. 大手行、外銀資本と
の連携

1. 停滞地域を広域で
リードし、広域地域
経済を内部化

2. 上記を用いたより広
域な連携のリード

1. 深刻地域を広域で
リードし、広域地域
経済を内部化

2. 上記を用いたより広
域な連携への参画



9

自ら見極めるか、
外から見極められるのを待つか？

（出所）日本銀行「金融システムレポート」2019年4月

• PBRは危機的水準にまで低下しており、さらには分散も縮小傾向
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選択肢１：ベースとするマーケットを内部化する

• 地域経済を分析し、地域経済そのものを変えることを考える。そのためには…

• 地域経済に対する分析力を高める必要
RESAS活用は一つのステップながら、これだけでは不十分

まずは地域単位でみたマクロ経済全体のダイナミックな動きの特徴を把握
する（速報性の高い県GDP推計の必要性）

地域経済の時系列的特徴を把握すると同時に、これと自行ポートフォリオ
や収益との関係も分析

中期経営計画策定に際しては、現状の外部環境を前提とした地域経済のベ
ースライン・シナリオを描き、自行の収益は経済全体のパイ拡大の一定割
合と考える必要（地域経済全体の動きを無視した収益計画はナンセンス）

• その上で、地域経済の拡大が自行の利益拡大に直結するビジネスモデルを考える
⇒これがないと、地域経済を活性化させるインセンティブがそもそも生じない

• さらに、地域経済拡大をマネタイズできるビジネススコープが必要
• 両者さえ揃えば、地域経済そのものを大きく変える動きが銀行から出来るはず



11

地域経済拡大を自行の利益拡大に直結させる

• 現状は、仮に地域経済拡大に貢献できたとしても、そこから得られる利益は限定的
基本的には「貸出」というローリスク・ローリターン・タイプの金融仲介形態
（成長経済では薄利多売でも十分儲かったが、成熟＜衰退？＞経済では非常に
困難）で関与するのが主流⇒アップサイドを取りに行く金融仲介形態、或いは
金融以外のビジネスの展開が必要）

• 最近の動き
証券子会社の設立
地域商社の設立、出資
フィンテック企業への出資
コンサルビジネス、不動産関連ビジネス、人材紹介業等の拡大

• 果たして上記で十分か？
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地域金融機関の手数料ビジネス

（出所）日本銀行「2017年度の銀行・信用金庫の決算」2018年7月
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選択肢２：ビジネスモデルやガバナンスを変える

• ビジネスモデルを変えることでビジネススコープは大胆に広がる
• 組織形態変更の衝撃
金融持株会社を新規設立した事業持株会社の子会社にした上でノンバ
ンクを事業持株会社傘下に移す⇒自己資本節約＋ビジネス範囲拡大

• 事業法人や外資の傘下に入り、国内他業や海外ビジネスとのシナジーを
模索するのも一つの方法

• 上場廃止は本当に答えになるのか？⇒非上場金融機関との新たな戦い
• 監査法人型ビジネスモデルも実は銀行が注目すべきモデル！
監査と言う構造不況ビジネスを抱えつつ、これを梃にアドバイザリー
と言う高収益業務を展開。その一方でマルチ・ディシプリナリー・モ
デルにより利益相反問題も克服？

グローバルや国内大手のブランドを通じたガバナンスも特徴
収益は高成長で今やアドバイザリー収益が監査収益を上回りつつある

• 監査法人モデルからの教訓⇒銀行業がコンサルビジネスを伸ばすには？
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監査法人のビジネスモデル

（出所）各社の公表情報等をベースにプロモントリー・フィナンシャル・ジャパンが作成

• 4大会計事務所（所謂ビック４）のグローバルベースの業務収入は、非監査業務を
中心に順調に伸びている

290

350

430
410

（億ドル）
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選択肢３：インセンティブ体系を変える

• 目指すべき新しいビジネスモデルに果たして「人」がついていけるか
自由な発想、挑戦を許す職場環境
成功者に報いるインセンティブ体系
コンテスタビリティの高い職場
こうした流れについていけない人材をどうするか
減点主義の文化をどう変えるか

• 華々しい経営戦略だけを打ち出してもこれに「人」がついていけなければ、絵に
描いた餅に終わるだけ？

• 今後は各従業員の（会社への貢献という視点から見た）ネット現在価値（HC）を
冷徹に計算し、これを最大化するような人事戦略を練る必要（戦略と人事制度の
ベストマッチング）

• 今後の金融機関にとっての最大のリスクはHCを毀損するHRリスクとなるか（リ
スク管理の主要テーマも、HCを毀損するリスクの特定化/評価/制御に変わる）
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選択肢４：組織を流動化する

• ビジネスのコンポーネント化とシェアリング
• 求められるのは、自らの組織を「バラバラにする」覚悟
• RRP（再建破綻処理計画）作成の薦め
何が重要で何が重要でないのかを見極める必要
RRPにより事業のコンポーネント化を促し、レゾルバビリティを高める（この
発想自体が、ビジネスの多様性や革新性を増す上で有効となる

同時に、シェアド・サービスの活用を促すことで、コスト効率性を高めること
にもつながる

• さらには、ビジネス・スコープの拡大によりリスキーな事業が増えたとしても、
RRPにより、コアとなる銀行業務は確実に守れるようにすると同時に、破綻処理
も容易となる（つまりは他の先への業務の円滑な移行を進められるようにする）

• 金融システムのダイナミズムを望む一方で、その不安定化を恐れる監督当局にと
っても、ビジネス・スコープの拡大とRRP作成の組み合わせはベストマッチング
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人事制度の
抜本的改革

パフォーマ
ンス重視評
価

評価体系の
異なる別会
社の設立

積極的アウ
トソーシン
グの活用

ステークホルダーの期待に沿った最適なビジネス
モデル選択の「見える化」⇒RAFの導入・実行

金融仲介機能の深堀

ポート運用の高度化

地場 不動産/アパート

ニッチ

海外（アジア） 海外（欧米）

伝統的手数料 新規手数料

事業多角化

技術を活用した新たなプラットフォームの創出

その他

将来拡大されそうな認可事業

経費、規制/ITコスト
技術の活用 リストラ

共同化 アウトソース

単独 委託
単独

合併

同業連携

大手行等と
の連携

異業種との
連携

将来のビ
ジネスモ
デル

実行した場合のリス
クは？

実行しなかった場合の
リスクは？

予想される
外部環境の

変化

ステーク
ホルダー
Bの期待

ステーク
ホルダー
Aの期待

ステーク
ホルダー
Cの期待
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激動の外部環境のなかでステークホルダーの金融
機関に対する期待も日々変化⇒迅速な対応こそがリスク管理

イノベーション

従業員 一般社会顧客/取引相手監督当局株主

政治・地政学
環境の変化マクロ経済環境

外部環境の
変化

ステーク
ホルダー

内部環境

コンプラ/
コンダクトリ
スク顕在化

 AI・デジタル化
 業界構造の急変
 サイバー攻撃
 SNSでの情報流布

 少子高齢化・人口減少
 日本経済の相対的縮小
 ディスインフレ/低金

利環境の継続

公正概念の
変化

 ﾎﾟﾋﾟｭﾘｽﾞﾑ隆盛とｸﾞﾛｰﾊﾞﾗｲ
ｾﾞｰｼｮﾝの後退

 ヘゲモニー変化（米⇒中）
 開発独裁の普遍化
 規制のﾌﾗｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ化

 外部不経済深刻化と内部化要請
 説明責任・透明性向上
 ダイバーシティ/働き方
 ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ独占、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾗｲﾊﾞ

ｼｰ侵害への反発

GAP

ガバナンス/Bモデル

経営インフラ 人事

リスク管理

影響

期待

対応

企業

様々なリス
クの顕現化
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弊社が提供するマクロリスク・トラッカーを用いたエマージングリスク管理の例
https://macrorisktracker.com/

何れにしても外部環境変化への感度は高く保つ！
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講演者紹介

日本銀行にてマクロ経済分析を担当、統括。国際通貨基
金政策開発局出向。それ以降2008年6月まで、日本銀行金
融機構局参事役として、日本の不良債権問題の分析や、
大手金融機関考査・リスク管理高度化、バーゼル２の国
内実施を主導すると同時に、バーゼル委員会傘下の多く
の会議メンバーとして国際的な議論に参画する。その後
は大手コンサルティング会社で、主要金融機関や事業法
人に対するリスク管理（特にストレステスティングの高
度化やリスクアペタイト・フレームワークの構築）に係
るコンサルティング・セクションを統括。

大山 剛/ Tsuyoshi Oyama
プロモントリーフィナンシャルジャパン
CEO &日本代表
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プロモントリー・フィナンシャル・グループは、

金融サービス業界やグローバルにビジネスを展

開する企業に対し、経営戦略の遂行、リスク管

理の高度化、そしてコンプライアンスの強化を

アドバイスするコンサルティング会社です。

プロモントリーはIBMグループの一社として、

お客様が直面する規制対応やリスク管理、そし

て経営戦略上の重要な問題に対し、その解決を

支援する高い能力を有しています。

プロモントリー・フィナンシャル・ジャパンは、

プロモントリーグループの一員として、2005年

の設立以来、日本のクライアント様に信頼され

るアドバイザーになることを目指してきました。

https://promontoryfinancial.jp/

プロモントリーフィナンシャル
ジャパンの概要
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ワークショップ、セッション、および資料は、IBMまたはセッション発表者によって準備され、それぞれ独自の見解を反映したものです。
それらは情報提供の目的のみで提供されており、いかなる参加者に対しても法律的またはその他の指導や助言を意図したものではなく、
またそのような結果を生むものでもありません。本講演資料に含まれている情報については、完全性と正確性を期するよう努力しました
が、「現状のまま」提供され、明示または暗示にかかわらずいかなる保証も伴わないものとします。本講演資料またはその他の資料の使
用によって、あるいはその他の関連によって、いかなる損害が生じた場合も、IBMは責任を負わないものとします。本講演資料に含まれ
ている内容は、IBMまたはそのサプライヤーやライセンス交付者からいかなる保証または表明を引きだすことを意図したものでも、IBMソ
フトウェアの使用を規定する適用ライセンス契約の条項を変更することを意図したものでもなく、またそのような結果を生むものでもあ
りません。

本講演資料でIBM製品、プログラム、またはサービスに言及していても、IBMが営業活動を行っているすべての国でそれらが使用可能であ
ることを暗示するものではありません。本講演資料で言及している製品リリース日付や製品機能は、市場機会またはその他の要因に基づ
いてIBM独自の決定権をもっていつでも変更できるものとし、いかなる方法においても将来の製品または機能が使用可能になると確約す
ることを意図したものではありません。本講演資料に含まれている内容は、参加者が開始する活動によって特定の販売、売上高の向上、
またはその他の結果が生じると述べる、または暗示することを意図したものでも、またそのような結果を生むものでもありません。パ
フォーマンスは、管理された環境において標準的なIBMベンチマークを使用した測定と予測に基づいています。ユーザーが経験する実際
のスループットやパフォーマンスは、ユーザーのジョブ・ストリームにおけるマルチプログラミングの量、入出力構成、ストレージ構成、
および処理されるワークロードなどの考慮事項を含む、数多くの要因に応じて変化します。したがって、個々のユーザーがここで述べら
れているものと同様の結果を得られると確約するものではありません。

記述されているすべてのお客様事例は、それらのお客様がどのようにIBM製品を使用したか、またそれらのお客様が達成した結果の実例
として示されたものです。実際の環境コストおよびパフォーマンス特性は、お客様ごとに異なる場合があります。


