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Ⅰ：2020年3月期 決算概要

Ⅱ：2021年3月期 決算予想・中期経営計画

Ⅲ：ＯＫＢ 大垣共立銀行の基本理念 等



学生向け共同住宅を主体とした
複合ビルに入居した店舗
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進化を続けるＯＫＢの店舗 ～新しい店舗のカタチ～

一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

2020年6月

フィットネスジム・コインランドリーとのコラボレーション施設
「ＯＫＢプランタンあかいけ」に「あかいけ支店」を開設。

個人のお客さま向けに特化した、休日営業・窓口キャッシュレス
の店舗です。

ローンプラザあかいけも併設し、お借入れ・資産運用など様々な
金融サービスをワンストップでお届けしています。

地域とコラボレーションした新店舗 本山支店 半田支店 「コンビニプラザ半田」

テラッセ納屋橋支店
～エブリデープラザ“テラッセ納屋橋”～

ドライブスルーながくて出張所
「ポポット」

本山支店の老朽化に伴う
建替えに際し、周辺に大
学が多いという地域特性
を活かし、ＯＫＢが賃貸
した土地に開発業者が学
生向け共同住宅を主体と
した複合ビルを建設。
本山支店はテナントとし
て入居しています。

コンビニ風の店舗

コンビニと見間違えるような外観の
店舗。店舗内には雑誌コーナーや無料
喫茶コーナーがあります。

フィンテック店舗

窓口・ＡＴＭ・貸金庫が“手のひら”
だけで利用できるフィンテック店舗
です。

ドライブスルー店舗

車に乗ったまま窓口とＡＴＭを利用
できる“ドライブスルー店舗”です。

あかいけ支店 ＯＫＢの特徴的な店舗
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一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

ＯＫＢ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｖｉｅｔｎａｍ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.

ホーチミン支社

ＯＫＢ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｖｉｅｔｎａｍ Ｃｏ.,Ｌｔｄ. ―ベトナムと言えばＯＫＢ―

海外ビジネスのトータルサポート

2017年4月、全国地方銀行初でベトナム北部の
ハノイ市に現地法人ＯＫＢ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｖｉｅｔｎａｍ
Ｃｏ.,Ｌｔｄ.（ＯＫＢＣ）を設立。2020年3月には、多様化
するお客さまの海外ビジネスをサポートするため、
ホーチミン市にＯＫＢＣのホーチミン支社を
開設しました。
これにより海外進出・販路拡大、Ｍ＆Ａのサポート
など、より踏み込んだサービスをベトナム全土へ
お届けすることが可能となりました。

2020年3月

2017年4月

ＯＫＢでは上海（中国）・マニラ（フィリピン）
の駐在員事務所と提携先の海外拠点を窓口とした
「ＯＫＢ海外サポートデスク」サービスの展開に
加え海外の現地有力銀行との提携により、アジア
を中心とした１６の国・地域でのサポート体制を
確立しています。

その他の国・地域でもサポート体制を確立
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ＯＫＢの「総合金融サービス」 －銀行・証券・信託ー

一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

信託 「ＯＫＢ相続サポート」

銀行本体での信託業務参入ならびに証券子会社「ＯＫＢ証券」

の開業により、ＯＫＢグループは銀行・証券・信託の総合金融

サービスをお届けする体制を整えています。

信託では、大垣共立銀行がＯＫＢ相続サポート（遺言代用信託・

遺言信託・遺産整理）でお客さまの資産承継・相続対策ニーズに

お応えします。

証券 「ＯＫＢ証券」

証券では、ＯＫＢ証券が「オン

ライントレード」のインター

ネットチャネルと大垣共立銀行

「仲介取扱店」の窓口チャネル

を通じて“パソコンでも、スマ

ホでも、ＯＫＢの窓口でもつな

がる体制”を構築し、ＯＫＢ

ならではの「銀行・証券の連携

サービス」でお客さまのライフ

スタイルにあった資産づくりを

お手伝いします。

東海地区金融機関初 2019年4月 2019年10月
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ＯＫＢのフィンテック

一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

全国初 地方銀行初

手のひらソリューション

2012年9月

手のひらソリューションは

手のひら静脈情報の登録に

より、口座開設から窓口・

ＡＴＭのお取引、さらには

貸金庫（一部店舗のみ）も

“手のひらだけ”で利用

できる全国初の便利な

サービスです。

平時の利便性と災害時の

安心・安全をお届けする

手のひらソリューションの

普及に取り組んでいます。

スマホポータルアプリ 「ＯＫＢアプリ」

楽天銀行との 「口座連携サービス」

アプリを立ち上げれば、ＯＫＢ

の口座残高や入出金明細が一目

で確認でき、搭載した「一生通帳

ｂｙ Ｍｏｎｅｙｔｒｅｅ」機能でＯＫＢ

以外の預金口座やクレジッカー

ドなどの残高や利用明細なども

確認できます。

東海地区金融機関初 2019年7月

2019年11月

楽天銀行のエンターテインメントサービス

を利用する際に、その資金をＯＫＢの預金

口座から楽天銀行の預金口座に自動振替

して即時決済するサービスです。

ＯＫＢのお客さまは、楽天銀行のホーム

ページやスマートフォンアプリ「楽天銀行

アプリ」を通じてスポーツくじ・宝くじ・

公営競技を楽しむことができます。

手のひら認証ご登録者 ６０万人突破！



フィンテックを活用したＯＫＢの新サービス
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一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

Ｐａｙｋｅとのビジネスマッチング契約の締結

マルチ決済サービス「ｎｅｘｔｏｒｅＴＭ」の取扱開始

2019年12月

2020年4月

＜ＯＫＢ＞Ｄｏｒｅｍｉｎｇマイサラリー振込サービス

＜頑張る人応援ローン＞マイカーローンＸ

2019年10月

2020年3月

中小企業・労働者双方の課題解決に

よる持続可能な社会の構築を目指し、

共立コンピューターサービスとの

連携による、ドレミングの勤怠管理

・給与計算システム「Ｄｏｒｅｍｉｎｇ」

および給与即時払いサービス「Ｍｙ

Ｓａｌａｒｙ」の導入・運用支援を開始

しました。

様々な理由から金融サービス

を受けることができなかった

お客さまに対し、新たに光を

当てる取り組みとして、フィ

ンテックを活用した新型マイ

カーローン「〈頑張る人応援

ローン〉マイカーローンＸ」

の取り扱いを開始しました。

ＯＫＢグループとトランザクション

・メディア・ネットワークスが連携し、

多様化する決済手段にオールインワン

で対応可能なマルチ決済サービス

「ｎｅｘｔｏｒｅ」の取り扱いを開始。

これにより“店舗運営の効率化”を

可能としました。

商品情報を多言語表示

するサービス「Ｐａｙｋｅ」

を提供する企業の紹介

業務を開始。

より一層インバウンド

マーケティングの強化を

図ります。
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大垣共立銀行（Ｏｇａｋｉ Ｋｙｏｒｉｔｓｕ Ｂａｎｋ）の頭文字を冠した施設や商品などの“ＯＫＢブランド”を展開し
ＯＫＢならではの地方創生を進めています。ブランド数は既に１７０を超えています。

ＯＫＢ５ ～アイドルとのコラボレーション～

一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

ＯＫＢブランドによる地方創生

感動・笑顔をお届けします！

ＯＫＢキャスト

ＯＫＢ八百屋

2020年4月 2020年4月

名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ

ＳＫＥ４８のうち岐阜県・愛知県出身の５名で

結成したＯＫＢの広告宣伝ユニット。

店頭ポスターなどの広告宣伝物のほか、地元の

イベントなどに登場し、地域を盛り上げます。

特技や特殊能力を活かし、

ＯＫＢやお客さまのイベント

などをサポートするＯＫＢ

グループの社員。

地元企業が運営する農場の命名権をＯＫＢが

取得し、ＯＫＢグループのＯＫＢ総研が運営

をサポートしている「ＯＫＢ農場」。

そこで採れた無農薬野菜や地域のお客さまと

共同開発した惣菜やお弁当などを販売して

います（運営：土里夢ファーム）。

ＯＫＢブランドの拡充



ＯＫＢから地域の魅力・情報を発信
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一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

お祭り気分でＢａｎｇ！Ｂａｎｇ！Ｒａｄｉｏ

クラウドファンディングをコーディネート

2020年5月

ＯＫＢのＳＮＳ

多くの方が慣れ親しんでいるＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー

ク・サービス）を通じて、地域の美しい風景や名所、ＯＫＢの

イベントなど、金融にとらわれない様々な情報を積極的に発信

しています。

地元ＦＭ局と連携し、

「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」

などフォーチュンエン

ターテイメントに所属

するタレントがパーソ

ナリティを務めるラジオ

番組を放送。

番組にはＯＫＢの社員も

出演しています。

地元地域の活性化に向けて、クラウド

ファンディング「ＣＡＭＰＦＩＲＥ」を活用

した「新型コロナウイルスから岐阜

駅前飲食店タマミヤを守りたい」プロ

ジェクト（発起人：世界のタマミヤ

プロジェクト実行委員会）の立ち上げ

を支援しました。



一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

Environment（環境）

ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み

ＯＫＢグループは、ＥＳＧに関する課題解決を通じて、地域の持続可能な成長に積極的に貢献してまいります。

ＯＫＢ森林共和国での森林保全活動 廃プラスチック対応の促進

植樹活動で森林再生を行うとともに、地域内外の方々との交流

イベントも実施しています。

環境問題への取り組みとして、ビニール製の粗品袋を廃止し、

手提げ紙袋へ代替しました。
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2020年4月2015年6月



一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み

Social（社会）

子ども向け啓発冊子を寄贈

交通安全や防災をテーマ

とした冊子を自治体に

寄贈しています。

交通安全や防災のための

啓発活動を通じ、地域に

安心と安全をお届けして

います。

「ぎふ女のすぐれもの」に認定

一人ひとりの女性の人生を輝かせるために誕生した、

女性による女性のための「Ｌ’ｓプロジェクト」。

２０１９年度の「ぎふ女のすぐれもの」に、Ｌ’ｓ

プロジェクトが企画・開発した商品「Ｆｕｔａｒｉ－ｄｅ」

が認定されました。

特例子会社制度の認定取得 女性の活躍を支援

ＯＫＢパートナーズは“障がい者

の雇用の促進等に関する法律”に

基づく特例子会社制度の認定を取得

しています。

ＯＫＢグループは障がい者の自立

支援や雇用の創出・拡大に、継続的

に取り組んでいます。

銀色有功章を受賞

次世代育成支援対策推進法に

基づき、仕事と子育ての両立

を図るために必要な雇用環境

の整備等を進めるための行動

計画を策定し、達成した企業

であることを表す「くるみん」

認定を取得しました。

永年にわたり献血推進団体

活動を継続したことが評価

され、日本赤十字社から

「日本赤十字社銀色有功章」

を受賞しました。
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一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み

Governance（ガバナンス）

経営諮問会議の設置 委任型執行役員制度（統括執行役員）の導入

取締役会の任意の諮問機関である経営諮問会議を設置しています。
経営諮問会議は社内取締役、社外取締役、社外監査役で構成され、
取締役の指名・報酬などについて提言を行っています。

経営の意思決定・監督と業務遂行を分離し、取締役会の機能強化

ならびに業務運営の迅速化を図るため、委任型執行役員制度を導入

しました。統括執行役員は取締役会からの委嘱を受けて当社グループ

の主要部門を統括し、業務執行の陣頭指揮をとっています。
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一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

重点取組項目

ＥＳＧ・ＳＤＧｓへの取り組み

OKB SDGs宣言
ＯＫＢグループは、『地域に愛され、親しまれ、信頼されるＯＫＢ』という基本理念のもと、グループ役職員
一人ひとりが地域の課題解決に積極的に取り組むことを通じて、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に
貢献し、地域とともに持続的な成長を目指してまいります。
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・地域経済の持続的成長

・地域のイノベーション支援

・多様な人材の活躍推進



金融業からサービス業への挑戦!

「すべてはお客さまの目線から」
徹底した顧客満足度の追求

ＯＫＢ大垣共立銀行の基本理念

地域に愛され 親しまれ信頼されるOKB

地域における存在感の極大化

地域とともに

全国初の新商品・サービス 独自性へのこだわり

ＡＴＭ革命
革新的な店舗づくり

脱・銀行
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フィンテックへの挑戦 ＯＫＢブランドの確立

基本理念


