
Ⅱ：2021年3月期 決算予想・中期経営計画

Ⅰ：2021年3月期 中間決算概要

Ⅲ：ＯＫＢ大垣共立銀行の基本理念等
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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

あかいけ支店 ニュータウン支店

周辺環境より土・日・祝休日も
賑わう地域

人口増加が続く再開発エリア

複合施設「ＯＫＢプランタンあかいけ」内に「あかいけ支店」を開
設。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。

地域の方の生活に溶け込んだ店舗

信託・資産承継に関する相談
地域の方とのつながり
ゆとりある生活
介護に関する相談

地域の方々のニーズにお応えする店舗

2020年9月

複合施設「ＯＫＢプランタン高蔵寺」内に「ニュータウン支店」を
移転オープン。個人向けコンサルティングに注力し、一人ひとりの
ニーズに応じたご提案を行なっています。

フィットネスジム・コインランドリーと

コラボレーション
喫茶店・家事代行・介護関連サービスと

コラボレーション

高齢化が進むエリア

多様なニーズ
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一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

Ａ支店

店舗ネットワークの最適化

・業務効率化
・効果的な業務運営

店舗の移転・統合に加え、移転後
の一部店舗については、店頭窓口
業務（事務）に特化した店舗や
新たな相談拠点として業態転換。業態転換

Ｂ出張所をＡ支店に移転

店舗の移転・統合

店舗機能の明確化

Ｂ出張所 Ａ支店＋Ｂ出張所

Ａ支店

Ｂ支店の法人営業部門を
Ａ支店に集約

Ｂ支店

・最適な人員配置
・きめ細かいサービス提供

中核店舗（フルバンキング）と個
人向け特化店舗など店舗機能を明
確化し、最適な人員配置ときめ細
かいサービスの提供を実現。Ａ支店

（中核店舗）

Ｂ支店
（個人向け特化店舗）
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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～

「遺言を活用した遺贈寄付に関する協定」

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。

自治体などと遺贈寄付に関する協定を締結することで、遺贈寄付

希望者の想いをカタチにするサポート体制を構築。遺贈寄付を検

討するお客さまが相談先としてＯＫＢを希望された場合、必要に

応じて遺言信託などの商品・サービスをご案内します。

「ＯＫＢ証券」との連携

仲介窓口

＜ＯＫＢ証券開業前＞

ＯＫＢ証券はインターネットチャネルを利用し、お客さまに多様

な金融商品を販売。対面販売はＯＫＢが仲介窓口となり、ＯＫＢ

証券が商品説明などをサポート。

仲介

ＯＫＢとＯＫＢ証券が一体となり最適な金融商品を提案

協 定

遺贈寄付希望者

提案

仲介窓口

証券会社

＜ＯＫＢ証券開業後＞遺贈の相談

本協定の案内

遺贈の相談
本協定の案内

希望者へ個別相談対応

自治体

日本赤十字社

相談者の紹介

仲介提案



決済手段の多様化
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ＯＫＢのフィンテック①

一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

全国初

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ご

登録により、口座開設か

ら窓口・ＡＴＭのお取引

が“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

ため、手のひらソリュー

ションの普及に取り組ん

でいます。

フィンテックを活用したサービス

手のひら認証ご登録者 ６２万人突破！

ＱＲコード決済、クレジットカード決済など

ＳｔａｒＰａｙ

主要なＱＲコード

決済ブランドを網羅

したマルチＱＲ決済

サービス。

2020年9月

Ｓｑｕａｒｅ

専用のカードリー

ダーとスマホ・タブ

レットから簡単にク

レジットカード決済

ができるサービス。

2018年6月

複数の決済手段に

オールインワンで対

応可能なマルチ決済

サービス。

ｎｅｘｔｏｒｅ

2020年4月

各種決済サービスへの対応を

ＯＫＢグループがサポート



ＯＫＢのフィンテック②

一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

インターネット

ｅＫＹＣ（スマートフォンやパソコ

ンから、本人や本人確認資料の画像

などを用いてオンライン上で本人確

認）を導入し、各種手続きが

ＷＥＢ上で完結

普段、来店できないお客さまはインターネットで、対面取引を希望

されるお客さまはリアル店舗で。お客さまにとって真に価値ある

サービスをご提供しています。

ホームページ
（オンライン店舗）

非対面取引

金融ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

日本ユニシスとＭｏｎｅｙｔｈｏｒ Ｐｔｅ.Ｌｔｄ.が共同で提供

する「Ｍｏｎｅｙｔｈｏｒ」を採用し、ＯＫＢが保有するお客さま

の取引データなどを活用し、“家計の使いすぎアラート”や余剰資

金を活用した“積立投資シミュレーション”をご案内。

ｅＫＹＣを導入したＷｅｂ受付サービスの拡充

＜家計の使いすぎアラート＞

ＯＫＢアプリを介したＯＫＢとの双方向コミュニケーションから個

人の嗜好やライフスタイルを分析し、最適な家計管理や資産形成を

ご提案します。

いつでも・どこでも

お金に関する不安
を解消し、より豊

かな生活づくりを

サポート

2021年度サービス開始予定

口座新規開設
（Ｗｅｂスタイル）

対面取引

直接相談できる安心感

リアル店舗

各種諸届変更

＜積立投資シミュレーション＞
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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１８０を超えています。

ＯＫＢキッチンバス
ＯＫＢどこでもマルシェ

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

ＯＫＢ 「米のゴーフレット」

2020年9月

ＯＫＢのパートナー会社である正和商事が運営する

“キッチンカー”“移動販売車”の命名権を取得。

それぞれ「ＯＫＢキッチンバス」「ＯＫＢどこでも

マルシェ」と命名しました。

さまざまなイベントに出店し、地域に賑わいを創出

します。

ＯＫＢ農場で収穫された

ＯＫＢ農場米（ハツシ

モ）を原料にしたゴーフ

レット。

ＯＫＢブランドの拡充

ＯＫＢ ＰＲＥＭＩＵＭ ＤＲＩＮＫ
「Ｖｅｒｙ Ｂｅｒｒｙ Ｓｑｕａｓｈ」 「Ｖｅｒｙ Ｂｅｒｒｙ ｗａｔｅｒ」

「ＯＫＢ農場 Berry’s

farm 池田」で化学肥

料を使わず大切に育て

たブルーベリーの果汁

を使用したミネラル

ウォーター。

「ＯＫＢ農場 Berry ’s

farm 池田」で化学肥料

を使わず大切に育てたブ

ルーベリーの果汁を、岐

阜県関市洞戸で採水した

天然水とあわせたスカッ

シュ。
移動販売車 キッチンカー

（販売：大垣正和サービス） （販売：大垣正和サービス）

（販売：大垣正和サービス）



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。２０２０年は建国５周年の節目とし

て、記念式典および記念植樹を行ないました。

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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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）

「ＯＫＢギャラリー ｔｏｍｏｎｉアート展」開催 「新型コロナウイルス対策」応援施策

地域の事業者の皆さまを応援するため、

「ＯＫＢ地域産品応援運動」を実施。

地域事業者やその商品をＯＫＢの店舗な

どで配布する情報紙に掲載するほかホー

ムページなどで紹介しています。

「もにす認定制度」の認定取得

ＯＫＢパートナーズが、障がい者雇

用の促進に努める優良中小事業主を

認定する「もにす認定制度」におい

て、全国で初めて認定を取得しまし

た。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。

新型コロナウイルスにより影響を受けられている

子育て世代の皆さまを応援するため、各種ローン

の金利引下げや、「子育て応援金」を抽選でプレ

ゼントする施策を実施。
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現金封筒の紙面をキャンバスに見立てた

“障がい者アート展（ＯＫＢギャラリー ｔｏｍ

ｏｎｉアート展）”を開催。通常ＯＫＢが広

告スペースとして活用している封筒表面に

障がいのある作家の作品を掲載しています。

封筒裏面の企業広告主から作品使用料を収

受し、全額を作家に支払うことで、作家の

自己肯定感を高めるとともに、企業広告主

の社会貢献ニーズとをマッチング。

マスク不足解消に向け、ＯＫＢグループ

社員で構成される有志団体“ＯＫＢ社会

貢献クラブ”による「手作り布マスク」

やＯＫＢが備蓄していた「医療用マス

ク」などを岐阜県へ寄贈。

子育て世代を応援

医療用・手作り布マスクなどを寄贈

ＯＫＢ地域産品応援運動



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。取締役会からの委嘱を受けてＯＫＢ
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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透明性・客観性の向上

社外取締役比率

約１５％

（２０１９年６月時点）

２０２０年より女性社外取締役１名を選任し、従来とは
全く異なる新しい視点から、経営全般に対して適切な提
言や助言をいただけるようになりました。

１１名

２名

２名５名

１名

社内取締役

社外取締役

社内取締役 社外取締役

社外取締役比率

約３８％

（２０２０年６月時点）
女性



一歩前へ ～地域とともにワンステップ～

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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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銀行

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


