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●深町頭取インタビュー
　「“チーム深町”全力投球でいきます！」
●中京銀行の概況
　～事業の状況
　～平成22年の出来事
　～お客さまとともに
　～ECOに関する取り組み
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◆深町頭取インタビュー

　「“チーム深町”全力投球でいきます！」 ……………… 1

    　　聞き手　アナウンサー　安井　由美　氏
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◇新しく頭取に就任された、今のお気持をお聞かせく
ださい。
　この地域の経済環境は厳しい状況が続いており、行
内では、第14次長期経営計画は最終年度を迎え、この10
月にはシステムの全面更改という一大イベントを控え
ています。この極めて重要なタイミングで頭取を拝命
し、その責任の重さに身の引き締まる思いがしており
ます。
　お客さまとの信頼関係を軸に、前任の末安会長が築
いた「お客さま重視、地元重視」の路線を深化させ、「お
客さまが“一番に相談したい銀行”」「地域に愛される銀
行」を更に追求していきたいと思っています。

◇簡単に自己紹介をお願いします。
　私は、昭和26年に群馬県高崎市で生まれ、現在59歳
です。
　昭和50年に東京の大学を卒業し、東海銀行へ入行しま
した。その後23年間東京で勤務し、UFJ銀行の執行役員に
就任後、ここ約10年は名古屋で勤務しています。その間、2
度に亘る合併を経て、三菱東京UFJ銀行の常務執行役員
を務めたほか、関連の信託銀行、保険会社、証券会社を経
て、平成22年5月に中京銀行にまいりました。
　家族は家内と長男、長女ですが、子供は独立しており
ますので、現在は家内と二人家族です。
　性格につきましては、外見からご想像いただいてい
るとおり、明るく物事にこだわらず前向きなタイプだ
と思っています。

「“チーム深町”全力投球でいきます！」

　平成23年1月、深町正和が頭取に就任いたしました。深町頭取の紹介を兼ねて、アナウンサーの安井由美
さんにインタビューしていただきました。
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◇熱中されていることや趣味などはありますか？
　何か一つの事に熱中するタイプではありませんの
で、趣味と言って誇れるようなものはありませんが、あ
えて申し上げれば、ドライブ旅行が好きで、家内といろ
いろ出掛けています。北海道は10年かけてほぼ全道を
走破しました。
　それから、趣味とは言えないかもしれませんが、家族
写真を大切にしています。私の父親は町の開業医で、家
族全員で旅行に行くことができませんでした。加えて、
両親と兄弟を早くに亡くしておりますので、家族全員
で撮った写真が1枚もありません。そういった経験か
ら、自分が家族を持ったら家族全員の写真を撮ってお
こうと決めていました。それを実現した第1号は、大学
卒業時に女性と撮った一枚です。その女性が現在の妻
です。その後、子供、孫と家族も増え、枚数も35枚を超え
ました。毎年、同じ時期に同じ写真館で欠かさず撮って
いますので、子供の成長や流行の移り変わりも刻み込

まれています。これはある意味で、深町家にとっての宝
となっています。

◇気分転換やストレス発散のために何かなさっている
ことはありますか？
　みんなと楽しくお酒を飲むことでしょうか。好んで
よく出掛けます。会社の後輩と飲む機会も多いのです
が、私と飲むときは一つだけルールがあります。それ
は、酒の席では「絶対に仕事の話をしてはいけない」と
いうことです。お酒を飲みながら仕事の話をすると、聞
く側からすると説教となってしまい、若い人はストレ
スをためてしまいます。人間の幅を広げるという意味
からもみんなにも勧めています。楽しく飲んで、しっか
りリフレッシュして、翌日の仕事に繋げています。

◇そもそも頭取はどうして銀行員になろうと思われた
のですか？
　実は、私はもともとメーカー志望でした。メーカー
は、自分たちの仕事が具体的に製品という形で目に見
えるので、それに惹かれたからです。しかし、就職活動
中のふとしたご縁から東海銀行と出会い入行しまし
た。銀行に入ってみるとたくさんのお客さまとの出会
いや金融機能を通じてお客さまのお役に立てることに
喜びを感じ、仕事にのめり込んでいきました。今では、
天職だと思っています。

◇これまでの銀行員生活の中で、特に印象に残ってい
ることはありますか？
　年代ごとに様々なことがございますが、営業成績も
好調で肩で風を切っていた若い頃、特に印象に残って
いるエピソードがあります。それは、営業マンとして担
当した、ある会社の社長さんから個人のご融資のお話
をいただいた時のことです。銀行では、初めてご融資を
するお客さまに、銀行取引約定書という書類にご署名
と実印の押印をいただきます。その書類にはたくさん
の条文があり、全てを熟読するためにはかなりの時間
を要しますが、その社長さんは、その約定書の文言一つ
ひとつを丁寧に読まれ、その内容、解釈について深く質
問をされました。残念ながら、私は正確に100％のお答
えをすることができず、「持ち帰って再度ご報告にあが
りたい」と申し上げました。すると社長さんから「君が

理解できていない書類に実印を押せというのか！」と
ひどく叱られました。
　ただし、これには後日談がございまして、実は、同じ
ような質問を他の銀行の担当者にもしていたのです。
その行員はその場限りのいい加減な答えをして帰った
そうです。一方、私は分からないところは分からないと
言って素直にお詫びして、改めて説明にあがったとい
うことで、その結果、「深町の態度良し」とお褒めの言葉
をいただき、他の銀行の預貸取引を全て移していただ
きました。
　その場限りのいい加減なことをしてはいけない、誤
魔化してはいけない、人を裏切ってはいけないといっ
た銀行員としての原点を感じた出来事です。

◇頭取のポリシーを教えていただけますか？
　生き方としては、自然体です。
　自然体と言いますと、いい加減という印象を受けら
れるかもしれませんが、そうではありません。
　先ほども申し上げましたが、私は早くに家族を交通
事故や病気で亡くしております。東海銀行に入ってか
らは、2度の合併や関連の証券会社への転籍など様々な
経験をいたしました。このような経験の中から、世の中
は自分の思い通りに動くものではないと考えるように
なりました。しかし、自然体で流れに身を任せると言っ
ても、自分一人の力でできることではありません。流れ
を作ってくれている人達があってはじめてできるので
す。言い換えれば、周りの方なくしては成し得ないので
す。今回の頭取就任も、もちろんその一つです。流れを
作っていただいた全ての人達に感謝しております。
　仕事面では現場主義です。
　我々の仕事もお客さまにどう愛されるかが本分であ
り、お客さまと直接接点を持つ営業店の役割が大変重
要となります。
　営業店の行員はお客さまの代弁者として、責任を
持った発言や行動をして欲しいと思っています。本部
の行員も営業現場の声をしっかりと受けとめて欲しい
のです。そのうえで、活発に議論し銀行全体として一体
感を持つことが重要だと考えています。
　現場から元気になる組織。それが私の目指す組織で
す。

◇頭取としての抱負をお聞かせください。
　私は、前任の末安会長にも近隣の他行の頭取の誰に
も負けないことが一つあります。それは年齢が一番「若
い」ということです。若いからと言って良いことばかり
ではありませんが、私が若いことで現場との距離感を
縮められればと思っています。そうすることで自由闊
達な意見交換を行い、スピーディーな対応を実現した
いと考えています。若さを活かした勢いと、その一方で
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平成15年6月 UFJ信託銀行株式会社執行役員
平成17年5月 株式会社UFJ銀行常務執行役員
  法人カンパニー長補佐（中部地区担当）
平成18年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行
  常務執行役員 中部エリア支社担当
平成19年6月 エムエスティ保険サービス株式会社
  代表取締役副会長
平成20年6月 三菱UFJ証券株式会社常務執行役員
  名古屋駐在（東海地区担当）
平成22年5月 当行顧問
　　　　 6月 当行代表取締役副頭取
平成23年1月 当行代表取締役頭取就任
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冷静さを両立させながら、行員全員と力を合わせて
やっていきたいと思っています。
　先ほど、ポリシーは現場主義と申し上げましたが、こ
れまで、営業現場の第一線としてやってきたこともあ
り、「現場主義」に徹したいと思っています。そのために
大切なことは、言うまでもなくお客さまとの信頼関係
です。その前提としては、健全性、収益性を更に高め、地
域のお客さまが安心してお取引いただけるようにする
ことだと考えています。収益性を高めると申し上げま
したが、お客さまにご負担いただく対価にふさわしい
サービスを提供できるかどうかということが重要なの
です。これまでにも増して、お客さまのことを深く知
り、お客さまに合ったご提案をすることで事業発展の
お手伝いをする。いわば付加価値営業を展開していく
ことが重要だと考えています。
　組織という観点では、チームワークのしっかりした
強い組織を目指していきたいと思っています。例えば、
現在、東京スカイツリーの建設が進んでいますが、鉄骨
を組み立てている螺子を一つでも締め忘れたりしたら

どうなるでしょうか。場合によっては、そこから崩落に
繋がるかもしれません。組織も同じことだと思ってい
ます。組織の責任は、最終的にはトップがとりますが、
それを支えるのは、現場で働く一人ひとりの責任感、そ
れぞれのチームワークだと思っています。当行を一つ
のチームとして、言わば「チーム深町」として、強い組織
にしていきたいと考えております。

◇お客さまとの信頼関係を築く上で、銀行員一人ひと
りに期待することは何ですか？
　キーワードは「責任感と主体性」です。
　まず、責任感について申し上げますと、「不作為の罪」
という言葉があります。例えば、自らの判断で何かを積
極的に取り組んだ結果、損を出してしまうと悔しさを
感じます。一方、目の前の事象に対して見て見ぬ振りを
していたところ損が出てしまった時は、後ろめたい気
持ちになります。いずれも同じ損失が出たとしても、私
は前者の責任は問いませんが、後者はまさに不作為の
罪であり、きっちり責任を取らせたいと思います。全員

が責任感を持って行動することが重要だと考えている
からです。
　つぎに、主体性ですが、銀行員は評論家であってはな
りません。組織として動いている以上、自由闊達な議論
がなされるべきでありますが、主体的に各自責任を
持った発言をして欲しいのです。そして、その上で組織
として決定したことに対しては、全員が同じベクトル
で主体的に取り組んで欲しいと思っています。
　加えて、「志」を忘れないで欲しいと思っています。銀
行の社会的な役割は、「お客さまの大切なご資金をお預
かりしてご融資をすることで、金融業務を通じて社会
の役に立つ」ということです。誰もが入行した時は、一
流の銀行員になって社会のお役に立ちたいという志を
持っていたはずです。個人のお客さまであれば、住宅
ローンという形で一生に一回の大きな夢の実現を、法
人のお客さまであれば、融資を通じ会社が世の中に大
きく羽ばたいていく喜びをお手伝いさせていただけ
る。他の業種と比べてもやりがいのある職種です。原点
に戻り、社会のお役に立ちたいという気持ちを忘れな
いで欲しいのです。

◇最後に、頭取のお考えになる経営方針を教えていた
だけますでしょうか？
　銀行の唯一最大の資産はお取引いただいているお客
さまだと思っています。言い換えれば、どれだけお客さ
まをご支援させていただき、お役に立っているかとい
うことであり、親しくお取引いただいているお客さま
がどれだけ多くいらっしゃるかということです。銀行
の資産はそれしかありません。お客さまのご発展なく
して、当行の成長はありえないと思っています。
　私は、銀行経営には奇手妙手などはないと思ってい
ます。一つひとつのことを着実に実行し、当行が目指し
ています「お客さまが“一番に相談したい銀行”」を深化
させ、地域に愛され信頼されることを目指して邁進し
たいと考えています。

◇本日はありがとうございました。

深町頭取インタビュー 深町頭取インタビュー
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　預金は各種キャンペーンの展開などによりお客
さまの資産運用ニーズにお応えした結果、個人預
金、法人預金ともに順調に推移し、平成22年9月末
残高は前期末比310億円増加の1兆5,530億円と
なりました。

　貸出金は法人や個人のお客さまの資金ニーズに
積極的にお応えし、前期末比63億円増加し平成22
年9月末残高は1兆1，779億円となりました。

　経常利益は、利ざやの縮小等により資金利益は縮
小しましたが、貸倒引当償却費用の計上額が減少し
たことにより、11億78百万円となりました。

　一方、中間純利益は法人税等の支払が増加した
ことにより、7億30百万円となりました。

　当行の平成22年9月末の自己資本比率は10.54%と
なり、国内業務のみを行う銀行に求められる水準である
4％を大きく上回っています。
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　当行は、株式会社日本格付研究所より、長期優先債務
に対する格付｢A｣（シングルAフラット）を取得してお
り、健全な経営体質が評価されています。
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開催日／2010年2月19日（金）

Business　Link 商売繁盛　at　INTEX　OSAKA
三菱UFJフィナンシャル・グループの商談会「第7回
Business Link 商売繁盛 at INTEX OSAKA」に共催参
加しました。環境、食・農業、少子高齢化といった注目分野
の商品PRのほか、異業種交流型商談会を開催しました。

開催日／2010年3月17日（水）、24日（水）

新入社員セミナー
中京さかえ会、中京21世紀クラブ会員企業および当行へ
の入社予定者を対象にセミナーを開催しました。社会人、
企業人としての心構えや基本マナーの基礎をテーマとし、
両日で205名の方が受講されました。

開催日／2010年5月28日（金）

中京さかえ会・中京21世紀クラブ総会
両会の合同総会を開催し、総会後には、サイバー大学学
長 工学博士 吉村作治氏より「エジプト発掘 最新報告
2010」、大和ハウス工業 株式会社 代表取締役会長
兼CEO樋口武男氏より「夢を抱いてチャレンジする熱き
心」についてご講演をいだたきました。

開催日／2010年7月16日（金）、17日（土）

名証IRエキスポに出展
名古屋証券取引所が主催する名証IRエキスポに出展し、
ご来場いただいた方に対して、当行の業務内容や業績な
どについてご説明をいたしました。

期間／2010年9月1日（火）～2011年3月30日（金）

成長分野サポートファンドの取扱開始
2010年6月に政府が発表した「新成長戦略」の主旨に賛
同し、「成長分野サポートファンド」の取り扱いを開始しまし
た。成長分野を担う企業、もしくは個人事業主の皆さまに
対し、円滑な資金供給を行うことにより地域経済の発展を
金融面でサポートしてまいります。

発表日／2010年11月12日（金）

深町頭取就任人事を発表
2011年1月1日付けで深町正和が頭取に、末安堅二が会
長にそれぞれ就任する人事を発表しました。

発表日／2010年12月6日（月）～2011年1月31日（月）

冬のお楽しみキャンペーン
個人のお客さまを対象とした「冬のお楽しみキャンペーン」
を期間限定で実施いたしました。キャンペーン期間中に、期
間1年・2年の20万円以上のスーパー定期（自動継続扱
い）を新規にお預け入れいただいたお客さまに金利を上乗
せいたしました。 

締結日／2010年12月15日（水）

産学連携に関する協定書締結
国立大学法人 名古屋大学と当行は、地域経済の活性化
や地域貢献を推進するため、産学連携に関する協定書を
締結しました。名古屋大学が持っている技術やノウハウを
ご紹介することで、お客さまの課題解決や経営基盤の強
化をご支援してまいります。

中京銀行の概況 中京銀行の概況
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対し、円滑な資金供給を行うことにより地域経済の発展を
金融面でサポートしてまいります。

発表日／2010年11月12日（金）

深町頭取就任人事を発表
2011年1月1日付けで深町正和が頭取に、末安堅二が会
長にそれぞれ就任する人事を発表しました。

発表日／2010年12月6日（月）～2011年1月31日（月）
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個人のお客さまを対象とした「冬のお楽しみキャンペーン」
を期間限定で実施いたしました。キャンペーン期間中に、期
間1年・2年の20万円以上のスーパー定期（自動継続扱
い）を新規にお預け入れいただいたお客さまに金利を上乗
せいたしました。 
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国立大学法人 名古屋大学と当行は、地域経済の活性化
や地域貢献を推進するため、産学連携に関する協定書を
締結しました。名古屋大学が持っている技術やノウハウを
ご紹介することで、お客さまの課題解決や経営基盤の強
化をご支援してまいります。
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お客さまとともに ECOに関する取り組み

　当行では、さまざまな活動を通じて地域密着型金融の推進に取り組んでいます。
　愛知県、三重県、奈良県を主な営業基盤としており、これらの地域のお客さまからのご預金を中小企業や個人を中
心としたお客さまにご融資して、地域の活性化に役立てています。

　総預金残高1兆5,530億円のうち、愛知県、三重県、奈良県内での預金残高は1兆5,268
億円であり、98％を占めています。

当行は、地球温暖化を防止する国民運動

「チャレンジ25キャンペーン」に参加し、

環境関連活動に積極的に取り組んでおります。

地元のお客さまとのお取引状況

徳重支店開設

地域別預金分布

　総貸出金残高1兆1,779億円のうち、愛知県、三重県、奈良県内での貸出金
残高は1兆763億円であり、91％を占めています。

地域別貸出金分布

（平成22年9月末現在）その他
2％

その他
9％

その他
17％

愛知県
82％

愛知県
75％

中小企業等
83％

奈良県
2％

奈良県
2％

三重県
14％

三重県
14％

　平成22年5月6日に開業した｢ユメリア徳重｣（緑区役所徳重支所
等共同ビル）の1階にオープンしました。
　徳重支店では、ローカウンターや相談ブースを設けて、各種商品・
サービスのご相談など、お客さまとじっくりお話しさせていただく
ことで、ご満足いただける店舗を目指しております。

　愛知文教大学の講座（キャリアデザイン論）に行員を講師として派遣
し、｢経済と金融｣｢企業が求める人材｣をテーマに講義を行いました。
　この講座を通じ、将来、地域経済を担う若者たちの社会人として必要
な知識を身に付けることをサポートし、地域社会へ貢献することを目
指しております。

寄附講座の実施

中日歩け歩け大会

電力使用量の削減への取り組み

環境配慮型の店舗

｢メッセナゴヤ2010～環境・エネルギー～｣への出展

　地域の皆さまの健康と体力づくりに貢献するため、平成22年4月
11日に開催された、中日新聞主催の「第37回　中日歩け歩け大会」
に特別協賛いたしました。
　大会には、約1,500名の方が参加され、約11Kmのコースを歩き
健脚を競いました。また、当行行員も参加し沿道のゴミを拾いながら
ウォーキングを楽しみました。

　夏季6月から9月にクールビズ、冬季12月から2月にはウォームビズを実施しております。夏季は上着、ネクタイ
の着用を省略し、冬季にはカーディガンなどを着用することにより、空調温度の調節を行っております。
　また、空調稼働時間帯制限、エレベーターの使用制限にも取り組み、電力使用量の削減に努めております。
（平成22年度上期は、記録的な猛暑により前年比増加しました）

　平成21年12月に新築オープンした大治支店では、構内舗装の一
部に浸透性のある再生材を使用し、外気温の上昇を抑えたほか、LED
照明や熱交換型の空調換気の導入により節電にも努めております。
　平成22年5月にオープンした徳重支店では、店内各所にLED照明
を積極的に使用いたしました。
　また、新装工事中の尾張旭支店では、太陽光パネルを使用した環境
にやさしい店舗づくりを計画しています。

　平成22年10月27日～30日にポートメッセなごやで開催されまし
た「メッセナゴヤ2010～環境・エネルギー～」に出展いたしました。
　産学連携やビジネスマッチングを通じた環境関連企業に対する当
行の取り組み、環境配慮に関する活動、エコ関連ローンの紹介をいた
しました。
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　中小企業等への貸出金残高は9,742億円で、総貸出金残高のうち83％を占めています。

中小企業等への貸出割合
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