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地域密着の優位性を生かした
総合金融サービス
二極化が進む米国金融業界では、地域金融機関が地域密着ビジネスでその強みを発揮している。
伝統的な銀行業務だけでなく、多様な商品・サービスを提供できる専門家などのビジネスイン
フラを整え、地域の豊かな人的ネットワークとをつなげることにより、地域金融機関は様々な
ビジネスを展開できよう。
地域密着で収益を上げる米国地域金融機関
米国では、15,000以上もあった銀行が、過

融商品とサービスを提供する。

去20年間に半減した。その過程で、大手銀行

事業の２本柱となるのは、「ビジネスバン

は、地域金融機関の重要なマーケットである

キング」と「富裕層向け資産管理サービス」
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NOTE

金対策、相続対策など、企業オーナーや家族

だ顧客数と連動させることで、ビジネスバン

向けの多岐にわたるサービスが含まれる。
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ビジネスバンキングと資産管理における

の融合強化を促進している。
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1) American Bankerによれ
ば、総資産額500億ドル以上
の大手銀行（ほぼトップ25行
に該当）は、農村部の45％に
進出し、中小企業向けビジネ
スに占める割合は35％、零細
企業では32％にまで拡大して
いる。なお、中小企業は売上
100万ドル以上200万ドル未
満、零細企業は売上５万ドル
以上100万ドル未満を指す。
2) 1988年創立。ミズーリ州が
本拠地で資産規模は約20億ド
ル。傘下の銀行はEnterprise
Bank & Trust。
3) 本レポートのEFSCに関
する記事は、ケビン・アイク
ナーCEOへのインタビュー
をベースにしている。
4) 企業のライフサイクルを創
業から５年の起業期、５〜15年
の成長期、15年以後の成熟期、
売却・継承期の４期に分け、そ
れぞれの時期の固有ニーズに合
致するサービスを提供。
5) 米国の超富裕層は、個人
の資産を管理するために、専
属の弁護士、会計士、ファイ
ナンシャルアドバイザー、保
険の販売代理人など一連の専
門家から成る「ファミリーオ
フィス」をもっている。
6) ノーススター銀行買収で
従業員数は50人増加。
7) 年平均成長率31％を実現
した2002年から2005年の事業
拡大期に従業員数はむしろ減
少。RMはじめコアとなる従
業員は他行からの引き抜きが
多くMBA（経営学修士）を
もつ者も少なくない。採用に
際しては過去の経験や特定ス
キルより、対人スキル、達成
指向などの基本的な能力を重
視する。全従業員は毎年、主
要な責任範囲と使命、ゴール、
スキルや知識の開発プランを
設定し、コーチング、ワーク
ショップなど、この規模の銀
行には稀な徹底したプログラ
ムによる人材開発を実施。
8) 戦略策定、マーケティン
グ、セールス、企業文化、リ
ーダーシップ、資産管理プラ
ン、資産継承など広範なコー
スを提供している。EFSC内
部だけでなく、外部からの専
門家も講師陣に加え、既存顧
客および潜在顧客を対象に、
地域５箇所で授業を行う。一
応顧客以外は有料という建前
になっているが、実際には授
業料は徴収されていない。

野村総合研究所 金融 IT イノベーション研究部
当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。
Copyright © 2006 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

11

