Case Study

株式会社横浜銀行
DynaTrekを用いて、経営者・本部・全営業店が活用する
次世代のマネジメント・システムを構築
全行で情報共有を促進し、
「顧客軸」での営業戦略を
推進するシステムを 3 カ月で構築
社名：
株式会社横浜銀行
会社概要：
横浜銀行は、神奈川県・東京西南部
を営業地盤とする地方銀行。2013 年
3月末時点の預金残高が11兆4,801億
円、貸出金残高が 9 兆 3,794 億円と、
国内の地方銀行において第 1 位の規
模を誇る。
U R L：
http://www.boy.co.jp/index.html
所在地：
神奈川県横浜市西区みなとみらい
3 丁目 1 番 1 号

「このシステムを活用することで、
大局的な視点から役職者の管理ス
パンに応じて深堀りをし、各組織
に求められる様々な粒度や視点の
データを、一つの基盤、同じ画面か
ら分析・利用できるようになりま
した。これにより、営業戦略の立案
から現場のアクションまで一貫し
た取り組みが実現できると考えて
います。
今後は DynaTrek で取り扱うデー
タの範囲や種類をさらに増やし、
経営・現場のマネジメントを総合
的に支援するコックピットのよう
なシステムに育てていきたいと思
います」

株式会社横浜銀行（以下、横浜銀行）は、2013 年 4 月を開始年度とする中期経営計画にお
いて営業戦略の転換を発表し、商品軸から顧客軸への営業スタイルの変更を目指すこと
になった。この計画の実施にあたっては、営業体制や業務プロセスの変更に追随できる
マネジメント・システムが不可欠と判断。DynaTrek を導入して経営者・本部と各営業店
の情報共有を促進し、新計画における最適な営業展開、優先度の高い顧客への迅速なフォ
ローを実現している。今後は、収益管理の高度化やエリアマーケティングにも DynaTrek
を活用していく計画だ。
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