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H1 2019 Results  戦略の現状 



優れた顧客志向  
2019年上半期のハイライト 

5 投資家向け広報活動（IR） 

 顧客満足度のさらなる向上に裏打ちされたサービスの改善やデジタル化の推進に対する重点的な 

      取り組み 
• プライベートバンキング顧客および民間顧客についてのNPSスコア（顧客ロイヤルティを測る指標）が一段と上昇 
• レップトラックモニター（RepTrack Monitor）の評価スコアで、ラボバンクが引き続きオランダの大手銀行の中で最も強固な評判

を維持 
• 「バンキング3.0」プログラムの導入が成功し、オランダにおける業務モデルのさらなる最適化を実現 

 顧客のために革新的な商品の提供を継続  
• 中小企業（SME）向け融資のためのラボバンクのデジタルレンディングプラットフォームである「Fundr」を2019年5月

に導入 
• Peaks（少額の余剰資金によるマイクロ投資のアプリ）がオランダ銀行（中央銀行）からPSD2（欧州連合（EU）決済

サービス指令第2版）ライセンスを取得した最初のフィンテック企業となる 
• ラボフロンティアベンチャーズファンド（Rabo Frontier Ventures Fund）がインド最大の農業従事者向けマーケットプ

ラットフォームを運営するアグロスター（AgroStar）に投資 

 民間セクター貸付ポートフォリオおよび預金のさらなる拡大 
• ホールセール・地方およびリテール（WRR）部門およびリース部門を中心に民間セクター貸付ポートフォリオは47億ユー

ロ拡大（米国子会社ラボバンク・ナショナル・アソシエーション（RNA）売却の影響を除く） 
• 国内リテール銀行業務（DRB）を中心に顧客預金残高は123億ユーロ拡大（RNA売却の影響を除く） 
• ラボバンクの「食料のための銀行業務（Banking for Food）」戦略に沿って、食料・農業（F&A）関連への貸付の貸付ポー

トフォリオ全体に占める割合が2.3％から25.0％へ拡大 

共により良い世界を作り上げる 

食料のための銀行業務 オランダのための銀行業務 

優れた顧客志向 
盤石の基盤を有する  

金融機関 
実力を備えた従業員 有意義な協力 



有意義な協力 
2019年上半期のハイライト 

6 投資家向け広報活動（IR） 

共により良い世界を作り上げる 

食料のための銀行業務 オランダのための銀行業務 

優れた顧客志向 
盤石の基盤を有する  

金融機関 
実力を備えた従業員 有意義な協力 

 持続可能性のコア業務への組み入れ 
• 主に「クライアントフォト」や顧客エンゲージメントを通じて法人顧客の持続可能性パフォーマンスへの注視継続 
• オランダの環境・社会・ガバナンス（ESG）投資リサーチ・分析大手サステナリティクス（Sustainalytics）のESG格付けおよび 
     ESGリスク評価で、ラボバンクは2位にランク付けされる 
• 法人顧客がより循環型のビジネスモデルから恩恵を享受できるように支援するために「循環型ビジネス担当デスク」を開設 

 地域活性化イニシアチブに対する強いコミットメント 
• ラボバンクの地方イニシアチブ「ブレインポートのための銀行業務（Bankieren4brainport）」で、欧州における最先端のハイテ

クセンターであるブレインポート（Brainport）地区の企業に10億ユーロを投資 
• 地域社会を構造的に支援するために、ラボバンクは2019年上半期の純利益から1900万ユーロを地域活性化イニチアチブ用

資金に割り当てた 
• ラボバンクはオランダで最大のスポンサー企業である。当行が賛助しているスポーツや文化の団体やクラブは1,000を超える 

 「エネルギー転換」のリーディングバンクになるというラボバンクの目標は、使命とも合致している 
• ラボバンクは、エネルギー転換に貢献する機会を積極的に模索するために、オランダのエネルギー大手エネコ（Eneco）の売

却に関連して、米プライベートエクイティ投資会社KKRのインフラファンドとコンソーシアムを結成  

• ラボバンクは、（i）2020年以降、貸付ポートフォリオおよび投資の気候への影響に関する報告義務を履行すること、および、
（ii）ラボバンクの顧客の二酸化炭素（CO2）排出量の削減に寄与する行動計画を2020年までに構築することをコミットしてい
る 



盤石の基盤を有する金融機関 
2019年上半期のハイライト 
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 減損費用に影響されるも、底堅い業績を維持 
• 主に減損費用の増加により、純利益は12億ユーロとなり、前年同期比で減少 
• 低金利の継続にもかかわらず、純受取利息は比較的安定的に推移（前年同期比1％減） 

• 事業再構築への継続的な取り組みにより、営業費用は減少傾向を継続（前年同期比5％減） 

 強力な資本ポジションと非中核事業のさらなる削減 
• 普通株等Tier1（CET1）比率は15.8％であり、今後の規制強化の影響を十分吸収できる状況にある 
• 資本性証券の償還により利益の内部留保能力が強化 

• 非中核事業のさらなる削減（ACC貸出ポートフォリオおよび米国子会社RNAの売却、インドネシアのリテール事業か
らの撤退）により中核銀行事業の成長余地が生まれている 

 ラボバンクは金融セクターのゲートキーパー（監視役）としての役割を果たしていくことに強くコミット
している 
• ラボバンクは、規制当局との建設的な対話を通じて、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与を防止する取り組

みを大幅に強化した 

• ラボバンクは、金融犯罪の撲滅や、金融セクター全体での包括的なアプローチを実現するための官民パートナーシップ
（PPP）を強く支持している 

• ラボバンクは引き続きコンプライアンス、リスクマネジメント、情報技術（IT）、本人確認手続き（KYC）の能力向上に投資し
ている 

共により良い世界を作り上げる 

食料のための銀行業務 オランダのための銀行業務 

優れた顧客志向 
盤石の基盤を有する  

金融機関 
実力を備えた従業員 有意義な協力 



実力を備えた従業員 
2019年上半期のハイライト 

8 投資家向け広報活動（IR） 

共により良い世界を作り上げる 

食料のための銀行業務 オランドのための銀行業務 

優れた顧客志向 
盤石の基盤を有する  

金融機関 
実力を備えた従業員 有意義な協力 

 業務の将来像 
• 「業務の将来像」に対するラボバンクの考え方に基づいて、世界全体のラボバンクの従業員全員に適用する12の重要な

スキルが定義された 

• 約2500人の従業員を対象にSimplify@Scaleを実施：業務を簡素化し、デジタル化を加速することにより、商品化に要する
時間の短縮、意思決定の迅速化、チーム内でのオーナーシップ（当事者意識）の強化を実現するための働き方である 

 ダイバーシティ（多様性）とインクルージョン（多様な人材が力を発揮できる組織づくり）の重視が 

  効果を上げている 

• 上級管理職の33％が女性である 

• 文化多様性に特化したタスクフォースやメンタリングプログラムの設置を含め、文化多様性に今後一段と重点を置く 

 従業員エンゲージメントスコアが継続的に上昇 

• 2019年上半期における全体的な結果では、従業員エンゲージメントスキャンスコアが小幅に上昇していることが示されて
いる 

• 従業員の83％が「仕事に行くのが楽しい」と回答している 



    

資本および資金調達の目標はすでに達成済み 
効率性の向上するも、収益に対する費用の比率は目標未達成 

 2020年の目標 2019年（2018年度）上半期の実績 

完全適用時の 
CET1比率 

 

> 14% 

MREL 要求水準 

~28.58%* 

収益性 

投資資本利益率
（ROIC） 

> 8% 

ホールセールによる
資金調達 

 

~ 1500億ユーロ 

CET1 比率 
 

15.8%  
(16.0%) 

MRELバッファー 
 

27.8% 
(28.2%) 

収益性 

投資資本利益率
（ROIC） 

6.4% 
(7.4%) 

ホールセールによる
資金調達 

 

 1520億ユーロ 

(1530億ユーロ) 

収益に対する費用
の比率 

 

64.4% 
(65.9%) 

 収益に対する費用
の比率 

 

53-54% 
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主要動向  
• 普通株等Tier1（CET1）比率は15.8％で目標を大幅に上回り、バーゼルIV枠組みの実施や内部モデルのターゲット審査（TRIM）の影響をすでに見越した水準と

なっている 

• 自己資本および適格債務の最低基準（MREL）の資本バッファーは要求水準の28.58％に対して27.8％となっており、MRELの追加発行は十分対処可能な状況に
ある 

• ラボバンクは、非優先シニア債（NPS）保有者を保護するためにクラス最高のTier 2資本構成および総自己資本比率を維持するつもりである 

• 効率性はさらに向上。収益に対する費用の比率は、主に費用削減が寄与し、前年比で1.5％ポイント低下している 

• 収益に対する費用の比率の低減に引き続き重点的に取り組んでいくが、低金利環境の継続に加えて、デジタル化投資の加速、マネーロンダリング対策（AML）
や顧客デューデリジェンス（CDD）に係る費用増などによって、低減スピードは引き続き悪影響を受けることになるであろう 

• その結果、収益に対する費用の比率を2020年までに53～54％まで引き下げるという目標の達成は困難な状況にあり、この目標の実現には金利正常化が条件と
なるであろう 

*  2019年 MREL要件 



2019年上半期の実績  



ラボバンクの2019年上半期の純利益は、         
12億1200万ユーロ 
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純利益（百万ユーロ） 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
• 純受取利息は底堅く推移（前年同期比1％減） 

• 事業再構築への継続的な取り組みにより営業費用は減少（前年同期比5％減） 

• 主に以下の理由により、純利益が減少（前年同期比29％減）： 

• 減損費用が4億7700万ユーロ増加 

• FGH銀行の非中核的事業である商業用不動産（CRE）ローン事業の売却や、BPD Marignan（2018年下半期に売却）の業績による2018年
上半期の収益へのプラス影響が剥落したことによって、収益が前年同期比で減少（前年同期比4％減） 

 

 

2018年 2016年 2017年 2019年 

2,024 

2,674 

3,004 

下半期 

上半期 



減損費用の増加が主因となり基礎的な粗利益は減少 
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基礎的な税引前利益（百万ユーロ） 

投資家向け広報活動（IR） 

例外項目 

百万ユーロ 
 2018年
上半期 

 2018年
下半期 

 2019年
上半期 

公正価値（FV）項目 -133 18 -126 

デリバティブ・フレーム
ワーク 

0 -52 -15 

事業再構築に係る費用 -22 -98 -28 

影響の総額 -155 -132 -169 

-37 

2018年 
上半期 

2019年 
上半期 

132 

2018年 
下半期 

2,326 2,289 

1,867 

2,094 

1,778 

2,218 

-3% 

基礎的な税引前利益 

基礎的な粗利益 

227 440 

税引前営業利益 

例外項目 

減損費用 



低金利環境にもかかわらず、純受取利息は底堅く推移 
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基礎的な総収益（百万ユーロ） 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
• その他収益の減少や、純受取利息の小幅な減少の影響が限定的であったことが主因となり、基礎的な総収益が4％減少 

• 国内リテール銀行業務における住宅ローンの貸付マージンの増加や、ホールセール・地方およびリテール（WRR）部門およびリース部門の貸付
高の増加が、継続的な低金利環境の純受取利息への影響をほぼ完全に相殺（純受取利息は前年同期比1％減にとどまる） 

• 支払預金口座の受取手数料およびリース手数料の増加により、純受取手数料が増加（前年同期比2％増） 

• 2018年におけるFGH銀行の非中核事業である商業用不動産ローン事業およびBPD Marignanの売却が主因となり、その他収益が減少 

  

2019年上半期 

-133 

2018年上半期 

18 

-126 

2018年下半期 

6,029 5,991 
5,763 

5,889 5,973 6,162 

-4% 

例外項目 

その他収益（例外項目を除く） 

純受取手数料 

純受取利息 

 



基礎的な費用のさらなる削減 
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 基礎的な費用（百万ユーロ） 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
• 基礎的な営業費用が前年同期比5％減少し、基礎的な収益に対する費用の比率が前年同期の63.9％から62.3％へ改善 

• 主として国内リテール銀行業務の大規模な変革によって、人件費が下落傾向を継続（前年同期比2％減） 

• 不動産部門における事業活動のさらなる縮小もあり、その他の営業費用が減少（前年同期比11％減） 

• 例外項目は依然として比較的、低水準にとどまっている 

43 

2018年下半期 

22 
150 

2018年上半期 2019年上半期 

1,462 

3,611 
3,835 

3,446 

2,127 2,151 

1,534 

2,075 

1,328 

3,403 
3,685 3,589 

例外項目 

その他の営業費用 

人件費 

-5% 



WRRおよびリースにおける貸付ポートフォリオの伸び 
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民間セクター貸付ポートフォリオ,預金および預貸率（ LtD）（十億ユーロ） 

主要動向  
• 米国子会社RNA売却の影響を除けば、ラボバンクの民間セクター貸付ポートフォリオは47億ユーロ増加。当該貸付ポートフォリオの伸びは

主にWRR部門およびリース部門に集中 

• 繰上げ返済が高水準で推移したことや、ローンの一括売却取引の実施にもかかわらず、国内住宅ローンポートフォリオは安定的に推移。そ
の一方で、新規ローン設定の市場シェアは21.4％へ小幅に上昇（ラボバンクおよびObvion） 

• リース部門では、フィナンシャルリースポートフォリオが健全な伸びを示す 

• 米国子会社RNA売却の影響を除けば、預金総額は123億ユーロ増加。主に国内リテール銀行業務における預金増による 

 

 

2019年 
6月 

2016年12月 2017年12月 

416 

2019年 
6月 

   （RNA売却を除く） 

2018年12月 2019年 
6月 

    （RNA売却を除く） 

2019年 
6月 

421 425 411 416 

1.21 1.19 1.21 1.20 

その他の国内貸付 

海外貸付 

預金 

国内住宅ローン 

投資家向け広報活動（IR） 



減損費用は増加傾向 
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減損費用（百万ユーロおよびbps（対平均貸付残高）） 
 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
• 減損費用は、2016年、2017年および2018年上半期は非常に低水準で推移したが、サイクル平準化水準である対平均貸付残高の20～25bpsに

向けて増加傾向にある 

• 良好なオランダの経済環境の継続を背景に、国内リテール銀行業務における減損費用（貸倒損失）は依然として低水準で推移した 

• 2019年上半期のWRR部門における減損費用（貸倒損失）は比較的高水準で推移した 

• IFRS第9号のステージ1およびステージ2の貸倒引当金に係るマクロ経済シナリオの変化の影響によって、リース部門の減損費用（貸倒損失）が
増加 

• 2018年通年の減損費用（貸倒損失）は対平均貸付残高で5bpsであった 

 

2018年下半期 2019年上半期 2018年上半期 2015年 2016年 2017年 

21 bps* 

-5 bps 

7 bps 

24 bps 

* 年率換算推定データ 

11 bps* 

-2 bps* 



資本および資金調達 



14% 目標 

普通株等Tier1比率は、目標および資本要件を大幅に
上回っている 

18 投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
• 2019年上半期の利益剰余金により普通株等Tier1（CET1）比率は30bps上昇したが、リスク加重資産（RWA）の増加（ポートフォリオの伸びが

主因）および資本性証券の償還に係る為替の影響が押し下げ要因となった 

• 今後のバーゼルIV枠組みによる影響は、内部モデルのターゲット審査（TRIM）等、その他の規制動向によりさらに厳しさを増す可能性が高い
が（現時点ではどの程度厳しさを増すことになるかは不明確）、ラボバンクはこれらに確固として対処できる状況にある 

• ラボバンクは欧州で最も自己資本が充実した銀行としての立ち位置を維持すべく、引き続き普通株等Tier1比率14％超の目標の達成にコミッ
トしている 

• バーゼルIV枠組みによる影響を軽減するための措置を講じている 

 

配当控除後
利益 

2017年12月 2016年12月 2018年12月 RWA他 資本証券の
償還に係る
為替影響 

2019年6月 

13.5% 

16.0% 
15.5% 15.8% 0.3% 0.3% 

0.2% 

バーゼルIV、TRIM等の影響を 
吸収できる余剰分  

普通株等Tier1比率の推移 



*  少数株主利益を除く純利益  
**  CRD IV／自己資本比率規制（CRR）1およびCRR2の要件に準拠 

資本性証券の償還により、配当は絶対的にも相対的に
も減少 
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純利益*の配当と利益剰余金の追加への配分の内訳（百万ユーロ）  
 

投資家向け広報活動（IR） 

動向および見通し 
• 資本性証券の償還により、配当はここ数年間で大幅に減少 

• 表面利率9.94％の資本証券5億ユーロ、表面利率11.00％の資本証券29億米ドル、表面利率8.34％のPIE資本証券2億8000万ニュージーラ
ンドドルの償還により、配当はさらに減少する見込み（2019年上半期の配当額には、当該資本証券に係る配当額1億1400万ユーロが含まれ
ている） 

• ここ数年にわたり、ラボバンクは、その他Tier1（AT1）資本の一部を資本要求指令（CRD）IV要件を満たす費用効率の高い証券**（つまり、表
面利率5.500％の資本証券15億ユーロ、表面利率6.625％の資本証券12億5000万ユーロ、表面利率4.625％の資本証券10億ユーロ）に切り
替えてきた 

• 2019年上半期の時点で、ラボバンクはCRD IV要件不適合の2種類の証券（2019年12月満期償還の表面利率5.556％の信託優先証券（TPS）
3億5000万英国ポンド、および、2038年満期償還の表面利率6.910％の資本証券2億5000万英国ポンド）を保有している 

 

1,050 
1,259 1,211 1,107 

1,509 
1,894 

利益剰余金の追加 

配当 

40% 41% 60% 57% 35% 

配当性向 
2017年 2018年 

1,050 

2016年 

1,107 1,259 

1,509 

2015年 

1,211 

1,894 

2019年上半期 



強固な資本ポジションにより、非優先シニア債（NPS）保
有者および優先シニア債（PS）保有者を保護するため
の大きな資本バッファーを確保 
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総自己資本比率の推移（移行時） 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向  
• 非優先シニア債の導入によって、Tier2資本のMREL（自己資本および適格債務の最低基準）要件を充足する上での重要な商品としての役割

が縮小 

• 総自己資本比率は今後数年間にわたり24.4％から低下傾向をたどるであろう。ラボバンクは、非優先シニア債保有者および優先シニア債保
有者を保護するためにクラス最高のTier 2資本構成および総自己資本比率を維持すること目指す 

7.4% 
7.4% 

3.0% 
3.6% 

14.0% 

2017年12月 2016年12月 

15.8% 

7.1% 

3.5% 

16.0% 

2018年12月 

24.4% 

6.6% 

2.0% 

15.8% 

2019年6月 

25.0% 
26.2% 26.6% 

その他Tier1資本 

Tier2資本 

普通株等Tier1資本 



MREL要件の充足に向けた万全の準備 
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MRELの基準調整（リスク加重資産に対する比率）  

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向  
• ラボバンクは2019年に、最新の拘束力のあるMREL要件が総負債及び自己資本（TLOF）の9.64％であるという通知を受けた。これは、各種MREL適

格商品のリスク加重資産（RWA）全体に対する比率が28.58％（以前は30.96％）に基準調整されたことに起因する。この基準調整は、銀行再建・破
綻処理指令（BRRD）1、MRELの規則技術基準（RTS）および単一破綻処理委員会（SRB）による2018年MREL政策フレームワークに基づく。 

• 自己資本およびMREL適格商品**は28.58％を上回っており、ラボバンクはすでにMREL要件を充足している 

• 今後のMREL要件は、最近承認された「バンキングパッケージ」を反映したものになる見込み 

• ラボバンクは、自己資本と非優先シニア債のみ***の組み合わせによってMREL要件を充足する予定 

• MREL資本バッファーのリスク加重資産に対する比率は27.8％であり、MRELの追加発行には十分対処可能である 

*  MRELの資本バッファー：満期日まで1年超の償却済みTier2資本および非優先シニア債を含む自己資本 
**  BRRD1に基づくと、優先シニア債はMREL適格商品であり、MREL適格商品に算入している 
***  BRRD2に基づくと、優先シニア債はある一定の条件下でMREL適格商品となる見込みである 

調整分を含む
共同バファー

要件 

4.05% 

総MREL 要
件 

損失吸収額 

9.26% 

資本 
再構築額 

MRELバッファー 
 

自己資本および
MREL適格商品** 

15.27% 

28.58% 27.8% 

優先シニア債（PS） 

その他のMREL適格商品 

非優先シニア債（NPS） 

* 

 
 



*  1年物ミディアムタームノート（MTN）プログラムでの発行分を含む。2020年および2021年の数値は2019年6月30日現在のものである。 

償還予定を鑑みると、MREL発行は限定的 
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MREL資本バッファーにおける非優先シニア債の役割  
（十億ユーロ）  

2019～2021年の優先シニア債の満期別償還額分布 

（十億ユーロ） 

投資家向け広報活動（IR） 

• ラボバンクの潤沢な自己資本（506億ユーロ）により、非優先シニア
債（NPS）保有者を保護するための十分な資本バッファーを確保 

• 非優先シニア債の積み上げにより、MREL要件を充足する上での
重要な商品としてのTier2資本の役割が徐々に縮小している 

• ラボバンクは、非優先シニア債保有者を保護するためにクラス最高
のTier 2資本構成及び総自己資本比率の維持を目指す 

• 非優先シニア債への重点が増すことを踏まえると、総自己資本比
率は現在の24.4％から今後数年間にわたり低下傾向をたどるであ
ろう 

• ラボバンクは2018年に非優先シニア債を成功裏に導入 

• 無担保シニア債の償還（2019年～2021年までに合計500億ユーロ）
によって、MRELの必要性に対処するために、非優先シニア債によ
る借換えへの移行が緩やかに加速する可能性がある  

• 現在のリスク加重資産に基づけば、MREL不足分（優先シニア債を
除く）は極めて限定的である 

• ラボバンクは、非優先シニア債を年間30～50億ユーロ発行する見
込み。この発行レンジは、予想されるバーゼルIVの影響を織り込ん
でいるが、規制や他行の動向によって変わる可能性がある 

MREL 戦略 発行計画 

17.1 18.4 

2020年 

17.7 

2019年 2021年 その他 
Tier1資本 

普通株等 
Tier1資本 

1.9 

4.3 

13.6 

Tier 2資本 償却済み 
Tier2資本 

5.1 

非優先 
シニア債 

優先  
シニア債 

32.7 

実質破綻認定時（PONV） 破綻処理（Resolution） 

自己資本：506億ユーロ  



資金調達戦略：最適化と分散化 

商品タイプごとの年間発行額の概要 （十億ユーロ） 
 

発行通貨の分散化 

投資家向け広報活動（IR） 

2017年 2016年 2018年 2019年 
上半期 

非優先シニア債 

シニア債 

貸出条件付き長期資金 
供給オペ（TLTRO） 

カバード債 

グリーン債 
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資金調達戦略：グローバル市場にアプローチ 
• 多様な市場、償還年限、通貨、商品を利用して、ホールセールによる資金調達方法を分散化 

• ラボバンクの2019年資金調達目標は、非優先シニア債による30～50億ユーロを含め、100～120億ユーロである（ただし、バランスシートの動
向により変わる可能性あり） 

• 戦略的かつ流動的なベンチマーク債に引き続き注力 

• ホールセールによる資金調達への依存度を減少させるというラボバンクの戦略に沿って、発行額が償還額を下回る傾向が続く見込み（非優
先シニア債の発行も含む） 

• ラボバンクの「グリーンボンドフレームワーク」を最近改定 

2% 
3% 

ユーロ 

日本円 

米ドル 

オーストラリアドル 

スイスフラン 

その他 



0

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017 2018 2019 (H1)

ラボバンクの子会社オブフィオンN.V.： 
ポートフォリオ規模および資金調達戦略 

商品タイプごとの年間発行額の概要（十億ユーロ） 
 

オブフィオンの資金調達源の分布 

投資家向け広報活動（IR） 

2019年
上半期 
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オブフィオン：ポートフォリオおよび資金調達 
• オブフィオンは1980年以来、住宅ローンのオリジネーター兼サービサーとしてオランダで確固たる地位を築いている 

• オブフィオンは2012年以降、ラボバンクの完全子会社となっている 

• 既存の住宅保有者および最大15年の固定金利期間に主に重点が置かれている 

• 2019年上半期における住宅ローン組成総額は17億ユーロ（2018年度：27億ユーロ）  

• 2019年6月30日現在で、オブフィオン名で組成された住宅ローンポートフォリオ総額は292億ユーロ 

• 2019年6月30日現在で、外部からの資金調達比率は全体の74％であり、そのうち90％超が住宅ローン担保証券（RMBS）による資金調達である  

STORM 

Purple STORM 

STRONG 

Green STORM 

FORDless 

外部からの資金調達 

グループ内での資金調達 

株式 



ラボバンクの子会社DLLの資金調達戦略：        
最適化と分散化 

商品タイプごとの年間発行額の概要 （十億ユーロ） 
 

発行通貨の分散化 

投資家向け広報活動（IR） 

2017年 2018年 2019年上半期 
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資金調達戦略：グローバル市場にアプローチ 
• DLLの証券化イニシアチブは下記の理由で発展・成長を続けている： 

• 通貨のベーシススワップリスクを軽減するために米ドルの資金調達源を分散化 

• 異なる投資家基盤を誘致することによりラボバンクの資金調達源を分散化 

• 代替的な資金調達源の確保 

• 資産担保証券（ABS）は、既存の市場において、効果的な代替資金調達源と見なされている 

資産担保証券 米ドル 

英ポンド 



付属資料I～戦略 



国内業務モデルのさらなる最適化 

27 

 

• 2019年上半期も新国内業務モデルの実施を継続したことにより、商業的有効性が一段と改善 

• 90行の250に上る市場チームが、14の地域の専門家チームによる支援の下に、対面での接客や質の高い顧客アドバイスを通じてカスタマー
インティマシーを確保するなかで、各地域の地元での存在感を維持している 

• この新国内業務モデルの実施により、ラボバンクは、デジタル化および当行の支店網を通じて、顧客と密接な関係を維持していくことをコミッ
トする 

 
投資家向け広報活動（IR） 

14地域にそれぞれ 
6～7行、合計で90行

の地方ラボバンクを
設置 

 

優れた顧客志向 盤石の基盤を有する
金融機関 

実力を備えた従業員 有意義な協力 



顧客満足度は上昇傾向を継続 
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NPS（ネットプロモータースコア）スコア（オランダ国内市場） 

投資家向け広報活動（IR） 

優れた顧客志向 
• 顧客サービスの向上や、商品のデジタル化による利便性の向上により、大半の顧客セグメントで顧客満足度スコアが向上した 

• その結果、プライベートバンキング顧客および個人顧客のNPSスコアが上昇した。法人顧客のNPSスコアは2019年初めに低下したが、その
後再び上昇傾向に向かっている 

• さらに、2019年上半期において、ラボバンクはオランダの大手銀行の中で最も強固な評判を有していると評価された（レップトラックモニター） 

 

2018年12月 2019年6月 2015年12月 2016年12月 2017年12月 

プライベートバンキング顧客のNPSスコア 

個人顧客のNPSスコア 

法人顧客のNPSスコア 

優れた顧客志向 盤石の基盤を有する
金融機関 

実力を備えた従業員 有意義な協力 



機動的な組織とテクノロジー  

銀行業務およびその枠を超えたイノベーション 

「顧客によるデジタル媒体の利用を促進するために、オープンバンキング能力をさらに高めるとともに、 
データやアナリティクスの活用を促進する」 

データ駆動型デジタルバンキング 

ラボバンクのデジタル変革は3つの目標にけん引されて
いる 

29 投資家向け広報活動（IR） 

「顧客のためのイノベーションを顧客とともに実施するために、国内外のスタートアップ企業やイノベー
ションコミュニティに深く関与する」 

「完全に機動的な組織と最新のIT（情報技術）環境を実現する」 

1 

2 

3 

優れた顧客志向 盤石の基盤を有する
金融機関 

実力を備えた従業員 有意義な協力 



オープンバンキングやデータおよびアナリティクスの能
力活用は順調に拡大  

30 

• 欧州連合（EU）決済サービス指令
（PSD2）への期限内の適合、および、
APIサービス拡大への取り組み 

• 「ピークス（Peaks）」がオランダの規制
当局からPSD2ライセンスを授与された
最初のフィンテック企業となる 

• ラボバンクはオランダのエイゴン
（Aegon N.V.）にデジタルIDソリュー
ションを提供し、これまで40万件の本
人確認処理を行っている 

• デジタルマーケティングソフトウェアの
導入の成功により、販売効果が2019年
上半期に400％超の伸びを示した 

• 中小企業を対象にした人工知能（AI）

駆動型の新信用リスクモデルの正確
性は、旧型モデルを250％上回る 

• 資金調達へのアクセスを改善するため
にケニアの小規模農家（2万戸）を対象

にデータ駆動型信用リスクモデルを開
発 

• 2019年上半期にモバイルバンキング
の利用顧客数は11％増加し410万人と
なる 

• 個人顧客の63％、法人顧客の81％が
オンラインサービスを利用 

• 「ラボバンク決済リクエスト（Rabobank 
Payment Request）」の利用がほぼ2倍
となる 

• デジタル販売「ダイレクトパケット
（DirectPakket）」が5％増加 

投資家向け広報活動（IR） 

顧客によるデジタル媒体の利
用は加速している 

オープンバンキング能力のさら
なる拡大 

販売・サービスの向上のために
データやアナリティクスを活用 

データ駆動型デジタルバンキング 

   

優れた顧客志向 盤石の基盤を有する
金融機関 

実力を備えた従業員 有意義な協力 



有意義なイノベーション投資により顧客への提案や
サービスを向上 
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• 機械学習に基づくラボバンクのデジタ
ルレンディングプラットフォーム「ファン
ダー（Fundr）」を2019年5月に導入 

• IBANコード認証システムである「シュ
アペイ（SurePay）」はオランダで13億枚

の小切手を処理しており、関連する不
正件数は72％減少 

• 外国為替ヘッジプラットフォーム「イー
ジートレード（EasyTrade）」は1,200社

以上の企業に利用されており、世界中
の銀行にホワイトラベルサービスを提
供 

• デルフト工科大学（TU Delft）とラボバ

ンクは、スマートシティ、健康、農業食
品のイノベーションを研究する「X!デル
フト（X!Delft）」プログラムに参加 

• ラボバンクはアイントホーフェン市ブレ
インポート地区（Brainport Eindhoven）
のスタートアップ企業に10億ユーロ投
資 

• ラボバンクは、決済サービスプロバイ
ダー「モリー（Molliee）」と連携して、オ

ランダの何百万という取引について、
店名の表示によりバンキングアプリの
取引明細書の記載内容を簡素化する
ことに取り組んでいる 

• 農業セクター向けのデータハブ「ジョイ
ンデータ（JoinData）」の対象範囲に穀
物生産を追加  

• 国際的なリアルタイムのインサイトおよ
び取引プラットフォーム「プロデュース
ペイ（ProducePay）」の対象範囲にメキ
シコを追加 

• インド最大の農業従事者向けマーケッ
トプレイスを運営する「アグロスター
（AgroStar）」に投資  

 
投資家向け広報活動（IR） 
 

ラボフロンティアベンチャーズ
ファンド（Rabo Frontier 
Ventures Fund）への投資額を1
億5000万ユーロに拡大  

顧客のためのイノベーションの
提供を継続  

スタートアップ企業、イノベー
ションコミュニティおよびエコシ
ステムに深く関与 

銀行業務およびその枠を超えたイノベーション 

   

優れた顧客志向 盤石の基盤を有する
金融機関 

実力を備えた従業員 有意義な協力 



組織の近代化が大幅に前進  
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• マーケッツ部門およびトレジャリー部門
の新グローバルプラットフォームを現
在実装中である 

• オーストラリア、ニュージーランドで新
デジタルバンキングプラットフォームを
実装 

• クラウドの利用が増加しており、60超

のアプリケーションが本番稼働しており、
アプリケーション数は合計600に上る 

• 国内リテール銀行業務部門における
常用雇用換算値（FTE）2400人超の削
減のために機動的なモデルの実施 

• ホールセール・地方およびリテール
（WRR）部門でデジタルプログラムを開
始 

 
投資家向け広報活動（IR） 
 

完全に機動的なモデルの段階
的な実施  

 IT環境の最新化および合理化   

機動的な組織とテクノロジー  

  

 優れた顧客志向 盤石の基盤を有する
金融機関 

実力を備えた従業員 有意義な協力 



持続可能性はラボバンクのDNA 
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• ラボバンクは、オランダ国内の気候変動に
関する協定の2つのワーキンググループ
（klimaattafels）に参加 

• ラボバンクは、2020年からの貸付ポート
フォリオおよび投資の気候への影響に関
する報告義務の履行に対する金融セク
ターのコミットメントに署名 

• 気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）および炭素会計財務プラットフォー
ム（PCAF）などの気候影響の測定方法にも
積極的に関与 

• 持続可能性に関する方針のフレームワーク 

• 持続可能性に関する方針が与信承認プロセスに
組み込まれている 

• ポートフォリオ、ビジネスに組み込まれた持続可
能性、および、パートナーシップを通じての持続
可能性 

• 持続可能性が中期事業計画のKPI（重要業績評
価指標）に組み込まれている 

• 国連の持続可能な開発目標（SDG）の実行 

• オランダの福祉と繁栄、世界の人々への持
続可能な食料供給などへの寄与  

• これらの目標を達成するために顧客やコ
ミュニティとの関係を強化 

投資家向け広報活動（IR） 

 一体となった持続可能な成功 

気候変動に関する課題の対処に
全力を尽くす 

ラボバンク内の持続可能性 

• ESGリスク評価 
スコア：9.5  
ESGリスクは無視できる程度  
順位：294社中第2位（2019年6月） 

• ESG格付け  
スコア：100点中89点 
業界のESGリーダー 
順位：338社中第2位（2019年6月） 

優れた環境・社会・ガバナンス
（ESG）評価 

  

  

優れた顧客志向 盤石の基盤を有する
金融機関 

実力を備えた従業員 
 

有意義な協力 
 

https://www.rabobank.com/en/images/201412SustainablysuccessfultogetherEN.pdf


国内とグローバルなコミュニティに投資 
ラボバンク内の持続可能性 
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• ラボバンクの持続可能な融資総額は
460億ユーロに達しており、ラボバンク

は再生エネルギープロジェクトへの主
要融資銀行であるとともに、持続可能
な貸付、ファシリティ（融資枠）、債券の
発行に関するサステナビリティアドバイ
ザーでもある 

• ラボバンクは、コモディティトレーダー
のための大規模な持続可能性関連の
シンジケートローン（21億米ドル）のサ

ステナビリティコーディネーターとして
主導的な役割を果たした 

• 循環型経済の資金調達ガイドラインの
導入および顧客向けに循環型経済デ
スクの設置 

 

• ラボバンク、IDH（オランダの持続可能な

貿易を推進する団体）および国連環境計
画とのパートナーシップ（AGRI3ファンド）
を通じて、持続可能な土地利用を促進 

• ラボバンクの使命は、必然的に国連の持
続可能な開発目標（SDG）と合致している 

• ラボバンクは、世界自然保護基金
（WWF）、オランダに本拠を置く多国籍酪

農共同組合のフリースランドカンピーナ
N.V.と連携して、「バイオダイバーシ

ティー（生物多様性）モニター」を開発す
るとともに、「バイオダイバーシティー回
復のためのデルタ計画」にも参加してい
る 

• 顧客による自宅の省エネ対策投資の
インセンティブとしてグリーン住宅ロー
ンやグリーン建設預金を提供 

• 国内の持続可能なエネルギー提供会
社への顧客の移行を支援するための
パートナーシップ 

• 住宅ローンポートフォリオに係るエネル
ギーラベルの改善 

• オランダ年金基金（ABP）は、ラボバン

クの住宅ローン専門レーベル「ビスタ
（VISTA）」が発行するグリーン住宅
ローンに5億ユーロを投資予定 
 

投資家向け広報活動（IR） 

住宅ローンポートフォリオの持
続可能性の向上 

ラボバンクはサステナビリティ
（持続可能性）リーダー企業 

パートナーシップとSDG    

 
優れた顧客志向 

 

 
盤石の基盤を有する

金融機関 
 

 
実力を備えた従業員 

 

 
有意義な協力 

 



持続可能性が与信承認プロセスに組み込まれている 
ラボバンク内の持続可能性 
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顧客エンゲージメントプロセス 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
• 積極的な顧客エンゲージメントにより顧客の持続可能性パフォーマンスの向上を目指す 

• 持続可能性に関する方針のフレームワークを半年ごとに更新 

• 潜在法人顧客および既存法人顧客の持続可能性パフォーマンスの評価が与信の承認プロセスやモニタリングプロセスに組み込まれている： 

• 融資額100万ユーロ超の大口顧客の持続可能性パフォーマンスは「クライアントフォト」で計測され、A～Dにランク付けされている 

• ホールセール顧客の24％、地方ラボバンクの顧客の6％が最高格付けを獲得している 

• ESG格付大手のサステナリティクスによる世界のサステナビリティランキングでラボバンクは2位にランクされており、与信プロセスに持続可能性を組
み入れるというラボバンクの戦略が成功していることが示されている 

 

持続可能性の分析 

 「クライアントフォト」で 
（潜在）顧客の格付け 

顧客エンゲージメント  

フォローアップ：  
行動計画 

1 

4 2 

3 

 
優れた顧客志向 

 

 
盤石の基盤を有する

金融機関 
 

 
実力を備えた従業員 

 

 
有意義な協力 

 



ラボバンクの使命は、国連の持続可能な開発目標と合
致している 
ラボバンク内の持続可能性  
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• ラボバンクの使命である「世界の人々への持続可能な食料
供給、および、オランダの福祉と繁栄の促進」は必然的に
国連の持続可能な開発目標と合致している 

• ラボバンクは、金融ソリューション、助言、顧客エンゲージメ
ントの提供や、顧客とのつながりを通じて、持続可能性を日
常業務に組み込んでいる 

• 持続可能性は、社内運営や目標設定に使用されている 

• 別のテーマのレポートでも持続可能性について報告されて
いる 

投資家向け広報活動（IR） 

 
優れた顧客志向 

 

 
盤石の基盤を有する

金融機関 
 

 
実力を備えた従業員 

 

 
有意義な協力 

 



レガシーファイルと事業成長により従業員数が小幅に
増加 
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ラボバンクグループの従業員数の変化 

常用雇用換算値（FTE） 
 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向  
• 2015年に従業員数削減プログラムを発表して以降、常用雇用換算値（FTE）ベースで1万人超の削減を達成 

• 「バンキング3.0」プログラムの継続的な実施により、2019年上半期における国内リテール銀行業務部門の従業員数は減少 

• レガシーファイル、新規制の実施、事業成長などの要因により、2019年上半期の（臨時）従業員数は増加 

• 国内リテール銀行業務部門の従業員数削減、米国子会社のRNAの売却、インドネシアのリテールバンキングポートフォリオの縮小などによ
り、さらなる従業員数の削減を達成する予定 

 

 

 

2017年12月 2016年12月 2015年12月 2018年12月 2019年6月 

52,000 

45,500 

43,750 

41,850 41,900 

-6,500 

-1,750 

-1,900 
+50 

 
優れた顧客志向 

 

 
盤石の基盤を有する

金融機関 
 

 
実力を備えた従業員 

 

 
有意義な協力 

 



バランスシート（貸借対照表）の最適化は順調に進行中 
中核事業に一層の成長余地が生まれる 

38 投資家向け広報活動（IR） 

 
優れた顧客志向 

 

 
盤石の基盤を有する

金融機関 
 

 
実力を備えた従業員 

 

 
有意義な協力 

 

• 幅広い投資家基盤へのアクセスの確保や、担保付
き借入による資金調達コストの削減 

• カバードボンドプログラムを通じて110億ユーロを調
達。DDLは資産担保証券（ABS）の発行により2017
年以降28億ユーロを調達 

• 2016年3月以降、65億ユーロ規模の住宅ローン
ポートフォリオを売却 

• 2017年7月以降、50億ユーロ規模の外部投資家と
の自己資本軽減取引を構築 

• 住宅ローン専門レーベル「ビスタ（VISTA）」の立ち
上げ 

• 非中核事業の削減 
• 新たな戦略的イニシアチブの導入余地を作る 

• 海外のリテールバンキング事業からの撤退という
戦略的イニシアチブに沿って、ラボバンクは現在イ
ンドネシアのリテールバンキングポートフォリオの
一部を縮小中である 

• ラボバンクはバーゼルIVの影響を十分吸収できる
状況にある 

• 2018年8月以降、50億ユーロ相当の非優先シニア
債（MREL適格）を発行 

バランス 
シートの 
最適化 

 

バランス 
シートの 
柔軟性 

 

資金調達の 
分散化 

 

資本基盤の 
強化 

 

8億2400万米
ドル規模の資
産担保証券

を発行 

 
5億5000万ユー
ロ規模のGreen 
STORM 2018を

発行  

10億米ドル規
模の資産担
保証券を 
発行 

 3億600万ポ
ンド規模の資
産担保証券

を発行 

5億米ドル規
模の資産担
保証券を 
発行 

6億ユーロ規
模の Green 

STORM 2019
を発行 

オランダの年
金基金APG
が10億ユーロ

出資 

7億4000万
ユーロ規模の
住宅ローン
ポートフォリ
オを売却 

7億8000万ユーロ
規模の住宅ローン
ポートフォリオを 

売却 

20億ユーロ規
模の自己資本
軽減取引を 

実行  

 Bouwfondsの
大部分を 
売却 

BPD 
Marignanを 

売却 

13億ユーロ規
模の商業用
不動産ポート
フォリオを 

売却 

21億米ドルで米
国子会社RNA

を売却  

8億ユーロで 
ACCの貸付

ポートフォリオ
を売却 

National  

Association 

10億ユーロ規
模のNPS

（MREL適格）
を初めて発行 

10億ユーロ規
模の永久AT1
資本性証券を 

発行 

10億米ドル規
模のNPS

（MREL適格）を
発行 

12億5000万
ユーロ規模の

NPS（MREL 
適格）を発行 

635億円規模の
NPS（MREL 
適格）を発行 

 10億ユーロ規
模のNPS

（MREL適格）を
発行 

2019年上半期 2018年 

リテールバンキ
ング事業から
の段階的な 

撤退 

Indonesia 

450億ユーロ
規模の自己
保有カバード

ボンド 
プログラム 



ラボバンク、米国カリフォルニア州のリテールバンキング 
事業の売却を発表 
北米の食料・農業関連セクターへの重視を強化 

39 

主要動向 
• ラボバンクは、米国子会社ラボバンク・ナショナル・アソシエーション（RNA）のカリフォルニア州におけるリテールバンキング事業、法人向け

バンキング事業、商業用不動産事業、住宅ローン事業、資産管理事業、その他の非食料・農業関連事業をメカニクス銀行に売却する予定で
ある 

• RNAの食料・農業関連顧客の大半はすでにラボ・アグリファイナンス（Rabo AgriFinance）に譲渡済みである 

•  RNAの預金および貸付金は2019年上半期現在、「売却目的で保有する資産・負債」として計上されているが、2019年第3四半期に帳簿上の
売却益が実現することになる 

 

 

 

 

投資家向け広報活動（IR） 

• 取引の対価：21億米ドル 

• 公表日：2019年3月15日 

• クロージング予定：2019年第3四半期 

• ラボバンクはメカニクス銀行における9.9％の株式を取得 

• 取引の論拠： 

• ラボバンクの「食料のための銀行業務」戦略と完全に一致し
ている 

• 北米事業の簡素化および強化 

• ラボバンクの完全子会社であるラボ・アグリファイナンスは、
全米各地に拠点を置く米国第4位の農業向け金融機関とな
る 

 

取引のハイライト 簡略化した取引構造 

コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー
（Coöperatieve Rabobank U.A.） 

ラボバンク・インターナショナル・ホール
ディング 

ユトレヒト・アメリカ・ホールディングズ 

ラボバンク・ナ
ショナル・アソシ

エーション 

ラボ・アグリ
ファイナン

ス 

その他の 
米国子会社 

メカニクス銀行 

食料・農業         
関連資産の譲渡 

1 

2 メカニクス銀行への売却 

 
優れた顧客志向 

 

 
盤石の基盤を有する

金融機関 
 

 
実力を備えた従業員 

 

 
有意義な協力 

 



バーゼルIVの影響を十分吸収できる状況にある 

バーゼルIVのリスク加重資産（RWA）への影響   （推定） バーゼルIVの影響を軽減するための主要なツール 

バーゼルIVのリスク加重資産への影響は30％未満 
• 強固な資本基盤がバーゼルIV全面適用時の影響を吸収する上で格好な出発点となる 

• リスクプロファイルが大幅に変化していないことから、リスク加重資産の膨張（RWAインフレーション）の推定値は前回開示時から変化は
ない 

• 特定された軽減措置によって、バーゼルIVのリスク加重資産への最終的な影響を30％未満に制限することが可能である 

• TRIM（内部モデルのターゲット審査）、バーゼルIV提案の欧州法への導入、ポートフォリオの継続的な最適化、影響評価のさらなる改良
などによって、実際の影響は変わってくる可能性がある 

 

 

  

商品とポート
フォリオミック
スの最適化 

資産配分の 
可能性 

データの改善 
リプライシング
（再評価） 

  

40 投資家向け広報活動（IR） 

優れた顧客志向 

 
盤石の基盤を有する

金融機関 
 

 
実力を備えた従業員 

 

 
有意義な協力 

 



付属資料II～損益計算書および  
貸付ポートフォリオ 



信用格付けは2019年上半期も高水準を維持 

42 投資家向け広報活動（IR） 

格付け機関 長期格付け 短期格付け 
 格付け 
見通し 

  優先シニア
債（ PS） 

 非優先シニア
債（ NPS） 

  Tier2資本
（T2） 

 その他Tier1資
本（AT1） 

A+ A-1 安定的 A+ A- BBB+ - 

Aa3 P-1 安定的 Aa3 A3 Baa1 Baa3 

AA- F1+ 安定的 AA- AA- A BBB- 

AA R-1（高） 安定的 AA - - - 

世界の大手商業銀行 50 行（『ザ・バンカー』誌 2018 年 7 月号）とオランダの大手行に対するフィッチ、ムーディーズ、 S&P の平均格付けスコア（ 2019 年 7 月）に基づく 

オランダで第1位   欧州で第2位    世界で第8位 



損益計算書 
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損益計算書 
 

投資家向け広報活動（IR） 

百万ユーロ 2018年上半期 2018年下半期 2019年上半期 
2019年上半期 

（2018年上半期に 
対する増減） 

純受取利息 4,274 4,285 4,214 -1% 

純受取手数料 981 950 1,000 2% 

その他収益 774 756 549 -29% 

総収益 6,029 5,991 5,763 -4% 

営業費用 3,611 3,835 3,446 -5% 

規制賦課金 284 194 268 -6% 

貸倒損失 -37 227 440 - 

税引前営業利益 2,171 1,735 1,609 -26% 

税額 473 429 397 -16% 

純利益 1,698 1,306 1,212 -29% 



純受取利息は底堅く推移 
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純受取利息 （百万ユーロ） と純金利マージン （平均総資産に占める割合） 
 

 
投資家向け広報活動（IR） 
 

主要動向  
• 低金利環境による悪影響がリプライシング効果による堅調なマージンや新規ビジネスによって一部相殺されるなかで、純受取利息は1％減

にとどまった 

• 国内リテール銀行業務部門：住宅ローンに係るマージンの上昇によるプラスの影響が預金や支払預金口座に係るマージンの減少によっ
て相殺されたことから、純受取利息は4％減少 

• WRR部門：貸付高の増加や基礎的な商業金利マージンが良好であったことが主因となり、純受取利息は8％増加 

• リース部門：貸付ポートフォリオの伸びが主因となり、純受取利息は6％増加 

• 不動産部門：2018年上半期におけるFGH銀行の売却に伴い、純受取利息は取るに足らない水準となった 

 

1.29% 

2017年 
上半期 

4,454 

2016年 
上半期 

1.41% 
1.33% 

2016年 
下半期 

1.33% 

4,274 4,375 

1.39% 

2017年 
下半期 

2018年 
上半期 

1.41% 

2018年 
下半期 

1.40% 

2019年 
上半期 

4,368 4,389 4,285 4,214 

純受取利息 

純金利マージン（12ヵ月移動平均） 



事業セグメント別の基礎的な業績（I）  
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ホールセール・地方およびリテール（WRR） 

 

 
投資家向け広報活動（IR） 
 

• 純利益は前年同期比で3％増加（基礎的な純利益は同5％増加） 

• 従業員数の削減により、営業費用は前年同期比7％減少 

• 貸倒損失はマイナス2700万ユーロからプラス2100万ユーロに小幅に
増加 

• 住宅ローンポートフォリオは、繰上げ返済が高水準で推移したことや、
ローンの一括売却取引の実施にもかかわらず、安定的に推移。その
一方で、新規ローン設定の市場シェアは小幅に上昇し21.4％となる
（ラボバンクおよびオブフィオン） 

 

 

• 総収益は前年同期比で3％減少 

• 基礎的な商業金利マージンは安定的に推移したが、貸付高の増加
により、純受取利息は前年同期比で5％増加（為替調整後） 

• ACCの貸付ポートフォリオの売却に関連しての一過性の費用増と
相まって、地方事業の成長イニシアチブ、ITおよびコンプライアンス
を支援するための人件費増によって、営業費用は前年同期比8％
増加（為替調整後） 

• 貸倒損失は2018年上半期のゼロから3億3400万ユーロ増加 

• 米国子会社RNAの売却の影響を除けば、貸付ポートフォリオは45
億ユーロ拡大 

 

国内リテール銀行業務部門の主要動向 ホールセール・地方およびリテール部門の主要動向 

4 

2018年上半期* 

33 

1,294 

2019年上半期 

1,298 1,365 

1,332 

+5% 

0 

0 

2019年上半期 2018年上半期 

784 

314 

-60% 

例外項目 税引前営業利益 税引前営業利益 例外項目 

国内リテール銀行業務（DRB） 
（百万ユーロ）  （百万ユーロ）  

*2018年末時点で中央組織から国内リテール銀行業務部門へ貸倒損失が追加で振り替えら
れている。同じベースで比較するために、国内リテール業務部門の2018年上半期の実績に
も当該追加損失は含まれている 



事業セグメント別の基礎的な業績（II）  
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リース 

 

不動産 

 

投資家向け広報活動（IR） 

• 総収益は前年同期比で3％増加  

• 事業成長によって営業費用は前年同期比で1％増加 

• 貸倒損失は3500万ユーロから8600万ユーロに増加 

• リースポートフォリオ総額は前年同期比で3％増加 

 

• 2018年上半期の総収益にはフランスの子会社BPD Marignanの業
績およびFGH銀行の非中核事業の売却益が含まれていたことから、
2019年上半期の総収益は予想通り前年同期比で55％減少 

リース部門の主要動向 不動産部門の主要動向 

（百万ユーロ）  

2019年上半期 

4 

2018年上半期 

0 

293 
253 

-14% 

2018年上半期 

4 

1 

2019年上半期 

159 

60 

-62% 

例外項目 税引前営業利益 例外項目 税引前営業利益 

（百万ユーロ）  



良好なオランダの経済環境の継続や非中核資産の売却
により、不良債権比率はさらに改善 
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不良債権の推移*   
（百万ユーロ、％は貸付および預け金全体に占める割合） 

投資家向け広報活動（IR） 

3.6% 3.4% 3.5% 

3.5% 

3.8% 

主要動向 
• 良好なオランダの経済環境の継続や、非中核の商業用不動産貸付エクスポージャーの売却（2018年にFGB銀行、2019年上半期にACCの貸

付ポートフォリオ）により、不良債権ストックはさらに減少し、不良債権比率が一段と改善 

• 不良債権比率は、賢明な不良債権償却方針にも影響を受けている 

• 損失の最小化、困難な状況にある顧客への支援、不良債権に係る新たなプルーデンシャルバックストップ規制（信用秩序維持や金融システ
ム安定確保のための安全策に関する規制）の影響の軽減などを最適にバランスさせた不良債権処理戦略の策定 

• 住宅ローンや中小企業（SME）向けの貸付ポートフォリオに関して、欧州銀行監督機構（EBA）の「デフォルト（債務不履行）の定義」を2018年1
月に前倒し適用したことで、不良債権ストックが一時的に19億ユーロ増加。当該定義を全貸付ポートフォリオに適用すれば不良債権ストック
にさらに大きな影響を及ぼす可能性がある 

*  不良債権には、ステージ3の貸付および預け金と、純損益を通じて公正価値で評価される金融資産の不良債権の両方が含まれている 

3.2% 

18,315 

18,315 

2015年 
12月 

2018年 
12月 

不良債権ス
トックの減

少 

18,873 

20,215 

18,436 

2018年 
1月 

2017年 
12月 

2019年 
6月 

2016年 
12月 

19,763 

16,840 

不良債権ス
トックの減

少 



*  IFRS第9号の適用により、2018年1月の貸倒引当金は2017年12月の水準から11億ユーロ減少 

貸付ポートフォリオの信用の質は堅調 

48 

 貸倒引当金 
（グループ,ステージ1,2&3,百万ユーロ） 

貸倒引当金  
（事業セグメント別,ステージ1,2および3,百万ユーロ） 

 
投資家向け広報活動（IR） 
 

主要動向 
• ACCの貸付ポートフォリオの売却が主因となり、不良債権カバレッジ比率（ステージ1および2の貸倒引当金や、オフバランス資産に対する貸

倒引当金を除く）は2018年12月の22％から19％へ低下 

• 歴史的に見て、貸倒引当金の水準は、実際の不良債権償却額と比較して適切なものであることが証明されている 

• 不良債権カバレッジ比率は以下の影響も受ける： 

• 良好な経済環境によって担保評価額が上昇（そのため、不良債権カバレッジ比率が低下） 

• 当行の貸付ポートフォリオの特徴がオランダの現行法制度で支持さている担保付き貸付であること 

• 不良債権ストックが（他行の不良債権と比較して）十分担保されていること 

306 

2,147 

1,541 

11 

リース 

国内リテール銀行業務 

WRR（その他を含む） 

不動産 

2017年 
12月* 

2018年 
1月* 

4,005 

5,594 

2018年 
12月 

2019年 
6月 

3,873 

4,517 

ステージ1 

ステージ2 

ステージ3 

合計 

40億500万
ユーロ 



オランダを中心とする多角的な貸付ポートフォリオ 
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国内の民間セクター貸付ポートフォリオ 
 

 

 海外の民間セクター貸付ポートフォリオ 
 

投資家向け広報活動（IR） 

1% 

住宅ローン 

食料・農業関連 
リテール 

その他中小企業 

商業用不動産 

ホールセール 

リース 

その他 

1,190億ユーロ 

ホールセール 

リース 

地方およびリテール 

2,970億ユーロ 



十分に分散化された海外のWRR（ホールセール・地方
およびリテール）貸付ポートフォリオ 

50 

海外のホールセール貸付ポートフォリオ 
 

 海外の地方およびリテール貸付ポートフォリオ 
 

投資家向け広報活動（IR） 

1% 

540億ユーロ 

南米 

北米 

オーストラリア＆ 
ニュージーランド 

アジア 

アフリカ 

オランダを除く欧州 

1% 

南米 

北米 

オーストラリア＆ニュージーランド 

アジア 

350億ユーロ 



国内住宅ローンポートフォリオは一貫して好調に推移（I） 

51 

住宅ローンの種類別のポートフォリオ内訳 
 

契約上の固定金利期間別のポートフォリオ内訳 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向  
• 繰上げ返済が高水準で推移したことや、ローンの一括売却取引の実施にもかかわらず、国内の住宅ローンポートフォリオは0.3％と小幅な減

少にとどまり1,890億ユーロとなった 

• 現行の税制や引受方針の厳格化の影響により、インタレストオンリーの割合が低下を続けている 

• 政府抵当保証（NHG）の割合は19％と引き続き安定的に推移 

• 貸倒引当金の純戻入額は1,200万ユーロ（1bps）  

• 延滞と差し押さえの件数は引き続き極めて低水準で推移 

• 銀行は担保の清算を優先的に実行できる状況にある 

• 銀行は債務者に対して完全な請求権を有する 

19% 

インタレストオンリー 

部分的インタレストオンリー 

償還 

口座引き落とし 

その他 

1% 4% 

10年超 

6～10年 

固定1年未満 

4～5年 

2～3年 

変動 
1,890億ユーロ 1,890億ユーロ 



52 投資家向け広報活動（IR） 

百万ユーロ 2018年6月 2018年12月 2019年6月 
2019年6月 

（2018年12月に対する 増
減） 

貸付 191,791 190,008 189,427 -0.3% 

不良債権 2,347 2,057 1,832 -11% 

− 貸付に対する比率 1.22% 1.08% 0.97% 

引当金 237 209 183 -12% 

− 不良債権に対する比率 10% 10% 10% 

2018年上半期 2018年通期 2019年上半期 
2019年上半期 

（2018年上半期に対する増
減） 

引当金純繰入額 -25 -29 -12  13 

単位：ベーシスポイント -3 bps -2 bps -1 bps 2 bps 

*  欧州銀行監督機構（EBA）の「デフォルト（債務不履行）の定義」の前倒し適用により、不良債権および貸倒引当金は2018年1月1日時点で増加した 

国内住宅ローンポートフォリオは一貫して好調に推移（II） 



住宅ローン・ポートフォリオのLTV比率（貸出金額比率）
は 一段と低下  
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国内住宅ローンポートフォリオの LTV 比率 

residential mortgage portfolio  

I投資家向け広報活動（IR） 

LTV比率 
合計： 

2018年12月時点 
NHGの保証対象： 

2019年6月時点 
その他： 

2019年6月時点 
合計： 

2019年6月時点 

0% ～ 50%未満 31.3% 3.3% 29.7% 33.0% 

50% ～ 60%未満 13.1% 2.3% 11.4% 13.7% 

60%～ 70%未満 14.3% 3.4% 11.7% 15.1% 

70%～ 80%未満 14.6% 4.1% 10.6% 14.7% 

80% ～ 90%未満 13.0% 3.5% 8.8% 12.3% 

90% ～ 100%未満 7.7% 1.9% 4.6% 6.5% 

100% ～ 110%未満 2.8% 0.4% 1.8% 2.2% 

110% ～ 120%未満 1.1% 0.1% 0.7% 0.8% 

120%以上 2.1% 0.1% 1.6% 1.7% 

100% 19.1% 80.9% 100% 

 



LTV比率は2012年以降、20％ポイント低下 

54 投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
• ポートフォリオの平均LTV比率は2019年6月時点で61％（2018年12月：64％） 

• 住宅ローンポートフォリオのリスクを決める最も重要な要因は、収益に対する貸付費用の比率や、積極的なリスク監視などの堅実な引受基
準である 

• LTV比率には、借り手の非拘束の貯蓄口座、有価証券、その他の資産などは加味されていない 

• 早期の死亡リスクをカバーするため、大半の借り手は生命保険に加入しており、当行が担保として保有している 

• 失業リスクをカバーするために、一部の借り手は保険に加入している 

• LTV比率が100％を超えても、対象ローンが不良債権とは限らない。借り手が債務の履行を継続し得る限り、担保価値はそれほど問題とはな
らない 

• LTV比率が100％を超える住宅ローンの割合は、2019年6月時点で5％である 

 *  LTV比率の算出は、2017年より前についてはオランダ中央統計局（CBS）のデータに基づき、2017年以降についてはオランダの不動産評価会社カルカーザ（Calcasa）のデータに基づいてい
る 



商業用不動産貸付：貸付は縮小、資産内容の質は 
改善基調 

55 

主要動向 
• 商業用不動産貸付エクスポージャーには、国内リテール銀行業務、WRR、不動産の各事業部門の国内商業用不動産への貸付総額が含ま

れる 

• 当行の戦略の一環として、商業用不動産への貸付を積極的に圧縮している（2019年上半期：4％減少） 

• 商業用不動産ポートフォリオについては、現在、居住用不動産を主要な成長資産クラスと位置付け、バランスの取れた多様な資産クラス
ポートフォリオとする方向に誘導している 

• ラボバンクは今後、商業用不動産ポートフォリオの安定化・最適化や、適正なリスクリターン状況にある新規の資産や顧客を通じての選択的
な成長に重点を置いていく 

• 不動産市場の改善によって、LTV比率や不良債権の水準が低下し、貸倒引当金が減少している 

• 不動産市場の改善が主因となり、不動産賃貸貸付ポートフォリオのLTV比率が一段と改善している 

 

国内商業用不動産貸付の推移  
（十億ユーロ） 

投資家向け広報活動（IR） 

国内商業用不動産貸付ポートフォリオの内訳 

2015年 
12月 

2016年 
12月 

2018年 
12月 

2017年 
12月 

2019年 
6月 

小売店舗用 

その他 

居住用 

オフィス・複合物件用 

土地 

産業用 

200億ユーロ 



法人貸付は分散化が十分に進んでいる 
サブセクター別内訳 
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グループの食料・農業関連貸付ポートフォリオ  

 

グループの食料・農業関連以外の貸付ポートフォリオ 

 

投資家向け広報活動（IR） 

• グループの食料・農業関連貸付ポートフォリオは1,055億ユーロ
（2％増加）であり、グループの貸付ポートフォリオ全体の25％を占
めている。内訳は以下の通り： 

• 国内リテール・中小企業貸付：257億ユーロ 

• WRR：689億ユーロ 

• リース：109億ユーロ 

• 国内の主な食料・農業関連貸付市場で約85％のシェアを保有 

 

• グループの食料・農業関連以外の貸付ポートフォリオは1,175億
ユーロ（ほぼ横ばい）で、グループ貸付ポートフォリオ全体の28％を
占めている。内訳は以下の通り：  

• 国内リテール・中小企業貸付：575億ユーロ 

• WRR：392億ユーロ 

• リース：203億ユーロ 

• 主に中小企業向け融資 

 

食料・農業関連貸付ポートフォリオ   食料・農業関連以外の貸付ポートフォリオ  

 

2% 
3% 

動物タンパク質 

果物・野菜 

穀物・油糧種子 

農業用投入資材 

乳製品 

食品小売り・外食 

飲料 

砂糖 

その他 

不動産賃貸 

卸売り 

金融・保険（銀行を除く） 

専門サービス 

製造 

不動産関連事業 

運輸・倉庫 

医療 

その他 

建設 

食品以外の小売り 

 1,050億ユーロ 1,170億ユーロ 



付属資料III～資本および資金調達 



 
 
 

 

 

2019年のSREP要件（％）  

投資家向け広報活動（IR） 

SREP要件を上回る強力な資本バッファー 
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• 2018年の監督上の検証・評価プロセス（SREP）を受け、ラボバンクは、2019年3月1日以降、全面適用時の普通株等Tier1比率の最低要件お
よび最大配当可能額（MDA）トリガーである11.75%を満たす必要がある 

• ピラー2のガイダンス（P2G）はまだ公表されていないが、直接的な拘束力はなく、MDAトリガーに対する影響はない 

• ラボバンクは最低普通株等Tier1比率14%超の目標達成を目指す 

• ラボバンクの現在の普通株等Tier1比率は15.8％であることから、2019年の普通株等Tier1比率の最低要件に対して4.05％ポイ
ント（83億ユーロ）という大きなバッファーを持っていることになる 

• ラボバンクの配当可能項目は2019年6月時点で277億ユーロである 

目標 

普通株等Tier1比率の最低要件 



自己資本要求指令（CRD）IV適格資本とMRELバッファー 
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十億ユーロ 2018年12月 2019年6月 

普通株等Tier1資本 32.1 32.7 

Tier 1資本 39.1 37.0 

資本合計 53.3 50.6 

リスク加重資産 200.5 207.3 

普通株等Tier 1比率 16.0% 15.8% 

Tier 1比率 19.5% 17.8% 

総自己資本比率 26.6% 24.4% 

MRELバッファー 28.25% 27.76% 

自己資本比率 17.7% 17.3% 

レバレッジ比率（移行時） 6.4% 5.9% 

レバレッジ比率（全面適用時） 5.9% 5.8% 

投資家向け広報活動（IR） 



普通株等Tier 1資本：ラボバンク証書 
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普通株等 Tier 1 資本の内訳 

配当 
• ラボバンク証書の配当は完全に任意である 

• ラボバンクは、現行の配当方針に基づき、以下の金額のうち大きい
方を四半期配当として支払う予定である： 

• 0.40625ユーロ（年間ベースで6.5%） 

• 額面価額を4で除したの25.00ユーロとして計算すると、「直近の
オランダ10年物国債の実効リターン（3カ月平均の年率換算値）
＋150bps」 

 

 

投資家向け広報活動（IR） 

百万ユーロ 2018年12月 2019年6月 

利益剰余金 28,062 28,357 

予想配当  -46   -119 

ラボバンク証書  7,445   7,446  

非支配持分 0 0 

準備金  -798   -655  

控除額  -2,553   -2,378  

経過措置ガイダンス 12 0 

普通株等Tier1資本 32,122 32,651 

ラボバンク証書 
• ラボバンク証書はラボバンクの資本の中で劣後性が最も強く、普通

株等Tier1資本への算入が認められている 

• ラボバンク証書の総発行残数は2億9,790万口であり、普通株等
Tier1資本の74億ユーロに相当する 

• ラボバンク証書は、ユーロネクスト・アムステルダム証券取引所に
上場されている 



その他 Tier 1 資本（公募） 

その他Tier 1資本の調達手段の概要 

61 投資家向け広報活動（IR） 

  額面 クーポン 発行日 初回コール日 

 資本要件指令IVに準拠 した 
その他Tier 1資本 

      

資本証券 15億ユーロ 5.50% 2015年1月 2020年6月 

資本証券 
12億5,000万
ユーロ 

6.63% 2016年4月 2021年6月 

資本証券 10億ユーロ 4.625% 2018年9月 2025年12月 

資本要件指令 IV に準拠した商品  
• 2019年6月時点で資本要件指令IVに準拠した商品の発行残高は37

億5,000万ユーロであった 

• 一時的元本削減の対象となる資本証券には、ラボバンクグループ
の普通株等Tier1比率7%および発行体レベル*の普通株等Tier1比
率5.125%という二重のトリガーが設定されている 

 

適用除外対象商品 
• 2019年6月時点で、適用除外対象商品（約7億ユーロ）はすべてそ

の他Tier1資本への算入が認められている 

• ラボバンクは、2019年上半期中に、ユーロ建て資本証券を5億
ユーロ、ニュージーランドドル建て資本証券を2億8,000万ニュー
ジーランドドル、米ドル建て資本証券を29億米ドル、それぞれ償
還した 

 

 

  額面 クーポン 発行日 初回コール日 

適用除外対象のその他Tier 1資本       

トラスト型優先証券 IV 
 

 3億5,000万英
ポンド  

5.56% 2004年10月 2019年12月 

資本証券 
2億5,000万英
ポンド  

6.91% 2008年6月 2038年6月 

*  2019 年 6 月：発行体レベルの実際の普通株等 Tier 1 資本＝ 15.9% 



Tier 2商品の合計は156億ユーロ 
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Tier 2商品 

Tier 2 
• Tier2商品はすべて資本要件指令IVに準拠している 

• Tier2適格商品は、総自己資本比率の6.6%ポイントを占めている 

• 18億7,500万ユーロのTier2資本が償却された。当該償却済みTier2資本はすべて満期までの残存期間が1年超であることから、MREL適格と
認められる 

• ラボバンクは、非優先シニア債保有者を保護するために、クラス最高のTier 2資本構成および総自己資本比率を今後とも維持していく方針
である 

• 総自己資本比率は、2019年6月時点では24.4％であるが、非優先シニア債重視の傾向が強まることを踏まえ、今後数年間にわたり低下傾
向をたどることになるであろう 

 

 投資家向け広報活動（IR） 

Tier 2資本証券
の発行 

 クーポン 発行日 満期日 コール日 

10億ユーロ 3.75% 2010年11月 2020年11月   

10億ユーロ 4.13% 2012年9月 2022年9月   

5億英ポンド 5.25% 2012年9月 2027年9月   

15億米ドル  3.95% 2012年11月 2022年11月   

10億ユーロ 3.88% 2013年7月 2023年7月   

17億5,000万米
ドル 

4.63% 2013年11月 2023年12月   

12億5,000万米
ドル 

5.75% 2013年11月 2043年12月   

20億ユーロ 2.50% 2014年5月 2026年5月 2021年5月 

Tier 2資本証券
の発行 

 クーポン 発行日 満期日 コール日 

10億英ポンド 4.63% 2014年5月 2029年5月   

508億円 1.43% 2014年12月 2024年12月   

4億7,500万 
豪ドル 

3ヵ月物 BBSW* + 
2.5% 

2015年7月 2025年7月 2020年7月 

2億2,500万 
豪ドル 

5.00% 2015年7月 2025年7月 2020年7月 

15億米ドル 4.38% 2015年8月 2025年8月   

12億5,000万 
米ドル 

5.25% 2015年8月 2045年8月   

15億米ドル 3.75% 2016年7月 2026年7月   

5億米ドル 4.00% 2017年4月 2029年4月 2024年4月 

*  オーストラリア銀行間取引金利（オーストラリア金融市場協会） 
 



ラボバンクの流動性戦略 
 

• 流動性カバレッジ比率（LCR）は124％、安定調達比率（NSFR）は
118％であり、いずれも100％を大幅に上回っている 

• ラボバンクは、行内で設定したリスクフレームワークおよび外部の規
制要件に沿って、グループの流動性ポジションを管理している 

• 流動性バッファー戦略は高品質資産に照準を定めており、レベル1
資産が高品質流動性資産（HQLA）の95%を占めている 

• 流動性バッファーは1,140億ユーロと強固である（2018年12月：1,210
億ユーロ） 

流動性戦略 

• ラボバンクは、流動性ポジションを効果的に管理するため、多様な
資金調達手段を最適に組み合わせていく方針である 

• ラボバンクは、借換えの集中を回避するために調達資金の償還額
分布をなだらかに維持している 

• ラボバンクは、多様な通貨、商品、国・地域での起債で確実な実績
を積んでおり、資金調達手段の分散化に引き続き取り組んでいる 

 

短期債務の満期別償還額分布 （十億ユーロ） 

投資家向け広報活動（IR） 

2% 
1% 

現金および準備預金 

その他のレベル1資産 

レベル2a資産 

レベル2b資産 

高品質流動性資産は 主として現金で構成 
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付属資料IV～その他 



共により良い世界を作り上げる～食料のための銀行業務 
食品・農業関連セクターを支える世界を代表する銀行 

65 

• ラボバンクの「食料のための銀行業務」プログラムおよび「共により良い世界を作り上げる」という使命は、「増大する食料需要を充足するた
めには食料の生産、加工、消費などの方法を抜本的に変えていく必要がある」という見識に基づいている 

• ラボバンクは、食料・農業関連セクターの持続可能性を一段と高めることを目的として、顧客をさらに強力に支援していくために知識、ネット
ワーク、金融ソリューションを展開している 

投資家向け広報活動（IR） 

地球 
環境影響の少ない食料をより
大量に生産するために、世界
各国における現在の耕作可能

地の土壌品質を回復 

栄養摂取 
食品と健康の関係に対する認
識を高めるとともに、ビジネス

モデルの開発を促進 

安定性 
食料・農業関連セクターを活性
化し、より安定し底堅い食料・農
業関連セクターの創造を促進 

廃棄物 
食料バリューチェーン全体を
通じて食料廃棄物を削減 

食料のための銀行業務 
 

オランダのための銀行業務 
 

65% 50% 
2050年にかけて世界の 

食料需要は増加 

2050年にかけて食料関連の温
室効果ガス（GHG）排出量の削

減が必要 
65% 

共により良い世界を作り上げる 



ラボバンクは、食料・農業関連セクターにおける世界 
最上位の生産地域および消費地域で存在感を示す 
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 ARISEを通じてラボバンクが 

積極的に事業展開している地域 

純消費国 

食料・農業関連の生産安定地域 

純生産国 

食料・農業関連の生産成長地域 

主要な市場動向 

持続可能な 
開発 

テクノロジー＆ 
イノベーション 

サプライ               
チェーンの変化 

食品に精通 
した消費者 

投資家向け広報活動（IR） 



ラボバンクは： 
•食料・農業関連企業の世界上位125社の65％にサービスを提供 

•食料・農業関連企業の世界上位300社の50％にサービスを提供 

•世界の食料・農業関連セクターにサービスを提供するために非常に

多様なビジネスモデルを展開 

•幅広い地域、商品、顧客に対して積極的に事業を展開 

ラボバンクは食料・農業関連セクターにおける世界の 

食品エコシステムの上流から下流まで全ての事業者に
サービスを提供する 

67 投資家向け広報活動（IR） 

食品エコシステム  食品小売・
販売業者 

食品       
加工業者 

農産物 
取引業者 

農業従事者 

消費者 
農業インプット 

ラボバンクのイニシアチブ 



大規模農家 

中規模農家 

小規模農家 

ラボバンクは、地方の強力な事業基盤をカバーするた
めに様々なビジネスモデルを適用している 
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地方の銀行業務  
• 多数の大規模農家が存在し、少なくとも最低必要数の大規模農家が存在す

る成熟した地方市場 

• 上位20の農家にサービスを提供 

• 伝統的な直接的関係に基づく貸付 

投資家向け広報活動（IR） 

ARISE 



ラボ・パートナーシップス～共により良い世界を 
作り上げる 
より良い未来のためのパートナーシップを構築 

• ラボパートナーシップスは、以下
の活動を通じて、新興国市場にお
ける金融インクルージョン、地方
の発展、食料の安全保障などに
貢献している： 

• 金融機関や食料・農業関係の
バリューチェーンにアドバイザ
リーサービスを提供 

• ブレンド・インパクト・ファイナン
ス・ソリューションの構築 

• 金融機関への選択的な投資 

• 革新的なネットワークやアライ
アンスへの参画 

ラボ・パートナーシップス 

• AGRI3ファンドは、森林保護や持続可能な農業（食料、森林、農家）を促進するために10億米ドルに及ぶ商業融資を行うことを目標にして
いる 

• スイスのバリー・カレボー（Barry Callebaut）、フランスのツートン（Touton）やセモア（CEMOI）など様々な顧客と連携して、ガーナやコートジ
ボワールにおけるココアの上流バリューチェーンの最適化プログラムへ取り組んでいる 

• ミャンマーのヨマ銀行（Yoma Bank）への技術援助によって同国の農業セクターの機械化が加速 

• ブラジルの協同組合金融機関シクレディ（Sicredi）とのパートナーシップを通じ、ブラジルで第2位の規模を持つ協同組合金融システムの
拡大を支援 

事例 

69 投資家向け広報活動（IR） 



AGRI3ファンド～持続可能なビジネスモデル 
を加速 
持続可能な農業や森林保護のためのパートナーシップ 

• ラボパートナーシップスは、ラボ・グループにおけるブレンド・インパクト・ファイナンス* 

  に係る取組のハブ拠点 

• AGRI3ファンドは当該ソリューションの典型的な例である 

• AGRI3ファンドの主要な目的は以下の3つである 

• 森林保護と森林再生  

• 持続可能な農業 

• 地方の生活水準の改善 

 

 

• 規模を拡大して大豆生産の持続可能性を向上 

• 満期や猶予期間を拡大した投資の提供 

• 通常よりも高水準の農業インプット（農業用投入資材）のた
めの資金供給 

• その結果、収穫高が15％増加し森林破壊の阻止に寄与 

• 保水能力や栄養保持性の向上 

 

取引の事例：ブラジルの大規模農家 

ラボバンクのパートナー 

AGRI3ファンド 民間金融機関 

保証 

インパクト 
ローン 

AGRI3ファンドの仕組み 

ドナー（援助
資金提供者） 

投資家 

技術援助 

70 投資家向け広報活動（IR） 



国内需要の底堅さがオランダ経済の安定要因となる  

71 

オランダ経済の主要指標 （対前年比（％）～2019年6月付見通し） *  
 

I投資家向け広報活動（IR） 

経済見通し 
• 国内需要が過去最低の失業率や財政支出の増加に下支えされるなかで、オランダ経済の先行き見通しは比較的安定している 

• 失業率は急速に低下している。労働力不足が生産の足かせになり始めている（例えば、住宅投資） 

• 2019年および2020年には、名目賃金の伸び悩みやインフレの上昇によって、消費者の購買力が制限される見込み 

• 海外経済動向の不確実性の高まりを背景に、企業景況感や投資が弱含んでいる 

• 貿易摩擦の深刻化、地政学リスクの増大、重要な貿易相手国経済の予想以上の大幅鈍化など、下振れリスクは主として国外情勢に起因し
ている 

 

 

2018年
実績 

2019年
見通し 

2020年
見通し 

2018年
実績 

2019年
見通し 

2020年
見通し 

国内総生産（GDP） 2.6 1.7 1.6 輸出 3.7 1.7 3.3 

民間消費 2.3 1.3 1.6 輸入 3.3 2.4 3.6 

政府消費 1.6 2.5 2.3 インフレ率（％） 1.6 2.7 1.7 

事業投資 3.0 5.8 1.6 失業率（対労働人口比、％） 3.8 3.4 3.6 

住宅投資 7.0 3.3 0.8 

*  出所：ラボリサーチ 



住宅市場のファンダメンタルズは短期的には       
良好な状態である 

72 

住宅価格指数 （2015年＝100）と中古住宅販売件数 （x 1,000）  
 

投資家向け広報活動（IR） 

主要動向 
•中古住宅販売件数：2019年上半期は前年同期比で4.9％減少。こうした減少傾向は2019年の残りの期間および2020年にも継続すると予想され
る 

• オランダの住宅価格指数：2019年上半期は前年同期比で7.6％上昇したが、2018年上半期の同9％上昇を下回っている 

• 住宅価格の伸びは、2019年通年では概ね前年比6％まで鈍化し、2020年には同4％未満になると予想している 

• 基礎的なファンダメンタルズは、短期的に住宅価格の小幅な上昇を示唆： 

• 金利が引き続き低水準にとどまっていること 

• 優遇税制 

• 世帯数の増加や、所得の上昇が見込まれること 

• 中古住宅セクターおよび（民間）賃貸住宅セクターの両方における住宅の供給不足 

• 新築住宅建設が依然として低迷していること 

• 平均世帯年収と住宅価格とのギャップの拡大、オランダ経済に陰りの兆しが幅広くみられることなどを踏まえると、住宅価格の上昇ペースは
中長期的に一段と鈍化する可能性がある 

オランダ住宅価格指数（左軸） 

中古住宅販売件    （右軸） 



英国の欧州連合（EU）離脱（ブレグジット）の影響は 
対処可能 
最悪の事態に備えつつも、最良の事態う 

73 

• 英国に対するラボバンクのエクスポー
ジャーは限定的であることから、貸付
ポートフォリオに深刻な影響がでること
はないと予想している： 

• 英国の顧客に対する直接的なエク
スポージャー：約110億ユーロ 

• 間接的なエクスポージャーは、国内
リテール銀行業務部門のクレジット
エクスポージャー全体の3％未満で
ある 

• 状況をモニタリングし、定期的に当
該顧客と密接な連携をとる 

• 英国はオランダにとって重要な貿易相
手国である  

• 付加価値ベースで見ると、英国向け輸
出はオランダの総輸出額の約8％を占
めており、オランダ国内総生産（GDP）
への寄与率は約3％である 

• 英国を原産国とする輸入は、オランダ
の総輸入額の約8％を占めており、オ
ランダGDPへの寄与度は約2％である 

• オランダに対するハードブレグジット
（英国の強硬離脱）のリスクの一部は、
オランダ国内や欧州連合（EU）の法制
上の措置によって軽減されている 

• ラボバンクはブレグジットの（潜在的
な）影響のモニタリングを続ける一方で、
緊急時対応計画を策定している 

• ラボバンクは、英国の金融パスポート
継続措置（TPR）の下での承認、および、

第三国銀行免許に対する欧州中央銀
行（ECB）の承認を取得している 

• ブレグジットに対する準備態勢につい
てオランダ国内およびホスト国の規制
当局と積極的に協働している 

投資家向け広報活動（IR） 

準備は十分整っている 
ラボバンクの資産内容の質へ
の影響は限定的 

オランダ経済への潜在的な 
影響    



ラボバンク 

2019年度上半期投資家向けIR資料 

電話   +31 30 712 2401  

電子メール  IR@rabobank.com  

ウエブサイト www.rabobank.com/IR  
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