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1.新韓金融グループの紹介

2.ＳＢＪ銀行の紹介

3.Q&A

4.今後の採用スケジュール・質疑応答

(1) 概要
(2) ＳＢＪ銀行の特徴

(4) 求める人物像
(3) 入行後の待遇

(1) 新韓金融持株会社(SFG)の概要
(2) 新韓銀行(SHB)の概要



新韓金融持株会社(SFG)の概要

沿 革 : 2001年 設立

韓国証券取引所（KRX）上場

2003年 朝興銀行を子会社化

ニューヨーク証券取引所（NYSE）上場

2007年 LGカードを子会社として編入

総資産 : 552兆ウォン

当期純利益 : 3.40兆ウォン

ROE : 9.40%

ROA : 0.70%

2019年12月基準



TOPICS

Rank 世界で最も持続可能な100社（Global 100）

1 オーステッド（ノルウェー）

2 クリスチャン・ハンセン（デンマーク）

3 ネステ（フィンランド）

8 ブラジル銀行（ブラジル）

12 積水化学工業（日本）

43 新韓金融フィナンシャルグループ（韓国）

※毎年1月にカナダのコーポレートナイツ社が独自の指標により選定（2020年）



新韓銀行(ＳＨＢ)の概要

沿 革 : 1897年 漢城銀行 設立

1943年 東一銀行と合併（朝興銀行に商号変更）

1982年 新韓銀行 設立

2010年 企業ブランド金融部門大賞受賞（7年連続）

総資産 : 393兆ウォン

当期純利益 : 2.23兆ウォン

店舗数 : 892 ※2019年12月基準

行員数 : 14,658名 ※2019年12月基準

2019年12月基準



海外ネットワーク



SBJ銀行の概要

開 業 : 2009年9月14日

資本金等 : 350億円

株 主 : 新韓銀行（100％出資）

総資産 : 8,708億円

預 金 : 7,354億円

貸出金 : 7,183億円

自己資本比率 : 10.68%

2020年3月基準



TOPICS

RATING AGENCY
F/C LT DEBT 

RATING
OUTLOOK

MOODY’S JAPAN A2 STABLE

JCR A STABLE

 Moody’s Japanより格付取得（2018/5/14）

 JCRによる2ノッチ格上げ実施（2018/9/12）



2020年度 経営計画

基本方針

2020年度 戦略目標



ＳＢＪ銀行の特徴

預金保険機構へ加入。1,000万円とその利息はペイオフの対象。

高金利預金にて、多くの日本人顧客を獲得。

預金顧客の約９０％が、日本人顧客。

外資系銀行としては、日本で２番目に日本の

金融庁から銀行業の免許を取得した銀行。

POINT!



独自の営業戦略を武器に、‘ニッチマーケット’を

ターゲットとしたマーケティングを展開。

ＳＢＪ銀行の特徴



TOPICS

Fintech分野で、各種パートナーと提携強化により、

デジタル新事業のニッチマーケットを開拓。



ＳＢＪ銀行の特徴

チーム長
就任年齢 38歳

課長
就任年齢 30歳

代理
就任年齢 27歳

 徹底した成果主義。
 やる気と実力があれば、重要なポストを任せる風土。

行員
年齢 22歳

次長
就任年齢 36歳



ＳＢＪ銀行の特徴

 邦銀出身者60％、親銀行出向者10％、新卒プロパー30％
 新卒入行者が未来を担う中心的な存在となっている。



入行後の待遇＿ 給与等

時間外手当、通勤交通費（普通乗車定期券）、

衣服費手当（年間20,000円～40,000円）

給与 大卒 月給215,000円（2020年4月初任給実績）

短大卒 月給195,000円

諸手当

昇給

年2回（6月、12月）賞与

年1回（査定昇給）

社会保険 雇用・労災・健康・厚生年金保険など

※支給日：毎月21日（休日の場合は翌営業日）

大卒想定年俸３,４８３,０００円（2019年度実績）



入行後の待遇＿勤務地・福利厚生

勤務地 首都圏（本部、東京本店営業部、東京、新宿、上野、横浜）

近畿圏（大阪、神戸）

その他（福岡、名古屋）

８：30～１７：30勤務時間

休日休暇

｢リロクラブ｣加入、職員親睦活動費補助、

独身寮・住宅支援制度（支援条件あり）
福利厚生

土曜日、日曜日、祝日、年末年始、

有給休暇、各種特別休暇ほか



入行後の待遇＿キャリア形成

260～ 470～ 680～ 880～

行員 代理 課長 次長 チーム長・支店長

４年 ４年 ４年 ４年

980～

３年

個別設定

役員

女性の管理職（課長以上）積極登用中。（現在正社員の約5％が女性管理職）

産休・育休制度あり。現在9名が利用中

最短昇進

モデルイメージ

年収

職位

在籍年数

就任年齢 27歳 30歳 36歳 38歳

 若手行員に大きな成長のチャンスがあります!!

 女性も安心して長期間勤務できる環境があります!!

2020年5月現在



入行後の待遇＿各種制度

GYF Ｇｌｏｂａｌ Ｙｏｕｎｇ Ｆｏｒｃｅ
世界各現地法人及び支店に勤務する職員の中から優秀な職員を選抜

●FIRSTを率先しSBJ文化を率先す
る伝播者

●職員間のコミュニケーションを強化さ
せ、活気のある雰囲気づくり

●SBJ銀行をデジタルカンパニーとして
デジタル環境を先導するFinnoator



ＳＨＩＮＨＡＮ ＷＡＹ

ミッション

ビジョン

核心価値

World Class 

Financial Group

顧客中心 相互尊重 変化主導 最高志向 主人精神



SBJの5つのコアバリュー

Frontier - 挑戦 -

Innovation- 異能 -

Respect- 尊重 -

Superiority- 卓越 -

Trust - 信頼 -



激変する環境に挑戦と情熱で自ら先頭に

立ち率先して新たな未来を切り開く

Frontier - 挑戦 -

求める人物像



既存とは異なる思考で、

小さな変化から粘り強く新しさを追求し、

革新を導く

Innovation - 異能 -

求める人物像



互いを配慮・尊重しながら、

コミュニケーション能力を最大限発揮し

目標達成する

Respect - 尊重 -

求める人物像



会社とともに成長するために、

絶えず学習し時代を読む洞察力を

発揮する

Superiority - 卓越 -

求める人物像



高い倫理観をもとに法令(ルール)を

遵守しつつ、常に顧客の観点で考え

行動する

Trust - 信頼 -

求める人物像



 まずは、率先して行動できること。

 こつこつと粘り強く努力ができること。

 正しい倫理観を持っていること。

 笑顔で謙虚な姿勢を忘れないこと。

求める人物像

◎特別な能力や知識は必要なし！



Q&A



Ｑ1

全国転勤って

必ずあるの？



A1

原則、ありです。



Ｑ2

韓国語は必要

なの？



A2

必要ありません。
使えると業務やコミュニケーションの幅が

広がります。また、韓国語能力試験受験希望

者には、試験・テキスト代を補助します。



Ｑ3

職員の年齢構成は？



A3
20代以下 32％
30代 29％
40代 22％
50代以上 17％



Ｑ4

韓国に転勤は

あるの？



A4

ありません。

研修や一部業務で必要な場合、出張すること

があります。



Ｑ5

銀行で社会貢献

できますか？



A5

できます。
ただし、銀行の本業はビジネス＝商売。

銀行は、慈善事業団体ではありません。

企業の利益を通じて、社会に還元します。



Ｑ6

学生時代の勉強

は活かせるの？



A6
自分次第です!!
経済・経営系、法律系は業務に直結する可能
性があります。

IT・情報系も今後のFINTECHにて活かせる

可能性が大いにあります。

:



Ｑ7

銀行って

面白いの？



A7
面白くしましょう！
銀行＝堅い・つまらない

銀行＝面白い・新しい



Ｑ8

他の銀行と

何が違うの？



A8
開業11年目の新しい銀行

Fintechを積極的に推進している

→日本の既存の固定概念にとらわれない

急成長を遂げている

若手職員が活躍している

新卒社員が活躍できる銀行



今後の選考スケジュール

～6/22 書類受付締切

7/上旬（予定） 1次面接

7/中旬（予定） 役員面接

7月下旬（予定） 内々定

第1次募集選考日程



皆さんと選考会で

お会いできることを

楽しみにしております。

採用選考についてご質問は、

採用担当：sbj-recruit@sbjbank.co.jpまで

お気軽にご連絡下さい。


