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頭取からのメッセージ

　平素は、百五銀行をお引き立ていただき、
誠にありがとうございます。
　このたび、当行に対するご理解を一層深め
ていただくため、中間期ディスクロージャー誌 

「 Hyakugo Report（情 報 編 ）2019」を 
作成いたしました。
　当行では、2019年４月から中期経営計画 

『KAI-KAKU150 1st STAGE 「未来への 
とびら」～デジタル＆コンサルティングバン
クをめざして～』に取り組んでおり、地域の 
皆さまとともに発展していくことをめざし、 
さまざまな取組みを展開しております。

2019年12月

取締役頭取
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企業理念

信用を大切にする社会をささえます。
百五銀行の使命

公明正大で責任ある経営をします。
百五銀行の経営

良識ある社会人として誠実に行動します。
私たちの行動
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■ 2019年度上半期の主な取組み

　中期経営計画の初年度にあたる2019年度におき

ましては、地域金融の円滑化および地域創生に�

向け、金融仲介機能とコンサルティング機能の発揮�

に努め、お客さまや地域社会との一層の関係強化を�

図っております。

　地域創生への取組みといたしましては、2019年４月�

から複数回にわたり、事業承継対策の必要性や対応�

策、経営者に求められるマネジメントについて外部�

講師による講義を行うとともに、ネットワークづくり�

の場を提供する「百五後継者育成塾」を開講いたし

ました。また、2019年８月にはキャッシュレス化を

通じて外国人旅行者などにストレスフリーな環境を

整備する「キャッシュレス化実証事業業務」を三重県

から受託いたしました。

　商品・サービス面では、2019年６月に百五多目的�

ローンのお申込みからご契約までのすべての手続き�

がスマートフォンやパソコンの操作のみで完結する�

「WEB完結サービス」を開始いたしました。また、�

2019年７月にはSDGs（国連で採択された持続可能

な開発目標）の達成に向けて取り組む企業の資金

調達を支援する「百五SDGs私募債」の取扱いを

開始いたしました。

　フィンテックへの取組みといたしましては、AI（人工�

知能）を事業性融資業務に活用することを目的と�

して、2019年５月に株式会社ココペリと実証実験を�

開始いたしました。今後も最先端テクノロジーと業界�

の知見やノウハウを融合することで、革新的なビジネス�

モデルの創出に取り組んでまいります。

　今後とも皆さまのご信頼にお応えし、地域社会と�

当行の発展のため、全役職員が一丸となって努力�

してまいりますので、一層のご支援、お引き立てを�

賜りますようお願い申しあげます。

中期経営計画

■  計数目標（2021年度）
•当期純利益� 100億円以上
•ROE（株主資本ベース）� 3.7%以上
•OHR（コア業務粗利益ベース）� 79%未満
•自己資本比率� 9.5%以上

•総預金平残（譲渡性預金含む）� 5兆2,300億円以上
•総貸出金平残� 3兆7,000億円以上
•預貸率（平残ベース）� 70%以上

『KAI-KAKU150 1st STAGE 「未来へのとびら」
～デジタル＆コンサルティングバンクをめざして～』
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① トップライン(貸出金収益)の増強

② トップライン(役務収益)の増強

③ 新事業・新分野の開拓

④ 有価証券ポートフォリオの再構築

⑤ 抜本的なコスト構造の見直し

⑥ 組織風土改革（ダイバーシティ推進）

⑦ 組織・人員の効率化

⑧ プロフェッショナル人材の育成

⑨ 経営管理態勢の強化

⑩ モバイル戦略

⑪ 新ビジネス戦略

⑫ 業務デジタル化戦略

⑬ 店舗デジタル化戦略

■  ３つの改革と14の基本戦略

組織･人材
改革

収益構造
改革

ＩＴ･デジタル
改革

リアル（対面営業）
とデジタルの融合

コンサルティング・
ソリューション強化

組織・人員の効率化
(省人化)

新たな価値創造
さらなる生産性向上
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当行の概要

さらに 便 利  な店舗をめざして

（2019年9月30日現在）当行の概要

四日市西支店・津新町支店では、毎週土・日曜日にも窓口営業を行っているほか、藤が丘支店、大高支店、
岡崎支店、豊田支店では、毎週土曜日に窓口営業を行っています。
※�ご利用いただけないお取引など詳しくは、当行ホームページ（https://www.hyakuɡo.co.jp/
branch/kyujitsu/）をご覧ください。

▶�休日営業

「ほけんの相談窓口」を、四日市（四日市パーソナルプラザ内）と津（津新町支店内）に設置しています。
お客さまのライフプランにもとづいた保険相談・販売を、平日だけでなく土・日曜日にも行っています。

▶�ほけんの相談窓口

名 称 株式会社�百五銀行

創 立 1878年（明治１１年）11月19日

本 店 所 在 地 三重県津市岩田21番27号

代 表 者 取締役頭取　伊藤　歳恭

資 本 金 200億円

従 業 員 数 2,480名

店 舗 数 139か店、海外駐在員事務所3拠点

内 訳 三重県 本支店 85

出張所 30

愛知県 支　店 21

和歌山県 支　店 � 1

その他 支　店 � 2�（東京都、大阪府）

海外拠点 � 3�（�シンガポール、�
上海、バンコク）

店 舗 外 A T M 205か所

コンビニATM
（イーネット、セブン
銀行、ローソン銀行）

49,339か所

総 資 産 6兆4,018億円

預 金 残 高 4兆8,624億円

貸 出 金 残 高 3兆5,345億円

単体自己資本比率 9.88%（国内基準）

連結自己資本比率 10.19%（国内基準）

格 付 け Ａ�（格付投資情報センター）

発行済株式数 254,119千株
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百五銀行グループSDGs宣言

当行は、「SDGs（持続可能な開発目標）」の達成に向けた取組みを強化するため、このたび「SDGs宣言」を行いました。
同宣言の公表により、組織全体で共通の課題認識を持ち、その解決に向けた具体的活動に取り組むことで、
SDGsをさらにお取引先、地域社会などのステークホルダーに広げ、地域の皆さまとともに持続可能な社会の実現
に向けた活動を実践していきます。

SDGs宣言を行いました！

百五銀行グループは、「SDGs」を企業行動・経営戦略につなげ、本業を通じた地域の社会
的課題の解決と経済発展の両立を図ることで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

重点課題と取組方針
重点課題 取組方針 SDGs

・�お客さまの多様な課題やニーズに応じた金融サービスを提供
し、地域経済の創造に貢献します。
・�先進的な金融サービスを提供し、地域企業の付加価値向上
やお客さまの良質な資産形成をサポートします。

地域経済の創造

・�地域社会の課題やニーズを敏感にとらえ、事業活動および社
会貢献活動をとおして地域社会の持続的発展に貢献します。
・�次世代をささえる子どもたちへの教育を積極的に展開し、活
力ある地域社会の実現に貢献します。

地域社会の
持続的発展

・�多様な働き方ができる職場環境を基盤に人材の能力を最大化
し、働きがいの向上をめざします。
・�多様なキャリア形成を可能にする社会づくりに真献します。

ダイバーシティ
推進

・�リスク管理体制、コンプライアンス体制の強化・充実により
企業経営の透明性向上をめざします。経営管理態勢の強化

地球環境・
地域環境の保全

・�環境保全や環境負荷低減につながる事業への支援により、
持続可能な地球環境の実現に貢献します。
・�森林保全・省エネ活動を実践し、地域環境の保全と意識醸成
をめざします。

■SDGsとは、
「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が
抱える問題を解決し、 世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17の
ゴールと169のターゲットで構成されています。
2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された
国際目標です。

SDGsってなに？
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取組事例

特集 ▲  企業のSDGs達成を応援します！！

企業のSDGs達成を応援します！！

　企業はSDGsに取り組むことで、企業イメージの向上
をはじめ、社会貢献や地域での信頼獲得、地域との連
携や、事業パートナーの獲得などにより、新たな事業
創出につながることが考えられます。
　そこで当行は、持続可能な地域社会の実現をめざし、
SDGsの達成に向けた事業に取り組む企業を支援するた
め「百五SDGs私募債」の取扱いを開始しました。また、
SDGsの取組みを通じた地域や企業の持続的な成長につ
いて、事例を踏まえて紹介する「SDGsセミナー」など
も開催しています。さらに当行では、2019年10月1日
から新たに百五SDGs・ESG融資「サスティナブル
105」の取扱いを開始しました。

当行が企業の
SDGsを応援するワケ

百五SDGs私募債 百五SDGs・ESG融資「サスティナブル105」

SDGsの目標達成に向けた取組みやＥＳＧ経営に積極的に取
り組む企業を応援することを目的に、その活動内容によって、
優遇金利でご融資を行う融資商品です。

百五SDGs私募債は、SDGsの達成に向けた事業に取り組む企
業を支援し、地域の皆さまとともに、持続可能な社会の実現
に向けた活動を進めていくことを目的とした商品です。
企業応援型と寄付型をご用意しています。

企業のSDGs達成を応援！ 関 連 商 品

P.8をcheck！

持続可能な地域社会の実現

企業イメージ
の向上

 競合企業
 との差別化

地域
企業

社会課題
への対応

    社会貢献・信頼獲得

新たな事業
機会の創出

お客さま向けに
SDGsセミナーを実施！！

2019年2月・7月

P.4をcheck！

地域企業へのSDGs取組推進
SDGsに取り組む企業へ金融サービス・情報の提供

当　　　　行

　近年、SDGsを企業の事業活動に組み入れ、地域
社会への持続的な成長に貢献する動きが活発になっ
ています。そこで、当行では、お取引先にSDGsとは
何か、どのように事業活動に取り入れていくのかな
どを知っていただくため、これまでに2回のセミナー
を開催しました。特に2回目のセミナーでは、「SDGs
未来都市」として内閣府から選定された志摩市と連
携し、さらにSDGsを積極的に進める東京海上日動
火災保険、三重大学と共同で開催しました。
　参加者からは、「SDGsの理解を深めることができ
た」「具体的な企業の取組事例を聞いてみたい」といっ
た声が聞かれました。
　当行は、今後も地域の皆さまとともに、持続可能
な社会の実現に向けて貢献していきます。
●SDGsセミナー開催実績

テーマ 参加人数
2019年2月「SDGs実践セミナー」（四日市市） 43名
� 7月「SDGsの取組みを通じた地域貢献と

企業の成長の実現について」（志摩市） 50名

　世界中でSDGs（持続可能な開発目標）への取組みが注目されるなか、地域金融機関には、持続可能な地域社会・経済を実現する重要な担い手としての役割が期待されています。
　今回は、当行が取り組む地域企業へのSDGs推進や企業のSDGs達成を支援する金融サービスについて、当行のお取引先さまへのインタビューなどを交えながらご紹介します。
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右：同社代表取締役�川瀬�善業氏

Q4    今後の展望について教えてください。

A.�当社の商品・ビジネスモデルを持続可能なものにして
いくうえで、SDGs達成への意識を高く持つことは重要で
あると考えています。その意味で今後も、当社の商品開発
や販売戦略にSDGs達成に向けた取組みを盛り込んでまい
りたいと思います。

企業のSDGs達成を応援します！！

Q1    貴社がSDGsに取り組んだきっかけを教えてください。

A.�ミャンマーで一緒に事業を進める他企業の方から、SDGs
のことを教わりました。調べてみると、まさに当社のミャン
マーでの取組みがSDGsの達成につながる事業であると確信
しました。その後、百五銀行主催の「SDGs実践セミナー」
への参加をきっかけに、具体的な取組方針や事業への活用方
法などについて深掘りするようになりました。

Q2    SDGsの達成に向けて、具体的にミャンマーで  
どのような事業を行っているのでしょうか？

A.�ミャンマーでは、国民の約6割の方が農業に従事してお
り、農作物の収穫量や品質を向上させることが、生活水準向
上に直結するという環境にあります。
当社では、ミャンマーの土壌や環境に適した当社商品の使用
方法の確立によって、作物の成長を促進し、収穫量・高付加
価値化を実現しようとしています。具体的には、化学肥料に
頼りすぎない、野菜や米、果物などの生産を可能にすること
です。
このような持続可能な農業の実現が、貧困層であるミャン
マー農家の収入力の向上や、国全体の食糧供給の安定に貢献
できると考えています。

Q3    SDGsに取り組んでみて、良かった点、あるいは、 
何か周囲から反響はありましたか？

A.�まず、複数の大手新聞社に当社の取組みを掲載したこと
で、既存のお取引先などから良い反響が得られました。また、
当社の事業の見直しや改善のきっかけとなったり、海外展開
するうえで、関連する他企業や団体との連携強化にもつながっ
ていきました。このようにSDGsへの取組みが広がっていくな
かで、徐々に社員一人ひとりがSDGsに対する意識を持つよ
うになり、モチベーションアップにもつながっています。

■�社名� 株式会社フローラ（四日市市馳出町）� ■�設立� 1982年10月13日
■�代表者� 川瀬�善業氏� ■�従業員数� 119名
■�業容� �主に、植物の成長促進や収穫量、品質の向上などに大きな効果を発揮

する「天然植物活力液�HB-101」を研究・開発、製造し、国内はもと
より海外に販売。近年は海外販路の拡大に力を入れ、特にミャンマー
への事業展開を進めている。

会社概要

メイン銀行として、SDGsへの取組みを通じて一層の企業
価値向上を実現していただくために、「SDGs実践セミナー」
の案内をはじめ、企業イメージアップや財務面での取組み
として、当行第1号となる「百五SDGs私募債」の発行をお
手伝いすることができました。
今後もSDGs普及の支援を通じ、持続可能な社会の実現に向
けてお客さまとともに貢献していきたいと考えます。

楠支店　北出　学 支店長

担当者の声

　世界中でSDGs（持続可能な開発目標）への取組みが注目されるなか、地域金融機関には、持続可能な地域社会・経済を実現する重要な担い手としての役割が期待されています。
　今回は、当行が取り組む地域企業へのSDGs推進や企業のSDGs達成を支援する金融サービスについて、当行のお取引先さまへのインタビューなどを交えながらご紹介します。

お取引先さまにお聞きしました！！

株式会社フローラがめざすSDGs

ミャンマー農家の生産性向上による�
経済力アップ

農業生産物（マンゴー・米・トマトなど）の�
安定生産および安定的な食糧供給への貢献

当社製品の普及による（化学肥料や農薬に�
頼りすぎない）土壌の安定的な循環の実現

株式会社フローラ　取締役営業推進部長　川瀬 善靖氏
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持続可能な社会の実現に向けての取組み

重点課題・注力するSDGs 主な取組事例

百五銀行に
とっての「地域」
 とは？

●�本店が所在する三重県
●��三重県との経済的つながりが強く、かつ、隣接している愛知県
●��三重県東紀州地域と一体となった和歌山県新宮市
� と定義しています。

※�「地域内」として掲載する計数
につきましては、この定義に
もとづき掲載しています。

百五銀行グループは、「SDGs」を企業行動・経営戦略につなげ、本業を通じた地域の社会的課題の解決
と経済発展の両立を図ることで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

地球環境・
地域環境の保全

■ 環境：Environment ・地域ESG融資促進利子補給事業への参加  p8
・CO2排出量削減への取組み  p8
・百五の森
・地域の清掃活動への参加

経営管理態勢の強化■ 企業統治：Governance ・コーポレート・ガバナンス体制  p14
・リスク管理体制の強化
・コンプライアンス体制の強化
・マネロン・テロ資金供与対策

地域経済の創造■ 社会：Social ・事業承継・M＆Aセミナーの開催  p10
・百五後継者育成塾の開講  
・ベトナムCEO・幹部との展示交流会＆商談会の開催  
・HDバンク・日本公庫合同ホーチミン交流会  p11
・キャッシュレス化実証事業業務の受託  
・全国高校生SBP交流フェアへの協力  p10
・地方銀行フードセレクション2019の開催  p10
・Bank Payの取扱開始  p11
・クラウドファンディングの活用  p10
・三行（十六・名古屋・百五銀行）ビジネス商談会の開催

ダイバーシティ推進 ・女性活躍に向けた取組み  p13
・男性育児参画促進への取組み
・スポーツ振興への取組み

地域社会の持続的発展 ・百五SDGs私募債の取扱開始
・金融教育などの普及活動  p12
・ボランティア活動への参加  p12
・障がい者の自立支援
・地域行事への参加
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持続可能な社会の実現に向けての取組み 地球環境・地域環境の保全

持続可能な社会の実現に向けての取組み

地域ESG融資促進利子補給事業への参加
　当行は、環境省「地域ESG融資促進利子補給事業」＊の指定金融

機関として東海地区で初となる採択を受けました。本利子補給事

業は、地球温暖化対策のための設備投資に対し利子補給がなされ

ます。

　また、本利子補給事業を積極的に活用するため、2019年10月1

日から百五SDGs・ESG融資「サスティナブル105」の取扱いを開

始しました。本商品は、法人・個人事業主のお客さまのSDGs・

ESGへの取組状況に応じて金利を優遇する融資商品であり、利子

補給事業を活用しない通常の融資としてもご利用可能です。

　資金面でのお手伝いに加え、本商品を通じて地域全体でのSDGs

達成に向けて取り組んでいきます。

＊地域ESG融資促進利子補給事業とは
　�地域循環共生圏の創出につながる低炭素事業に対するESG融資の利子軽減を行う、環境省主管の給付金交付事業のことです。
再エネ・省エネ設備投資に向けたESG融資の利息の最大1%が補給されます。同事業に採択された指定金融機関が環境・
社会・コーポレートガバナンスの要素を考慮し、環境・社会へのインパクトをもたらす事業に対して融資を行います。

ESG融資

CO2排出量削減への取組み
　当行が独自に策定した環境保全活動計画のなかで

前年度比1％以上の電力使用量削減の目標を掲げ、

日常業務における省エネ活動に取り組んでいます。

キャッシュコーナーや営業店内の照明のLED化など

設備面の省エネ対策のほか、働き方改革による時間

外労働の減少により、2018年度の電力使用量は前年

度比3.8％の削減、また、当行全体エネルギー使用に

よるCO2排出量は前年度比5.6％の削減となりました。

環境保全

電力使用量およびCO2排出量
（2014年～2018年）

■ CO₂排出量 　 電力使用量
（t-CO₂） （千kwh）

0

8,000

10,000

2018年2017年2016年2015年2014年
0

10,000

14,000

18,000

5.6％
削減

3.8％
削減

重点課題
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地域経済の創造

持続可能な社会の実現に向けての取組み

重点課題

　当行は、地元経済の発展を通じて地域活性化に貢献することを使命としており、次の活動を行うことに

より、地域密着型金融の推進に取り組んでいます。また、取組内容および成果について、ニュースリリースや

ホームページでも情報発信しています。

■ 地域密着型金融の推進

■ 中小企業の経営支援にかかる態勢

創業期

地
域
の
持
続
的
発
展
・
地
方
創
生

企
業
の
経
営
課
題
の
把
握

 成長期  成熟期  衰退期

連携

外部機関・外部専門家とのネットワーク
地方公共団体・商工会議所・商工会・中小企業基盤整備機構・地域経済活性化支援機構・
中小企業再生支援協議会・事業再生ファンド・コンサルティング会社・弁護士・税理士　など

事業化支援（ソリューション営業部）

海外事業展開支援（国際営業部）

生産性向上支援（各種コンサルティング）（ソリューション営業部）

事業性評価にもとづく融資（営業統括部・ソリューション営業部・融資統括部）

ビジネスマッチング（ソリューション営業部・国際営業部）

経営改善・事業再生支援（融資統括部）

事業承継・M&A支援（ソリューション営業部）

円滑な廃業支援（融資統括部）

1 地域企業のライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮
	 	事業化支援、事業性評価にもとづく融資、海外事業展開支援、事業承継・M&A支援、経営改善・	

事業再生支援など、ライフステージに応じたさまざまなサポート活動を実践しています。

2 地域の面的再生への積極的な参画
	 地域に根ざした産業への支援やPFI推進などにより、地域への貢献に努めています。

3 地方創生事業への積極的な関与
	 	地方創生に関する課題解決に向けて、地方公共団体との連携を強化し、全行をあげて地方創生事業に

積極的に関与しています。

中小企業の経営改善および地域の活性化のための取組み
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■ 中小企業の経営改善に関する取組事例

■ 地域の活性化に関する取組事例

　2019年８月、当行公務部のシニアアドバイザー岸川	政之が代表を務める「未来の
大人応援プロジェクト実行委員会」と、文部科学省共催の「第４回	全国高校生SBP
交流フェア」に当行と株式会社百五総合研究所が協賛・協力しました。
　この交流フェアで当行は、全国でSBPに取り組む高校生に、その内容発表と交流を
深める機会を提供し、未来の地域を担う人材育成に寄与することができました。

地域活性化に関する取組み「第４回全国高校生SBP※交流フェア」への協力について

地方銀行フードセレクション2019の開催について
　2019年9月、東京ビッグサイトで国内最大級の食の展示会「地方銀行フードセレク
ション2019」を開催しました。全国の地方銀行55行のお取引先1,031社がブース出展
し、食品バイヤー13,412名が来場されました。当行からは企業や団体など46社が出展
し、バイヤーや出展者同士で、熱心な商談が行われました。
　今後も、東京での商談機会をご提供し、全国へビジネス展開したいお客さまをサポー
トしていきます。

●	成長段階におけるさらなる飛躍をめざすお客さまへのサポート

事業承継･Ｍ＆Ａセミナーの開催
　企業オーナーの平均年齢が年々上昇し、後継者不在により事業承継について悩まれ
ている企業オーナーからの相談が増加しています。増加する事業承継ニーズにお応え
することを目的に2019年4月、「事業承継・Ｍ＆Ａセミナー」を開催し、企業オーナーを
中心に約40名の方々にご参加いただきました。

●	事業承継を必要とされるお客さまへのサポート

経営改善・事業再生支援への取組み
　経営改善・事業再生支援を必要とするお客さまに対して、外部機関などと連携した
取組みを行っています。
　2019年7月には、過去に財務・事業面での課題解決を目的として再生ファンドへ債権
譲渡を行った企業について、再生ファンドの管理下で業績が順調に改善していたことから、
出口支援として他金融機関と連携したリファイナンスを実行し、事業再生支援を完了	
しました。

●	経営改善、事業再生支援などを必要とされるお客さまへのサポート 2014年度
抜本的再生支援

取組み

2019年上期
事業再生支援

完了

約5年間

業績改善

経営改善
取組み

百五銀行 百五銀行再生ファンド

資産
負債

金
融
債
務

資産
負債

金 融
債 務 資産

負債

金 融
債 務

債権譲渡 リファイナンス

債務整理

クラウドファンディングの活用について
　近年、クラウドファンディングを活用した新事業展開に関するニーズが多く、
当行においても2016年5月からクラウドファンディング業者と提携し、事業者
さまのご支援を行っています。
　世の中に未だ存在しない製品・サービス・店舗などを生み出すための資金を
ネットを通じて不特定多数の人たちから集め、支援者にはできあがった製品や
権利を返す仕組みであり、これまでの銀行融資とは一線を画した資金調達方
法として、今後もお客さまをサポートしていきます。

●	創業・新事業の開拓をめざすお客さまへのサポート

※��SBP（ソーシャル�ビジネス�プロジェクト）：高校生が自分たちの住む地域の資源を用いて地域の課題を解決し
ようとする取組み
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HDバンク・日本公庫合同ホーチミン交流会の開催
　2019年7月、ベトナムHDバンク提携行および日本公庫と「地域金融

機関7機関・HDバンク・日本公庫合同ホーチミン交流会」をHDバンク

本店（ベトナム・ホーチミン市）にて開催しました。

　ベトナム国内での調達、販路拡大や情報交換を行うことを目的にHD

バンク提携行および日本公庫のお取引先75社に参加いただき、熱心な

交流を行っていただきました。

　お客さまからは「普段交流することがない企業と交流ができた」「今

後のベトナム事業に参考になる話が聞けた」と好評をいただきました。

　ベトナムについては日本企業の海外展開先として高い人気があり、

今後においてもお客さまのベトナム事業の支援につながる活動に取り

組んでいきます。

海外支援

2019年10月から銀行業界が提供するスマホ決済サービス「Bank Pay」の取扱いを開始しました。

「Bank Pay」は、専用アプリに銀行口座を登録することで、事前に資金をチャージする必要なく、登録

の口座から直接お支払いいただけます。

「Bank Pay」には、全国の金融機関が多数参加する予定であり、今後、全国各地で利用されていきます。

また、当行では加盟店の募集も行っています。

「Bank Pay」は、導入コスト不要で、低い手数料率、そして売上代金の早期入金など、事業者のお客さま

にとって、ご利用しやすいサービスとなっています。

今後も、決済サービスの充実に取り組み、地域のキャッシュレス化ならびにお客さまの利便性の向上に

努めていきます。

Bank Payデジタル

地域経済の創造

持続可能な社会の実現に向けての取組み

重点課題
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金融教育などの普及活動

ボランティア活動への参加

　経済や金融の知識をより深めていただくため、中学校、高校、大学などへ講師として行員を派遣しています。

　また、小学生から大学生までを対象とした体験学習やインターンシップなどの受け入れを行っており、

銀行業務についての解説、店舗内の見学、通帳の作成やロビーでの接客などを当行行員とともに体験して

いただいています。

　当行は、セントヨゼフ女子学園主催のボランティア活動「ウォーカソン」の趣旨に賛同し、2014年から

協賛を行っています。ウォーカソンとは、世界中の子どもたちの教育支援などを目的とした募金活動の一つ

で、事前に家族や知人にスポンサーとしての協力を呼びかけ、各自が歩いた距離（最長10Km）に応じて、

寄付をするというものです。

　集められた募金は、シエラレオネ、

フィリピン、ケニアなどに住む子ども

たちの教育支援や国境なき医師団

などへ活用されます。

金融教育

募金活動

地域社会の持続的発展

持続可能な社会の実現に向けての取組み

重点課題
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ダイバーシティ推進

持続可能な社会の実現に向けての取組み

▶▶▶ 女性行員キャリアアップ研修 ◀◀◀

　女性が働きがいをもって仕事を続けるためには、ライ

フイベントを乗り越えてキャリア形成を進めていく必要

があります。そのためには、ライフイベントが起こる前か

らキャリアを描くことが大切であり、当行では若手女性

行員を対象に「女性行員キャリアアップ研修」を実施し、

長期的なキャリアを描きながら働くことの必要性を学ぶ

機会を設けています。

女性活躍に向けた取組み
　当行では、多様な働き方をする人財が活躍できる職場づくりをめざし、2019年4月にダイバーシティ推

進部を設置しました。その活動の一環として女性活躍の取組みを強化しています。

女性活躍推進

重点課題

女性行員キャリアアップ研修

　さらに、男性を含む管理者層には、「管理者に求めら

れる女性活躍推進の進め方」について研修を実施し、管

理者のアンコンシャスバイアス（無意識の偏見）の是正

や意識変革も進めています。

▶▶▶ 継続的なキャリア形成に向けての環境づくり ◀◀◀

　女性がキャリアを継続できる環境をつくるため、当行

では、育児休業期間の延長や短時間勤務制度の見直し、

提携保育園の情報提供など、制度や環境面の充実を

図っています。さらに、育児休業前後および休業中面談

の充実や、自己啓発を支援することで、一貫したフォロー

体制を構築し、スムーズな職場復帰や継続的なキャリア

形成につながるようサポートをしています。
育児休業中ミーティング

テレビ会議システムを活用した、育児休業前面談の様子
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経営管理態勢の強化

持続可能な社会の実現に向けての取組み

コーポレート・ガバナンス体制
　取締役会では、経営の基本方針など、特に重要な事項について決定するほか、独立性の高い社外取締役

を３名選任して、取締役の監督機能強化に努めています。また、監査役会設置会社を採用し、監査役会に

よる監査を行う体制を整えています。さらに、取締役および監査役の候補者などに関する事項や、取締役

の報酬などについて審議するにあたり、取締役会の助言機関として、コーポレートガバナンス会議を設置し

ています。

　また、取締役会の下に常勤取締役をもって構成している経営会議では、取締役会で決定した基本方針に

もとづき、業務執行に関する重要事項を決定しています。

経営管理態勢

【コーポレート・ガバナンス体制：模式図】

支社 営業店等内部監査

※任意の指名・報酬委員会

業務監査部

株主総会

助言
監査役会

会
計
監
査
人

顧
問
弁
護
士

監査役５名
うち社外監査役３名

取締役会

取締役８名
うち社外取締役３名
（議長：取締役頭取）

コーポレート
ガバナンス会議
社外取締役３名
代表取締役２名

（議長：社外取締役から互選）

監査連携

相談
助言

監査

業務監査会
経営会議

常勤取締役５名
（議長：取締役頭取）

各種委員会
連携

監視

本部

※

重点課題
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財務情報
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【中小企業：中小企業基本法の定義による】

コア業務粗利益 コア業務純益

2017年度
中間期

2018年度
中間期

2019年度
中間期

279

71

281

75

274

65

経常利益 中間純利益

2017年度
中間期

2018年度
中間期

2019年度
中間期

84
59

87
65 69 68

　コア業務純益は、その他業務費用や経費の増加など
から、前中間期に比べ９億円減少し、65億円となりました。

　個人預金は増加しましたが、法人預金等の減少により、2019年3月末に比べ、地域内の預金＋ＮＣＤ残高は223億
円減少し、当行全体においても211億円減少しました。

コア業務粗利益 ＝ 業務粗利益 − 債券関係損益
コア業務純益 ＝ 業務純益 − 債券関係損益 + 一般貸倒引当金繰入額

外貨預金 投資信託 公共債

2019年3月末 2019年9月末2018年9月末

1,482

256

961

263
1,555

271

1,018

265
1,513

274

964

275

コア業務粗利益・コア業務純益� （単位：億円）

預金業務全般の状況� （単位：億円）

預り資産の状況� （単位：億円） 中小企業向け貸出金残高

経常利益・中間純利益� （単位：億円）

　中間純利益は、特別利益に退職給付制度改定益を
計上したことなどから、前中間期に比べ３億円増加し、
68億円となりました。

中小企業向け貸出比率中小企業向け貸出金残高
地域内の中小企業向け貸出金残高 地域内の中小企業向け貸出比率

2019年3月末 2019年9月末2018年9月末

（単位：億円） （単位：%）

10,524

12,607

38.938.9
36.636.6 37.137.1

35.035.0

39.539.5

36.636.6

12,380

10,420

12,006

10,184

比率 ＝
地域内の預金＋NCD

総預金＋NCD
総預金＋NCD※残高 地域内の預金＋NCD残高 

※NCD = 譲渡性預金

2019年9月30日現在2019年3月末 2019年9月末2018年9月末

預金者別地域内外別

地域外 
0.6%

地方公共団体
4.4%

金融 0.5%

地域内
99.4%

法人
20.5%

個人 
74.6%

50,651
50,384

50,439
50,161

49,764
49,479

　上記のほか、2019年9月末の保険窓販における一
時払個人年金保険および一時払終身保険の累計販売
額は3,008億円、金融商品仲介における外債・仕組債
の累計販売額は1,627億円となりました。

貸出比率 ＝
（地域内の）中小企業向け貸出金

（地域内の）貸出金

業績ハイライト（単体ベース）　　※地域：当行では、三重県・愛知県・和歌山県新宮市と定義しています。
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2018年度
中間期

2017年度
中間期

2019年度
中間期

42
46 49

地域内
総貸出

預金 当行
44.3%

貸出金
当行
37.1%

2019年3月31日現在

ROE ROA

2017年度
中間期

2018年度
中間期

2019年度
中間期

4.97

0.22

5.22

0.22

5.31

0.22

　住宅ローン等の個人向け貸出の増加などにより、2019年3月末に比べ、地域内の貸出金残高は970億円増加し、当行
全体においても928億円増加しました。

ROE・ROA� （単位：%）

貸出業務全般の状況� （単位：億円）

消費者ローン残高� （単位：億円）

預金・貸出金残高役務取引等利益� （単位：億円）

個人向け貸出金残高

　役務取引等利益は、住宅ローン取扱
手数料の増加などから、前中間期に比べ
２億円増加し、49億円となりました。

個人向け貸出比率個人向け貸出金残高
地域内の個人向け貸出金残高 地域内の個人向け貸出比率

（単位：億円） （単位：%）

2019年9月末2019年3月末2018年9月末

12,879 12,879

10,902 10,901

11,88111,881

43.943.9
45.9

36.4

42.2

33.3
34.534.5

消費者ローン うち住宅ローン

2019年9月末2019年3月末2018年9月末

12,723
12,242

10,736
10,276

11,256
11,722

比率 ＝
地域内の貸出金

総貸出金
総貸出金残高 地域内の貸出金残高

2019年9月末2019年3月末2018年9月末 2019年9月30日現在

35,345

28,051

32,764

25,813

34,417

27,080

貸出先別地域内外別

地域外 
20.6%

地方公共団体 
5.9%

個人
36.4%

地域内
79.4% 中小企業

35.0%

大企業
20.6%

中堅企業 2.1%

〜三重県内シェア〜

（注）ゆうちょ銀行、政府系金融機関等を除く。

貸出比率 ＝
（地域内の）個人向け貸出金

（地域内の）貸出金
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● 経営の健全性や信用力が評価されています。R&I A格付け

（2019年9月30日現在）

　銀行をお選びいただく際の目安の一つに、「格付け」があり
ます。
　当行は、格付投資情報センター（R&I）から発行体格付け「A」
を取得しています。
　経営の健全性や信用力が評価され、上位の格付けとなって
います。

「格付け」とは？
　預金や債券の元利金が約定どおり確実に支払われるかどうか、
また企業そのものの健全度や信用度はどうかということについて、
第三者の格付け機関が公正な立場から判断してランク付けしたもの
を「格付け」といいます。
　日本では、金融庁の「信用格付業者制度」において、7つの格付け
機関が信用格付業者として登録されており、R&Iもこれに含まれ
ています。

格付投資情報センター（R&I）

A

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

CC

D

9.88%自己資本比率 ● 経営の健全性を示す自己資本比率は国内基準を大きく
   上回っています。

（注）  当行の海外拠点である駐在員事務所は営業活動を営んでいないため、 
 当行は国内基準による自己資本比率規制の適用を受けています。

　銀行の健全性を示す指標の一つに、自己資本比率があり 
ます。
　当行の自己資本比率は9.88％と国内基準の4.00％を大き
く上回り、健全性の高い銀行です。

国内基準

自己資本比率（国内基準）

当行

4.00%

9.88%

（2019年9月30日現在）

1,419億円有価証券の
評価損益

● 体力の余力度合いを表す有価証券の評価損益は
   1,419億円の含み益を有しています。

　銀行は、資産の運用や投資を目的に有価証券を
保有しています。帳簿価額（簿価）と時価との差額
を評価損益といい、この大小が企業の体力の余力
度合いを表すことになります。
　当行は1,419億円の評価損益（含み益）を有し
ています。

（注） 「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権も含めています。

有価証券の評価損益   （2019年9月30日現在）� （単位：億円）

� � 評 価 損 益� 評�価�益�� 評�価�損
　株　　　式� 1,104� 1,118� 13
　債　　　券� 214� 214� 0
　そ　の　他� 100� 128� 27
　合　　　計� 1,419� 1,461� 41
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資産の健全性（単体ベース）

財務情報
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20
〈6〉

427
〈408〉

0

80
528

〈494〉

81
〈46〉

� 371�

� 80

533
〈498〉

35,223

35,757
〈35,721〉

1.49%不良債権比率 ● 不良債権比率は1.49%と健全な資産を維持しています。

要
注
意
先

（注） 1. 単位未満は切り捨てて表示しています。
 2. 総与信：貸出金、支払承諾見返、自行保証 

付私募債、外国為替、貸出金に準ずる仮払
金・未収利息など

 3. 自己査定結果の分類額は引当後の計数で、
（  ）内は分類額に対する引当額です。

 4. 当行は部分直接償却を実施していません
が、実施した場合の計数を＜   ＞内に記載 
しています。

自己査定結果
（対象：総与信）

金融再生法にもとづく開示債権
（対象：総与信）
※�要管理債権は貸出金のみ

区　分 分　類与信残高 非分類 II�分類 III�分類 IV�分類

破綻先 � 18 21�
 〈6〉
 59�
 〈39〉
 371�

 123�

 830�

    35,757 
〈35,721〉

� 3   �-----
（2）

 -----
 （15）

� 44� 14     -----
（4）

 -----
 （20）

� 238� 62 � 71
（72）

実質破綻先

破綻懸念先

要管理先 � 26� 97

要管理先
以外の
要注意先

� 285�� 545

正常先 � 34,349

合　計  34,962 723  71
(79)

 -----
(35)

区　分

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

区　分 残　高

リスク管理債権
（対象：貸出金）

要管理債権

小　計

正常債権

合　計

破綻先債権

延滞債権

3カ月以上
延滞債権
貸出条件
緩和債権

合　計

貸出金に占める
リスク管理債権の割合

1.49%

総与信に占める
金融再生法にもとづく
開示債権（小計）の割合

1.49%

（ご参考）
部分直接償却を実施した場合の
貸出金に占める割合＜1.40％＞

（ご参考）
部分直接償却を実施した場合の
総与信に占める割合＜1.39％＞

与信残高

� 34,349�

自己査定結果・金融再生法開示債権・リスク管理債権�（2019年9月30日現在） （単位：億円）

金融再生法にもとづく資産の査定  
（2019年9月30日現在）

リスク管理債権 
（2019年9月30日現在）

（注） 単位未満は切り捨てて表示しています。

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
0.22%（81億円）

危険債権
1.04%（371億円）

要管理債権�
0.22%（80億円）

正常債権
98.50%

（35,223億円）

破綻先債権
0.05%（20億円）

延滞債権
1.20%（427億円）

貸出条件緩和債権
0.22%（80億円）

3カ月以上延滞債権
0.00%（0億円）

総与信残高
35,757億円

貸出金
35,345億円

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
0.22%（81億円）

危険債権
1.04%（371億円）

要管理債権�
0.22%（80億円）

正常債権
98.50%

（35,223億円）

破綻先債権
0.05%（20億円）

延滞債権
1.20%（427億円）

貸出条件緩和債権
0.22%（80億円）

3カ月以上延滞債権
0.00%（0億円）

総与信残高
35,757億円

貸出金
35,345億円

　2019年9月末の金融再生法にもとづく不良債
権の総額は533億円であり、総与信に対する比率
は1.49%となっています。
　一方、不良債権をカバーする保全率は78.10%
と将来のリスクに備えて適正な引当金を計上し、 
資産の健全化を図っています。
　また、リスク管理債権は528億円であり、貸出金
に対する比率は1.49%となっています。

� （単位：億円）金融再生法にもとづく資産の査定  （2019年9月30日現在）

（注） 1. 単位未満は切り捨てて表示しています。
 2. 「金融再生法にもとづく資産の査定」には、貸出金、支払承諾見返、自行保証

付私募債、外国為替、貸出金に準ずる仮払金・未収利息などを含みます。
 3. 保全率 =（D）÷（A）×100

� 破産更生債権
� 及びこれらに� � � �
� 準ずる債権� 危険債権� 要管理債権� 正常債権� 合計

総�与�信�残�高（A）� 81� 371� 80� 35,223� 35,757
担保等の保全額（B）� 39� 227� 29� �

引　　当　　額（C）� 41� 72� 5� �

�（�B�+�C�）＝�（D）� 81� 300� 35�
 保全率� 100% 80.72% 43.76%� �

不良債権の
保全率 

78.10%
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財務情報

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

中間連結貸借対照表
（2019年9月30日現在）

中間連結損益計算書
（2019年4月1日から2019年9月30日まで）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

（単位：百万円）（単位：百万円）

　経常収益から経常費用を差し引いた利益のこと
で、前中間期に比べ21億円減少し、66億円となりま
した。

経常利益とは？5

　経常利益から税金などを差し引いた最終的な利
益のことで、前中間期に比べ1億円増加し、65億円と
なりました。

親会社株主に帰属する中間純利益とは？6

　「経常収益」は、貸出金利息や各種手数料などの収
益で、「経常費用」は預金利息や営業経費などの費用
を表します。

経常収益、経常費用とは？4 

負債の部とは？

　お客さまからお預かりしている「預金」「譲
渡性預金」、「借用金」など、主に資金の調達
状況を表し、2019年3月末に比べ1,438億
円増加して6兆532億円となりました。

　株主の皆さまからのご出資金である「資本
金」や今までの利益の蓄積である「利益剰余
金」などの総額で、3,663億円となりました。

純資産の部とは？3 

2 

　お客さまへのご融資である「貸出金」、債券
や株式などの「有価証券」など、主に資金の 
運用状況を表し、2019年3月末に比べ1,542
億円増加して6兆4,195億円となりました。

資産の部とは？1 

科目 金額
1 （資産の部）

現金預け金 912,237
コールローン及び買入手形 38,667
買入金銭債権 17,065
商品有価証券 35
金銭の信託 1,984
有価証券 1,759,083
貸出金 3,521,259
外国為替 1,884
リース債権及びリース投資資産 22,592
その他資産 68,397
有形固定資産 47,244
無形固定資産 4,823
退職給付に係る資産 17,747
繰延税金資産 745
支払承諾見返 21,984
貸倒引当金 △ 16,190

 

資産の部合計 6,419,562

科目 金額
2 （負債の部）

預金 4,857,857
譲渡性預金 175,608
コールマネー及び売渡手形 245,000
債券貸借取引受入担保金 314,089
借用金 315,901
外国為替 233
その他負債 72,764
賞与引当金 247
退職給付に係る負債 3,108
役員退職慰労引当金 100
睡眠預金払戻損失引当金 1,628
ポイント引当金 407
偶発損失引当金 419
特別法上の引当金 1
繰延税金負債 41,357
再評価に係る繰延税金負債 2,534
支払承諾 21,984
負債の部合計 6,053,245

3 （純資産の部）
資本金 20,000
資本剰余金 10,384
利益剰余金 237,700
自己株式 △ 104
株主資本合計 267,980
その他有価証券評価差額金 99,524
繰延ヘッジ損益 △ 5,295
土地再評価差額金 4,168
退職給付に係る調整累計額 △ 209
その他の包括利益累計額合計 98,188
新株予約権 147
純資産の部合計 366,316
負債及び純資産の部合計 6,419,562

科目 金額
4 経常収益 44,736

資金運用収益 27,140

（うち貸出金利息） 17,494

（うち有価証券利息配当金） 9,307

役務取引等収益 8,389

その他業務収益 8,839

その他経常収益 367

4 経常費用 38,067

資金調達費用 2,756

（うち預金利息） 495

役務取引等費用 2,148

その他業務費用 8,914

営業経費 22,317

その他経常費用 1,929

5 経常利益 6,669

特別利益 2,357

固定資産処分益 0

退職給付制度改定益 2,356

特別損失 44

固定資産処分損 39

減損損失 5

金融商品取引責任準備金繰入額 0

税金等調整前中間純利益 8,982

法人税、住民税及び事業税 1,749

法人税等調整額 728

法人税等合計 2,478

中間純利益 6,504

6 親会社株主に帰属する中間純利益 6,504
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中間貸借対照表
（2019年9月30日現在）

中間損益計算書
（2019年4月1日から2019年9月30日まで）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

（単位：百万円） （単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

科目 金額
（資産の部）
現金預け金 909,122
コールローン 38,667
買入金銭債権 17,065
商品有価証券 35
金銭の信託 1,984
有価証券 1,769,146
貸出金 3,534,585
外国為替 1,884
その他資産 53,860
　その他の資産 53,860
有形固定資産 44,527
無形固定資産 4,656
前払年金費用 18,771
支払承諾見返 21,984
貸倒引当金 △ 14,463

資産の部合計 6,401,827

科目 金額
（負債の部）
預金 4,862,431
譲渡性預金 181,538
コールマネー 245,000
債券貸借取引受入担保金 314,089
借用金 308,283
外国為替 233
その他負債 61,275
　未払法人税等 1,098
　リース債務 265
　資産除去債務 162
　その他の負債 59,748
退職給付引当金 3,509
睡眠預金払戻損失引当金 1,628
ポイント引当金 321
偶発損失引当金 359
繰延税金負債 41,400
再評価に係る繰延税金負債 2,534
支払承諾 21,984

負債の部合計 6,044,590

（純資産の部）
資本金 20,000
資本剰余金 7,560
　資本準備金 7,557
　その他資本剰余金 3
利益剰余金 231,321
　利益準備金 17,377
　その他利益剰余金 213,943
　　別途積立金 204,614
　　繰越利益剰余金 9,329
自己株式 △ 104
株主資本合計 258,777
その他有価証券評価差額金 99,437
繰延ヘッジ損益 △ 5,295
土地再評価差額金 4,168
評価・換算差額等合計 98,311
新株予約権 147

純資産の部合計 357,236

負債及び純資産の部合計 6,401,827

科目 金額
経常収益 37,165

　資金運用収益 27,676
　　（うち貸出金利息） 17,493
　　（うち有価証券利息配当金） 9,844
　役務取引等収益 7,244
　その他業務収益 1,830
　その他経常収益 413

経常費用 30,217

　資金調達費用 2,745
　　（うち預金利息） 496
　役務取引等費用 2,341
　その他業務費用 2,711
　営業経費 20,720
　その他経常費用 1,699

経常利益 6,948

特別利益 2,355

特別損失 44

税引前中間純利益 9,259

法人税、住民税及び事業税 1,617
法人税等調整額 778

法人税等合計 2,395

中間純利益 6,863
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積極的な情報開示と安定した株主還元に努めて

情報開示

ディスクロージャー誌　「Hyakuɡo Report」　（年２回発行）

　百五銀行の理念・方針・業績・財務状況をはじめ、さまざまな取組みについて、皆さまにご理解いただける 
よう、情報開示に努めています。

　当行の経営方針、業務内容や財務内容などをお知らせするために、銀行法第21条にもとづき作成した
ディスクロージャー資料（業務及び財産の状況に関する説明書類）です。
　情報編（百五銀行の現状など）と資料編（財務データ、自己
資本比率の充実）で構成されています。
　情報編は、当行の活動全般について、写真などを用いてわ
かりやすく紹介する内容としています。特に当行が、地域金融
機関として、持続可能な社会の実現に向けて取り組む活動に
ついて具体的事例を交えてご紹介しています。
　なお、最新版のディスクロージャー誌（情報編）は、各営業
店の窓口にご用意しています。また、資料編につきましては、
ホームページでご覧ください。

FRONTIER BANKING に込めた意味
　当行の創立125周年を機に、新しいコーポレートステートメントとして定めた 

「FRONTIER BANKING」は、“最先端の銀行業務を切り拓く”ことを意味します。
　当行が将来にわたって社会的に価値ある存在であるために、最先端のビジネス 
マインドによってお客さまのご期待にお応えすることができる、創造力あふれる銀行で
ありたいという決意を表明した“企業の宣言”です。

編集／株式会社 百五銀行　経営企画部
三重県津市丸之内31番21号　電話059-223-2326

（本店所在地：三重県津市岩田21番27号）
2019年7月発行
https://www.hyakugo.co.jp/
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本冊子は、銀行法第21条に基づいて作成したディスクロ−ジャ−資料
（業務及び財産の状況に関する説明書類）であり、財務データ、自己
資本の充実の状況等について記載しています。

（2018年4月1日〜2019年3月31日）
2019年3月期ディスクロージャー誌

（資料編）

新中期経営計画 ............................................2
役員 ................................................................3
組織 ................................................................4
子会社等 ........................................................5
コーポレート・ガバナンス ..........................6
コンプライアンス ........................................9
リスク管理 ................................................. 11
金融円滑化 ................................................. 13
中小企業の経営改善及び地域の
活性化のための取組み ............................. 15
主要な業務の内容 ..................................... 17
商品・サービス一覧 .................................. 18
各種手数料等 ............................................. 24
店舗一覧 ..................................................... 25
現金自動設備（ATM）一覧....................... 27
2018年度の業績について ....................... 29
連結情報
 連結貸借対照表 ...................................... 31
 連結損益計算書及び
 連結包括利益計算書 .............................. 31
 連結株主資本等変動計算書 .................. 32
 連結キャッシュ・フロー計算書 ........... 33
 注記事項 ................................................. 34
 リスク管理債権（連結） ......................... 40
 セグメント情報 ...................................... 40
 時価情報（連結） ..................................... 41

単体情報
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  注記事項 ................................................. 46
  損益 ......................................................... 48
  経営効率 ................................................. 52
  時価情報 ................................................. 53
  デリバティブ取引 ................................. 55
  預金 ......................................................... 57
  貸出金等 ................................................. 58
  証券 ......................................................... 62
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  自己資本の構成に関する
  開示事項（連結） ..................................... 66
  自己資本の構成に関する
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資料編
(７月と1月に発行）

（2018年4月1日〜2019年3月31日）
2019年3月期ディスクロージャー誌 （情報編）
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情報編
(6月と1２月に発行）

ＩＲの音声配信　

　フェア・ディスクロージャー（公平・公正な情報開示）の観点か
ら、機関投資家やアナリスト向けの会社説明会の模様を収録した
音声を、その席上で配付しました説明資料とともにご視聴いただ
けます。

ホームページ　https://www.hyakugo.co.jp/

　当行の経営や商品・サービス、キャンペーンなどに
関する情報をタイムリーに掲載していきます。IR資料
やディスクロージャー誌などの財務情報は「株主・投資
家の皆さま」のカテゴリーからご覧いただけます。
　セキュリティ向上のため、常時SSL化（通信暗号化＊）
対応しており、安全にホームページをご利用いただけ
ます。

＊ サイト内のすべてのページをhttps通信（暗号化）と
するセキュリティ手法のことです。

トップページ

積極的な情報開示と安定した株主還元に努めて
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発行する株式の総数 396,000 千株
発行済株式の総数 254,119 千株
株主数 13,130 名
上場証券取引所 東京・名古屋
証券コード 8368

株式の状況

株式情報（2019年9月30日現在）

当行では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、
株主さまのご優待制度を導入しています。

毎年 3 月末時点で、1,000 株以上を保
有いただいている株主さまに、三重県ゆか
りの名産品を掲載したギフトカタログをお
送りしています。

株主優待制度

株主優待の内容  
三重県ゆかりの名産品を掲載した「株主さまご

優待ギフトカタログ」のなかから、保有株式数に
応じてお好みの一品をお選びいただきます。

保有株式数 お選びいただける特産品
1,000 株以上 5,000 株未満 3,000 円相当
5,000 株以上 5,000 円相当

対象となる株主さま  
毎年 3 月 31 日現在の当行株主名簿に

記載された 1,000 株以上をお持ちの株主
さま

株式のご案内
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 ℡ 0120−232−711（通話料無料）

※機関投資家さま向けの個社別会社説明会や個人投資家さま向け会社説明会は、都度開催しています。

●   通期決算発表・説明会
●   機関投資家さま向け会社説明会 
（インフォメーションミーティング）

●   通期ディスクロージャー誌 
「Hyakuɡo Report（資料編）」発刊

● 第１四半期決算発表
●   英語版ディスクロージャー誌掲載 
（ホームページ）

●   第３四半期決算発表

●   中間期ディスクロージャー誌 
「Hyakuɡo Report（資料編）」発刊

●   機関投資家さま向け会社説明会 
（インフォメーションミーティング）

●   中間期ディスクロージャー誌 
「Hyakuɡo Report（情報編）」発刊

● 中間配当金のお支払い

●   中間期（第２四半期） 
決算発表・説明会

●   定時株主総会
●   期末配当金のお支払い
●   株主優待申込書の発送
●   通期ディスクロージャー誌 
「Hyakuɡo Report（情報編）」発刊

5月

11月

12月

6月

7月

1月8月

2月

ＩＲカレンダー

金融機関 34.9%
株主数： 57名
株式数： 88,833千株

個人その他 29.0%
株主数： 12,192名
株式数： 73,857千株

外国法人等 14.6%
株主数： 155名
株式数： 37,346千株

その他の法人 20.7%
株主数： 699名
株式数： 52,833千株

金融商品取引業者 0.4%
株主数： 27名
株式数： 1,247千株

株主構成

（注） 1. 株数および持株比率は、単位未満を切り捨てて表示しています。
 2. 持株比率は、発行済株式の総数で除して算出しています。

主要大株主一覧
株主名 株  数

（千株）
持株比率
（%）

明治安田生命保険相互会社 10,093 3.97
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 9,443 3.71
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,322 3.66
日本生命保険相互会社 8,396 3.30
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 7,792 3.06
百五銀行従業員持株会 5,641 2.21
株式会社三菱UFJ銀行 4,222 1.66
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 トヨタ自動車口 3,986 1.56
清水建設株式会社 3,930 1.54
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 3,748 1.47
上位10位合計 66,576 26.19
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編集／株式会社 百五銀行　経営企画部
三重県津市丸之内31番21号　電話059-223-2326

（本店所在地：三重県津市岩田21番27号）
2019年12月発行
https://www.hyakugo.co.jp/

●❶

●❷
●❸

ベトナム
ベトナム計画投資省

外国投資庁

インドネシア
バンクネガラ
インドネシア

英国
スタンダード

チャータード銀行

フィリピン
メトロポリタン銀行

インド
インドステイト銀行

タイ
カシコン銀行

インドネシア
インドネシア投資調整庁

ベトナム
HD Bank

ブラジル
ブラジル銀行

タイ
タイ投資委員会

❶ シンガポール駐在員事務所 ❸ バンコク駐在員事務所❷ 上海駐在員事務所

提携先
駐在員事務所

東京都
1か所

豊富なネットワークお客さまのお役に立つための

中国
中国銀行

国内
ネットワーク

海外
ネットワーク

愛知県
21か所

大阪府
1か所

三重県
115か所

和歌山県
1か所
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