
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）
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（資料編）
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資料編
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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
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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
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12月
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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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