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すべてを地域のために

ごあいさつ

　皆さまには、日頃より東邦銀行グループをご利用、お引立 
ていただき、誠にありがとうございます。また、2019 年 10 月 
に発生した令和元年台風第 19 号等により被災された皆さま
に心よりお見舞い申しあげるとともに、一日も早い復旧・復
興をお祈り申しあげます。
　ここにディスクロージャー誌を作成いたしましたので、ご高
覧いただければ幸いに存じます。
　さて、当行の主要な営業基盤である福島県の経済につきま
しては、先行きに不透明感がみられるものの、雇用は依然と
して高水準にあり、また個人消費も持ち直しの動きを続けて
おります。
　こうした中、長期ビジョンである「地

ふるさと

域を豊かに・お客さま
の繁栄のために・私たちの成長で～より大きく・より強く・よ
りたくましく～」の実現に向けて、2018 年 4 月から 2021 年
3 月を計画期間とする中期経営計画「とうほう “ 健康バンク・
健全バンク ” 計画」に取組んでおります。

プロフィール

　当行は、地域のさらなる成長に向け、円滑な資金供給や産
業活性化に資する取組みを進めるほか、お客さまの利便性向
上に向けて福島銀行との ATM 相互開放の実施や「東邦銀行 
通帳アプリ」の機能追加を実施しております。さらに、近年
高まる資産承継ニーズへお応えするため、東北の地方銀行で
は唯一となる銀行本体での「遺言信託・遺産整理業務」の取
扱いに加えて、2019 年 3 月には金銭信託「遺言代用信託」・

「暦年贈与型信託」の取扱いを開始しております。
　また、持続的発展が可能な社会を目指すため、2019 年 5
月に「ESG への取組み方針」を制定し、 ESG/SDGs への取
組みを積極的に行っており、2019 年 8 月には環境省「地域
ESG 融資促進利子補給事業」の全国初の指定金融機関の 1
つとして選定されております。地域の発展に向けては、自治
体との包括連携協定に基づき、観光資源の活用や企業誘致
等での連携を図り、「地方創生」を推進してまいります。
　当行は、地方銀行 9 行が参加する広域連携の枠組みであ
る「TSUBASA アライアンス」に参加しております。これま
でも「TSUBASA FinTech 共通基盤」を活用した各種フィン
テックサービスの提供を開始したほか、相続関連業務や資産
運用関連業務、地方自治体向け公金収納サービスに関する
業務など幅広い業務での提携を実施しております。足元では、
2019 年 9 月に次期基幹系システムとして「TSUBASA 基幹系
システム共同化」への参加に基本合意したほか、TSUBASA
アライアンス参加行共同での「TSUBASA SDGs 宣言」の制
定や「M&A 業務プラットフォーム」の構築など多方面での連
携に取組んでおります。
　私ども東邦銀行グループは、これまでも、そしてこれから
も地域経済・社会の発展に貢献することを使命とし、ふるさ
と「ふくしま」とともに歩み続けてまいります。
　今後とも、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願
い申しあげます。

2019 年 12 月

取締役頭取

設立 1941年11月4日 資本金 235億19百万円 総預金 5兆6,327億円

本店所在地 福島市大町3番25号 従業員数 2,127人 貸出金 3兆7,167億円

店舗数 本支店118ヵ店
（福島県内105、県外12、インターネット支店1） 総資産 5兆8,511億円

（2019 年 9 月30 日現在）
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地
ふ る さ と

域を豊かに・お客さまの繁栄のために・私たちの成長で

～より大きく（業容）・より強く（収益性）・よりたくましく（健全性）～

〈計画名称〉 とうほう“健康バンク・健全バンク”計画
（とうほう健康・健全バンクプラン）
計画期間：2018年4月～2021年3月

中期経営計画

長期ビジョン

ふるさと総活躍実現のための積極的貢献
「地域・お客さま第一」を基本とした営業戦略の推進
変化する経営環境に打ち勝つ健全な経営体質の確立
地域・お客さまの成長を担う人材の育成
働き方大改革推進によるいきいき職場づくり

基
本
方
針

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

収益性

健康バンク

金融機関を取り巻く経営環境の大きな変化は好機。
地域・お客さまとともに成長し続ける地域金融機関

財務体質

健全バンク

健全な業務運営、健全な財務体質を通じ、地域・お客
さまの信頼に応え続ける地域金融機関
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経営 支援、
地域 活性化
への 取組み

◆�2019年8月、福島市内の女子高校生２０名を対象とした企業見学事業を実施しました。

◆�当行では、「産業構造」や「当行の取組み」について説明した他、当行のお取引先企業で組織する「とうほう
次世代経営者倶楽部」より２社の経営者がそれぞれ自社の理念、事業内容等について説明され、学生との活
発な情報交換の場を提供しました。

◆�参加した学生は、当行行員及び企業経営者との意見交換会を通して、ふくしまで働く意義や、仕事のやりが
いなどについて理解を深めました。

◆�既存の建物等の用途や機能を変更し、その価値を上昇させるリノベーションの手
法を用いた受講者の事業構想の実現をサポートしております。

◆�当行では、2019年10月に開催され
た「起業・経営」に関する座学研修
を担当し、創業のポイント・ノウハ
ウ等について説明しました。

◆�引き続き、自治体等と連携しながら
「働く場」の創出に貢献してまいり
ます。

地方創生への取組み

福島市事業「夏休み女子高校生企業見学」×「とうほう次世代経営者倶楽部」

福島県リノベーションプレイヤー育成事業「リノベーション創業塾」

　都市部の利便性や就職を志望する企業が地元に少ないことなどが要因で、地方から首都圏への若者の流出が続いています。
　当行では、自治体と連携しながら、「若者が地元企業を知る機会」の提供や「働く場」の創出等を通して、地域活性化・ 
地域の人材育成に貢献しています。
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●�2019年９月、お客さまの販路開拓や人材紹介等、
お取引先の経営をサポートしていくことを目的に、
法人営業部に「地域商社事業課」を新設しました。

●�当行のネットワークを活かし、福島県の魅力ある
物産品や特徴あるサービスを広くお客さまにご紹
介することや、企業の発展に必要な人材確保の
お手伝いに取り組むことで、お取引先のビジネス
チャンス拡大に貢献してまいります。

2019 年９月、JICA 主催・ 
当行協力でベトナムへ調
査団が派 遣され、県内
取引先企業 4 社が参加。

駐在員　松岡政晃

「県内企業のベトナム現地
法人の支援をしています！」

タイ・カシコン銀行、三菱
ＵＦＪ銀行シンガポール、
福島県上海事務所にも派
遣中！

福島県と協働で出展企業を支援し、県内企業への
海外販路拡大支援を目的として実施しているものづ
くり商談会です。当行では、海外へ事業展開される
お客さまのニーズに応えるとともに福島県経済の国
際化に貢献できるよう努めてまいります。

JICA 事業（ベトナム調査団派遣）支援
ベトコムバンク

バンコク商談会	（2019年	 	6月）
バンコク

ベトナム

上海

上海商談会	 （2019年10月）

ベトナム商談会	（2019年10月）

〈とうほう〉グローバルネットワーク

駐在員の声

経営 支援、
地域 活性化
への 取組み

地域商社事業課を
新設

福島発→世界へ　海外進出支援の取組み
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お客さまのライフステージやニーズに合わせて、さまざまな商品・サービスをご提供いたします！

蓄
え
る

若者世代 現役世代
大切なお子さまの将来のために 社会人の第一歩は「お金の管理」から　

借
り
る

備
え
る

運
用
す
る

便
利
に

●積立定期預金「きりん物語」
●新規口座開設（18歳以下対象）
　「あつまれ元気なふくしまっ子！」

●給与振込
●財形預金
●定期預金

●教育資金専用口座「未来・ふくしまっ子」
●ジュニアＮＩＳＡ

●多彩なローン商品
　住宅ローン
　オートローン
　教育ローン
　フリーローン
　カードローン

●東邦Ａｌｗａｙｓカード　　　　　
●東邦Ａｌｗａｙｓデビットカード

●とうほうスマホ通帳プラス
　「東邦銀行通帳アプリ」
●家計簿アプリ
　「マネーフォワード for 東邦銀行」
●貯金アプリ「finbee」

●インターネットバンキング　　　　　　　　　　　
●ＡＴＭ

給与振込と合わせて

Ａｌｗａｙｓカードで

おトクに便利に！

●とうほう iDeCo プラン
　（個人型確定拠出年金）
●投資信託
●ＮＩＳＡ・つみたてＮＩＳＡ
●保険商品

イ デ コ

個人のお客さまへのサポート
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お客さまのライフステージやニーズに合わせて、さまざまな商品・サービスをご提供いたします！

シニア世代
充実したセカンドライフをお送りいただくために

とうほうスマホ通帳プラス

とうほう遺言信託

いつでも、どこでも簡単！ 便利！

紙の通帳を発行せず、残高や入出金をスマー
トフォンで確認する通帳（無通帳口座）です。
お持ちの口座からのアプリを使った切り替えや
新規口座作成時に同時申込みいただけます。

資産承継（相続）のご相談から始まり、お客
さまのお考えに基づく公正証書遺言の文案作
成、遺言書の保管、相続開始後に遺言書の
内容の通りに遺産分割の手続きを行います。

＜遺言信託をお申込いただくことで＞

POINT

01

POINT

02

POINT

03

POINT

04

通帳記帳や
繰り越しが不要！

大切な財産を引継ぐ方を指定できます

自身の想いを伝えられます

遺産分割協議が不要になります

東邦銀行が相続手続きを代行しますの
でご家族の負担が軽減されます

お申し込み後明細の
確認がいつでも可能！

環境にもやさしい
エコな通帳！

通帳紛失・盗難の
心配不要で安心！

●年金受取
●退職金専用定期預金「Ｎｅｗステージサポートプラン」
●年金受給者専用〈とうほう〉「スーパー年金定期Ⅱ」
●相続専用定期預金「とうほう・想いのかけはし」

●とうほう遺言信託
●とうほう遺言代用信託
●とうほう暦年贈与型信託
●投資信託
●ＮＩＳＡ
●保険商品

東邦銀行のＡＴＭは東邦銀行
発行のカードでいつでも利用
手数料無料！ 支店のＡＴＭ
は一部店舗を除き、毎日朝７
時～夜１０時までご利用いた
だけます！
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マネーフォワード for 東邦銀⾏（2016年6月〜）

● 家計簿の自動作成
● 入出金や東邦Always･デ

ビットカード等のご利用情
報を表示

スマートフォン⽤ ｢ポータルアプリ｣（2017年3月〜）

● 簡単・便利に各種サービスを
ご利用いただけるよう様々な
サービスを本アプリに集約

東邦銀⾏通帳アプリ（2017年11月）

● 紙の通帳を発行せず、ス
マートフォンを利用して、
いつでもどこからでも残⾼
や取引明細を簡単に確認

J-Coin Payへの参画～キャッシュレス推進への取組み～（2019年4月〜）

● みずほ銀行が提供するスマホ決済サー
ビス「J-Coin Pay」の利用が可能に

FinTech（フィンテック）とは	…
FinanceとTechnologyの2つを併せた新しい金融サービス

金融
Finance

フィンテック
FinTech

技術
Technology×

（注１） ＡＰＩとは、Application Programming Interfaceの略。お客さまの同意に基づいて銀行等のシステムに外部から接続して安全に
情報を取得できるようにする仕組みで、その仕様等をフィンテック企業等の外部事業者に公開することを「オープンAPI」といいます。

（注２） 株式会社千葉銀行、株式会社第四銀行、株式会社中国銀行および日本アイ・ビー・エム株式会社が構築した、開発・運用・保守
を共同で行うシステムです。

地域の持続的な成長や金融システムの高度化、
参加行グループの企業価値の増大に資する連携
施策の立案・推進、参加行のトップライン増
強・コスト削減に寄与する施策の立案・検討を
行うことを目的に2015年10月に発足した地銀
9行（当行、千葉銀行、第四銀行、中国銀行、
伊予銀行、北洋銀行、北越銀行、武蔵野銀行、
滋賀銀行）が参加する広域連携の枠組みです。
当行は、2016年3月に参加し、広域連携および
規模のメリットを最大限活かしながら、様々な
分野で連携の幅を拡大しております。 

Ｔ＆Ｉイノベーションセンター（株）
（TSUBASA＆⽇本IBM）

●  TSUBASA FinTech 共通基盤（オープンAPI）（注1)の開発・
運用・保守

金融サービスの高度化
● 相続関連業務の提携
● 資産運用業務にかかる提携
● 地⽅⾃治体向け公金収納サービスに関する業務提携
● お客さま相互紹介、等

ＴＳＵＢＡＳＡ
基幹系システム共同化（注２)

●  次期当行基幹系システムとして、TSUBASA 基幹系シス 
テム共同化への参加に基本合意

主
な
連
携
施
策

東北地銀「初」

県内 ｢初｣

フィンテックの取組み

TSUBASAアライアンス（地銀9行による広域連携）（2019年9月末現在）
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ＴＯＨＯの働き方大
●

改革

業務効率の上がる“朝型”へシフト
朝 6:30から勤務可能

女性活躍推進法に基づく行動計画の達成状況
（2019 年 10 月 1 日現在）
◆全役職者に占める女性の割合
　19.7％
　（目標 20％以上）

◆女性総合職の平均勤続年数
　13.1年
　（目標 15 年以上）

※厚生労働大臣認定 愛称「えるぼし」2 段階目

１日４時間、５時間、
６時間勤務に加え、
週４日・１日８時間勤務も可能

60歳から 65歳まで
…毎日勤務、ポスト職への登用 24 名
65歳から70歳まで
…「シニアサポーター」として活躍 35 名

（2019 年9 月30 日現在）

従業員が日々の
始業・終業時間を選択

毎週水曜日を早帰りの日として
心身ともにリフレッシュ

朝型勤務

女性活躍推進法に基づく
優良企業認定「えるぼし」を取得

短時間勤務

ベテラン・シニアの活躍

43 名取得（うち男性3 名） 
（2019 年 9 月 30 日現在）
孫のための育児休暇制度
働く親世代を支援する取組み

イクまご休暇

フレックスタイム制
働き方大

●

改革

多様な人材の
育成・活躍
（ダイバーシティ）

仕事と家庭の
両立支援

総活躍
とうほうEvery	week・
Premium	Wednesday!!

水 曜 ⽇

「人を大事に」という経営方針に基づき、多様な人材の育成・活躍推進に努めております！

次世代育成支援対策推進法に基づく
特例認定「プラチナくるみん」※を取得
※  優良な「子育てサポート企業」としての厚生労働大臣特例認定

育児休業からの復職者を対象に半期に１度開催
●累計参加者数80 名

「復職支援セミナー」の開催

ご家族を含めた従業員を対象に年１回開催
●累計参加者数125 名

「介護セミナー」の開催

人材育成への取組み テレワーク

副業・兼業

研修センター
「とうほう庭坂キャンパス」

とうほうユニバーシティでは若手からベテラ
ンまでキャリアアップが可能な研修や自己啓
発の場を提供。

◆ ICT（情報通信技術）を活用し、時間
や場所を有効に活用できる働き方

在宅勤務 サテライト
オフィス

モバイル
ワーク

◆ 従業員のスキル活用・獲得、地域
貢献、人脈作り等が目的

◆ 副業先と雇用契約を結ばない「個人
事業主型」を対象

「模擬店舗」
窓口業務を実際の設備で学ぶことができる
環境整備により、実践的な研修が可能。
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◆ 当行では、より一層の持続的発展が可能な社会を目指すため東邦銀行グループとしての「ESGへの
取組み⽅針」を制定しております。

◆ また、TSUBASAアライアンス参加行（当行、千葉銀行、第四銀行、中国銀行、伊予銀行、北洋銀行、
北越銀行、武蔵野銀行、滋賀銀行）として、国連で採択されたSDGs（持続可能な開発目標）の達
成に貢献すべく、地域の社会・環境課題に対する取組み⽅針をまとめた「TSUBASA SDGs宣言」
を制定しております。

（東邦銀行ホームページに「ESGへの取組み方針」を掲載しております。　http://www.tohobank.co.jp/)

S SDGsGE ・ への取組み
東邦銀行グループは、持続的発展が可能な社会を目指すためESG（環境・社会・ガバナンス）、
SDGs（持続可能な開発目標）へ積極的に取り組んでまいります。

2015年に国連において採択された、持続可能な世界を実現す
るための17の目標と169のター
ゲットから構成される2030年ま
での国際目標。

SDGs（Sustainable Development Goals）とは？

■ ESG／SDGs融資・私募債の取扱い
ESG／SDGsに取り組んでいるお客さ
まを金融面からサポートすることを目
的にESG／SDGs融資・私募債の取扱
いを行っております。
＜取扱件数・金額＞（2019年9月末）
ESG／SDGs貢献型融資
 3件1.2億円

ESG／SDGs応援型私募債
 31件31.7億円

環境

持続可能な
開発目標

～世界を変えるための17の目標～

社会

ガバナンス

SDGs

E
nvironment

G
overnance

S
ocial

ESG
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エネルギー・資源

E nvironment 環境
地球温暖化をはじめとした環境問題に対し、植林
活動や本業をつうじた温暖化対策等によりCO２ 
排出量削減に取り組んでおります。

環境保全活動
■ とうほう・みんなの森づくり
2009年より始まった「とう
ほう・みんなの森づくり」
は今年で12回目を迎え、累
計約4,000本の植樹を行っ
ております。

■ 再生可能エネルギー
大型案件も含めて再生可能エ
ネルギー案件に積極的に対応
しております。地域の産業創
出・成長産業支援により積極
的に関与しております。
再生可能エネルギー関連融資
実行額：1,949億円

（2019年9月末）

■ とうほうプラスチックスマート宣言
世界的に問題となっている
プラスチックごみの削減に
向け、「とうほうプラスチッ
クスマート宣言」を制定し
ました。脱プラスチックに
向けて全役職員へマイボト
ルやエコバッグの使用等の
推進を行っております。

■ 廃棄物の再資源化／ペーパーレス化への取組み
廃棄物となるペットボトルのキ
ャップを集め、リサイクル業者
を通じての資源の再利用と
CO２排出量の抑制に努めて
おります。また、通帳を発行
しない「通帳アプリ」等のペー
パーレス商品の展開やノート
パソコンを活用した諸会議の
開催等、ペーパーレスに積極
的に取り組んでおります。

■ 環境に配慮した店舗づくり
店舗の新築や建替えには太陽
光発電システムを搭載し、グ
リーンカーテンやLED照明を
導入するなど省エネルギーに
努めております。

■ 尾瀬ファンドの販売・寄付
収受した信託報酬の一部を公益
財団法人尾瀬保護財団に寄付す
る投資信託「尾瀬紀行」を取扱
っております。

累計寄付額：12,760,067円 
（2019年5月末）

TOHO BANK REPORT 201910
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ダイバーシティ

S ocial 社会
地⽅創生・地域社会支援を目的にお客さまの本業支援や地域活性化
に貢献する活動を行っております。また、女性やシニア、チャレン
ジドの活躍などダイバーシティを推進しております。

地域社会支援

■  教育活動支援（小・中・高・大）
地域の金融リテラシー向
上を目的に、小学生から
大学生まで世代を問わず、
様々な金融教育活動を行
っております。

■  文化・スポーツ振興
子供たちの夢実現や、
地域の文化・スポーツ
振興を図るため、「水泳
教室」や「陸上教室」
の開催、各種協賛を行
っております。

■  寄付型私募債による寄贈 ■  病気の子どもと家族のための宿泊施設の支援
発行手数料の一部から、
お客さまが希望される学
校等へ備品・図書等を寄
贈しております。

福島県立医科大学病院
で闘病中の子どもと看
病する家族の宿泊施設
の運営継続を支援して
おります。

■チャレンジドの活躍 株式会社とうほうスマイル ■事業所内保育施設 とうほう・みんなのキッズらんど
2012年3月にハンディキャ
ップを持つ社員が中心とな
る100%出資の子会社とし
て設立しました。
当行グループ全体の障がい
者雇用総数71名

（2019年9月30日現在）

2014年10月にオープンし、現
在、福島市2ヵ所、郡山市1ヵ
所の県内3ヵ所に開設しており
ます。
利用者数　計 118名

（2019年9月30日現在）

※「障害者雇用促進法」法定雇用率2.2%を上回る水準

東邦銀行 ｜ 2019 年 11
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災害支援
■災害ボランティア派遣 ■移動店舗車による営業
台風や豪雨災害で甚大な
被害を受けた地域への支
援として、日本赤十字社
を通じての義援金や支援
物資を送るとともに、災
害ボランティアチームを
派遣し、一日でも早い被
災地の復旧・復興を支援
しております。

被災された個人・法人のお
客さまにとって大切なイン
フラ機能の役割を果たすこ
とは重要であり、窓口・Ａ
ＴＭ機能を備えた移動店舗
車「とうほう・みんなの移
動店舗」を被害が大きかっ
た地域に派遣し、復旧・復
興を支援しております。

■店舗環境の整備

■年金感謝3Days／年金コンサートの開催

■対応人材の育成

■金融犯罪未然防止への取組み

ご来店されるお客さまの利便
性向上のため、車いす専用の
記帳台や、杖ホルダーの設置
など店舗環境の充実に努めて
おります。

（車いすは原則全店に設置。）

当行で年金受取を指定さ
れ て い る お 客 さ ま に 向
け、「 年 金 感 謝 3Days」
や「年金コンサート」を
開催し、コミュニティの
場を提供しております。

地域の警察署と連携し、
ご⾼齢のお客さまへ詐欺
被 害 防 止 の 声 掛 け を 行
うとともに、キャッシュ
カードの振込み機能停止
手続きや利用限度額引き
下げ手続きの働きかけに
よる「なりすまし詐欺撲
滅運動」を実施し、お客
さまの資産を守るため、なりすまし詐欺等の未然防止に努めており
ます。

シニアの安心・安全に向けた取組み

⾼齢者・障がい者向けサービスに
対応できる体制の構築のため、対
応人材の育成に努めております。

● 「サービス介助士」受講者数438名 
● 「認知症サポーター養成講座」受講者

数1,048名
　（2019年9月30日現在）

TOHO BANK REPORT 201912

010_9422028131912.indd   12 2019/11/15   12:00:06



コーポレートガバナンス体制

常務会

連携・報告

監査

会計監査

監査

指示・報告

会計監査

連携

本部・営業店

監査部

会計監査人

指名・報酬協議会

独立社外取締役
（6名）

社内取締役
（10名）

独立社外取締役
（6名）

取締役会の独立社外取締役の比率

監査等委員である
取締役以外の取締役

（10名）

代表取締役 4名と独立社外取締役 6名で構成
取締役の選解任、報酬等を審議

社内取締役 社内取締役社外取締役

社外取締役

監査等委員会
監査等委員である

取締役
（6名）

株主総会

取締役会

＝３７.５％

監
査
・
監
督

overnance ガバナンス
当行グループは、企業理念である社会的使命「地域を見
つめ、地域とともに」、経営姿勢「お客さまの満足のため
に」、行動規範「新しい感覚と柔軟な発想をもって」のも
と、法令等遵守の徹底、健全な業務運営の確保および揺
るぎない信頼性の確立を図っております。

G
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自己資本比率 当行の格付け

銀行の健全性をあらわす自己資本比率は、
国内基準の 4％を上回っております。
銀行経営の健全性を測る上で重要な指標となっている自己
資本比率は、連結で 8.92％、単体で 8.69％となっており、
国内基準の 4％を上回っております。

投資適格水準の評価を得ております。
当行は、日本格付研究所から「A」の長期優先債務格付けを
取得しており、投資適格水準となる評価を得ております。

連 結 単 体

8.92% 8.69%

国内
基準

4％

（2019年9月末） （2019年9月30日現在）

AAA、AA

BBB

BB、B、CCC、CC、C
投機的・不安定

D
債務不履行

投資適格・安全

A

当行の格付け

日本格付
研究所

2019 年度中間期、安定的な収益および十分な健全性を確保し、皆さまからの高い信頼を得ております。

A

親会社株主に帰属する中間純利益

25億円
自己資本比率

8.92%
中間純利益

27億円
総預かり資産残高（総預金+預かり資産）

6兆656億円
自己資本比率

8.69%

連
結

単
体

業績ハイライト 2019年度中間期決算
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234231

2017年度
中間期

2018年度
中間期

2019年度
中間期

2017年度
中間期

2018年度
中間期

2019年度
中間期

58

46

44

51

2017年度
中間期

2018年度
中間期

2019年度
中間期

32
36

2017年度
中間期

2018年度
中間期

2019年度
中間期

損益の状況

コア業務粗利益※1 コア業務純益※2

経常利益 中間純利益
※1 コア業務粗利益

「資金利益」「役務取引等利益」
「その他業務利益」の３つを合

計した利益から、国債等債券
関係損益を控除した銀行本来
の業務による収支で、一般企
業の粗利益に相当します。

※2 コア業務純益
コア業務粗利益から、人件費、
物件費などの経費を差し引い
た銀行本来の業務による利益
で、一般企業の営業利益に相
当します。

中間純利益は 27 億円となりました。
一部大口与信先の業況悪化等に伴う与信関係費
用の増加を主要因に、中間純利益は前年同期比
4億円減少し 27億円となりました。

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

27
38

216
45

コア業務純益は 45 億円となりました。
経費圧縮に努めましたが、有価証券利息減を主要因とし
た資金利益の減少などにより、コア業務純益は前年同期
比12億円減少し45億円となりました。

東邦銀行 ｜ 2019 年 15
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2017年
9月末

2018年
9月末

2019年
9月末

60,450 60,65659,965

4,634

55,330

4,577

55,873

2017年
9月末

2018年
9月末

2019年
9月末

55,873 56,32755,330

12,189

31,198

11,942 12,125

12,047

31,700

2017年
9月末

2018年
9月末

2019年
9月末

4,577
4,329

4,634

680

3,095

857 839

547

3,190

（単位：億円）

（単位：億円）

総預かり資産（総預金＋預かり資産）の推移

総預金の推移

法人預金
公金預金等

個人預金

預かり資産
総預金

4,329

11,870

56,327

32,042

12,414

預金等の状況 総預かり資産残高（総預金＋預かり資産）は 6 兆 656 億円となりました。
総預金は、復興関連公共事業の進捗を背景に公金預金等が減少しましたが、個人預金・法人預金が
引続き順調に推移したことにより、454 億円増加し 5兆 6,327 億円となりました。
預金以外の預かり資産は、投資環境の悪化等により、248 億円減少し 4,329 億円となりました。
総預金と預かり資産を合計した総預かり資産は、個人預金・法人預金の増加により、206 億円増加
し 6兆 656 億円となりました。（2018 年 9月末比）

総預かり資産・総預金・預かり資産

（単位：億円）

預かり資産（生命保険・投資信託・公共債）の推移

投資信託
公共債

生命保険 453

3,105

769

業績ハイライト 2019年度中間期決算
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2017年
9月末

2018年
9月末

2019年
9月末

33,317

37,923

32,804
460

32,343 32,666

650

2019年
9月末

2017年
9月末

2018年
9月末

6,982

7,592
7,369

7,996

（単位：億円）（単位：億円）

個人ローンの推移

金融再生法開示債権比率の推移

私募債
貸出金 個人ローン

住宅ローン

貸出金＋私募債の推移

756
8,2377,608

37,167

貸出金等の状況 貸出金残高は 3 兆 7,167 億円となりました。
貸出金は取引先企業や個人のお客さまのニーズに幅広く積極的にお応えした結果、4,500 億円増
加し 3 兆 7,167 億円となりました。
貸出金＋私募債は、4,606 億円増加し 3 兆 7,923 億円となりました。（2018 年 9 月末比）

金融再生法開示債権比率は 0.84％と低い水準になっております。
金融再生法開示債権比率は、0.84％と引続き極めて低い地銀トップクラスの低水準
となっております。

貸出金

金融再生法開示債権

2017年
9月末

2018年
9月末

2019年
9月末

0.70％
0.64％

0.86％ 0.82％

0.62%

0.84%

10.35％

9.08％

※ 部分直接償却
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の担保・保証付債権について、債権額から担保の評価額及び保証等により回収が可能と認められる額を差し引いた残高を、

貸倒償却として債権額から直接減額することです。

ピーク時：2002年3月末

地銀トップクラス
の低水準

金融再生法開示債権比率
部分直接償却※を実施した場合
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株主優待制度のご案内

株式についてのご案内

保有株式数1,000株以上（毎年3月31日現在）の株主さまを対象とした各種優待制度

事業年度
当行の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までの1年とします。

定時株主総会
毎事業年度終了後3か月以内に開催いたします。

配当金
期末配当の基準日は、毎年3月31日といたします。中間配当をする
場合は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として配
当いたします。

公告掲載方法
電子公告の方法により、当行ホームページに掲載いたします。ただし、
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすること
ができない場合は、福島市において発行する福島民報および福島民
友ならびに東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。

ふくしまからの贈りもの　①、②、③、④のいずれかから1品を選択
保有期間1年以上の株主さま

●株式に関するお問い合せ

●単元未満株式（1～99株）をお持ちの株主さまへ

株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関
三菱UFJ 信託銀行株式会社
※�2018年12月5日より、特別口座の口座管理機関を三菱UFJ信託銀行に
変更いたしました。特別口座に関するお手続き、お問い合せにつきまし
ては、右記の三菱UFJ信託銀行�証券代行部にお申し出ください。

http://www.tohobank.co.jp/東邦銀行ホームページ

・届出住所等のご変更
・配当金受取方法のご指定・変更
・単元未満株式のご売却・買増し

口座を開設されている証券会社等へお問合せ
ください。

・�特別口座（証券会社に口座を開設していな
い株主さま）の場合
・�お支払期間経過後の配当金、支払明細発行

（以下にお問い合せください。）
三菱UFJ信託銀行株式会社�証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL�0120-232-711（通話料無料）

当行株式の市場での取引単位（単元株式）は100株のため、1～99株の単元未満株式は市場での売買
ができません。単元未満株式の売買をご希望の株主さまは、以下のいずれかの制度をご利用いただ
けます。
①単元未満株式を当行に対し時価でご売却いただく「単元未満株式買取制度」
②単元株式（100株）にするために必要な株数をご購入いただく「単元未満株式買増制度」
※�特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続きを行っ
ていただく必要がございます。

株主の皆さまへの取組み

保有株式数1,000株以上の
すべての株主さま

投資信託手数料優遇
投資信託120万円までの

申込手数料無料

定期預金金利優遇
1年もの定期預金

（預入金額10万円以上
300万円以内）に

年0.1％の金利を上乗せ

①「宿泊コース」
福島県内の旅館・ホテルでご利用できるご優待券

②「特産品コース」
選りすぐりの福島県特産品を贈呈

③�「TSUBASAアライアンス共同企画�
特産品コース」
TSUBASAアライアンスに加盟する地方銀行4行
（千葉銀行、第四銀行、中国銀行、伊予銀行）の地元
特産品を贈呈

④「寄付コース」
当行が株主さまに代わり、「日本赤十字社福島県支
部」、「福島県（ふるさとふくしま応援寄付金）」、「ふ
くしまこども食堂ネットワーク」に優待特典相当
額を寄付
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●相馬支店●梁川支店

●喜多方支店

高田支店●

●山口支店

●田島支店
●石川支店

矢吹支店●

●浅川支店

●棚倉支店

●塙支店

●会津下郷支店

●
猪苗代
支店

●保原支店

●川俣支店●二本松　支店
●本宮支店

●三春支店

●船引支店

●小野支店

●原町支店

●小高支店

桑折支店●

塩川支店●
坂下支店●

●川口支店

只見支店●

新白河支店●

鏡石支店●

●浪江支店・
　双葉支店

●

●楢葉支店会津
若松市

郡山市

福島市

須賀川市

いわき市白河市

富岡支店・
大熊支店

白河市内（3ヵ店）須賀川市内（3ヵ店）

郡山市内（21ヵ店）
土曜・日曜営業店
●八山田支店

福島市内（23ヵ店）

いわき市内（13ヵ店）
土曜・日曜営業店
●谷川瀬支店

会津若松市内（8ヵ店）

※八山田支店・谷川瀬支店の土曜・日曜営業は下記のとおり
相談業務のみのお取扱いとなります。
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す べ て を 地 域 の た め に福島県内を中心に充実した店舗ネットワーク !!

ローン専門店

ローンセンター

●郡山ローンセンター（新さくら通り支店内）
●八山田ローンセンター（八山田支店内）
●白河ローンセンター（新白河支店内）
●会津ローンセンター（滝沢支店内）
●いわき鹿島ローンセンター
　（いわき鹿島支店内）
●仙台ローンセンター（仙台支店内）
●仙台泉ローンセンター（仙台泉支店内）
●仙台南ローンセンター（仙台南支店内）
●名取ローンセンター（名取支店内）

ローンプラザ

●ローンプラザ福島支店

県外支店（12ヵ店）

インターネット

●東京都
　東京支店　新宿支店
●宮城県
　仙台支店　仙台東支店
　仙台泉支店　仙台南支店
　名取支店
●茨城県
　日立支店　水戸支店
●栃木県
　宇都宮支店
●新潟県
　新潟支店
●山形県
　米沢支店

●インターネット支店

土曜・日曜営業

平日にご来店が難しいお客さまも土曜日・
日曜日にゆっくりご相談いただけます。
専門のスタッフがお客さまお一人おひとり
に最適なご提案をさせていただきます。

　［実施店舗］
　　　八山田支店・谷川瀬支店

　［取扱い業務］
　　　各種ローンご相談・受付
　　　資産運用のご相談・受付
　　　各種休日セミナーの開催　など

市内西部の幹線道路沿いに
位置し利便性の良いローン
プラザ須賀川支店を、須賀
川西支店に呼称変更し、総
合店舗化（フルバンキング）
いたしました。

休日コンサルティング店舗の設置［２０１９年４月］

須賀川西支店オープン［２０１９年４月］

店舗ネットワークのご案内

2019年12月発行　東邦銀行総合企画部 広報・社会貢献課　〒960-8633 福島市大町3番25号　電話（024）523-3131

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサルデ
ザインフォントを採用
しています。

FSCマーク ベジタブルインキマーク

010_9422028131912.indd   1 2019/11/15   11:58:59


