
平成25年1月発行

H24.10.13　両行合同支店長会議

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。

株式会社 じもとホールディングス
〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
℡.022-722-0011（代表）
http://www.jimoto-hd.co.jp/

株式会社 きらやか銀行
〒990-8611 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
℡.023-631-0001（代表）
http://www.kirayaka.co.jp/

株式会社 仙台銀行
〒980-8656 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
℡.022-225-8241（代表）
http://www.sendaibank.co.jp/

本ディスクロージャー誌は、銀行法第21条に基いて作成
したディスクロージャー資料です。
※2012年9月期の詳細な財務データにつきましては、
「2012年9月期ディスクロージャー本編」をご覧ください。

、誕生

ディスクロージャー誌 情報誌編2012年 9月期

﹇
じ
も
と
H
D
社
長/

き
ら
や
か
銀
行 

頭
取
﹈
粟
野

　　学

﹇
じ
も
と
H
D
会
長/

仙
台
銀
行
頭
取
﹈
三
井

　精
一

宮
城
と
山
形
を
つ
な
ぐ

両

行行
員が選ぶ！！

［特集］
宮城・山形の
じもとじまん

創
刊
記
念
対
談

創刊記念号
秋田、新潟もあります



CONTENTS

ごあいさつ・会社概要････････････････････････････01
じもとホールディングス トップ対談･････････02
じもと・じまん･･･････････････････････････････････････06
トピックス････････････････････････････････････････････12

業績のハイライト
　きらやか銀行･････････････････････････････････････14
　仙台銀行･･･････････････････････････････････････････16

（平成24年12月末現在）

平成24年10月1日

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号

代表取締役会長　三井　精一
代表取締役社長　粟野　　学

じもとホールディングス設立のご挨拶
－ 私たちは宮城と山形を結び、じもとの「人・情報・産業」をつなぎます －

設立年月日

本社所在地

17,000百万円

東京証券取引所

資　本　金

上場取引所

代　表　者

じもとホールディングス  会社概要

　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申

し上げます。

　10月1日、株式会社きらやか銀行（取締

役頭取 粟野 学）と株式会社仙台銀行（取締

役頭取 三井精一） は、株主総会のご承認

ならびにご当局の認可をいただき、共同持

株会社である株式会社じもとホールディン

グスを設立し、経営統合いたしました。

　株式会社じもとホールディングスは、両

銀行ならびに関連会社とともに「じもと

グループ」を構成し、「お客様に喜ばれ、

信頼され、『じもと』とともに進化・発展する新たな金融グループを創設する」を経営理念に掲げ、

グループ役職員が一丸となって宮城と山形を結び、じもとの「人・情報・産業」をつないで地域

社会の復興と繁栄に貢献して参る所存でございます。

　皆様方におかれましては、何卒ご高承のうえ、今後ともご厚誼ご支援を賜りますよう心より

お願い申し上げます。

株式会社 じもとホールディングス 代表取締役会長　三井  精一
代表取締役社長　粟野  　学

株式会社じもとホールディングスは、平成24年10月1日に
東証一部に上場しました。

平成２４年１０月９日 東京証券取引所にて

10 月 1 日私たちは、

じもとホールディングスを設立し、

経営統合いたしました。

じもとを愛し、じもとに根ざし、

じまんしたくなる、

じもとの未来のために。

私たちは宮城と山形を結び、

「人・情報・産業」をつなぎます。

じもとに喜ばれ、信頼される

じもとのための金融グループへ。

じもとホールディングスに

ご期待ください。

株式会社じもとホールディングスは、平成 24年 10月 1日に
東証一部に上場しました。
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H22.10.26
経営統合記者会見
（仙台銀行）

H22.10.26
経営統合記者会見
（きらやか銀行）

H23.3.11 
東日本大震災発生
（仙台銀行 女川支店）

H24.10.1  
じもとホールディングス
誕生記者会見

H24.9.13 
じもとホールディングス
財務局設立認可（東北財務局）

H22.11.25

第1回経営統合委員会
H24.4.26

最終合意記者会見
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じもと経済
活性化戦略

両行の情報をつなぎ、
産業再生と活性化へ貢献
両行の情報をつなぎ、
産業再生と活性化へ貢献

商流形成

産業再生・活性化

司会・質問　平成24年10月、きらやか銀行と仙台銀行
は、『じもとホールディングス』を設立し経営統合いた
しました。統合までの道のりを振り返っていかがお感
じですか。

三井会長　両行は、平成22年10月に、経営統合の検
討開始を合意したものの、翌年3月の東日本大震災で
仙台銀行を中心に甚大な被害を受けました。
それでも両行は、あの大惨事を懸命な努力と全国の温
かい支援で乗り越えて、1年遅れではありますが無事に
経営統合に至りました。ここまで本当に厳しい道のり
でした。それだけに新金融グループの誕生はとても感
慨深いものがあります。

粟野社長　大震災という大きな出来事があり、仙台銀
行の皆さんは、お取引先のこと、銀行のこと、そしてご

家族のこと、本当に色々
ご苦労されましたが、そ
れを乗り越えていただい
た。だからこそ、今回の
経営統合に至ったのだ
と思っています。改めて
仙台銀行の皆さんのご
努力に、心から敬意を表
したいと思います。

三井会長　ありがとうございます。震災の直後から、
きらやか銀行の皆さんは、山形からワゴン車でたくさ
んの支援物資を連日当行へ運んでくれました。当時、

仙台では何も手に入らなかったので本当に有難かった。
これが皆さんの心からの支援なのだと知って、嬉しさ
に涙がこぼれたことは今でも忘れていません。
震災では、仙台銀行と多
くのお客さまが傷つきま
した。震災の影響で大幅
な赤字決算になることも
目に見えていました。粟
野頭取はなかなか言いに
くいだろうなと思い、数
週間後に「どうしますか、
経営統合の準備を続け
ますか」とお聞きしました。すると即座に粟野頭取は
「継続します」と答えて頂いたわけです。私は、きらや
か銀行が統合継続の判断をされた時から、両行の本当
の絆は強まったのだと思っています。

粟野社長　統合後、昨年10月から11月にかけて、私は、
宮城県内の仙台銀行の全営業店を訪問しました。どこ
でも皆さんには本当に温かく迎えてもらい、実に嬉し
い思いでいっぱいでした。
訪問して感じましたが、三井会長が言われるとおり、あ
の大震災が両行の絆をより強めたことは間違いないと
思います。改めて一緒になってよかったな、そう思いま
した。
一方で、宮城と山形の両県に跨る新しい金融グループ
を創り上げたわけですから、それを成功させなければ
ならないという緊張感もあります。船出にあたり改めて
気を引き締めた次第です。

司会・質問　持株会社の社名を「じもとホールディング
ス」とした理由、新金融グループの経営方針をお聞か
せください。

三井会長　宮城県と山形県は、以前から同一経済圏と
して協力発展していくことが期待されてきました。震災
後は、復興に向けて両県の絆を多面的に深めていくこ
とが求められています。こうした大きな変化のなかで、
じもとホールディングスが誕生したわけです。
この会社名には、地元である宮城と山形の「人・情報・
産業」をつなぎ、震災復興そして地域経済活性化に全
力で取り組むという私たちの固い決意が込められてい
ます。
「じもと」という会社名は覚えやすいですよね。地域の
皆さんには好意的かつ大きな期待を持って受け入れら
れています。その期待に応えるため、しっかりとした
統合効果を出すことが私たちグループの最大の使命と
考えています。

粟野社長　じもとホールディングスの経営方針、その
基本的な考え方は、じもとホールディングスしか持っ
ていない特色を打ち出すことです。他行にない特色、
これは何かというと、宮城と山形両県に広がる広大な
マーケットです。豊富な情報源です。これはじもとホー
ルディングスだけが持っている強みです。この強みを
グループで徹底的に強くしていく。
この強みと知恵を使っ
て、お客さまから喜ん
でいただける金融サー
ビスを創造していく。
これがグループの成長
ストーリーだと考えて
います。
じもとホールディング
スの経営理念は、「人・

情報・産業」をつなぐですが、まさしくこれを実現させ
ていきます。そのためには仕組みもきちんと作って、行
員一人ひとりが自覚をもって行動できるレベルにまで
しっかり定着させていきたいと思っています。
　
司会・質問　じもとホールディングスは震災復興支援を
第一の戦略に掲げていますが、この取り組みについてお
聞かせください。

粟野社長　大震災の発生から2度目の冬を迎え、私自身
も被災地の状況を見てまいりましたが、まだまだ道のり
は長く、厳しいものがあると感じざるを得ません。
このような状況下、震災に係わる資金需要に積極的にお
応えするべく、きらやか銀行は、震災特例としての公的
資金を100億円活用させていただきました。仙台銀行を
含めるとグループ全体としては600億円の資本参加を受
けており、まさに復興支援体制が整ったことになります。
震災復興に関して言えば、じもとホールディングスには
被災地の金融グループとして独自の役割、私どもでな
いとできない役割があると認識しています。
例えば、両行の情報をつなぐことで宮城と山形の間で商
流の形成に取り組むこと。両行独自のノウハウを融合・
活用することで、産業再生と活性化に貢献していくこと。
単独では対応できない大型の復興案件などに両行が協調
して対応していくこと、などです。両行が一緒に行動す
ることで、さらに復興に貢献できると考えています。

JIMOTO HOLDINGS トップ対談

～宮城と山形をつなぐ
　じもとホールディングス～
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経営統合に至りました。ここまで本当に厳しい道のり
でした。それだけに新金融グループの誕生はとても感
慨深いものがあります。

粟野社長　大震災という大きな出来事があり、仙台銀
行の皆さんは、お取引先のこと、銀行のこと、そしてご

家族のこと、本当に色々
ご苦労されましたが、そ
れを乗り越えていただい
た。だからこそ、今回の
経営統合に至ったのだ
と思っています。改めて
仙台銀行の皆さんのご
努力に、心から敬意を表
したいと思います。

三井会長　ありがとうございます。震災の直後から、
きらやか銀行の皆さんは、山形からワゴン車でたくさ
んの支援物資を連日当行へ運んでくれました。当時、

仙台では何も手に入らなかったので本当に有難かった。
これが皆さんの心からの支援なのだと知って、嬉しさ
に涙がこぼれたことは今でも忘れていません。
震災では、仙台銀行と多
くのお客さまが傷つきま
した。震災の影響で大幅
な赤字決算になることも
目に見えていました。粟
野頭取はなかなか言いに
くいだろうなと思い、数
週間後に「どうしますか、
経営統合の準備を続け
ますか」とお聞きしました。すると即座に粟野頭取は
「継続します」と答えて頂いたわけです。私は、きらや
か銀行が統合継続の判断をされた時から、両行の本当
の絆は強まったのだと思っています。

粟野社長　統合後、昨年10月から11月にかけて、私は、
宮城県内の仙台銀行の全営業店を訪問しました。どこ
でも皆さんには本当に温かく迎えてもらい、実に嬉し
い思いでいっぱいでした。
訪問して感じましたが、三井会長が言われるとおり、あ
の大震災が両行の絆をより強めたことは間違いないと
思います。改めて一緒になってよかったな、そう思いま
した。
一方で、宮城と山形の両県に跨る新しい金融グループ
を創り上げたわけですから、それを成功させなければ
ならないという緊張感もあります。船出にあたり改めて
気を引き締めた次第です。

司会・質問　持株会社の社名を「じもとホールディング
ス」とした理由、新金融グループの経営方針をお聞か
せください。

三井会長　宮城県と山形県は、以前から同一経済圏と
して協力発展していくことが期待されてきました。震災
後は、復興に向けて両県の絆を多面的に深めていくこ
とが求められています。こうした大きな変化のなかで、
じもとホールディングスが誕生したわけです。
この会社名には、地元である宮城と山形の「人・情報・
産業」をつなぎ、震災復興そして地域経済活性化に全
力で取り組むという私たちの固い決意が込められてい
ます。
「じもと」という会社名は覚えやすいですよね。地域の
皆さんには好意的かつ大きな期待を持って受け入れら
れています。その期待に応えるため、しっかりとした
統合効果を出すことが私たちグループの最大の使命と
考えています。

粟野社長　じもとホールディングスの経営方針、その
基本的な考え方は、じもとホールディングスしか持っ
ていない特色を打ち出すことです。他行にない特色、
これは何かというと、宮城と山形両県に広がる広大な
マーケットです。豊富な情報源です。これはじもとホー
ルディングスだけが持っている強みです。この強みを
グループで徹底的に強くしていく。
この強みと知恵を使っ
て、お客さまから喜ん
でいただける金融サー
ビスを創造していく。
これがグループの成長
ストーリーだと考えて
います。
じもとホールディング
スの経営理念は、「人・

情報・産業」をつなぐですが、まさしくこれを実現させ
ていきます。そのためには仕組みもきちんと作って、行
員一人ひとりが自覚をもって行動できるレベルにまで
しっかり定着させていきたいと思っています。
　
司会・質問　じもとホールディングスは震災復興支援を
第一の戦略に掲げていますが、この取り組みについてお
聞かせください。

粟野社長　大震災の発生から2度目の冬を迎え、私自身
も被災地の状況を見てまいりましたが、まだまだ道のり
は長く、厳しいものがあると感じざるを得ません。
このような状況下、震災に係わる資金需要に積極的にお
応えするべく、きらやか銀行は、震災特例としての公的
資金を100億円活用させていただきました。仙台銀行を
含めるとグループ全体としては600億円の資本参加を受
けており、まさに復興支援体制が整ったことになります。
震災復興に関して言えば、じもとホールディングスには
被災地の金融グループとして独自の役割、私どもでな
いとできない役割があると認識しています。
例えば、両行の情報をつなぐことで宮城と山形の間で商
流の形成に取り組むこと。両行独自のノウハウを融合・
活用することで、産業再生と活性化に貢献していくこと。
単独では対応できない大型の復興案件などに両行が協調
して対応していくこと、などです。両行が一緒に行動す
ることで、さらに復興に貢献できると考えています。

JIMOTO HOLDINGS トップ対談

～宮城と山形をつなぐ
　じもとホールディングス～
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ひろがる つながる

●両行間の振込手数料・ATM手数料の優遇
●「じもと」を応援する商品の提供、イベントの開催
●お客様同士をつなぐビジネスマッチングの実施

のネットワーク

きらやか銀行 2店舗
秋田県

きらやか銀行 1店舗
福島県

きらやか銀行 各1店舗
埼玉県・東京都

きらやか銀行 5店舗
新潟県

きらやか銀行 63店舗
山形県

仙台銀行　　 61店舗
きらやか銀行   7店舗

宮城県

ひろがる つながる

●両行間の振込手数料・ATM手数料の優遇
●「じもと」を応援する商品の提供、イベントの開催
●お客様同士をつなぐビジネスマッチングの実施

のネットワーク

きらやか銀行 2店舗
秋田県

きらやか銀行 1店舗
福島県

きらやか銀行 各1店舗
埼玉県・東京都

きらやか銀行 5店舗
新潟県

きらやか銀行 63店舗
山形県

仙台銀行　　 61店舗
きらやか銀行   7店舗

宮城県

三井会長　沿岸被災地では、水産加工場などの再建が
一部で進んでいますが、これから重要になるのは販路
の回復だと思います。
宮城の水産品が並んでいたスーパーの販売棚は、震災
後、北海道や北陸の商品が並ぶようになってしまった。
そうした状態から再び宮城の被災業者が販路を回復す
るのは、容易ではありません。
ですから、じもとホールディングスとしては、山形で
「みやぎ復興感謝祭海の市in山形」を開催するなど、これ
からも被災企業の販路回復をしっかり応援していきた
いと考えています。

司会・質問　宮城と山形は「仙山圏」の言葉のとおり、
県境を超えて経済一体性が益々高まってきています。
今後の広域経済の発展にどのように貢献していくお考
えですか。

粟野社長　例えば、きらやか銀行は本業支援や事業再
生、仙台銀行は農業支援や個人ローンなどに強みを有
している。それらのノウハウをグループで共有し、お
客さまへの提案メニューを充実させていき、両行に配
置した情報コーディネーターが両行の取引先ニーズを
整理・マッチングさせていきます。
実際に、両行の紹介で宮城・山形の間でビジネスマッ

チングが成約したお客さまからは
「じもとホールディングスって、こ
んなサービスも提供してくれるんだ
ね」と大変喜んでもらっています。
小さくてもいいから実績を数多く積
み重ねる。お客さまの喜びが増え、
それが県境を超えた宮城と山形の
新たな商流形成を促し、地元経済
活性化の実現につながると考えて
います。

三井会長　そのためにも、まずは互いに宮城と山形の
ことをもっともっと知ることが大切ですね。
じもとホールディングスでは、グループ発足後、合同
支店長会議を開催していますが、こうした交流を通じ
て、宮城のこと、山形のこと、今まで知らなかったこと
がたくさん発見できている。グループ全員がきめ細や
かに動けば、膨大な情報を発掘することが出来ます。

粟野社長　それに宮城と山形を結ぶ新商品や金融サー
ビスも開発していきたいですね。両県に跨る楽しい商
品です。例えば、今回のじもとホールディングス設立
時の「じもと・じまんキャンペーン」は、お取引成約者
様に両県の特産品や温泉旅館宿泊券をプレゼントする
企画でしたが、これは「じもと」の特色が出ていてお客
さまからもたいへん好評でした。
色々なアイディアを出すことで、お客さまに喜んでいた
だける商品企画はさらに広がると思います。

司会・質問　規模の拡大に伴い、グループとして経営効
率化にどのように取り組むのかお聞かせください。

三井会長　金融機関でもっともコストがかさむのは
システム関連費用です。仙台銀行は平成25年5月、き
らやか銀行は平成27年5月に、NTTデータのステラ

キューブへ基幹システムを移行します。両行が同一シ
ステムを採用することで、通帳や伝票、事務処理ルー
ルの統一化を図ることができます。
併せて、じもとホールディングスとして両行本部機能
の高度化と集約化も進めていきます。この効率化で生
まれた経営資源の余力を、復興支援や経済発展支援へ
再配分し、営業力を強化していきたいと考えています。

粟野社長　両行合わせて600億円の公的資金を活用し
て積極的な震災復興に向かっていく。併せて、三井会
長が言われるように経営効率化を通じて、2つの銀行の
収益基盤を盤石なものにしていく。それによって安定
配当を実現し、将来の公的資金返済への道筋も付けな
ければなりません。　　　
そのためにまず必要なのは、両行のコミュニケーション
です。「日ごろから、どんな些細な事でもいいから連絡
しあう。きちんと話をする。そして互いに切磋琢磨して
いく。」そうすれば、グループとしての情報力と提案力、
解決力がさらに高まると考えています。

司会・質問　最後に、じもとホールディングスが目指す
将来の姿をお聞かせください。

三井会長　震災復興とともに、東北地方は、自動車産
業をはじめ、環境エネルギー産業など各産業が集積し、
新たな発展の可能性が増しています。
私たち金融グループの経営理念は、「じもとホールディ

ングス」の名称そのものに端的に表れています。私達
が目指すことは、じもと経済の復興と発展を支える
（ホールドする）ことです。
震災という大きな障害を乗り越えて誕生したじもとの
金融グループです。皆さんの期待にしっかり応えるこ
とができるよう、役職員の力を発揮してお客さまに貢
献してまいりたいと考えております。

粟野社長　私は、仙台銀行ときらやか銀行の経営統合
が、地域社会・お客さま・株主の皆さま・そして行員か
ら「成功したね」と言われる経営を行っていきます。
どのような状態になると「成功した」という状態になる
のでしょうか。例えば、法人のお客さまへは宮城・山形
の両県のマーケットをつないでお客さまのニーズへ対
応した件数を増加させる。個人のお客さまへは両県に
跨る楽しい商品の提供、そしてチャネルを充実してお
客さまと触れ合う回数を増やす。
このような成功基準を一つひとつ明確に持ちながら、
全役職員のチームワークで達成をしていきたいと思っ
ています。
3年後のじもとホールディングスに是非ご期待ください。

司会　本日はありがとうございました。じもとホール
ディングスのご活躍を心から期待しております。

粟野  学
〈MANABU AWANO〉

●株式会社 じもとホールディングス
社長

●株式会社 きらやか銀行 頭取
●昭和54年 きらやか銀行の前身
の一つ・旧山形相互銀行に入行

●座右の銘は、「There is always 
another way．」、いつも違うやり
方がある。

HUMAN PROFILE

三井 精一
〈SEIICHI MITSUI〉

●株式会社 じもとホールディングス
会長

●株式会社 仙台銀行 頭取
●昭和41年 仙台銀行の前身・旧
振興相互銀行に入行

●モットー：
　自分の名前から「精一杯頑張る」
こと。

HUMAN PROFILE

●本店所在地
　山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
●電 話 番 号
　023-631-0001（代表）
●設立年月日
　平成19年5月7日
●資　本　金
　177億円
●預 金 残 高
　12,571億円（譲渡性預金を除く）

●貸出金残高
　9,206億円
●従 業 員 数
　956名
●店　舗　数
　117カ店（県内99カ店、県外18カ店）（注）

●ホームページ
　http://www.kirayaka.co.jp/

きらやか銀行 概要 （平成24年9月30日現在） 仙台銀行 概要 （平成24年9月30日現在）

（平成24年12月末現在）

（注）ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）形式での
店舗統合による実質店舗数は80カ店（県内63カ店、
県外17カ店）、インターネット支店を除く。

●本店所在地
　仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
●電 話 番 号
　022-225-8241（代表）
●設立年月日
　昭和26年7月5日
●資　本　金
　224億85百万円
●預 金 残 高
　8,347億円（譲渡性預金を除く）

●貸出金残高
　5,306億円
●従 業 員 数
　761名
●店　舗　数
　72カ店（注）

●ホームページ
　http://www.sendaibank.co.jp/

（注）ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）形式での
店舗統合による実質店舗数は61カ店。
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ひろがる つながる

●両行間の振込手数料・ATM手数料の優遇
●「じもと」を応援する商品の提供、イベントの開催
●お客様同士をつなぐビジネスマッチングの実施

のネットワーク

きらやか銀行 2店舗
秋田県

きらやか銀行 1店舗
福島県

きらやか銀行 各1店舗
埼玉県・東京都

きらやか銀行 5店舗
新潟県

きらやか銀行 63店舗
山形県

仙台銀行　　 61店舗
きらやか銀行   7店舗

宮城県

ひろがる つながる

●両行間の振込手数料・ATM手数料の優遇
●「じもと」を応援する商品の提供、イベントの開催
●お客様同士をつなぐビジネスマッチングの実施

のネットワーク

きらやか銀行 2店舗
秋田県

きらやか銀行 1店舗
福島県

きらやか銀行 各1店舗
埼玉県・東京都

きらやか銀行 5店舗
新潟県

きらやか銀行 63店舗
山形県

仙台銀行　　 61店舗
きらやか銀行   7店舗

宮城県

三井会長　沿岸被災地では、水産加工場などの再建が
一部で進んでいますが、これから重要になるのは販路
の回復だと思います。
宮城の水産品が並んでいたスーパーの販売棚は、震災
後、北海道や北陸の商品が並ぶようになってしまった。
そうした状態から再び宮城の被災業者が販路を回復す
るのは、容易ではありません。
ですから、じもとホールディングスとしては、山形で
「みやぎ復興感謝祭海の市in山形」を開催するなど、これ
からも被災企業の販路回復をしっかり応援していきた
いと考えています。

司会・質問　宮城と山形は「仙山圏」の言葉のとおり、
県境を超えて経済一体性が益々高まってきています。
今後の広域経済の発展にどのように貢献していくお考
えですか。

粟野社長　例えば、きらやか銀行は本業支援や事業再
生、仙台銀行は農業支援や個人ローンなどに強みを有
している。それらのノウハウをグループで共有し、お
客さまへの提案メニューを充実させていき、両行に配
置した情報コーディネーターが両行の取引先ニーズを
整理・マッチングさせていきます。
実際に、両行の紹介で宮城・山形の間でビジネスマッ

チングが成約したお客さまからは
「じもとホールディングスって、こ
んなサービスも提供してくれるんだ
ね」と大変喜んでもらっています。
小さくてもいいから実績を数多く積
み重ねる。お客さまの喜びが増え、
それが県境を超えた宮城と山形の
新たな商流形成を促し、地元経済
活性化の実現につながると考えて
います。

三井会長　そのためにも、まずは互いに宮城と山形の
ことをもっともっと知ることが大切ですね。
じもとホールディングスでは、グループ発足後、合同
支店長会議を開催していますが、こうした交流を通じ
て、宮城のこと、山形のこと、今まで知らなかったこと
がたくさん発見できている。グループ全員がきめ細や
かに動けば、膨大な情報を発掘することが出来ます。

粟野社長　それに宮城と山形を結ぶ新商品や金融サー
ビスも開発していきたいですね。両県に跨る楽しい商
品です。例えば、今回のじもとホールディングス設立
時の「じもと・じまんキャンペーン」は、お取引成約者
様に両県の特産品や温泉旅館宿泊券をプレゼントする
企画でしたが、これは「じもと」の特色が出ていてお客
さまからもたいへん好評でした。
色々なアイディアを出すことで、お客さまに喜んでいた
だける商品企画はさらに広がると思います。

司会・質問　規模の拡大に伴い、グループとして経営効
率化にどのように取り組むのかお聞かせください。

三井会長　金融機関でもっともコストがかさむのは
システム関連費用です。仙台銀行は平成25年5月、き
らやか銀行は平成27年5月に、NTTデータのステラ

キューブへ基幹システムを移行します。両行が同一シ
ステムを採用することで、通帳や伝票、事務処理ルー
ルの統一化を図ることができます。
併せて、じもとホールディングスとして両行本部機能
の高度化と集約化も進めていきます。この効率化で生
まれた経営資源の余力を、復興支援や経済発展支援へ
再配分し、営業力を強化していきたいと考えています。

粟野社長　両行合わせて600億円の公的資金を活用し
て積極的な震災復興に向かっていく。併せて、三井会
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配当を実現し、将来の公的資金返済への道筋も付けな
ければなりません。　　　
そのためにまず必要なのは、両行のコミュニケーション
です。「日ごろから、どんな些細な事でもいいから連絡
しあう。きちんと話をする。そして互いに切磋琢磨して
いく。」そうすれば、グループとしての情報力と提案力、
解決力がさらに高まると考えています。

司会・質問　最後に、じもとホールディングスが目指す
将来の姿をお聞かせください。

三井会長　震災復興とともに、東北地方は、自動車産
業をはじめ、環境エネルギー産業など各産業が集積し、
新たな発展の可能性が増しています。
私たち金融グループの経営理念は、「じもとホールディ

ングス」の名称そのものに端的に表れています。私達
が目指すことは、じもと経済の復興と発展を支える
（ホールドする）ことです。
震災という大きな障害を乗り越えて誕生したじもとの
金融グループです。皆さんの期待にしっかり応えるこ
とができるよう、役職員の力を発揮してお客さまに貢
献してまいりたいと考えております。

粟野社長　私は、仙台銀行ときらやか銀行の経営統合
が、地域社会・お客さま・株主の皆さま・そして行員か
ら「成功したね」と言われる経営を行っていきます。
どのような状態になると「成功した」という状態になる
のでしょうか。例えば、法人のお客さまへは宮城・山形
の両県のマーケットをつないでお客さまのニーズへ対
応した件数を増加させる。個人のお客さまへは両県に
跨る楽しい商品の提供、そしてチャネルを充実してお
客さまと触れ合う回数を増やす。
このような成功基準を一つひとつ明確に持ちながら、
全役職員のチームワークで達成をしていきたいと思っ
ています。
3年後のじもとホールディングスに是非ご期待ください。

司会　本日はありがとうございました。じもとホール
ディングスのご活躍を心から期待しております。

粟野  学
〈MANABU AWANO〉

●株式会社 じもとホールディングス
社長

●株式会社 きらやか銀行 頭取
●昭和54年 きらやか銀行の前身
の一つ・旧山形相互銀行に入行

●座右の銘は、「There is always 
another way．」、いつも違うやり
方がある。

HUMAN PROFILE

三井 精一
〈SEIICHI MITSUI〉

●株式会社 じもとホールディングス
会長

●株式会社 仙台銀行 頭取
●昭和41年 仙台銀行の前身・旧
振興相互銀行に入行

●モットー：
　自分の名前から「精一杯頑張る」
こと。

HUMAN PROFILE

●本店所在地
　山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
●電 話 番 号
　023-631-0001（代表）
●設立年月日
　平成19年5月7日
●資　本　金
　177億円
●預 金 残 高
　12,571億円（譲渡性預金を除く）

●貸出金残高
　9,206億円
●従 業 員 数
　956名
●店　舗　数
　117カ店（県内99カ店、県外18カ店）（注）

●ホームページ
　http://www.kirayaka.co.jp/

きらやか銀行 概要 （平成24年9月30日現在） 仙台銀行 概要 （平成24年9月30日現在）

（平成24年12月末現在）

（注）ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）形式での
店舗統合による実質店舗数は80カ店（県内63カ店、
県外17カ店）、インターネット支店を除く。

●本店所在地
　仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
●電 話 番 号
　022-225-8241（代表）
●設立年月日
　昭和26年7月5日
●資　本　金
　224億85百万円
●預 金 残 高
　8,347億円（譲渡性預金を除く）

●貸出金残高
　5,306億円
●従 業 員 数
　761名
●店　舗　数
　72カ店（注）

●ホームページ
　http://www.sendaibank.co.jp/

（注）ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）形式での
店舗統合による実質店舗数は61カ店。
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鶴岡市

金山町

尾花沢市

大崎市 気仙沼市

石巻市

加美町

庄内町

天童市

日本三大うどんの一つである｢稲庭うどん｣は､秋田
を代表する特産品です｡発祥地である湯沢市以外に
県内各所で食すことが出来ます｡滑らかな喉越し
で艶やかな麺は､一度口にした誰もが絶賛する一品
です｡秋田にお寄りの際は､是非
ご賞味下さい｡

～宮
城・山

形の
人・情

報・産
業を
つなぐ

架け
橋へ
～

秋田県
山形県　　地区 宮城県

庄内
最上 　　地区県北

沿岸

❶秋田名物｢稲庭うどん｣

きらやか銀行本荘支店
渉外主任

佐藤　正昭

庄内・最上地区
県北・沿岸地区

1

2
3

1
2
3

秋田名物
稲庭うどん

❷庄内米のシンボル、山居倉庫！

【Profile】サービスの基本は
「人」であると思います。人と人
との繋がりを大事にし、地元金
融機関として地元の発展に貢
献していきます。

きらやか銀行酒田支店　
融資課長

酒田市のじまんはNHKの連続テレビ小説「おしん」
でも有名になった山居倉庫です。明治26年に建設さ
れた米の保管倉庫で、今なお現役で使用されている
ところが凄い!ケヤキ並木とともに12棟が立ち並ぶ
景観は一見の価値ありです。 庄内米の　　

　　シンボル、
山居倉庫！

❶岩出山・政宗公まつり

【Profile】入行3年目で現在は
預かり資産を担当。周りに支えら
れながら、前向きにいろいろな仕
事にチャレンジしています。

仙台銀行古川支店

土生　麻美

毎年9月に開催される政宗公まつりは、伊達政宗公
平和像を仙台城跡から政宗公ゆかりの地・大崎市岩
出山に移したことを機に始まりました。まつりでは、
騎馬武者隊等に扮した武者行列や仙台の郷土芸能・
すずめ踊りが披露され、当行職員も参加してまつり
を盛り上げています。

岩出山・
政宗公まつり

❸日本一の山車行列、新庄まつり！

【Profile】お客さまサービス課
長8年、銀行員生活25年目を
むかえました。元気印をモッ
トーにじもとNO.1を目指し頑
張ります！

きらやか銀行新庄支店
お客様サービス課長
笹原　悦子

新庄市のじまんは平成２１年３月に国の重要無形民俗
文化財に指定された山車行列「新庄まつり」です。
歴史は古く、宝暦６年（１７５６年）に始まったと言われ
ています。毎年８月２４・２５・２６日に開催されます。
特に２４日夜の宵祭りがおすすめです。

日本一の　
  山車行列
新庄まつり！

❸石巻に活気を！「石巻焼きそば」

【Profile】入行6年目で融資渉
外を担当。お客さまに対して常
に笑顔で誠実な対応を心掛け、
復興支援の力となれるよう頑張
ります。

仙台銀行　
石巻支店 兼 女川支店
田村　哲也

Ｂ級ご当地グルメ・石巻焼きそばの特徴は、調理前の麺
が茶色いこと。町おこしの一環として、B-１グランプリ
等に参加しPRしています。震災で製造工場や飲食店が
全壊するなど甚大な被害を受けましたが、石巻焼き
そばで町を活気づけ、立ち上がろうと頑張っています。

石巻に活気を！
「石巻焼きそば」

中根　康之

❷「みやぎの明治村」登米町

【Profile】窓口テラーを担当。
毎日のお客さまとの会話で元
気をいただいています。銀行窓
口を身近に感じてもらえるよう
に頑張ります。

登米市登米町には、明治時代の洋風建築物である教
育資料館(国重文・旧登米高等尋常小学校)や警察資料
館(県重文・旧登米警察署庁舎)等が大切に保存されて
います。当時の面影を残す武家屋敷や史跡もあり、
その町並みから「みやぎの明治村」と呼ばれています。 「みやぎの明治村」

登米町

【Profile】入行10年目の法人兼個人
渉外主任｡お客さまと一緒に考えるス
タンスを大事にし､本業支援と最適提
案を行なっていきます｡

仙台銀行佐沼支店

佐藤　なつ子

秋田県

写真提供：
宮城県観

光課
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❷庄内米のシンボル、山居倉庫！

【Profile】サービスの基本は
「人」であると思います。人と人
との繋がりを大事にし、地元金
融機関として地元の発展に貢
献していきます。

きらやか銀行酒田支店　
融資課長

酒田市のじまんはNHKの連続テレビ小説「おしん」
でも有名になった山居倉庫です。明治26年に建設さ
れた米の保管倉庫で、今なお現役で使用されている
ところが凄い!ケヤキ並木とともに12棟が立ち並ぶ
景観は一見の価値ありです。 庄内米の　　

　　シンボル、
山居倉庫！

❶岩出山・政宗公まつり

【Profile】入行3年目で現在は
預かり資産を担当。周りに支えら
れながら、前向きにいろいろな仕
事にチャレンジしています。

仙台銀行古川支店

土生　麻美

毎年9月に開催される政宗公まつりは、伊達政宗公
平和像を仙台城跡から政宗公ゆかりの地・大崎市岩
出山に移したことを機に始まりました。まつりでは、
騎馬武者隊等に扮した武者行列や仙台の郷土芸能・
すずめ踊りが披露され、当行職員も参加してまつり
を盛り上げています。

岩出山・
政宗公まつり

❸日本一の山車行列、新庄まつり！

【Profile】お客さまサービス課
長8年、銀行員生活25年目を
むかえました。元気印をモッ
トーにじもとNO.1を目指し頑
張ります！

きらやか銀行新庄支店
お客様サービス課長
笹原　悦子

新庄市のじまんは平成２１年３月に国の重要無形民俗
文化財に指定された山車行列「新庄まつり」です。
歴史は古く、宝暦６年（１７５６年）に始まったと言われ
ています。毎年８月２４・２５・２６日に開催されます。
特に２４日夜の宵祭りがおすすめです。

日本一の　
  山車行列
新庄まつり！

❸石巻に活気を！「石巻焼きそば」

【Profile】入行6年目で融資渉
外を担当。お客さまに対して常
に笑顔で誠実な対応を心掛け、
復興支援の力となれるよう頑張
ります。

仙台銀行　
石巻支店 兼 女川支店
田村　哲也

Ｂ級ご当地グルメ・石巻焼きそばの特徴は、調理前の麺
が茶色いこと。町おこしの一環として、B-１グランプリ
等に参加しPRしています。震災で製造工場や飲食店が
全壊するなど甚大な被害を受けましたが、石巻焼き
そばで町を活気づけ、立ち上がろうと頑張っています。

石巻に活気を！
「石巻焼きそば」

中根　康之

❷「みやぎの明治村」登米町

【Profile】窓口テラーを担当。
毎日のお客さまとの会話で元
気をいただいています。銀行窓
口を身近に感じてもらえるよう
に頑張ります。

登米市登米町には、明治時代の洋風建築物である教
育資料館(国重文・旧登米高等尋常小学校)や警察資料
館(県重文・旧登米警察署庁舎)等が大切に保存されて
います。当時の面影を残す武家屋敷や史跡もあり、
その町並みから「みやぎの明治村」と呼ばれています。 「みやぎの明治村」

登米町

【Profile】入行10年目の法人兼個人
渉外主任｡お客さまと一緒に考えるス
タンスを大事にし､本業支援と最適提
案を行なっていきます｡

仙台銀行佐沼支店

佐藤　なつ子

秋田県

写真提供：
宮城県観

光課
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鶴岡市

尾花沢市

新庄市

最上町

栗原市

南三陸町

女川町

石巻市

大崎市

仙台市

白石市
七ヶ宿町

石巻市
加美町

酒田市

山形市

小国町

天童市

山形県 宮城県

～宮
城・山

形の
人・情

報・産
業を
つなぐ

架け
橋へ
～

❹感動日本一！赤川花火大会

【Profile】入行15年目。去年4
月から新たに融資担当課長とし
て、お客さまの経営課題解決に、
お客さまと一緒に本気で取り組
んでいます。

きらやか銀行鶴岡中央支店
融資課長

近江　隆洋

幅700mの打ち上げ場所から打ち上げる花火は、
視界に収まりきらないぐらいスケールが大きく、夜空
一面を光が埋め尽くします。大会の永遠のテーマで
ある『感動日本一』に恥じない、心に響く花火大会で
す。２３回大会は２５年８月１７日土曜日開催予定です。

感動日本一！
赤川花火大会

❺寒河江の冷たい肉そば！

【Profile】法人渉外を担当。「お客さま
はより良い提案を待っている！」をモッ
トーにスピード感ある営業を心掛けて
います。

きらやか銀行寒河江支店
渉外代理

そば処山形の中でも寒河江市には美味しいそばが食
べられるお店が多くあります。私のじまんは「冷たい
肉そば」です。月山・朝日の風を受け寒暖差のある風
土がそばを育て、清流寒河江川の水がそば打ちに
活きています。是非寒河江に食べ
に来て下さい。

寒河江の
冷たい肉そば！

❻山形花笠まつり

【Profile】常にお客さまが一番
望んでいる事に応えられるよう
に心掛けています。「白田さんに
相談して良かった」と言ってい
ただく事が活力源です。

きらやか銀行営業統括部
山形ローンステーション

主任
白田　周子

山形市のイベントじまんはなんといっても「花笠まつ
り」！きらやか銀行も参加しており、一昨年からは仙台
銀行の皆さんも一緒に山形の夏の夜を彩っていま
す。花笠祭りは平成２４年に開催５０回を数え、東北を
代表する夏祭りの一つとしても知られています。

花の山形、
山形花笠まつり！

山口　高弘

4

6

5

❹SENDAI光のページェント

【Profile】「受ける」だけではな
く「投げ返す」。「投げる」だけで
はなく「受け止める」。お客さま
との会話のキャッチボールを大
切にしています。

「３，２，１」のカウントダウンから始まり、一瞬で杜の都
が幻想的な光の都に姿を変える仙台冬の風物詩・光
のページェント。定禅寺通のケヤキ並木に数十万球
の電球が一斉に点灯され、夢と希望の願いが込めら
れた眩い光のイルミネーションが観客を魅了します。SENDAI

光のページェント

❻昔ながらの味「仙台駄菓子」

【Profile】入行2年目で現在渉
外を担当。まだまだ経験不足で
すが、お客さまとの対話を大切
に、信頼される銀行員を目指し
ています。

仙台駄菓子は、江戸時代に伊達政宗公が茶の湯を好み
仙台に広めたのが由縁といわれています。職人が一つ
ひとつ丹精込めて手作りする仙台駄菓子は、昔ながら
の叙情的な形と素朴な味が魅力。兎玉、輪南京、みそ
ぱんなど豊富な種類があり、お土産に人気があります。昔ながらの味

「仙台駄菓子」

❺花と歴史の香る「多賀城跡」

【Profile】入行１年目。窓口でお
客さまから笑顔と元気をいただ
き、日々試行錯誤し、様々なこと
に挑戦しながら頑張っています。

多賀城市は、古代東北地方の中枢的な役割を果たし
た陸奥国の国府「多賀城」が置かれた歴史ある街で
す。城跡には、国の重要文化財で日本三大古碑の
１つ「多賀城碑」が建立されています。毎年6月には多
賀城跡あやめ祭りが開催され、市花のあやめが色鮮
やかに咲き誇ります。

花と歴史の香る
「多賀城跡」

庄内・村山地区 仙台地区
仙台市近郊
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❹感動日本一！赤川花火大会
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き、日々試行錯誤し、様々なこと
に挑戦しながら頑張っています。

多賀城市は、古代東北地方の中枢的な役割を果たし
た陸奥国の国府「多賀城」が置かれた歴史ある街で
す。城跡には、国の重要文化財で日本三大古碑の
１つ「多賀城碑」が建立されています。毎年6月には多
賀城跡あやめ祭りが開催され、市花のあやめが色鮮
やかに咲き誇ります。
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【Profile】常に情報収集を心
掛け、お客さまとの対話を大切
にし、一人一人のお客さまへの
最適提案を実践しています。

きらやか銀行赤湯支店

近野　あゆ美

南陽市の観光と言えば、赤湯温泉が有名です。昨年、
開湯920周年を迎え、湯治場として古い歴史を誇って
おり、赤湯支店付近には、多くの温泉旅館が軒を連
ねています。春には、温泉街にある烏帽子山公園の
千本桜の鑑賞にたくさんの観光客が訪れます。

きらやか銀行米沢支店
主任

黒田　悠平

南陽市の
　赤湯温泉！

【Profile】入行9年目の融資主
任。業務の理解を深めるだけで
なく、人間としての成長に心掛
け、文質彬彬たる銀行員を目指
します。

米沢は上杉家の城下町として、衣食住それぞれに伝
統文化を残しながらも、時代の流れに合わせた産学官
のマッチングによる先端技術を見事に融合している
日本でも数少ない市です。今後は、ＬＥＤの更なる開
発生産と有機ＥＬの開発など将来が楽しみです。

❼南陽市の赤湯温泉！

❾新潟郷土料理 のっぺ！

米沢ＡＢＣ
  =林檎・牛・鯉

【Profile】お客さまは勿論の
事、行員同士のコミュニケー
ションを大切にし、お客さまに
満足して頂けるように、親切・丁
寧な窓口応対に努めます。

きらやか銀行新発田西支店
主任

阿部　亜弥子

新潟のお正月定番といえば「のっぺ」です。地域や家
庭によって材料や味付けは様々ですが一言で言えば
薄味の煮物。鰹出汁・干椎茸・貝柱の戻汁等に里芋や
根菜・鶏肉・鮭等の角切りを煮込みます。「やさしい家
庭の味」でありこれからも残していきたいものです。

新潟郷土料理
のっぺ！

❼一目千本桜・しばた桜まつり

【Profile】預かり資産渉外を
担当。お客さまのニーズに応え
られるよう、丁寧な相談を心掛
けています。お客さまからの
「ありがとう」が活力源です。

毎年4月に日本さくら名所100選に選ばれた「白石川
堤･船岡城址公園」で開催されるしばた桜まつりは、
多くの花見客でにぎわいます。雪残る蔵王を背景に、
山一帯が桜色に染まった船岡城址公園の山頂から
一望する白石川堤の「一目千本桜」は絶景です。

一目千本桜・
しばた桜まつり

❾市民に愛される「岩沼ホルモン」

【Profile】キャリア採用の入行6年
目で現在渉外チーフ。お客さまが何
を望んでいるのかを常に考えなが
ら、全力で仕事に挑んでいます。

仙台銀行岩沼支店
支店長代理
中村　圭

B級ご当地グルメ・岩沼ホルモンの特徴は、ジンギス
カン鍋や網で一気に焼くこと。市営食肉処理場が
あったことから広がり、岩沼とんちゃんの名称で焼肉
店で食べることができます。津波被災地・岩沼市です
が、地域イベントに出店するなど岩沼ホルモンを通じ
た町おこしを行っています。

市民に愛される
「岩沼ホルモン」

❽片倉小十郎の居城「白石城」

【Profile】渉外を担当。一番大
事なことは、お客さまの気持ち
になって考えること。その気持
ちを忘れず日々成長していきた
いです。

白石市には、慶長7年に伊達家重臣の片倉小十郎が
入城し、明治維新までの約260年片倉氏の居城となっ
た仙台藩南の重要拠点・白石城があります。毎年10月
には、城下で片倉軍と真田軍の勇壮で迫力ある合戦
シーンを再現する「鬼小十郎まつり」が開催されます。

片倉小十郎の
居城

「白石城」
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置賜地区 県南地区

Apple

Beef
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掛け、お客さまとの対話を大切
にし、一人一人のお客さまへの
最適提案を実践しています。

きらやか銀行赤湯支店

近野　あゆ美

南陽市の観光と言えば、赤湯温泉が有名です。昨年、
開湯920周年を迎え、湯治場として古い歴史を誇って
おり、赤湯支店付近には、多くの温泉旅館が軒を連
ねています。春には、温泉街にある烏帽子山公園の
千本桜の鑑賞にたくさんの観光客が訪れます。

きらやか銀行米沢支店
主任

黒田　悠平

南陽市の
　赤湯温泉！

【Profile】入行9年目の融資主
任。業務の理解を深めるだけで
なく、人間としての成長に心掛
け、文質彬彬たる銀行員を目指
します。

米沢は上杉家の城下町として、衣食住それぞれに伝
統文化を残しながらも、時代の流れに合わせた産学官
のマッチングによる先端技術を見事に融合している
日本でも数少ない市です。今後は、ＬＥＤの更なる開
発生産と有機ＥＬの開発など将来が楽しみです。

❼南陽市の赤湯温泉！

❾新潟郷土料理 のっぺ！
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  =林檎・牛・鯉
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事、行員同士のコミュニケー
ションを大切にし、お客さまに
満足して頂けるように、親切・丁
寧な窓口応対に努めます。

きらやか銀行新発田西支店
主任

阿部　亜弥子

新潟のお正月定番といえば「のっぺ」です。地域や家
庭によって材料や味付けは様々ですが一言で言えば
薄味の煮物。鰹出汁・干椎茸・貝柱の戻汁等に里芋や
根菜・鶏肉・鮭等の角切りを煮込みます。「やさしい家
庭の味」でありこれからも残していきたいものです。

新潟郷土料理
のっぺ！

❼一目千本桜・しばた桜まつり

【Profile】預かり資産渉外を
担当。お客さまのニーズに応え
られるよう、丁寧な相談を心掛
けています。お客さまからの
「ありがとう」が活力源です。

毎年4月に日本さくら名所100選に選ばれた「白石川
堤･船岡城址公園」で開催されるしばた桜まつりは、
多くの花見客でにぎわいます。雪残る蔵王を背景に、
山一帯が桜色に染まった船岡城址公園の山頂から
一望する白石川堤の「一目千本桜」は絶景です。

一目千本桜・
しばた桜まつり

❾市民に愛される「岩沼ホルモン」

【Profile】キャリア採用の入行6年
目で現在渉外チーフ。お客さまが何
を望んでいるのかを常に考えなが
ら、全力で仕事に挑んでいます。

仙台銀行岩沼支店
支店長代理
中村　圭

B級ご当地グルメ・岩沼ホルモンの特徴は、ジンギス
カン鍋や網で一気に焼くこと。市営食肉処理場が
あったことから広がり、岩沼とんちゃんの名称で焼肉
店で食べることができます。津波被災地・岩沼市です
が、地域イベントに出店するなど岩沼ホルモンを通じ
た町おこしを行っています。

市民に愛される
「岩沼ホルモン」

❽片倉小十郎の居城「白石城」

【Profile】渉外を担当。一番大
事なことは、お客さまの気持ち
になって考えること。その気持
ちを忘れず日々成長していきた
いです。

白石市には、慶長7年に伊達家重臣の片倉小十郎が
入城し、明治維新までの約260年片倉氏の居城となっ
た仙台藩南の重要拠点・白石城があります。毎年10月
には、城下で片倉軍と真田軍の勇壮で迫力ある合戦
シーンを再現する「鬼小十郎まつり」が開催されます。
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トピックス

きらやか銀行

　仙台長町支店（仙台市太白区）は震災で被災し富
沢支店内に移転のうえ営業しておりましたが、平成
24年12月に新店舗での営業を再開いたしました。
新店舗は、お客さまの利便性はもちろん、建物の耐
震強化を図り、太陽光パネル設置により環境に配慮。
　新しくなった仙台長町支店および仙台コンサル
ティングステーションは、地域のお客さまの復興支
援に全力で取り組んでまいります。

もっと便利に！
仙台長町支店オープン

　当行は、お取引先企業への本業支援の一環として、
事業継承問題を重要テーマと捉え、専門チームを設
置するなど課題解決に向けた取り組みを強化してお
ります。平成24年12月には、中小企業基盤整備機
構東北本部と連携し、事業承継セミナーを開催。
　今後も、当行と中小機構東北本部は、連携活動事業
をより一層強化・充実させ、山形県内中小企業等の
経営支援と地域経済活性化を推進してまいります。

円滑な事業承継の実現をサポート!
事業承継セミナー

　将監支店（仙台市泉区）は、震災で被災し仮店舗
で営業していましたが、平成25年1月に新店舗が
完成・オープンしました。駐車場を優先したレイア
ウトを採用し、さらに利便性が高まりました。
　支店内には「泉住宅ローンプラザ」を新設。住宅
ローンの専門スタッフが、様々なローン相談に丁寧・
迅速に対応しています。住宅ローンプラザは、土日
（祝日除く）も営業中。お気軽にご来店ください。

将監支店新築オープン！
住宅ローンプラザを新設

　当行は、公益信託「仙台銀行まちづくり基金」を
通じて、宮城県内のまちづくり活動や復興活動に頑
張る団体へ助成し、積極的に活動を応援しています。
　平成24年度は、津波被災地で復興に向けた住民
勉強会を運営しているグループなど、合計10先に
総額100万円を助成しました。
　今後も当行は、被災地の住民コミュニティーの再
生を支援し、ふるさとの復興に貢献してまいります。

まちづくり基金
住民の復興活動を応援

　きらやか銀行と仙台銀行は、被災地の様々な復興
ニーズを積極的に収集するとともに、県境を越えた
ビジネスマッチングを展開し、復興を支援しています。
　これまで両行は、宮城と山形の建設業者を仲介し、
宮城の復興工事に参加するJV（共同企業体）組成
等を支援したほか、平成24年11月には、「東京ビ
ジネスサミット2012」に参加し、取引先の販路拡
大を支援しました。

宮城・山形をつなぐ
ビジネスマッチング

　きらやか銀行と仙台銀行は、復興資金に積極的に
対応しており、両行の被災者向け新規融資実績は、
累計で919億円（平成24年12月末）となっています。
　今後、被災地では設備資金の需要が本格化する
ことから、両行は、大口資金需要にも協調融資等で
円滑に対応し、復興を支援してまいります。
　また、共同研修会で事業再生ノウハウのレベル
アップに努め、人材育成にも取り組んでいます。

両行が協調
復興融資や事業再生に対応

　じもとホールディングスでは、株主・投資家の皆
さまやお取引先のお客さま、そして地域の皆さまに
当社の経営方針や両銀行の経営状況等をご理解いた
だくために、IR（インベスターリレーションズ）を
平成24年12月より開催しております。じもとホー
ルディングス初となる今回のIRは、宮城・山形・
東京の13箇所で開催しました。当社はこれからも
情報開示の充実に積極的に取り組んでまいります。

じもとホールディングス初の
IR（会社説明会）開催

　きらやか銀行と仙台銀行は、じもとホールディン
グス設立を記念して、じもと・じまんキャンペーン
を実施しました。対象商品をご契約されたお客さま
全員に宮城・山形の味じまんをセットにした「じも
と・じまん」を、さらには抽選により両県を代表す
る温泉地の旅館・ホテルの宿泊券をプレゼント！
　10月1日には、両行の全営業店でご来店のお客さ
まにバラの花をプレゼントしました。

両行合同実施！
じもと・じまんキャンペーン

仙台銀行

両行の共同施策

平成24年度助成先コンパクトシティいしのまき・街なか創生協議会将監支店　新店舗オープン

平成24年12月　東京IR平成24年11月　きらやかターンアラウンド・パートナーズ㈱セミナー平成24年11月　東京ビジネスサミット2012

仙台長町支店　新店舗オープン平成24年12月　事業承継セミナー
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業績のハイライト

コア業務純益■ 「業務純益」から「一般貸倒引当金繰入額」と「国債等債券損益」を除いたものです。分かりやすく言えば、資金運用収益と調達費用の
差額である資金運用収支益と、送金手数料等の手数料収支から、営業経費を引いた、いわゆる銀行本業部分の収支益の事を指します。

経 常 利 益
中間純利益

■
■

「業務純益」から「株式売買損益」や「個別貸倒引当金繰入額」などの臨時損益を加減した利益を指します。
「経常利益」に「特別利益」と「特別損失」、そして法人税等の税金を加減した利益を指します。

きらやか銀行

※預金には譲渡性預金を含みません。

※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
※単体自己資本比率（国内基準）は銀行法第14条の2の規定に基づく金融庁告示に定められた算式に基づき算出しております。
※決算の詳細につきましては、きらやか銀行ホームページ（http://www.kirayaka.co.jp/）をご覧ください。

　当中間連結会計期間の損益につきましては、連結経常収益は、貸出金利回りの低下による貸出金利息の減少等が
あったものの、市場環境を考慮しポートフォリオの見直しを実施したことから、前年同期比5億15百万円増加の
132億33百万円となりました。
　一方、連結経常費用は、不良債権費用の増加により、前年同期比7億59百万円増加の123億88百万円となりました。
　その結果、連結経常利益は、前年同期比2億44百万円減少の8億45百万円となりました。
　また、連結中間純利益は、前年同期比3億18百万円減少の8億3百万円となりました。

損益の状況（連結）

経常利益・中間純利益の状況（連結） 経常利益・中間純利益の状況（単体）

　平成24年9月末の金融再生法に基づく開示債権は、前年同期比158億80百万円減少し、361億33百万円、開示
債権比率は1.81ポイント低下の3.85％となりました。
　今後も引き続き、お取引企業に対する財務内容改善等ノウハウの提供に係る経営支援、経営指導をこれまで以上
に強化し、資産の健全化に努めてまいります。　単体自己資本比率（国内基準）は、中間純利益による

自己資本の積み上げを図ったものの、リスクアセット
が増加したこと等から、前年同期比0.33％低下の
8.97％となりました。

自己資本比率（国内基準）の状況（単体）

　銀行の本業部分の収益を表すコア業務純益は、前年
同期比1億39百万円増加の25億14百万円となりま
した。

コア業務純益の状況（単体）

　預金残高は、「山形応援シリーズ」やインターネッ
ト支店専用定期預金等を中心とした企画定期預金の充
実で前年同期比662億円増加の1兆2,571億円となり
ました。

預金・預かり資産の状況

　貸出金残高は、「本業支援・最適提案」の取り組み
を徹底したことから、前年同期比180億円増加の
9,206億円となりました。

貸出金の状況

金融再生法開示債権

用語解説
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　当行は、平成23年2月、取引先企業再生支援のためのコンサルティ

ング機能の発揮及び強化を目指し、完全子会社となるきらやかターン

アラウンド・パートナーズ株式会社を設立、平成24年5月、当行が所

管する貸出債権125億59百万円を会社分割により承継いたしました。

平成24年9月末現在における同社との連結開示債権残高は475億円

で開示債権比率は5.01％となります。

　なお、同社は、平成24年3月、日本政策投資銀行と資本及び業務提

携に関する協定書を締結し、企業再生支援機能を強化するとともに人

材の育成を図ることによって地域経済の活性化を目指しております。

金融再生法開示債権残高（左目盛） 総与信に占める割合（右目盛）
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ング機能の発揮及び強化を目指し、完全子会社となるきらやかターン

アラウンド・パートナーズ株式会社を設立、平成24年5月、当行が所

管する貸出債権125億59百万円を会社分割により承継いたしました。

平成24年9月末現在における同社との連結開示債権残高は475億円

で開示債権比率は5.01％となります。

　なお、同社は、平成24年3月、日本政策投資銀行と資本及び業務提

携に関する協定書を締結し、企業再生支援機能を強化するとともに人

材の育成を図ることによって地域経済の活性化を目指しております。

金融再生法開示債権残高（左目盛） 総与信に占める割合（右目盛）
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業績のハイライト 仙台銀行

※預金には譲渡性預金を含みません。

　当中間連結会計期間の損益につきましては、前連結会計年度末までに震災関連の与信関係費用を累計で75億円程
度計上しましたが、当中間連結会計期間において取引先の業況推移等を確認した結果、貸倒引当金戻入益を10億
40百万円計上したことなどから、連結経常収益は、前年同期比17億8百万円増加の91億3百万円となりました。
　一方、連結経常費用は、利回り低下に伴う資金調達費用の減少のほか、前年同期は震災による貸倒引当金及び有
価証券の減損処理を計上していたことなどから、前年同期比86億3百万円減少の71億3百万円となりました。
　その結果、連結経常利益は、前年同期比103億12百万円増加の19億99百万円となりました。
　また、連結中間純利益は、前年同期比114億99百万円増加の19億30百万円となりました。

損益の状況（連結）

経常利益・中間純利益の状況（連結） 経常利益・中間純利益の状況（単体）

　平成24年9月末の金融再生法に基づく開示債権は、
前年同期比28億29百万円増加し、305億10百万円、
開示債権比率は0.32ポイント上昇の5.71％となりま
した。
　今後も引き続き、お取引企業に対する財務内容改善
等ノウハウの提供に係る経営支援、経営指導をこれま
で以上に強化し、資産の健全化に努めてまいります。

　単体自己資本比率（国内基準）は、経営強化計画に
基づき、平成23年度下半期に期限が到来した劣後ロー
ン55億円を順次返済したことから、前年同期比2.11
ポイント低下の12.10％となりました。

自己資本比率（国内基準）の状況（単体）

　銀行の本業部分の収益を表すコア業務純益は、資金
利益及び役務取引等利益がともに増加したほか、物件
費の節減に努めたことなどから、前年同期比6億1百
万円増加の8億15百万円となりました。

コア業務純益の状況（単体）

　預金残高は、被災者の住宅修繕など復興資金として
の払出等により個人預金が減少しましたが、法人預金
や公金預金が増加したことから、前年同期比79億48
百万円増加の8,347億65百万円となりました。

預金・預かり資産の状況

　貸出金残高は、震災復旧・復興に係る様々な資金需
要に積極的に対応した結果、中小企業向け貸出残高が
増加したことなどから、前年同期比208億48百万円
増加の5,306億3百万円となりました。

貸出金の状況

金融再生法開示債権

中間純利益経常利益 （単位：百万円）
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コア業務純益■ 「業務純益」から「一般貸倒引当金繰入額」と「国債等債券損益」を除いたものです。分かりやすく言えば、資金運用収益と調達費用の
差額である資金運用収支益と、送金手数料等の手数料収支から、営業経費を引いた、いわゆる銀行本業部分の収支益の事を指します。

経 常 利 益
中間純利益

■
■

「業務純益」から「株式売買損益」や「個別貸倒引当金繰入額」などの臨時損益を加減した利益を指します。
「経常利益」に「特別利益」と「特別損失」、そして法人税等の税金を加減した利益を指します。

※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
※単体自己資本比率（国内基準）は銀行法第14条の2の規定に基づく金融庁告示に定められた算式に基づき算出しております。
※決算の詳細につきましては、仙台銀行ホームページ（http://www.sendai.bank.co.jp/）をご覧ください。

用語解説
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業績のハイライト 仙台銀行

※預金には譲渡性預金を含みません。

　当中間連結会計期間の損益につきましては、前連結会計年度末までに震災関連の与信関係費用を累計で75億円程
度計上しましたが、当中間連結会計期間において取引先の業況推移等を確認した結果、貸倒引当金戻入益を10億
40百万円計上したことなどから、連結経常収益は、前年同期比17億8百万円増加の91億3百万円となりました。
　一方、連結経常費用は、利回り低下に伴う資金調達費用の減少のほか、前年同期は震災による貸倒引当金及び有
価証券の減損処理を計上していたことなどから、前年同期比86億3百万円減少の71億3百万円となりました。
　その結果、連結経常利益は、前年同期比103億12百万円増加の19億99百万円となりました。
　また、連結中間純利益は、前年同期比114億99百万円増加の19億30百万円となりました。

損益の状況（連結）

経常利益・中間純利益の状況（連結） 経常利益・中間純利益の状況（単体）

　平成24年9月末の金融再生法に基づく開示債権は、
前年同期比28億29百万円増加し、305億10百万円、
開示債権比率は0.32ポイント上昇の5.71％となりま
した。
　今後も引き続き、お取引企業に対する財務内容改善
等ノウハウの提供に係る経営支援、経営指導をこれま
で以上に強化し、資産の健全化に努めてまいります。

　単体自己資本比率（国内基準）は、経営強化計画に
基づき、平成23年度下半期に期限が到来した劣後ロー
ン55億円を順次返済したことから、前年同期比2.11
ポイント低下の12.10％となりました。

自己資本比率（国内基準）の状況（単体）

　銀行の本業部分の収益を表すコア業務純益は、資金
利益及び役務取引等利益がともに増加したほか、物件
費の節減に努めたことなどから、前年同期比6億1百
万円増加の8億15百万円となりました。

コア業務純益の状況（単体）

　預金残高は、被災者の住宅修繕など復興資金として
の払出等により個人預金が減少しましたが、法人預金
や公金預金が増加したことから、前年同期比79億48
百万円増加の8,347億65百万円となりました。

預金・預かり資産の状況

　貸出金残高は、震災復旧・復興に係る様々な資金需
要に積極的に対応した結果、中小企業向け貸出残高が
増加したことなどから、前年同期比208億48百万円
増加の5,306億3百万円となりました。

貸出金の状況
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コア業務純益■ 「業務純益」から「一般貸倒引当金繰入額」と「国債等債券損益」を除いたものです。分かりやすく言えば、資金運用収益と調達費用の
差額である資金運用収支益と、送金手数料等の手数料収支から、営業経費を引いた、いわゆる銀行本業部分の収支益の事を指します。

経 常 利 益
中間純利益

■
■

「業務純益」から「株式売買損益」や「個別貸倒引当金繰入額」などの臨時損益を加減した利益を指します。
「経常利益」に「特別利益」と「特別損失」、そして法人税等の税金を加減した利益を指します。

※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
※単体自己資本比率（国内基準）は銀行法第14条の2の規定に基づく金融庁告示に定められた算式に基づき算出しております。
※決算の詳細につきましては、仙台銀行ホームページ（http://www.sendai.bank.co.jp/）をご覧ください。
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平成25年1月発行

H24.10.13　両行合同支店長会議

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。

株式会社 じもとホールディングス
〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
℡.022-722-0011（代表）
http://www.jimoto-hd.co.jp/

株式会社 きらやか銀行
〒990-8611 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
℡.023-631-0001（代表）
http://www.kirayaka.co.jp/

株式会社 仙台銀行
〒980-8656 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
℡.022-225-8241（代表）
http://www.sendaibank.co.jp/

本ディスクロージャー誌は、銀行法第21条に基いて作成
したディスクロージャー資料です。
※2012年9月期の詳細な財務データにつきましては、
「2012年9月期ディスクロージャー本編」をご覧ください。
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