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１．平成２９年３月期 決算の状況 



 ①損益の状況 
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① じもとホールディングス連結 

② 2行合算 

 じもとホールディングスの連結経常収益は441億32百万円、経常利益は47億37百 
     万円、親会社株主に帰属する当期純利益は46億28百万円となりました。 

 ２行合算の経常収益は、前年同期比35億円減少の383億12百万円(増減率△8.3％）
となりました。 
 

 銀行の本業の収益力を表すコア業務純益は、資金利益や役務取引等利益が減少し
たことから、前年同期比21億42百万円減少の55億71百万円（増減率△27.7％）と
なりました。 
 

 経常利益は前年同期比1億31百万円減少の50億37百万円、当期純利益は法人税等
の減少により前年同期比5億95百万円増加の48億35百万円となりました。 
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(単位：百万円)

(単位：百万円、％)

前期比 増減率

42,522 44,132 1,610 3.7

5,283 4,737 △ 545 △ 10.3

4,889 4,628 △ 261 △ 5.3

28年3月期 29年3月期

連 結 経 常 収 益

経 常 利 益

親 会 社 株 主 に 帰 属 する
当 期 純 利 益

(単位：百万円、％)

前期比 増減率

41,812 38,312 △ 3,500 △ 8.3

32,604 31,184 △ 1,419 △ 4.3

30,737 28,970 △ 1,767 △ 5.7

2,747 2,474 △ 272 △ 9.9

△ 880 △ 260 620 -

う ち 国 債 等 債 券 損 益 △ 899 △ 384 514 -

25,789 25,997 208 0.8

12,996 12,823 △ 172 △ 1.3

11,030 11,211 181 1.6

6,814 5,186 △ 1,627 △ 23.8

7,713 5,571 △ 2,142 △ 27.7

△ 816 - 816 -

7,630 5,186 △ 2,443 △ 32.0

△ 2,462 △ 149 2,312 -

3,086 416 △ 2,669 △ 86.4

うち個別貸倒引当金繰入額 2,487 - △ 2,487 -

- 288 288 -

1,260 454 △ 805 △ 63.9

5,168 5,037 △ 131 △ 2.5

△ 297 △ 71 226 -

4,239 4,835 595 14.0

2,241 120 △ 2,121 △ 94.6

コ ア 業 務 純 益

臨 時 損 益

与 信 関 係 費 用

う ち 株 式 等 関 係 損 益

う ち 不 良 債 権 処 理 額

当 期 純 利 益

そ の 他 業 務 利 益

一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

業 務 純 益

業 務 純 益 （ 一 般 貸 倒 繰 入 前）

経 費 （ 除 く 臨 時 処 理 分 ）

経 常 利 益

特 別 損 益

う ち 貸 倒 引 当 金 戻 入 益

業 務 粗 利 益

経 常 収 益

う ち 物 件 費

資 金 利 益

役 務 取 引 等 利 益

う ち 人 件 費

28年3月期 29年3月期
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 ①損益の状況 

③ きらやか銀行単体 ④ 仙台銀行単体 
(単位：百万円、％)

前年同期比 増減率

16,991 15,709 △  1,282 △  7.5
12,356 13,056 699 5.6
12,172 12,134 △  37 △  0.3

1,357 936 △  420 △  30.9
△  1,172 △  15 1,157 -

うち国債等債券損益 △  1,178 △  17 1,160 -
10,370 10,562 191 1.8

4,995 4,989 △  5 △  0.1
4,625 4,715 90 1.9
1,986 2,493 507 25.5
3,164 2,511 △  653 △  20.6
△  988 - 988 -
2,975 2,493 △  481 △  16.1
△  543 384 928 -
1,653 78 △  1,575 △  95.2

うち個別貸倒引当金繰入額 1,341 - △  1,341 -
664 78 △  586 △  88.2

- 222 222 -
1,122 214 △  907 △  80.9
2,431 2,878 446 18.3
△  83 △  9 74 -

2,115 2,634 519 24.5

637 △  151 △  789 △  123.8

業 務 純 益

経 常 収 益

①一般貸倒 引当 金繰 入額

う ち 物 件 費

コ ア 業 務 純 益

臨 時 損 益

28年3月期 29年3月期

業 務 粗 利 益

役 務 取 引 等 利 益

経費（ 除く臨時処理分）

う ち 人 件 費

業務純益（一般貸倒繰入前）

そ の 他 業 務 利 益

資 金 利 益

②うち不良債権処理額

与 信 関 係 費 用

特 別 損 益

当 期 純 利 益

経 常 利 益

うち株式等 関係 損益

うち貸倒引当金戻入益

（貸倒償却引当費用①＋②）

 経常収益は、有価証券利息配当金や役務取引等収益が減少したことから、
前年同期比12億82百万円減少の157億9百万円（増減率△7.5％）となりま
した。 
 

 銀行の本業の収益力を表すコア業務純益は、役務取引等利益の減少に加え、
経費の増加などから、前年同期比6億53百万円減少の25億11百万円(増減率
△20.6％) となりました。 

 
 与信関係費用は、貸倒償却引当費用の減少及び貸倒引当金戻入益の計上か
ら前年同期比7億89百万円減少の△1億51百万円となりました。 
 

 経常利益は前年同期比4億46百万円増加の28億78百万円、当期純利益は前
年同期比5億19百万円増加の26億34百万円となりました。 

(単位：百万円、％)

前年同期比 増減率

24,821 22,602 △  2,218 △  8.9
20,247 18,128 △  2,118 △  10.4
18,565 16,835 △  1,729 △  9.3

1,389 1,537 147 10.6
292 △  244 △  536 △  183.7

うち国債等債券損益 279 △  366 △  646 △  231.2
15,419 15,435 16 0.1

8,000 7,833 △  167 △  2.0
6,405 6,496 90 1.4
4,828 2,693 △  2,134 △  44.2
4,548 3,059 △  1,488 △  32.7

172 - △  172 △  100.0
4,655 2,693 △  1,961 △  42.1

△  1,918 △  534 1,383 -
1,432 338 △  1,093 △  76.3

うち個別貸倒引当金繰入額 1,145 - △  1,145 △  100.0
1,605 338 △  1,266 △  78.9

- 65 65 -
138 240 102 73.8

2,737 2,159 △  577 △  21.1
△  214 △  62 151 -
2,124 2,200 76 3.5

1,604 272 △  1,332 △  83.0

29年3月期28年3月期

役 務 取 引 等 利 益

そ の 他 業 務 利 益

経費（除く臨時処理分）

コ ア 業 務 純 益

①一般貸倒引当金繰入額

②うち不良債権処 理額

特 別 損 益

当 期 純 利 益

業務純益（一般貸倒繰入前）

うち株式等関係損益

経 常 利 益

業 務 純 益

与 信 関 係 費 用

う ち 人 件 費

経 常 収 益

臨 時 損 益

うち貸倒引当金戻入益

（貸倒償却引当費用①＋②）

業 務 粗 利 益

資 金 利 益

う ち 物 件 費

 経常収益は、貸出金利回りの低下により貸出金利息が減少したことと、
有価証券利息配当金が減少したことなどから、前年同期比22億18百万円
減少の226億2百万円（増減率△8.9％）となりました。 
 

 銀行の本業の収益力を表すコア業務純益は、資金利益が減少したことな
どから前年同期比14億88百万円減少の30億59百万円（増減率△32.7％）
となりました。 
 

 与信関係費用は、個別貸倒引当金の繰入額の減少などにより前年同期比
13億32百万円減少の2億72百万円となりました。 
 

 この結果、経常利益は前年同期比5億77百万円減少の21億59百万円、当
期純利益は前年同期比76百万円増加の22億円となりました。 



 ②コア業務純益の増減要因 

① きらやか銀行 ② 仙台銀行 

（単位：億円） 
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  役務取引等利益の減少に加え、経費の増加などから、前年同期比 
  6億53百万円減少の25億11百万円(増減率△20.6％) となりました。 
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 資金利益が減少したことなどからコア業務純益は前年同期比 
 14.8億円減少となりました。 

（単位：億円） 
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 ③貸出金の状況 

① 2行合算 ② きらやか銀行 ③ 仙台銀行 
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7,723 7,908 8,165
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（単位：百万円、％）

28年
3月末比

増減率

1,677,897 1,699,754 21,856 1.3
790,860 816,526 25,666 3.2
425,639 430,801 5,162 1.2

うち住宅ローン 384,806 386,333 1,526 0.3
227,951 210,824 △  17,127 △  7.5

28年3月末 29年3月末

貸 出 金 （ 末 残 ）

うち中小企業向け貸出残高

うち消費者ローン

うち地方公共団体向け貸出

 2行合算の貸出金残高は、28年3月末比218億56百 
  万円増加の1兆6,997億54百万円となりました。 
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28年
3月末比

増減率

653,186 672,562 19,375 2.9
289,615 317,544 27,929 9.6
182,020 188,486 6,466 3.5

うち住宅ローン 161,007 163,431 2,424 1.5
98,742 84,703 △  14,039 △  14.2

28年3月末 29年3月末

うち中小企業向け貸出残高

貸 出 金 （ 末 残 ）

うち消費者ローン

うち地方公共団体向け貸出

 貸出金残高は、28年3月末比193億75百万円増加
の6,725億62百万円となりました。 
 

 中小企業向け貸出は、本業支援を通じてお客さま
の資金需要へ積極的に対応したことから、28年3
月末比279億29百万円増加の3,175億44百万円と
なりました。 
 

 消費者ローンは、住宅ローンや個人ローンの増加
により、28年3月末比64億66百万円増加の1,884
億86百万円となりました。 
 

 地方公共団体向け貸出は、28年3月末比140億39
百万円減少の847億3百万円となりました。 

 貸出金残高は、28年3月末比24億80百万円増加
の1兆271億92百万円となりました。 
 

 中小企業を含む事業性融資については、本業支
援を着実に実施した結果、28年3月末比31億43
百万円の増加となりました。 
 

 地方公共団体向け貸出において、28年3月末比
30億88百万円の減少となりました。 
 
 

 

（単位：百万円、％）

28年
3月末比

増減率

1,024,711 1,027,192 2,480 0.2
501,245 498,982 △  2,263 △  0.4
243,619 242,315 △  1,304 △  0.5

うち住宅ローン 223,799 222,902 △  897 △  0.4
129,209 126,121 △  3,088 △  2.3

うち消費者ローン

うち地方公共団体向け貸出

貸 出 金 （ 末 残 ）

うち中小企業向け貸出残高

28年3月末 29年3月末



 ④預金（譲渡性預金を含む）の状況 

① 2行合算 ② きらやか銀行 ③ 仙台銀行 
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28年
3月末比

増減率

2,346,118 2,366,036 19,917 0.8
うち個人預金 1,572,741 1,540,145 △  32,596 △  2.0
うち法人預金 534,305 551,054 16,748 3.1
うち公金預金 231,005 268,671 37,666 16.3

28年3月末

預金(譲渡性預金含む) （末残）

29年3月末

 2行合算の預金残高は、28年3月末比199億17百万 
円増加の2兆3,660億36百万円となりました。 
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3月末比

増減率

1,032,300 1,070,271 37,970 3.6
うち個人預金 635,349 639,544 4,195 0.6
うち法人預金 205,817 218,053 12,235 5.9
うち公金預金 188,196 209,442 21,245 11.2

29年3月末

預金(譲渡性預金含む) （末残）

28年3月末

 預金残高は、28年3月末比379億70百万円増加の
1兆702億円となりました。 
 

 個人預金は、28年3月末比41億95百万円増加の
6,395億44百万円となりました。 
 

 法人預金は、企業の手持資金の増加などにより、
28年3月末比122億35百万円増加の2,180億53百
万円となりました。 
 

 公金預金は、28年3月末比212億45百万円増加の
2,094億42百万円となりました。 

 預金残高は、28年3月末比180億52百万円減少の
1兆2,957億65百万円となりました。 
 

 個人預金は、流動性預金が増加したものの、高
利回り商品を抑制したことから定期預金が減少
したことなどにより、28年3月末比367億91百万
円減少の9,006億円となりました。 
 

 法人預金は、流動性預金が増加したことなどに
より、28年3月末比45億12百万円増加の3,330億
円となりました。 
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15,000

27年3月末 28年3月末 29年3月末

個人預金 法人預金 公金預金

（単位：億円）

（単位：百万円、％）

28年
3月末比

増減率

1,313,818 1,295,765 △  18,052 △  1.3
うち個人預金 937,392 900,600 △  36,791 △  3.9
うち法人預金 328,487 333,000 4,512 1.3
うち公金預金 42,808 59,228 16,420 38.3

預金(譲渡性預金含む) （末残）

29年3月末28年3月末



 ⑤預かり資産の状況 

① 2行合算 ② きらやか銀行 ③ 仙台銀行 
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461 383 358
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139 109

2,039 2,304 2,577

2,697
2,828

3,045
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投資信託 公共債 生命保険

（単位：億円）

（単位：百万円、％）

28年
3月末比

増減率

282,843 304,524 21,681 7.6
うち投信信託 38,370 35,802 △  2,567 △  6.6
うち公共債（国債等） 13,980 10,986 △  2,994 △  21.4
うち生命保険 230,492 257,735 27,243 11.8

（注）生命保険残高は、成約累計残高としており、解約分は考慮しておりません。

29年3月末28年3月末

預かり資産（末残）

 2行合算の預かり資産残高は、28年3月末比216億
81百万円増加の3,045億24百万円となりました。 
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143 103 80
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1,013
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投資信託 公共債 生命保険

（単位：億円）

（単位：百万円、％）

28年
3月末比

増減率

90,528 101,332 10,803 11.9
うち投信信託 10,020 9,863 △  156 △  1.5
うち公共債（国債等） 10,346 8,056 △  2,289 △  22.1
うち生命保険 70,162 83,412 13,250 18.8

（注）生命保険残高は、成約累計残高としており、解約分は考慮しておりません。

29年3月末

預かり資産（末残）

28年3月末

 預かり資産残高は、28年3月末比108億3百万円増
加の1,013億32百万円となりました。 
 

 投資信託は、28年3月末比1億56百万円減少の98
億63百万円となりました。 
 

 公共債は、28年3月末比22億89百万円減少の80億
56百万円となりました。 
 

 生命保険は、お客さまの資産運用ニーズへの対応
により、28年3月末比132億50百万円増加の834億
12百万円となりました。 
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投資信託 公共債 生命保険

（単位：億円）

 預かり資産残高は、28年3月末比108億77百万円
増加の2,031億91百万円となりました。 
 

 投資信託は、28年3月末比24億11百万円減少の
259億38百万円となりました。 
 

 公共債は、28年3月末比7億4百万円減少の29億
29百万円となりました。 
 

 生命保険は、安定志向にあるお客様のニーズが
依然高く、28年3月末比139億93百万円増加の
1,743億23百万円となりました。 

（単位：百万円、％）

28年
3月末比

増減率

192,314 203,191 10,877 5.6
うち投信信託 28,350 25,938 △  2,411 △  8.5
うち公共債（国債等） 3,634 2,929 △  704 △  19.3
うち生命保険 160,329 174,323 13,993 8.7

（注）生命保険残高は、成約累計残高としており、解約分は考慮しておりません。

28年3月末 29年3月末

預かり資産（末残）



 ⑥有価証券の状況 

① きらやか銀行 ② 仙台銀行 

 有価証券残高は、投資環境や市場動向に留意しながら効率的な資金運用に努
めたことから、28年3月末比314億47百万円減少の3,474億55百万円となりま
した。 

 

 その他有価証券の評価損益は、金融市場の変動の影響を受け28年3月末比3億
32百万円減少し、57億6百万円の評価益となりました。 

 
 保有債券の修正デュレーション（固定債のみ） 3.06（前年比△0.12） 
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3月末比

6,039 5,706 △ 332
株 式 1,780 2,479 698
債 券 5,364 4,004 △ 1,360
そ の 他 △ 1,106 △ 777 329

29年
3月末

28年
3月末

そ の 他 有 価 証券

その他有価証券の評価損益            （単位：百万円）
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（単位：億円）

 有価証券残高は、運用ポートフォリオの見直しを実施したことにより、28年
3月末比188億20百万円減少の2,849億50百万円となりました。 

 

 その他有価証券の評価損益は、債券の評価益が減少したことにより28年3月
末比38億46百万円減少し、6億92百万円の評価損となりました。 

 
 保有債券の修正デュレーション（固定債のみ） 4.59（前年比1.19） 
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その他有価証券の評価損益 （単位：百万円）

28年
3月末比

3,153 △ 692 △ 3,846
株 式 891 1,040 148
債 券 4,657 967 △ 3,689
そ の 他 △ 2,395 △ 2,700 △ 305

29年
3月末

そ の 他 有 価 証券

28年
3月末
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（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

2,849



 ⑦各種利回り・利鞘の状況 

 
  預貸金利回差 1.39%（前年同期比0.03p低下） 
        貸出金利回（0.06p低下）、預金利回（0.03p低下）ともに低下となった 
  ものの、貸出金利回の低下分をカバーできなかったことから前年同期比   
  低下となりました。 

 

  預貸金利鞘 0.38%（前年同期比0.09p低下） 
  経費の増加に加え、預貸金利回差が縮小したことから、前年同期比 マイナ 
  スとなりました。 
 

  総資金利鞘 0.12%（前年同期比0.02p低下） 
  資金調達原価の上昇分（0.03p上昇）を資金運用利回の上昇分（ 0.01p上 
  昇）によりカバーできなかったことから前年同期比マイナスとなりました。 
 

① きらやか銀行 ② 仙台銀行 
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（単位：％）
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 預貸金利回差  1.29%（前年同期比 0.08p低下） 
      市場金利の低下により、貸出金利回りが低下しました。預金利回りが低下し 
     たものの、貸出金利回り低下分（0.12p）をカバーできなかったことから、前年 
     同期比低下となりました。   
 

 預貸金利鞘 0.11%（前年同期比0.10p低下） 
   預貸金利回差が縮小したことにより、前年同期比マイナスとなりました。 
 

 総資金利鞘 0.08%（前年同期比0.12p低下） 
   資金運用利回が0.15p低下したことから、前年同期比マイナスとなりました。 
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 ⑧経費・経営効率化の状況 

① きらやか銀行 ② 仙台銀行 

 ※店舗数については、実質店舗で計上。 
 ※行員数は、正行員数で出向者を除く 

  経費は、物件費及び税金の増加により前年同期比1億91百万円増加の   
 105億62百万円となりました。 
 

  コアOHRは経費の増加に加え、コア業務粗利益が減少したため、前年  
  同期比4.18ポイント上昇の80.79%となりました。 

9 

（単位:百万円）

27年3月末 28年3月末 29年3月末

一人当たり預金 1,508 1,466 1,580

一人当たり貸出金 864 927 993

一店舗当たり預金 17,708 16,922 17,262

一店舗当たり貸出金 10,145 10,707 10,847

店舗数（店） 61 61 62

行員数（人） 716 704 677
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(単位：億円) (単位：％)
103億円 103億円 105億円

 経費は前年同期比16百万円増加の154億35百万円となりました。 
 

 コアOHRは経費が前年と同水準であったものの、コア業務粗利益も減
少したため、前年同期比6.23ポイント上昇し83.45%となりました。 

 ※店舗数については、実質店舗で計上。インターネット支店を除く。 
 ※行員数は、正行員数で出向者を除く。 
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149億円 154億円 154億円

（単位:百万円）

27年3月末 28年3月末 29年3月末

一人当たり預金 1,336 1,361 1,334
一人当たり貸出金 1,017 1,061 1,057
一店舗当たり預金 16,514 18,247 17,996
一店舗当たり貸出金 12,572 14,232 14,266
店舗数（店） 78 72 72
行員数（人） 964 965 971



 ⑨金融再生法開示債権の状況 

① 2行合算 ② きらやか銀行 ③ 仙台銀行 

10 

494 489

441

3.05
2.88

2.56

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0

200

400

600

27年3月末 28年3月末 29年3月末

金融再生法開示債権残高 総与信に占める割合

（単位：億円） （単位：％）

①金融再生法開示債権残高 （単位：百万円、％）

28年
3月末比

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 6,933 4,730 △  2,202
危 険 債 権 37,266 35,270 △  1,996
要 管 理 債 権 4,715 4,158 △  557

合　　　計　　（Ａ） 48,915 44,159 △  4,756
正 常 債 権 1,649,281 1,675,222 25,940
総　　与　　信　　額　　（Ｂ） 1,698,197 1,719,382 21,184

（　Ａ　／　Ｂ） 2.88 2.56 △  0.32

28年3月末 29年3月末

②金融再生法開示債権の保全状況（29年3月末） （単位：百万円、％）

担保保証等 貸倒引当金

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 4,730 4,730 2,430 2,299 100.00
危 険 債 権 35,270 31,756 25,555 6,201 90.03
要 管 理 債 権 4,158 1,229 842 387 29.57

合　　　　　　　計 44,159 37,717 28,828 8,889 85.41

債　権　額
（Ａ）

保　全　額
（Ｂ）

保　全　率
（Ｂ／Ａ）

 金融再生法開示債権の残高（要管理債権以下の
合計額）は、28年3月末比47億56百万円減少の
441億59百万円となりました。 
 

 総与信額に占める割合は、28年3月末比0.32ポイ
ント低下の2.56％となりました。 
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①金融再生法開示債権残高 （単位：百万円、％）

28年
3月末比

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,348 1,544 195
危 険 債 権 23,145 21,916 △  1,228
要 管 理 債 権 1,702 1,351 △  350

合　　　計　　（Ａ） 26,196 24,812 △  1,383
正 常 債 権 630,597 651,253 20,656
総　　与　　信　　額　　（Ｂ） 656,793 676,065 19,272

（　Ａ　／　Ｂ） 3.98 3.67 △  0.31

28年3月末 29年3月末

②金融再生法開示債権の保全状況（29年3月末） （単位：百万円、％）

担保保証等 貸倒引当金

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,544 1,544 1,088 455 100.00
危 険 債 権 21,916 20,926 16,825 4,100 95.48
要 管 理 債 権 1,351 664 652 12 49.17

合　　　　　　　計 24,812 23,134 18,566 4,568 93.23

債　権　額
（Ａ）

保　全　額
（Ｂ）

保　全　率
（Ｂ／Ａ）

 金融再生法開示債権の残高（要管理債権以下の
合計額）は、リスク管理債権の回収等により、
28年3月末比13億83百万円減少の248億12百万
円となりました。 
 

 総与信額に占める割合は、28年3月末比0.31ポ
イント低下の3.67％となりました。 

 金融再生法開示債権の残高（要管理債権以下の
合計額）は、28年3月末比33億72百万円減少の
193億47百万円となりました。 
 

 総与信額に対する比率は、28年3月末比0.33ポ
イント低下の1.85％となりました。 

①金融再生法開示債権残高 （単位：百万円、％）

28年
3月末比

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 5,585 3,186 △  2,398
危 険 債 権 14,121 13,353 △  767
要 管 理 債 権 3,013 2,806 △  206

合　　　計　　（Ａ） 22,719 19,347 △  3,372
正 常 債 権 1,018,684 1,023,969 5,284
総　　与　　信　　額　　（Ｂ） 1,041,404 1,043,316 1,911

（　Ａ　／　Ｂ） 2.18 1.85 △  0.33

29年3月末28年3月末

②金融再生法開示債権の保全状況（29年3月末） （単位：百万円、％）

担保保証等 貸倒引当金

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,186 3,186 1,342 1,844 100.00
危 険 債 権 13,353 10,830 8,730 2,100 81.10
要 管 理 債 権 2,806 565 189 375 20.13

合　　　　　　　計 19,347 14,582 10,262 4,320 75.37

保　全　率
（Ｂ／Ａ）

債　権　額
（Ａ）

保　全　額
（Ｂ）

250
227

193

2.50 
2.18

1.85

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0

100

200

300

400

27年3月末 28年3月末 29年3月末

金融再生法開示債権残高 総与信に占める割合

（単位：億円） （単位：％）



 ⑩自己資本比率の状況 

① じもとホールディングス連結 ② きらやか銀行 ③ 仙台銀行 
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28年

3月末比
増減率

10.17 9.44 9.12 △0.32 △3.4連結自己資本比率

27年

3月末

28年

3月末

29年

3月末

 じもとホールディングスの連結自己資本比率
は9.12%となりました。 
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自己資本比率の推移 
自己資本比率の推移 

（単位：％）

28年
3月末比

増減率

10.23 9.85 9.51 △0.34 △3.4自己資本比率

28年
3月末

27年
3月末

29年
3月末

 自己資本比率は、当期純利益を26億34百万円計
上したことで自己資本額（分子）が増加した一
方で、貸出金残高の増加に伴いリスクアセット
（分母）が増加したことなどから、28年3月末
比0.34ポイント低下の9.51％となりました。 

69,547
64,049 64,232
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 単体の自己資本比率は、当期純利益を22億円計上
したことで自己資本額（分子）が増加した一方
で、貸出金残高の増加に伴いリスクアセット（分
母）が増加したことなどから、28年3月末比0.21ポ
イント低下の8.92％となりました。 

（単位：％）

28年
3月末比

増減率

10.21 9.13 8.92 △  0.21 △  2.3
10.22 9.16 8.86 △  0.30 △  3.3

自己資本比率【単体】

29年
3月末

27年
3月末

28年
3月末

自己資本比率【連結】



 ⑪ＲＯＥの状況 

① 2行合算 ② きらやか銀行 ③ 仙台銀行 

（単位：％）

28年
3月期比

6.71 4.56 △2.15
3.73 4.25 0.52

28年
3月期

29年
3月期

ＲＯＥ
業務純益ベース

当期純利益ベース

（単位：％）

28年
3月期比

6.76 5.46 △1.30
4.81 5.76 0.95

業務純益ベース

28年
3月期

29年
3月期

ＲＯＥ
当期純利益ベース

 29年3月期の2行合算のROE 
     業務純益ベース  4.56%（前年同期比△2.15p） 
     当期純利益ベース 4.25%（前年同期比0.52p）   

 29年3月期の仙台銀行のROE 
  業務純益ベース    5.46%（前年同期比△1.30p） 
  当期純利益ベース 5.76%（前年同期比0.95p） 

12 

 29年3月期のきらやか銀行のROE 
  業務純益ベース     3.96%（前年同期比△2.72p） 
  当期純利益ベース  3.23%（前年同期比0.18p） 

（単位：％）

28年
3月期比

6.68 3.96 △  2.72
3.05 3.23 0.18当期純利益ベース

28年
3月期

29年
3月期

ＲＯＥ
業務純益ベース
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(単位：百万円) (単位：％)
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(単位：百万円) (単位：％)


増減要因（きらやか）

		

						寄与額 キヨガク		26/3期 キ		27/3期 キ		増減 ゾウゲン

				貸出金利息の減少 カシダシキンリソクゲンショウ		-7.3		16,103		15,366		-737.5		-7.375		18,877				504										-7.3

				預金利息の減少 ヨキンリソクゲンショウ		1.8		(1,667)		(1,484)		182.9		1.829																1.8

				有価証券利息配当金の増加 ユウカショウケンリソクハイトウキンゾウカ		10.6		4,121		5,188		1,066.3		10.663																10.6

				その他資金利益の増加 タシキンリエキゾウカ		-0.0		(185)		(193)		-7.8		-0.078		5.039														-0.0

				役務取引等利益の増加 エキムトリヒキトウリエキゾウカ		1.2		1,491		1,614		123.4		1.234						122										1.2

				その他業務利益の減少 タギョウムリエキゲンショウ		-0.0		10		9		-1.4		-0.014																-0.0

				人件費の増加 ジンケンヒゾウカ		-2.0		(7,713)		(7,919)		-206.1		-2.061						-234										-2.0

				通常物件費の減少 ツウジョウブッケンヒゲンショウ		1.4		(6,296)		(6,153)		143.8		1.438																1.4

				税金の減少 ゼイキンゲンショウ		-1.7		(725)		(897)		-171.6		-1.716																-1.7

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		3.9		5,140		5,532		392.1		3.921				-0.82		-0.8										3.9

																		-0.44		-0.4														貸出金利息 カシダシキンリソク		預金利息 ヨキンリソク		有価証券利息配当金 ユウカショウケンリソクハイトウキン		その他受払利息 タウケハライリソク		役務取引等利益 エキムトリヒキトウリエキ		その他業務利益 タギョウムリエキ		人件費 ジンケンヒ		物件費 ブッケンヒ		税金 ゼイキン

																		2.67		2.6

						寄与額 キヨガク		26/3期		27/3期		増減 ゾウゲン

				貸出金利息 カシダシキンリソク				16,103,329		15,365,878		(737,450)		-7374.5018		503,886		5

				預金利息 ヨキンリソク				(1,666,725)		(1,483,862)		182,863		1828.62516

				有価証券利息 ユウカショウケンリソク				4,121,484		5,187,785		1,066,301		10663.00728

				その他資金利益 タシキンリエキ				(185,400)		(193,228)		(7,827)		-78.27381

				役務取引等利益 エキムトリヒキトウリエキ				1,490,641		1,614,087		123,446		1234.45751		122,055		1.2

				その他業務利益 タギョウムリエキ				10,356		8,966		(1,390)		-13.90405

				人件費 ジンケンヒ				(7,712,641)		(7,918,733)		(206,092)		-2060.9196

				物件費 ブッケンヒ				(6,296,442)		(6,152,602)		143,840		1438.399		(233,880)		-2.3

				税金 ゼイキン				(724,931)		(896,559)		(171,628)		-1716.27538

								5,139,671		5,531,732		392,061		3920.61431		392,061		3.9

				その他資金利益 タシキンリエキ				(185,400)		(193,228)

				資金利益 シキンリエキ				18,372,688		18,876,574

				貸出金利息 カシダシキンリソク				16,103,329		15,365,878

				預金利息 ヨキンリソク				(1,666,725)		(1,483,862)

				有価証券利息 ユウカショウケンリソク				4,121,484		5,187,785

				その他業務利益 タギョウムリエキ				195,119,782		606,013,561		410,893,779

				債権関係益 サイケンカンケイエキ				184,763,401		597,047,585

				債権関係益を除く サイケンカンケイエキノゾ				10,356,381		8,965,976

				その他業務収益 タギョウムシュウエキ				1,092,278,929		1,482,920,136		390,641,207

				外国為替売買益 ガイコクカワセバイバイエキ				10,200,817		8,804,782		(1,396,035)

				商品有価証券売買益 ショウヒンユウカショウケンバイバイエキ				155,564		161,194		5,630

				国債等債券売却益 コクサイトウサイケンバイキャクエキ				1,079,922,548		1,473,954,160		394,031,612

				国債等債券償却益 コクサイトウサイケンショウキャクエキ				2,000,000		0		(2,000,000)

				金融派生商品収益 キンユウハセイショウヒンシュウエキ				0		0		0

				その他 タ				0		0		0

				その他業務費用 タギョウムヒヨウ				897,159,147		876,906,575		(20,252,572)

				外国為替売買損 ガイコクカワセバイバイゾン				0		0		0

				商品有価証券売買損 ショウヒンユウカショウケンバイバイゾン				0		0		0

				国債等債券売却損 コクサイトウサイケンバイキャクゾン				216,577,884		3,803,860		(212,774,024)

				国債等債券償還損 コクサイトウサイケンショウカンソン				680,581,263		873,102,715		192,521,452

				国債等債券償却 コクサイトウサイケンショウキャク				0		0		0

				債券費・社債費 サイケンヒシャサイヒ				0		0		0

				金融派生商品費用 キンユウハセイショウヒンヒヨウ				0		0		0

				その他 タ				0		0		0
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		1		1



#REF!

#REF!

1

1



増減要因（仙台）

		1



4.6

1.6

3.0

8.4

0.6

0.6



5-1.有価証券の状況
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5-2.有価証券の状況
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		資金利益の増加
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						寄与額 キヨガク		24/9期 キ		25/9期 キ		増減 ゾウゲン

				貸出金利息の減少 カシダシキンリソクゲンショウ		-1.6		4,680		4,515		(165)		-1.65		5,837				332										-1.6

				預金利息の減少 ヨキンリソクゲンショウ		0.3		(418)		(379)		39		0.39																0.3

				有価証券利息配当金の増加 ユウカショウケンリソクハイトウキンゾウカ		4.2		1,182		1,605		423		4.23																4.2

				その他資金利益の増加 タシキンリエキゾウカ		0.3		61		96		35		0.35																0.3

				役務取引等利益の減少 エキムトリヒキトウリエキゲンショウ		0.1		634		649		14		0.14						14										0.1

				その他業務利益の減少(※) タギョウムリエキゲンショウ		0.0		2		3		(0)		-0.002																0.0

				人件費の減少 ジンケンヒゲンショウ		0.6		(2,466)		(2,406)		60		0.6						-256										0.6

				物件費の減少 ブッケンヒゲンショウ		-2.4		(2,559)		(2,808)		(249)		-2.49																-2.4

				税金の減少 ゼイキンゲンショウ		-0.6		(300)		(367)		(67)		-0.67																-0.6

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		0.9		816		908		91		0.913				-0.82		-0.8										0.9

				※債券関係損益を除く サイケンカンケイソンエキノゾ				2,375										-0.44		-0.4														貸出金利息 カシダシキンリソク		預金利息 ヨキンリソク		有価証券利息配当金 ユウカショウケンリソクハイトウキン		その他受払利息 タウケハライリソク		役務取引等利益 エキムトリヒキトウリエキ		その他業務利益 タギョウムリエキ		人件費 ジンケンヒ		物件費 ブッケンヒ		税金 ゼイキン

																		2.67		2.6

						寄与額 キヨガク		24/9期		25/9期		増減 ゾウゲン

				貸出金利息の増加 カシダシキンリソクゾウカ												0

				預金利息の増加 ヨキンリソクゾウカ

				有価証券利息配当金の減少 ユウカショウケンリソクハイトウキンゲンショウ

				その他資金利益の増加 タシキンリエキゾウカ

				役務取引等利益の増加 エキムトリヒキトウリエキゾウカ												0

				その他業務利益の減少 タギョウムリエキゲンショウ

				人件費の減少 ジンケンヒゲンショウ																2397087

				通常物件費の減少 ツウジョウブッケンヒゲンショウ												0

				税金の増加 ゼイキンゾウカ																2604733

				その他資金利益 タシキンリエキ

				その他受入利息 タウケイレリソク

				コールローン利息 リソク

				預け金利息 アズキンリソク

				外国為替受入利息 ガイコクカワセウケイレリソク

				その他受入利息 タウケイレリソク

				その他支払利息 タシハライリソク

				譲渡性預金利息 ジョウトセイヨキンリソク

				コールマネー利息 リソク

				借用金利息 シャクヨウキンリソク

				外国為替支払利息 ガイコクカワセシハライリソク

				社債利息 シャサイリソク

				その他支払利息 タシハライリソク

				その他業務利益 タギョウムリエキ

				債権関係益 サイケンカンケイエキ

				債権関係益を除く サイケンカンケイエキノゾ

				その他業務収益 タギョウムシュウエキ

				外国為替売買益 ガイコクカワセバイバイエキ

				商品有価証券売買益 ショウヒンユウカショウケンバイバイエキ

				国債等債券売却益 コクサイトウサイケンバイキャクエキ

				国債等債券償却益 コクサイトウサイケンショウキャクエキ

				金融派生商品収益 キンユウハセイショウヒンシュウエキ

				その他 タ

				その他業務費用 タギョウムヒヨウ

				外国為替売買損 ガイコクカワセバイバイゾン

				商品有価証券売買損 ショウヒンユウカショウケンバイバイゾン

				国債等債券売却損 コクサイトウサイケンバイキャクゾン

				国債等債券償還損 コクサイトウサイケンショウカンソン

				国債等債券償却 コクサイトウサイケンショウキャク

				債券費・社債費 サイケンヒシャサイヒ

				金融派生商品費用 キンユウハセイショウヒンヒヨウ

				その他 タ
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△ 1.6

0.3

0.1

△ 0.0

0.6

△ 0.6



		

				①有価証券の残高 ユウカショウケンザンダカ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末		27年
3月末

												26年
3月末比		増減率 ゾウゲンリツ				きらやか						（単位：億円） タンイオクエン

				有価証券 ユウカショウケン				351,913		324,234		△ 27,678		△ 7.8						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

						国債 コクサイ		122,546		126,241		3,695		3.0

						地方債 チホウサイ		27,737		11,025		△ 16,711		△ 60.2				国債 コクサイ		1,078		1,225		1,262

						社債 シャサイ		141,378		87,175		△ 54,203		△ 38.3				地方債 チホウサイ		270		277		110

						株式 カブシキ		10,807		6,398		△ 4,409		△ 40.7				社債 シャサイ		1,354		1,413		871

						その他証券 タショウケン		49,444		93,393		43,949		88.8				株式 カブシキ		115		108		63

																		その他証券 タショウケン		459		494		933

																				3,277		3,519		3,242

				有価証券 ユウカショウケン				315,719,376,003		360,245,301,445		44,525,925,442		14.103

						国債 コクサイ		90,944,411,550		133,308,877,490		42,364,465,940		46.583

						地方債 チホウサイ		30,845,402,600		29,154,166,050		(1,691,236,550)		-5.483

						社債 シャサイ		130,181,346,209		140,260,470,467		10,079,124,258		7.742

						株式 カブシキ		10,935,000,891		11,459,666,637		524,665,746		4.798

						その他証券 タショウケン		52,813,214,753		46,062,120,801		(6,751,093,952)		-12.783

				①有価証券の残高 ユウカショウケンザンダカ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末		27年
3月末

												26年
3月末比		増減率 ゾウゲンリツ				仙台 センダイ						（単位：億円） タンイオクエン

				有価証券 ユウカショウケン				384,664		429,080		44,416		11.5						25年3月末		26年3月末		27年3月末

						国債 コクサイ		116,969		128,444		11,475		9.8

						地方債 チホウサイ		70,420		78,689		8,269		11.7				国債 コクサイ		1,205		1,169		1,284

						社債 シャサイ		161,874		166,860		4,985		3.0				地方債 チホウサイ		654		704		786

						株式 カブシキ		8,193		9,618		1,424		17.3				社債 シャサイ		1,477		1,618		1,668

						その他証券 タショウケン		27,205		45,467		18,261		67.1				株式 カブシキ		88		81		96

																		その他証券 タショウケン		240		272		454

																				3,667		3,846		4,290





		



国債

地方債

社債

株式

その他証券



		



国債

地方債

社債

株式

その他証券



		

																①

		③きらやか銀行 ギンコウ

				その他有価証券の評価損益 タユウカショウケンヒョウカソンエキ								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末 ネンガツマツ		27年
3月末 ネンガツマツ

												26年
3月末比 ネンガツマツヒ						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

				その他有価証券 タユウカショウケン				2,530		7,488		4,958				有価証券利回り ユウカショウケンリマワ		1.18%		1.11%		1.40%

						株式 カブシキ		535		1,487		952				修正デュレーション シュウセイ		5.44		4.55		4.31

						債券 サイケン		2,726		3,399		673

						その他 タ		△ 731		2,601		3,332

																		296,322		315,719		327,794

				その他有価証券 タユウカショウケン				△ 933,217,131		2,484,400,536		3,417,617,667						(1,963)		(933)		3,794

						株式 カブシキ		△ 618,995,390		663,756,112		1,282,751,502

						債券 サイケン		2,625,898,310		2,640,993,880		15,095,570

						その他 タ		△ 2,940,120,051		△ 820,349,456		2,119,770,595

		④仙台銀行 センダイギンコウ

				その他有価証券の評価損益 タユウカショウケンヒョウカソンエキ								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末 ネンガツマツ		27年
3月末 ネンガツマツ

												26年
3月末比 ネンガツマツヒ

				その他有価証券 タユウカショウケン				5,960		8,948		2,987

						株式 カブシキ		2,101		4,406		2,305

						債券 サイケン		3,868		4,286		417

						その他 タ		△ 9		255		264						25年3月末		26年3月末		27年3月末

																有価証券利回り ユウカショウケンリマワ		0.67%		0.84%

																修正デュレーション シュウセイ		4.21		3.41

																		322,831		320,229		366,721

																		1,306		2,620		7,451
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有価証券利回り

修正デュレーション



		



有価証券利回り

修正デュレーション



		

																1

				各種利回等 カクシュリマワトウ						（単位:％） タンイ						2

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ						3

				貸出金利回 カシダシキンリマワ		1.94		1.79		1.62						4

				預金利回 ヨキンリマワ		0.13		0.13		0.11						5

				有価証券利回 ユウカショウケンリマワ		1.18		1.11		1.40						6

				経費率 ケイヒリツ		1.21		1.16		1.14						7

																8

																9

						1.81		1.66		1.51						10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

				各種利鞘等 カクシュリザヤトウ						（単位:％） タンイ

						25年3月期		26年3月期		27年3月期						1

				預貸金利回差 ヨタイキンリマワサ		1.81		1.66		1.51						2

				預貸金利鞘 ヨタイキンリザヤ		0.59		0.50		0.36						3

				総資金利鞘 ソウシキンリザヤ		0.33		0.24		0.26						4

																5

																6

																7

																8

																9

																10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

																19





		



貸出金利回

預金利回

有価証券利回

経費率



		



預貸金利回差

預貸金利鞘

総資金利鞘



		

																1

				各種利回等 カクシュリマワトウ						（単位:％） タンイ						2

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ						3

				貸出金利回 カシダシキンリマワ		1.78		1.65								4

				預金利回 ヨキンリマワ		0.06		0.05								5

				有価証券利回 ユウカショウケンリマワ		0.67		0.84								6

				経費率 ケイヒリツ		1.18		1.09								7

																8

																9

						1.72		1.60		0.00						10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

				各種利鞘等 カクシュリザヤトウ						（単位:％） タンイ

						25年3月期		26年3月期		27年3月期						1

				預貸金利回差 ヨタイキンリマワサ		1.72		1.60								2

				預貸金利鞘 ヨタイキンリザヤ		0.54		0.51								3

				総資金利鞘 ソウシキンリザヤ		0.01		0.05								4

																5

																6

																7

																8

																9

																10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

																19





		



貸出金利回

預金利回

有価証券利回

経費率



		



預貸金利回差

預貸金利鞘

総資金利鞘



				行員･店舗当たり預貸金の推移 コウインテンポアヨタイキンスイイ

										（単位:百万円） タンイヒャクマンエン

						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

				一人当たり預金 ヒトリアヨキン		1,339		1,331		1,336

				一人当たり貸出金 ヒトリアカシダシキン		1,005		999		1,017

				一店舗当たり預金 イチテンポアヨキン		15,517		16,112		16,514

				一店舗当たり貸出金 イチテンポアカシダシキン		11,648		12,100		12,572

				店舗数（店） テンポスウテン		80		78		78

				行員数（人） コウインスウニン		927		944		964

				預金 ヨキン		1,241,410		1,256,779		1,288,109

				貸出金 カシダシキン		931,867		943,847		980,658

				店舗数 テンポスウ		80		78		78

				正行員数 セイコウインスウ		927		944		964

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		6,108		5,139		5,531

				※正行員数は出向者を除く セイコウインスウシュッコウシャノゾ

												（単位:億円、％） タンイオクエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ		前年比
増減額 ゼンネンヒゾウゲンガク

				人件費 ジンケンヒ		75		77		79		2

				物件費 ブッケンヒ		66		62		61		△ 1

				税金 ゼイキン		7		7		8		1

				コアOHR		70.91		74.13		73.01		△ 1.1

				経費の状況 ケイヒジョウキョウ						（単位:百万円、％） タンイヒャクマンエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ

		経費 ケイヒ				14,890		14,734		14,967

				人件費 ジンケンヒ		7,541		7,712		7,918

				物件費 ブッケンヒ		6,608		6,296		6,152

				税金 ゼイキン		740		724		896

		コア業務粗利益 ギョウムアラリエキ				20,998		19,873		20,499

		コアＯＨＲ				70.912%		74.141%		73.013%
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人件費

物件費

税金

コアOHR



				行員･店舗当たり預貸金の推移 コウインテンポアヨタイキンスイイ

										（単位:百万円） タンイヒャクマンエン

						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

				一人当たり預金 ヒトリアヨキン		1,344		1,400		1,502

				一人当たり貸出金 ヒトリアカシダシキン		777		789		860

				一店舗当たり預金 イチテンポアヨキン		15,803		16,990		17,708

				一店舗当たり貸出金 イチテンポアカシダシキン		9,136		9,584		10,145

				店舗数（店） テンポスウテン		61		61		61

				行員数（人） コウインスウニン		717		728		719

				預金 ヨキン		964,011		1,019,438		1,080,201

				貸出金 カシダシキン		557,327		575,087		618,869

				店舗数 テンポスウ		61		61		61

				正行員数 セイコウインスウ		717		719		719

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		1,727		2,230		2,989

				※正行員数は出向者を除く セイコウインスウシュッコウシャノゾ

												（単位:億円、％） タンイオクエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ		前年比
増減額 ゼンネンヒゾウゲンガク

				人件費 ジンケンヒ		49		48		48		0

				物件費 ブッケンヒ		51		54		47		△ 7

				税金 ゼイキン		6		6		6		0

				コアOHR		86.10		83.04		77.54		△ 5.5

				経費の状況 ケイヒジョウキョウ						（単位:百万円、％） タンイヒャクマンエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ

		経費 ケイヒ				10,704		10,926		10,322

				人件費 ジンケンヒ		4,951		4,823		4,833

				物件費 ブッケンヒ		5,135		5,433		4,794

				税金 ゼイキン		617		669		695

		コア業務粗利益 ギョウムアラリエキ				12,431		13,157		13,312

		コアＯＨＲ				86.107%		83.043%		77.540%





		



人件費

物件費

税金

コアOHR



		

		①２行合算 コウガッサン

				②金融再生法開示債権の保全状況（27年3月末） キンユウサイセイホウカイジサイケンホゼンジョウキョウネンガツマツ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

						債　権　額
（Ａ） サイケンガク		保　全　額
（Ｂ） タモツゼンガク						保　全　率
（Ｂ／Ａ） タモツゼンリツ

										担保保証等 タンポホショウトウ		貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン

				破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ハサンコウセイサイケンオヨジュンサイケン		4,234		4,234		2,483		1,750		100.00

				危険債権 キケンサイケン		40,826		36,846		29,798		7,047		90.25

				要管理債権 ヨウカンリサイケン		4,435		1,241		841		399		27.98

				合　　　　　　　計 ゴウケイ		49,496		42,322		33,124		9,197		85.50

		②きらやか銀行 ギンコウ

				②金融再生法開示債権の保全状況（27年3月末） キンユウサイセイホウカイジサイケンホゼンジョウキョウネンガツマツ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

						債　権　額
（Ａ） サイケンガク		保　全　額
（Ｂ） タモツゼンガク						保　全　率
（Ｂ／Ａ） タモツゼンリツ

										担保保証等 タンポホショウトウ		貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン

				破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ハサンコウセイサイケンオヨジュンサイケン		2,688		2,688		1,559		1,129		100.00

				危険債権 キケンサイケン		19,253		15,839		12,020		3,818		82.26

				要管理債権 ヨウカンリサイケン		3,094		470		214		256		15.20

				合　　　　　　　計 ゴウケイ		25,036		18,998		13,794		5,203		75.88

		④仙台銀行 センダイギンコウ

				②金融再生法開示債権の保全状況（27年3月末） キンユウサイセイホウカイジサイケンホゼンジョウキョウネンガツマツ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

						債　権　額
（Ａ） サイケンガク		保　全　額
（Ｂ） タモツゼンガク						保　全　率
（Ｂ／Ａ） タモツゼンリツ

										担保保証等 タンポホショウトウ		貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン

				破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ハサンコウセイサイケンオヨジュンサイケン		1,545		1,545		923		621		100.00

				危険債権 キケンサイケン		21,573		21,007		17,778		3,229		97.37

				要管理債権 ヨウカンリサイケン		1,340		770		627		143		57.47

				合　　　　　　　計 ゴウケイ		24,459		23,323		19,329		3,993		95.35





																														①じもとＨＤ

		①2行合算 ギョウガッサン

												（単位：％） タンイ						①じもとＨＤ

								28年
3月期 ネンガツキ		29年
3月期 ネンガツキ										26年3月末 ネンガツマツ		26年9月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

												28年
3月期比 ネンガツキヒ

		ＲＯＥ		業務純益ベース ギョウムジュンエキ				6.71		4.56		△2.15						業務純益 ギョウムジュンエキ		9,076		7,514		10,210

				当期純利益ベース トウキジュンリエキ				3.73		4.25		0.52						当期純利益 トウキジュンリエキ		3,424		4,772		5,713

												0						ＲＯＥ（業務純益ベース） ギョウムジュンエキ		9.57		7.30		9.42

																		ＲＯＥ（当期純利益ベース） トウキジュンリエキ		3.61		4.63		5.27

																		自己資本（平均） ジコシホンヘイキン		58,040		102,917		108,382

																		期首 キシュ		52,088		63,993		64,713

																		期末 キマツ		63,993		64,713		70,482		576863.8674%

																		業務純益 ギョウムジュンエキ		9,076.63		7,513.84		10,210.06

		②きらやか銀行 ギンコウ																ＲＯＥ		15.63848%		7.30089%		9.42046%

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		1073.639926		2,239.994		2,337.318

												（単位：％） タンイ						ＲＯＥ		1.84982%		2.17651%		2.15656%

								28年
3月期		29年
3月期								②きらやかＢＫ												②きらやかＢＫ

												28年
3月期比								26年3月末		26年9月末		27年3月末

		ＲＯＥ		業務純益ベース ギョウムジュンエキ				8.42		9.19		0.77

				当期純利益ベース トウキジュンリエキ				3.48		3.45		△ 0.03						業務純益 ギョウムジュンエキ		7,256		5,420		6,216

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,337		2,239		2,337

														0.00		0.77		ＲＯＥ（業務純益ベース） ギョウムジュンエキ		12.50		8.42		9.19

														0.00		(0.03)		ＲＯＥ（当期純利益ベース） トウキジュンリエキ		1.84		3.48		3.45

						連結 レンケツ																				0.00%

						リスクアセット		675,812		683,749								自己資本（平均） ジコシホンヘイキン		58,040		64,353		67,597		0.00%

						自己資本額 ジコシホンガク		70,359		69,931								期首 キシュ		52,088		63,993		64,713

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ		10.4110%		10.2276%		-0.18%						期末 キマツ		63,993		64,713		70,482

												0.00%

																		業務純益 ギョウムジュンエキ		7256.626277		5,420.838		6,216.058

																		ＲＯＥ		12.50273%		8.42361%		9.19572%

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		1073.639926		2,239.994		2,337.318

																		ＲＯＥ		1.84982%		3.48080%		3.45771%

																														③仙台ＢＫ センダイ

		③仙台銀行 センダイギンコウ

												（単位：％） タンイ						③仙台ＢＫ センダイ

								28年
3月期		29年
3月期										26年3月末		26年9月末		27年3月末

												28年
3月期比

		ＲＯＥ		業務純益ベース ギョウムジュンエキ				5.42		9.79		4.37						業務純益 ギョウムジュンエキ		1,820		2,093		3,994

				当期純利益ベース トウキジュンリエキ				6.56		8.27		1.71						当期純利益 トウキジュンリエキ		2,350		2,532		3,376

																		ＲＯＥ（業務純益ベース） ギョウムジュンエキ		4.95		5.42		9.79

																		ＲＯＥ（当期純利益ベース） トウキジュンリエキ		6.40		6.56		8.27

																		自己資本（平均） ジコシホンヘイキン		0		38,564		40,785

																		期首 キシュ

																		期末 キマツ

																		業務純益 ギョウムジュンエキ		1820		2,093.000		3,994.000

																		ＲＯＥ		0.00000%		5.42738%		9.79293%

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		1073.639926		2,532.000		3,376.000

																		ＲＯＥ		0.00000%		6.56575%		8.27765%





		



業務純益

当期純利益

ＲＯＥ（業務純益ベース）

ＲＯＥ（当期純利益ベース）



		



業務純益

当期純利益

ＲＯＥ（業務純益ベース）

ＲＯＥ（当期純利益ベース）



		



業務純益

当期純利益

ＲＯＥ（業務純益ベース）

ＲＯＥ（当期純利益ベース）




増減要因（きらやか）

		

						寄与額 キヨガク		26/3期 キ		27/3期 キ		増減 ゾウゲン

				貸出金利息の減少 カシダシキンリソクゲンショウ		-7.3		16,103		15,366		-737.5		-7.375		18,877				504										-7.3

				預金利息の減少 ヨキンリソクゲンショウ		1.8		(1,667)		(1,484)		182.9		1.829																1.8

				有価証券利息配当金の増加 ユウカショウケンリソクハイトウキンゾウカ		10.6		4,121		5,188		1,066.3		10.663																10.6

				その他資金利益の増加 タシキンリエキゾウカ		-0.0		(185)		(193)		-7.8		-0.078		5.039														-0.0

				役務取引等利益の増加 エキムトリヒキトウリエキゾウカ		1.2		1,491		1,614		123.4		1.234						122										1.2

				その他業務利益の減少 タギョウムリエキゲンショウ		-0.0		10		9		-1.4		-0.014																-0.0

				人件費の増加 ジンケンヒゾウカ		-2.0		(7,713)		(7,919)		-206.1		-2.061						-234										-2.0

				通常物件費の減少 ツウジョウブッケンヒゲンショウ		1.4		(6,296)		(6,153)		143.8		1.438																1.4

				税金の減少 ゼイキンゲンショウ		-1.7		(725)		(897)		-171.6		-1.716																-1.7

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		3.9		5,140		5,532		392.1		3.921				-0.82		-0.8										3.9

																		-0.44		-0.4														貸出金利息 カシダシキンリソク		預金利息 ヨキンリソク		有価証券利息配当金 ユウカショウケンリソクハイトウキン		その他受払利息 タウケハライリソク		役務取引等利益 エキムトリヒキトウリエキ		その他業務利益 タギョウムリエキ		人件費 ジンケンヒ		物件費 ブッケンヒ		税金 ゼイキン

																		2.67		2.6

						寄与額 キヨガク		26/3期		27/3期		増減 ゾウゲン

				貸出金利息 カシダシキンリソク				16,103,329		15,365,878		(737,450)		-7374.5018		503,886		5

				預金利息 ヨキンリソク				(1,666,725)		(1,483,862)		182,863		1828.62516

				有価証券利息 ユウカショウケンリソク				4,121,484		5,187,785		1,066,301		10663.00728

				その他資金利益 タシキンリエキ				(185,400)		(193,228)		(7,827)		-78.27381

				役務取引等利益 エキムトリヒキトウリエキ				1,490,641		1,614,087		123,446		1234.45751		122,055		1.2

				その他業務利益 タギョウムリエキ				10,356		8,966		(1,390)		-13.90405

				人件費 ジンケンヒ				(7,712,641)		(7,918,733)		(206,092)		-2060.9196

				物件費 ブッケンヒ				(6,296,442)		(6,152,602)		143,840		1438.399		(233,880)		-2.3

				税金 ゼイキン				(724,931)		(896,559)		(171,628)		-1716.27538

								5,139,671		5,531,732		392,061		3920.61431		392,061		3.9

				その他資金利益 タシキンリエキ				(185,400)		(193,228)

				資金利益 シキンリエキ				18,372,688		18,876,574

				貸出金利息 カシダシキンリソク				16,103,329		15,365,878

				預金利息 ヨキンリソク				(1,666,725)		(1,483,862)

				有価証券利息 ユウカショウケンリソク				4,121,484		5,187,785

				その他業務利益 タギョウムリエキ				195,119,782		606,013,561		410,893,779

				債権関係益 サイケンカンケイエキ				184,763,401		597,047,585

				債権関係益を除く サイケンカンケイエキノゾ				10,356,381		8,965,976

				その他業務収益 タギョウムシュウエキ				1,092,278,929		1,482,920,136		390,641,207

				外国為替売買益 ガイコクカワセバイバイエキ				10,200,817		8,804,782		(1,396,035)

				商品有価証券売買益 ショウヒンユウカショウケンバイバイエキ				155,564		161,194		5,630

				国債等債券売却益 コクサイトウサイケンバイキャクエキ				1,079,922,548		1,473,954,160		394,031,612

				国債等債券償却益 コクサイトウサイケンショウキャクエキ				2,000,000		0		(2,000,000)

				金融派生商品収益 キンユウハセイショウヒンシュウエキ				0		0		0

				その他 タ				0		0		0

				その他業務費用 タギョウムヒヨウ				897,159,147		876,906,575		(20,252,572)

				外国為替売買損 ガイコクカワセバイバイゾン				0		0		0

				商品有価証券売買損 ショウヒンユウカショウケンバイバイゾン				0		0		0

				国債等債券売却損 コクサイトウサイケンバイキャクゾン				216,577,884		3,803,860		(212,774,024)

				国債等債券償還損 コクサイトウサイケンショウカンソン				680,581,263		873,102,715		192,521,452

				国債等債券償却 コクサイトウサイケンショウキャク				0		0		0

				債券費・社債費 サイケンヒシャサイヒ				0		0		0

				金融派生商品費用 キンユウハセイショウヒンヒヨウ				0		0		0

				その他 タ				0		0		0
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5-2.有価証券の状況
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		資金利益の増加

		役務取引等利益の増加



1.6
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						寄与額 キヨガク		24/9期 キ		25/9期 キ		増減 ゾウゲン

				貸出金利息の減少 カシダシキンリソクゲンショウ		-1.6		4,680		4,515		(165)		-1.65		5,837				332										-1.6

				預金利息の減少 ヨキンリソクゲンショウ		0.3		(418)		(379)		39		0.39																0.3

				有価証券利息配当金の増加 ユウカショウケンリソクハイトウキンゾウカ		4.2		1,182		1,605		423		4.23																4.2

				その他資金利益の増加 タシキンリエキゾウカ		0.3		61		96		35		0.35																0.3

				役務取引等利益の減少 エキムトリヒキトウリエキゲンショウ		0.1		634		649		14		0.14						14										0.1

				その他業務利益の減少(※) タギョウムリエキゲンショウ		0.0		2		3		(0)		-0.002																0.0

				人件費の減少 ジンケンヒゲンショウ		0.6		(2,466)		(2,406)		60		0.6						-256										0.6

				物件費の減少 ブッケンヒゲンショウ		-2.4		(2,559)		(2,808)		(249)		-2.49																-2.4

				税金の減少 ゼイキンゲンショウ		-0.6		(300)		(367)		(67)		-0.67																-0.6

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		0.9		816		908		91		0.913				-0.82		-0.8										0.9

				※債券関係損益を除く サイケンカンケイソンエキノゾ				2,375										-0.44		-0.4														貸出金利息 カシダシキンリソク		預金利息 ヨキンリソク		有価証券利息配当金 ユウカショウケンリソクハイトウキン		その他受払利息 タウケハライリソク		役務取引等利益 エキムトリヒキトウリエキ		その他業務利益 タギョウムリエキ		人件費 ジンケンヒ		物件費 ブッケンヒ		税金 ゼイキン

																		2.67		2.6

						寄与額 キヨガク		24/9期		25/9期		増減 ゾウゲン

				貸出金利息の増加 カシダシキンリソクゾウカ												0

				預金利息の増加 ヨキンリソクゾウカ

				有価証券利息配当金の減少 ユウカショウケンリソクハイトウキンゲンショウ

				その他資金利益の増加 タシキンリエキゾウカ

				役務取引等利益の増加 エキムトリヒキトウリエキゾウカ												0

				その他業務利益の減少 タギョウムリエキゲンショウ

				人件費の減少 ジンケンヒゲンショウ																2397087

				通常物件費の減少 ツウジョウブッケンヒゲンショウ												0

				税金の増加 ゼイキンゾウカ																2604733

				その他資金利益 タシキンリエキ

				その他受入利息 タウケイレリソク

				コールローン利息 リソク

				預け金利息 アズキンリソク

				外国為替受入利息 ガイコクカワセウケイレリソク

				その他受入利息 タウケイレリソク

				その他支払利息 タシハライリソク

				譲渡性預金利息 ジョウトセイヨキンリソク

				コールマネー利息 リソク

				借用金利息 シャクヨウキンリソク

				外国為替支払利息 ガイコクカワセシハライリソク

				社債利息 シャサイリソク

				その他支払利息 タシハライリソク

				その他業務利益 タギョウムリエキ

				債権関係益 サイケンカンケイエキ

				債権関係益を除く サイケンカンケイエキノゾ

				その他業務収益 タギョウムシュウエキ

				外国為替売買益 ガイコクカワセバイバイエキ

				商品有価証券売買益 ショウヒンユウカショウケンバイバイエキ

				国債等債券売却益 コクサイトウサイケンバイキャクエキ

				国債等債券償却益 コクサイトウサイケンショウキャクエキ

				金融派生商品収益 キンユウハセイショウヒンシュウエキ

				その他 タ

				その他業務費用 タギョウムヒヨウ

				外国為替売買損 ガイコクカワセバイバイゾン

				商品有価証券売買損 ショウヒンユウカショウケンバイバイゾン

				国債等債券売却損 コクサイトウサイケンバイキャクゾン

				国債等債券償還損 コクサイトウサイケンショウカンソン

				国債等債券償却 コクサイトウサイケンショウキャク

				債券費・社債費 サイケンヒシャサイヒ

				金融派生商品費用 キンユウハセイショウヒンヒヨウ

				その他 タ
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△ 1.6

0.3

0.1

△ 0.0

0.6

△ 0.6



		

				①有価証券の残高 ユウカショウケンザンダカ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末		27年
3月末

												26年
3月末比		増減率 ゾウゲンリツ				きらやか						（単位：億円） タンイオクエン

				有価証券 ユウカショウケン				351,913		324,234		△ 27,678		△ 7.8						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

						国債 コクサイ		122,546		126,241		3,695		3.0

						地方債 チホウサイ		27,737		11,025		△ 16,711		△ 60.2				国債 コクサイ		1,078		1,225		1,262

						社債 シャサイ		141,378		87,175		△ 54,203		△ 38.3				地方債 チホウサイ		270		277		110

						株式 カブシキ		10,807		6,398		△ 4,409		△ 40.7				社債 シャサイ		1,354		1,413		871

						その他証券 タショウケン		49,444		93,393		43,949		88.8				株式 カブシキ		115		108		63

																		その他証券 タショウケン		459		494		933

																				3,277		3,519		3,242

				有価証券 ユウカショウケン				315,719,376,003		360,245,301,445		44,525,925,442		14.103

						国債 コクサイ		90,944,411,550		133,308,877,490		42,364,465,940		46.583

						地方債 チホウサイ		30,845,402,600		29,154,166,050		(1,691,236,550)		-5.483

						社債 シャサイ		130,181,346,209		140,260,470,467		10,079,124,258		7.742

						株式 カブシキ		10,935,000,891		11,459,666,637		524,665,746		4.798

						その他証券 タショウケン		52,813,214,753		46,062,120,801		(6,751,093,952)		-12.783

				①有価証券の残高 ユウカショウケンザンダカ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末		27年
3月末

												26年
3月末比		増減率 ゾウゲンリツ				仙台 センダイ						（単位：億円） タンイオクエン

				有価証券 ユウカショウケン				384,664		429,080		44,416		11.5						25年3月末		26年3月末		27年3月末

						国債 コクサイ		116,969		128,444		11,475		9.8

						地方債 チホウサイ		70,420		78,689		8,269		11.7				国債 コクサイ		1,205		1,169		1,284

						社債 シャサイ		161,874		166,860		4,985		3.0				地方債 チホウサイ		654		704		786

						株式 カブシキ		8,193		9,618		1,424		17.3				社債 シャサイ		1,477		1,618		1,668

						その他証券 タショウケン		27,205		45,467		18,261		67.1				株式 カブシキ		88		81		96

																		その他証券 タショウケン		240		272		454

																				3,667		3,846		4,290





		



国債

地方債

社債

株式

その他証券



		



国債

地方債

社債

株式

その他証券



		

																①

		③きらやか銀行 ギンコウ

				その他有価証券の評価損益 タユウカショウケンヒョウカソンエキ								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末 ネンガツマツ		27年
3月末 ネンガツマツ

												26年
3月末比 ネンガツマツヒ						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

				その他有価証券 タユウカショウケン				2,530		7,488		4,958				有価証券利回り ユウカショウケンリマワ		1.18%		1.11%		1.40%

						株式 カブシキ		535		1,487		952				修正デュレーション シュウセイ		5.44		4.55		4.31

						債券 サイケン		2,726		3,399		673

						その他 タ		△ 731		2,601		3,332

																		296,322		315,719		327,794

				その他有価証券 タユウカショウケン				△ 933,217,131		2,484,400,536		3,417,617,667						(1,963)		(933)		3,794

						株式 カブシキ		△ 618,995,390		663,756,112		1,282,751,502

						債券 サイケン		2,625,898,310		2,640,993,880		15,095,570

						その他 タ		△ 2,940,120,051		△ 820,349,456		2,119,770,595

		④仙台銀行 センダイギンコウ

				その他有価証券の評価損益 タユウカショウケンヒョウカソンエキ								（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

								26年
3月末 ネンガツマツ		27年
3月末 ネンガツマツ

												26年
3月末比 ネンガツマツヒ

				その他有価証券 タユウカショウケン				5,960		8,948		2,987

						株式 カブシキ		2,101		4,406		2,305

						債券 サイケン		3,868		4,286		417

						その他 タ		△ 9		255		264						25年3月末		26年3月末		27年3月末

																有価証券利回り ユウカショウケンリマワ		0.67%		0.84%

																修正デュレーション シュウセイ		4.21		3.41

																		322,831		320,229		366,721

																		1,306		2,620		7,451
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有価証券利回り

修正デュレーション



		



有価証券利回り

修正デュレーション



		

																1

				各種利回等 カクシュリマワトウ						（単位:％） タンイ						2

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ						3

				貸出金利回 カシダシキンリマワ		1.94		1.79		1.62						4

				預金利回 ヨキンリマワ		0.13		0.13		0.11						5

				有価証券利回 ユウカショウケンリマワ		1.18		1.11		1.40						6

				経費率 ケイヒリツ		1.21		1.16		1.14						7

																8

																9

						1.81		1.66		1.51						10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

				各種利鞘等 カクシュリザヤトウ						（単位:％） タンイ

						25年3月期		26年3月期		27年3月期						1

				預貸金利回差 ヨタイキンリマワサ		1.81		1.66		1.51						2

				預貸金利鞘 ヨタイキンリザヤ		0.59		0.50		0.36						3

				総資金利鞘 ソウシキンリザヤ		0.33		0.24		0.26						4

																5

																6

																7

																8

																9

																10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

																19





		



貸出金利回

預金利回

有価証券利回

経費率



		



預貸金利回差

預貸金利鞘

総資金利鞘



		

																1

				各種利回等 カクシュリマワトウ						（単位:％） タンイ						2

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ						3

				貸出金利回 カシダシキンリマワ		1.78		1.65								4

				預金利回 ヨキンリマワ		0.06		0.05								5

				有価証券利回 ユウカショウケンリマワ		0.67		0.84								6

				経費率 ケイヒリツ		1.18		1.09								7

																8

																9

						1.72		1.60		0.00						10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

				各種利鞘等 カクシュリザヤトウ						（単位:％） タンイ

						25年3月期		26年3月期		27年3月期						1

				預貸金利回差 ヨタイキンリマワサ		1.72		1.60								2

				預貸金利鞘 ヨタイキンリザヤ		0.54		0.51								3

				総資金利鞘 ソウシキンリザヤ		0.01		0.05								4

																5

																6

																7

																8

																9

																10

																11

																12

																13

																14

																15

																16

																17

																19





		



貸出金利回

預金利回

有価証券利回

経費率



		



預貸金利回差

預貸金利鞘

総資金利鞘



				行員･店舗当たり預貸金の推移 コウインテンポアヨタイキンスイイ

										（単位:百万円） タンイヒャクマンエン

						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

				一人当たり預金 ヒトリアヨキン		1,339		1,331		1,336

				一人当たり貸出金 ヒトリアカシダシキン		1,005		999		1,017

				一店舗当たり預金 イチテンポアヨキン		15,517		16,112		16,514

				一店舗当たり貸出金 イチテンポアカシダシキン		11,648		12,100		12,572

				店舗数（店） テンポスウテン		80		78		78

				行員数（人） コウインスウニン		927		944		964

				預金 ヨキン		1,241,410		1,256,779		1,288,109

				貸出金 カシダシキン		931,867		943,847		980,658

				店舗数 テンポスウ		80		78		78

				正行員数 セイコウインスウ		927		944		964

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		6,108		5,139		5,531

				※正行員数は出向者を除く セイコウインスウシュッコウシャノゾ

												（単位:億円、％） タンイオクエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ		前年比
増減額 ゼンネンヒゾウゲンガク

				人件費 ジンケンヒ		75		77		79		2

				物件費 ブッケンヒ		66		62		61		△ 1

				税金 ゼイキン		7		7		8		1

				コアOHR		70.91		74.13		73.01		△ 1.1

				経費の状況 ケイヒジョウキョウ						（単位:百万円、％） タンイヒャクマンエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ

		経費 ケイヒ				14,890		14,734		14,967

				人件費 ジンケンヒ		7,541		7,712		7,918

				物件費 ブッケンヒ		6,608		6,296		6,152

				税金 ゼイキン		740		724		896

		コア業務粗利益 ギョウムアラリエキ				20,998		19,873		20,499

		コアＯＨＲ				70.912%		74.141%		73.013%
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人件費

物件費

税金

コアOHR



				行員･店舗当たり預貸金の推移 コウインテンポアヨタイキンスイイ

										（単位:百万円） タンイヒャクマンエン

						25年3月末 ネンガツマツ		26年3月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

				一人当たり預金 ヒトリアヨキン		1,344		1,400		1,502

				一人当たり貸出金 ヒトリアカシダシキン		777		789		860

				一店舗当たり預金 イチテンポアヨキン		15,803		16,990		17,708

				一店舗当たり貸出金 イチテンポアカシダシキン		9,136		9,584		10,145

				店舗数（店） テンポスウテン		61		61		61

				行員数（人） コウインスウニン		717		728		719

				預金 ヨキン		964,011		1,019,438		1,080,201

				貸出金 カシダシキン		557,327		575,087		618,869

				店舗数 テンポスウ		61		61		61

				正行員数 セイコウインスウ		717		719		719

				コア業務純益 ギョウムジュンエキ		1,727		2,230		2,989

				※正行員数は出向者を除く セイコウインスウシュッコウシャノゾ

												（単位:億円、％） タンイオクエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ		前年比
増減額 ゼンネンヒゾウゲンガク

				人件費 ジンケンヒ		49		48		48		0

				物件費 ブッケンヒ		51		54		47		△ 7

				税金 ゼイキン		6		6		6		0

				コアOHR		86.10		83.04		77.54		△ 5.5

				経費の状況 ケイヒジョウキョウ						（単位:百万円、％） タンイヒャクマンエン

						25年3月期 ネンガツキ		26年3月期 ネンガツキ		27年3月期 ネンガツキ

		経費 ケイヒ				10,704		10,926		10,322

				人件費 ジンケンヒ		4,951		4,823		4,833

				物件費 ブッケンヒ		5,135		5,433		4,794

				税金 ゼイキン		617		669		695

		コア業務粗利益 ギョウムアラリエキ				12,431		13,157		13,312

		コアＯＨＲ				86.107%		83.043%		77.540%





		



人件費

物件費

税金

コアOHR



		

		①２行合算 コウガッサン

				②金融再生法開示債権の保全状況（27年3月末） キンユウサイセイホウカイジサイケンホゼンジョウキョウネンガツマツ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

						債　権　額
（Ａ） サイケンガク		保　全　額
（Ｂ） タモツゼンガク						保　全　率
（Ｂ／Ａ） タモツゼンリツ

										担保保証等 タンポホショウトウ		貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン

				破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ハサンコウセイサイケンオヨジュンサイケン		4,234		4,234		2,483		1,750		100.00

				危険債権 キケンサイケン		40,826		36,846		29,798		7,047		90.25

				要管理債権 ヨウカンリサイケン		4,435		1,241		841		399		27.98

				合　　　　　　　計 ゴウケイ		49,496		42,322		33,124		9,197		85.50

		②きらやか銀行 ギンコウ

				②金融再生法開示債権の保全状況（27年3月末） キンユウサイセイホウカイジサイケンホゼンジョウキョウネンガツマツ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

						債　権　額
（Ａ） サイケンガク		保　全　額
（Ｂ） タモツゼンガク						保　全　率
（Ｂ／Ａ） タモツゼンリツ

										担保保証等 タンポホショウトウ		貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン

				破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ハサンコウセイサイケンオヨジュンサイケン		2,688		2,688		1,559		1,129		100.00

				危険債権 キケンサイケン		19,253		15,839		12,020		3,818		82.26

				要管理債権 ヨウカンリサイケン		3,094		470		214		256		15.20

				合　　　　　　　計 ゴウケイ		25,036		18,998		13,794		5,203		75.88

		④仙台銀行 センダイギンコウ

				②金融再生法開示債権の保全状況（27年3月末） キンユウサイセイホウカイジサイケンホゼンジョウキョウネンガツマツ										（単位：百万円、％） タンイヒャクマンエン

						債　権　額
（Ａ） サイケンガク		保　全　額
（Ｂ） タモツゼンガク						保　全　率
（Ｂ／Ａ） タモツゼンリツ

										担保保証等 タンポホショウトウ		貸倒引当金 カシダオレヒキアテキン

				破産更生債権及び
これらに準ずる債権 ハサンコウセイサイケンオヨジュンサイケン		1,545		1,545		923		621		100.00

				危険債権 キケンサイケン		21,573		21,007		17,778		3,229		97.37

				要管理債権 ヨウカンリサイケン		1,340		770		627		143		57.47

				合　　　　　　　計 ゴウケイ		24,459		23,323		19,329		3,993		95.35





																														①じもとＨＤ

		①2行合算 ギョウガッサン

												（単位：％） タンイ						①じもとＨＤ

								28年
3月期 ネンガツキ		29年
3月期 ネンガツキ										26年3月末 ネンガツマツ		26年9月末 ネンガツマツ		27年3月末 ネンガツマツ

												28年
3月期比 ネンガツキヒ

		ＲＯＥ		業務純益ベース ギョウムジュンエキ				7.30		9.42		2.12						業務純益 ギョウムジュンエキ		9,076		7,514		10,210

				当期純利益ベース トウキジュンリエキ				4.63		5.27		0.64						当期純利益 トウキジュンリエキ		3,424		4,772		5,713

												0						ＲＯＥ（業務純益ベース） ギョウムジュンエキ		9.57		7.30		9.42

																		ＲＯＥ（当期純利益ベース） トウキジュンリエキ		3.61		4.63		5.27

																		自己資本（平均） ジコシホンヘイキン		58,040		102,917		108,382

																		期首 キシュ		52,088		63,993		64,713

																		期末 キマツ		63,993		64,713		70,482		576863.8674%

																		業務純益 ギョウムジュンエキ		9,076.63		7,513.84		10,210.06

		②きらやか銀行 ギンコウ																ＲＯＥ		15.63848%		7.30089%		9.42046%

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		1073.639926		2,239.994		2,337.318

												（単位：％） タンイ						ＲＯＥ		1.84982%		2.17651%		2.15656%

								28年
3月期		29年
3月期								②きらやかＢＫ												②きらやかＢＫ

												28年
3月期比								26年3月末		26年9月末		27年3月末

		ＲＯＥ		業務純益ベース ギョウムジュンエキ				8.42		9.19		0.77

				当期純利益ベース トウキジュンリエキ				3.48		3.45		△ 0.03						業務純益 ギョウムジュンエキ		7,256		5,420		6,216

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		2,337		2,239		2,337

														0.00		0.77		ＲＯＥ（業務純益ベース） ギョウムジュンエキ		12.50		8.42		9.19

														0.00		(0.03)		ＲＯＥ（当期純利益ベース） トウキジュンリエキ		1.84		3.48		3.45

						連結 レンケツ																				0.00%

						リスクアセット		675,812		683,749								自己資本（平均） ジコシホンヘイキン		58,040		64,353		67,597		0.00%

						自己資本額 ジコシホンガク		70,359		69,931								期首 キシュ		52,088		63,993		64,713

						自己資本比率 ジコシホンヒリツ		10.4110%		10.2276%		-0.18%						期末 キマツ		63,993		64,713		70,482

												0.00%

																		業務純益 ギョウムジュンエキ		7256.626277		5,420.838		6,216.058

																		ＲＯＥ		12.50273%		8.42361%		9.19572%

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		1073.639926		2,239.994		2,337.318

																		ＲＯＥ		1.84982%		3.48080%		3.45771%

																														③仙台ＢＫ センダイ

		③仙台銀行 センダイギンコウ

												（単位：％） タンイ						③仙台ＢＫ センダイ

								28年
3月期		29年
3月期										26年3月末		26年9月末		27年3月末

												28年
3月期比

		ＲＯＥ		業務純益ベース ギョウムジュンエキ				6.76		5.46		△1.30						業務純益 ギョウムジュンエキ		1,820		2,093		3,994

				当期純利益ベース トウキジュンリエキ				4.81		5.76		0.95						当期純利益 トウキジュンリエキ		2,350		2,532		3,376

																		ＲＯＥ（業務純益ベース） ギョウムジュンエキ		4.95		5.42		9.79

																		ＲＯＥ（当期純利益ベース） トウキジュンリエキ		6.40		6.56		8.27

																		自己資本（平均） ジコシホンヘイキン		0		38,564		40,785

																		期首 キシュ

																		期末 キマツ

																		業務純益 ギョウムジュンエキ		1820		2,093.000		3,994.000

																		ＲＯＥ		0.00000%		5.42738%		9.79293%

																		当期純利益 トウキジュンリエキ		1073.639926		2,532.000		3,376.000

																		ＲＯＥ		0.00000%		6.56575%		8.27765%





		



業務純益

当期純利益

ＲＯＥ（業務純益ベース）

ＲＯＥ（当期純利益ベース）



		



業務純益

当期純利益

ＲＯＥ（業務純益ベース）

ＲＯＥ（当期純利益ベース）



		



業務純益

当期純利益

ＲＯＥ（業務純益ベース）

ＲＯＥ（当期純利益ベース）





 ⑫平成30年3月期業績予想 

① じもとホールディングスの連結業績予想及び配当方針 

② 子銀行の個別業績予想 
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（単位：百万円）

中間期

経常利益 3,700 1,000 4,737

親会社株主に帰属する
当期純利益

3,200 800 4,628

平成30年3月期
（参考）

平成29年3月期
実績

基 準 日 中間 期末 年間

配 当 予 想 2円50銭 2円50銭 5円00銭

（ 参考） 平 成29年3 月 期 2円50銭 2円50銭 5円00銭

 じもとホールディングスの平成30年3月期の連結業績予想は、経常利益37億円、親会社株主に帰属する当期純利益32億円
を見込んでおります。   
 

 じもとホールディングスの平成29年3月期の1株あたりの期末配当金は、2円50銭を予定しております。 
また、平成30年3月期の年間配当金は、1株あたり5円を予定しております。 

（単位：百万円）

中間期

経常利益 2,200 600 2,159

当期純利益 2,000 500 2,200

平成30年3月期
（参考）

29年3月期
実績

（単位：百万円）

中間期

経常利益 1,500 500 2,878

当期純利益 1,200 400 2,634

平成30年3月期
（参考）

平成29年3月期
実績

● きらやか銀行単体ベースでは、経常利益22億円、当期純利益20億円を見込んでおります。 
 

● 仙台銀行単体ベースでは、経常利益15億円、当期純利益12億円を見込んでおります。 
  



２．両行における取組みについて 
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 ①仙台銀行のトピックス ～ “人で勝負する銀行” に向けた取組み ～ 

職員の成長・活躍 

当行職員による 
お客さま向け勉強会の開催 

東北地銀初の 
”農業経営上級アドバイザー” 

  

組織整備・人材育成 

人材育成の体制を強化 

新たな形の研修を実施 

職員の自己研鑽を奨励 

仙台銀行は更に 
 
 

していきます!! 

 仙台銀行は 
人で勝負する銀行 



 ①仙台銀行のトピックス ～ “人で勝負する銀行” に向けた取組み ～ 
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中心的な存在 

 
  

＜地元企業応援部 企画室＞ 

 
 
 
 

 
  

 
  

 
  

各種セミナー・イベント企画 外部講師 経営支援 

高度な知識で 
地域農業を活性化!! 

POINT!! 

STEP UP 

農業経営アドバイザー 19名在籍 
農業経営上級アドバイザー東北地銀初合格者も!! 

 相談は資金面だけではない 
法人化・販路拡大・事業承継 

         と多様化  

  被災者の新設農業法人も 
復旧風評被害等の資金ニーズに対応!! 
震災後、平成29年3月末までの実績… 

 135件 38億円!! 
相談 

【農家】 

本部職員のステップアップ 



 
  

 
  

 ①仙台銀行のトピックス ～ “人で勝負する銀行” に向けた取組み ～ 
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■当行職員による勉強会講師 ■ＢＭ・販路拡大支援 

STEP UP 

 
  

<地元企業応援部 推進室> 

■ゼロから始める女性融資渉外研修 
■融資提案力・新規開拓力アップ研修 
■若手職員融資道場 
■３０代の融資渉外専門の先輩行員と同行 
■若手職員短期トレーニー 中小企業向け融資の 

提案・推進だけに留まらず 
若手行員の育成（OJT） 
          を実施!! 

推進室出身の渉外担当者100名超在籍 

豊富な経験と行動力を 
武器に様々なニーズに対応 

POINT!! 

営業店へ配属 

営業店職員のステップアップ 



 
 

①仙台銀行のトピックス ～本業支援の取組み～ 
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＜ 中小企業等お取引先のニーズ ＞ 

創業支援 事業再生 事業承継 Ｍ＆Ａ 販売戦略 財務戦略    

課題解決を支援 

外部機関・専門家ネットワークの充実 

 
■農業経営アドバイザー 
■水産業経営アドバイザー 
■中小企業診断士 
■不動産鑑定士 
■医療経営士等 BANK 

仙台銀行＆じもとＨＤ 
■税理士会（TKC） 
■宮城県よろず支援拠点 
■再生支援機構(CRC) 
■みやぎ産業振興機構 
■弁護士  ■公認会計士 
■日本政策金融公庫 

外部機関＆専門家 

連  携 



 全職員が組織的に本業支援を行なうため情報ネットワークの構築を始め、人材育成
に注力するとともに、お客さまへの情報提供を行っております。 

 中小企業診断士・不動産鑑定士・農業経営上級アドバイザー・医療経営士など専門分
野の有資格者を適所配置して、本業支援に取組んでおります。 

ベンチマーク（指標） 研修実施回数 参加者 資格取得者 
取引先の本業支援に関連する研修等の実施回数、
同研修等への参加者数、及び同趣旨の取組みに資
する資格取得者数。 

４４回 １，８２４人 累計 ９９人 
(29年3月期 ７人増) 

（資格名称別取得者数） 
資格名称 資格取得者 資格名称 資格取得者 

中小企業診断士 ３人 医療経営士２級 １人 

不動産鑑定士 １人 医療経営士３級 ５人 

農業経営上級アドバイザー １人 動産評価アドバイザー ２人 

農業経営アドバイザー １８人 １級ファイナンシャル・ 
プランニング技能士 ２５人 

水産業経営アドバイザー １人 宅地建物取引士 ４２人 

人材育成体制のステップアップ 

（本業支援関連研修の実施状況） 
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 ①仙台銀行のトピックス ～ 本業支援の取組み ～  



 ①仙台銀行のトピックス ～ 本業支援の取組み ～  

連携 

地元企業応援部 
営業店 

  税理士 
 

■事業計画の作成支援 
■計画に基づくスピード審査 
■公庫との協調による資金支援 
■新規雇用（従業員）の支援 
■ＢＭによる売上拡大支援 
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外部専門家・行員の力により開業をサポート!! 
事業ニーズ把握 

（連携先からの情報提供） 
外部専門家と営業店・本部の 
“職員の力”を結集し本業支援を実施 

『動物病院オープン!!』 

■連携先との協力により幅広く事業ニーズ・情報を収集 
■本業が忙しい事業者の事業計画書等の資料作成を支援 

POINT!! 

動物病院の新規開業を目
指したいが、どうすれば
良いか分からない… 
(あろう動物病院様※当時は勤務医) 



①仙台銀行のトピックス  ～地方創生、震災復興への取組み ～ 
 

仮設最後の営業日、再建完了  
女川支店（平成29年4月17日オープン） 

ネーミングライツ・ 
地元チームスポンサー 

岩沼市との協定・ 
店舗建替・植樹祭 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4月14日に仮設での営業が最後となり、お客さま

からは「助かりました。助けられたことは忘れな
い」との言葉をいただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
女川駅前商業エリア「まちなみデザイン誘導ガイ
ドライン」に準拠したデザインを特長に、当行の
少人数店舗のモデル店として位置付けていま
す。 

 

   
  

高齢者見守り協定 

当行岩沼支店の建替 

第5回千年希望の丘植樹祭2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イズミティ21の施設命名権者として、仙台市とネー
ミングライツ契約を締結しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地元の野球、サッカーチームとスポンサー契約を
締結。バスケットボールチームを含め3チームをサ
ポート。 



２．きらやか銀行における取組みについて 

おかげさまで きらやか銀行は10周年をむかえました 

このポスターは 
 

   248名のお客さまからいただいた 
 

  “笑顔”を込めた一枚です。 



“私たちの想い” 

きらやか銀行の「本業支援」 

 ①きらやか銀行のトピックス ～本業支援の取組み～ 

“ １.５３倍” 
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28年3月期 29年3月期 増減
本業支援成約先数 2,015 3,084 ＋1,069
本業支援成約件数 2,863 4,150 ＋1,287

平成28年度の取組状況 

コンサルティング子会社の活用 
高度化 

本業支援（販路拡大）による 
       取引先件数・売上 

平成28年度の取組状況 

件数 
件数 件数 億円 

18 17 

267 
291 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

10

20

30

28年3月期 29年3月期 

売上金額 件数 

73 

92 

11 8 

33 
42 

0

50

100

28年3月期 29年3月期 

Ｍ＆Ａ・事業承継 
生産性向上・社員研修 
補助金申請 

4,066 

6,521 

2,863 

4,150 

1,713 1,718 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

28年3月期 29年3月期 

事業ニーズ件数 
本業支援成約件数 
うち販路拡大件数 

1年間で本業支援が成約した 
取引先数は・・・ 

本業支援を通して、地元の「中小企業」と「そこに働いている 
従業員の皆さま」から喜んでいただき、地域と共に活きること。 
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		経費削減 ケイヒ サクゲン		102		81		72		70		45		35		80		58		259		234

		全体 ゼンタイ		1,969		1,364		1,858		1,416		1,867		1,288		2,199		1,575		3,479		2,825

		先数 サキ スウ		金額 キン ガク				調査対象・調査期間 チョウサ タイショウ チョウサ キカン

		229件 ケン		24億円 オクエン				調査対象 チョウサ タイショウ		26年度上期販路拡大成約先 ネンド カミキ ハンロ カクダイ セイヤク サキ						調査期間 チョウサ キカン		成約～平成27年3月31日 セイヤク ヘイセイ ネン ガツ ニチ

		230件 ケン		08億円 オクエン				調査対象 チョウサ タイショウ		26年度下期販路拡大成約先 ネンド シモキ ハンロ カクダイ セイヤク サキ						調査期間 チョウサ キカン		成約～平成27年9月30日 セイヤク ヘイセイ ネン ガツ ニチ

		267件 ケン		18億円 オクエン				調査対象 チョウサ タイショウ		27年度上期販路拡大成約先 ネンド カミキ ハンロ カクダイ セイヤク サキ						調査期間 チョウサ キカン		成約～平成28年3月31日 セイヤク ヘイセイ ネン ガツ ニチ

		299件 ケン		08億円 オクエン				調査対象 チョウサ タイショウ		27年度下期販路拡大成約先 ネンド シモキ ハンロ カクダイ セイヤク サキ						調査期間 チョウサ キカン		成約～平成28年9月30日 セイヤク ヘイセイ ネン ガツ ニチ
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		全体 ゼンタイ		1,867		1,288		2,199		1,575		3,479		2,825
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Sheet2

						28年3月期 ネン ガツキ		29年3月期 ネン ガツキ		増減 ゾウゲン

				本業支援成約先数 ホンギョウ シエン セイヤク サキ カズ		2,015		3,084		＋1,069				1,069

				本業支援成約件数 ホンギョウ シエン セイヤク ケンスウ		2,863		4,150		＋1,287				1,287
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Sheet3







財務の本業支援 

    

   事業性評価に基づき 

        資金繰りなどの 
 

             財務の改善を提案 

 ①きらやか銀行のトピックス ～本業支援の取組み～ 
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成長の為の本業支援 

昨年１０月から新たな取組み 

２つの本業支援 

   
    【平成28年10月から】 
 
 
 

【平成21年10月から本業支援スタート】 
       
      お客様が抱える「悩みや課題」 
  共有し共に解決する動きを 
  組織的かつ継続的に展開 

地元中小企業のお客様へ将来に亘って発展してもらえるよう 

 お客様と将来像を共有し 
 

  一緒に課題を解決 

２つの本業支援を行っています 

（２９．３末時点） 

 683先 成約  
 

  604先    183先 成約 本業支援宣言  
 



    ≪成長の為の本業支援≫      ≪財務の本業支援≫ 

資本

きらやか銀行より
借入

親族
借入

C 預貯金

B 年金担保より調達

資本

A ノンバンクより調達

 役員借入

資産

負債 負債

資産

貸借対照表 貸借対照表

   老舗鮮魚店 売上6,000万円 
課   題 

・売上減少 
・資金調達困難 
・親族から借入 
→親族もノンバンクから借入 

 ①きらやか銀行のトピックス ～本業支援の取組み～ 
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「財務の本業支援」・「成長の為の本業支援」の具体的事例 

複数借入一本化により 
 

財務の健全化を図りました 

  

   コンサルティング子会社(KCP)で 
            売上増加を支援します 

将来の夢実現の為、２つの本業支援を行いました！ 

・旅館 ホテルを３先紹介 
 

・配送効率化の為に冷凍車１台導入 

3年後想う姿 
・親族へ返済 
・資金繰り安定 
・売上増加 

これまでの成果 

さらなるアクション 

本業支援 
宣言  将来にわたり 

 

 ・旅館・ホテルを紹介します 
 

 ・業務の効率化を支援します 
 



 ①きらやか銀行のトピックス ～本業支援の取組み～ 

これからの 
     本業支援の進化 

☞ 金融機能を必要としている 
  お客様への対応 
 
 

☞ お客様ニーズへの対応の 
  充実 
 
 

☞ ワンストップ対応の実現 
 
 
 

☞ 県外情報のさらなる提供 
 
 
 

☞ 従業員様の喜びの実現 

24 

リ ー ス 業 務 

きらやかコンサルティング＆ 
      パートナーズ 

           現在 ・ これからの本業支援 

財務・成長の本業支援 

喜 

Ｈ21年START 未来 

資産形成のお手伝い 

他 行 と の 連 携 

今までの本業支援 

アクティブリスニング 

営業体制見直し（法人力強化） 

法人グループの創設 

専門家集団・戦略チームの創設 

継続的・組織的活動 

お客さまの喜び 



 ①きらやか銀行のトピックス ～本業支援の取組み～ 
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主な業務内容 

更に、これから・・・本業支援の進化 

□ 事業承継対策支援 
 
□ Ｍ＆Ａ支援 
 
□ 経営戦略策定コンサルティング 
 
□ 財務コンサルティング 
 

コンサルティング業務 

□ ｢きらやか人材育成プログラム｣    
         など各種セミナー開催 
 
□ 階層別研修 
 
□ 人事制度検討サポート 

人材育成支援業務 

（※平成29年1月から） 

☞ お客様のニーズにあったオーダーメイドのご提案！ 

    ・日報コンサルティング 
   ⇒売上日報の赤ペン指導で売上増加 

設立！ 

 事業承継・M＆A 
 

  

「きらやかマネジメントスクール」 
               （山形大学連携） 
「きらやかレディースセミナー」            
      （東北文教大学連携） 
 

「きらやか経営者セミナー」 
 

「新入社員研修」 

きらやかコンサルティング&パートナーズ（KCP) 

     ・日本人材機構と連携した 
            経営コンサルティングの強化  
        ⇒人材紹介にとどまらない 
                 経営全般のサポート 

お客様の売上げ増加をお手伝いする 
コンサルティングを開始しました 

主な実績（28年度 きらやか銀行・KCP） 

 92 件 お 客 様 

きらやかｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ&ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(KCP) 

ご相談 

連携 方向性 
ご提案 

 経験豊富な 
   アドバイザー12名         
                がお待ちしております 

主な開催セミナー 

 コンサルティング 
 

       48 件 

新 業 務 

年間受講者 合計 1,309名 



30% 

20% 16% 

14% 

8% 

12% 

 ①きらやか銀行のトピックス ～本業支援の取組み～ 
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  資産形成のお手伝い 

   リ ー ス 業 務 

更に、これから・・・本業支援の進化 

☞ 平成29年5月から 
 

      銀行本体でリース業務 始めました！ 
  子会社における 
  リース取扱い割合  

 当行へご相談ください！ 

 共同研究会の発足 

☞ 岡山県の「トマト銀行」と本業支援の取組を共有し 
 

     地元企業の発展を支援してまいります 

機械類 

コピー 
FAX 

システム 

車 

パソコン 

その他 

C C（カスタマー・コンシェルジュ）10名を配置し 
      資産形成のお手伝いをさせていただきます。 

☞ 福利厚生の一環として、企業で働く従業員様の資産形成に 
 

社長と一緒に取り組みたい 



 ①きらやか銀行のトピックス 
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こんにちは！わたしの名前は ぼんぼんりぼん 
 
  

お誕生日 8月8日  ぼんぼんりぼんちゃんは 
 

おしゃれが大好きな 
 

ピンクのうさぎ  

今は歌とダンスに夢中 
 

 将来の夢はデザイナー 

きらやか銀行の 新しいキャラクターです。 
今後いろいろな場面でお会いします。 

「きらやかさん」 が １０周年のスタートとして ・ ・ ・ 

ミルキーミミ 

ラララフローラ 
るんるんルル 

ぼんぼんりぼん 
Ⓒ2012, 2017 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.G580782 



３．じもとホールディングスの取組みについて 



  

お客さまと価値観を共有する  
「持続可能なビジネスモデル」の確立で成果を出す！ 

 

企業価値向上 

内部管理 

態勢強化  

本気の本業支援 

ビジネス 

モデル確立 

 

 本気の統合 

  効果発揮 
 

収 
益 
力
向
上 

お客様と 
銀行の共存 

お客様の 
成長と発展 

地域経済の 
発 展 

 ①じもとホールディングスの中期経営計画  ～中期経営計画最終年度～ 
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 ②じもとホールディングスの取組み 

じもとグループは｢本気の本業支援｣で宮城と山形を強力につなぐことにより、他行の追随を許さない金融グループを目指します！ 

県境を越えた情報の集約と提供 

組織的な本業支援の更なる強化 

業務運営の統一 

システムの統一 

ビジネスマッチングの実績 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

紹介件数

成約件数

67 
14 

113 

30 

287 

55 

 紹介件数・成約件数ともに、 
                5年連続で実績が増加！ 

498 

101 

※「宮城と山形をつなぐ運動」⇒両行を跨いだビジネスマッチング 

 
 平成２８年度 

実績 

ビジネスマッチング 

   

 合計 

うち｢宮城
と山形をつ
なぐ運動｣
実績※ 

うち商談
会等実績 

 紹介件数 
（うち成約件数） 

559 

（113） 

201 

（40） 

358 

（73） 

１．本気の本業支援（本業支援の進化・発展） 

２．本気の統合効果発揮（経営の合理化・効率化） 

【主な取組み】 
 ○統一化・合理化に向け両行統一項目を選定し取組をスケジュール化、 
   平成30年3月までに完了予定。 
 ・29年1月 ホームページデザイン統一 
 ・29年4月 人事制度統一 
 ・29年4月 統合顧客管理システム[クラウド版](顧客情報管理・活用を統一) 
 ・29年5月 融資信用格付・自己査定システム(資産査定の方針・手法を統一) 
 ・29年5月 きらやか銀行市場金融部を仙台銀行本店ビルへ移転 
  

559 

113 

～本業支援の進化・発展、統合効果発揮～ 
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成約率20%以上 
(成約件数／紹介件数) 
高い成約率を実現！ 

グループとして 
更なる効率化を実践！ 

グループの強み 
組織的な取組が効果を発揮 

[ HD⇔子銀行：本部⇔営業店 ] 

さらに ! 
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						24年度 ネンド		25年度 ネンド		26年度 ネンド		27年度 ネンド		28年度 ネンド

				紹介件数 ショウカイケンスウ		67		113		287		498		559

				成約件数 セイヤクケンスウ		14		30		55		101		113
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東京TYフィナンシャルグループとの連携協定 

 ②じもとホールディングスの取組み  ～金融グループとの連携 = 本業支援ネットワークを構築～ 

         (1)連携・協力 
                            ・東京TYフィナンシャルグループが3月に主催の個別商談会へ、じもとホールディングス取引先企業が参加。 
            ・東京TYフィナンシャルグループ取引先からのビジネスマッチング依頼に関して、3月に同社の商品等説明会を 
           山形で実施。 
                           (2)ノウハウの共有・高度化 
          ・両グループの担当部長・職員が情報交換会を定期的に実施。(会場:きらやか銀行、テレビ会議等) 
                              ・2月に仙台銀行お客様組織会交流会へ東京TYフィナンシャルグループ職員が参加し、同グループ取引先の 
           展示コーナーを設置し紹介する。 

これまでの 
取組事例 

30 

「地域の中小企業の皆さまに本業支援を実践する」という『同じ志』を持つ両金融グループによる連携 

2020年オリンピックを 
迎える東京圏 ホールディングス 

設立5年間の実績 



グループ間における態勢の統一化 

 ■ リスクテイク戦略の明確化と適切な 
   リスク管理 
 ■ リスク資本の配賦及び管理 
  （計測手法の統一化） 
 ■ ポートフォリオ管理 

■ グループのリスクテイク戦略と整合的なリスク管理 
■ 各リスクの適切なコントロールと資本の効率的運用 

リスク管理委員会 

 ■リスク・コミュニケーションを通じた情報 
  の早期共有及び課題の早期解決 
 ■ 苦情・事務ミス等の情報共有化 
  （再発防止に向けた取組み） 

 
■ 内在リスクのモニタリング 
■ コンプライアンス意識の醸成 
■ 事例等の情報発信による類似事象発生の撲滅 

コンプライアンス委員会 

グループリスク管理態勢 

グループリスク管理委員会 

グループコンプライアンス態勢 

グループコンプライアンス委員会 

同一目線でのリスク管理・コンプライアンス態勢 

 ◆リスクアセスメント態勢の構築により、グループ態勢上の弱点、 
    問題点等の把握・改善を通じ、業務運営態勢の健全性・適切性 
  を確保する。 

  
 ◆トップリスクの明確化とモニタリングの強化 
 ◆リスク顕在化事象の早期把握と早期のアラーム発信 
 ◆リスク・プロファイル分析およびリスク・リターン分析の強化 
 

１．リスクアセスメント態勢の構築 ２．リスク管理態勢の強化 

｢金融環境の変化に機動的に対応することができる内部管理態勢｣の一層の強化に取組む 

リスクアセスメント態勢の構築と機動的な対応 

 ③じもとホールディングスの内部管理態勢 

じもとＨＤの内部管理態勢 
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《当資料に関するお問い合せ先》 
 

株式会社 じもとホールディングス 
総 合 企 画 部 

 
ＴＥＬ：０２２－７２２－００１１（代表） 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｉｍｏｔｏ-ｈｄ．ｃｏ．ｊｐ 

   本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。 
   こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を
内包するものです。 
   将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比で異なる可能性がある
ことにご留意ください。 

 お問い合わせ先 
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