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１．山形県及び宮城県の特徴について 



 山形県・宮城県の概要① 
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■ 総面積   7,285.77k㎡ 
■ 人口【2019年4月1日】 
   2,302,003人（2018年4月比▲9,248人） 

■ 県内総生産（名目）【2016年度】 
   9兆4,420億円【確報】 

（出所：山形県・宮城県ＨＰ） 

■ 総面積   9,323.15k㎡  
■ 人口【2019年4月1日】      
   1,081,285人（2018年4月比▲11,964人） 

■ 県内総生産（名目）【2015年度】 
   3兆9,542億円【確報】  



【資料】 

●山形県企画振興部「山形県社会的移動人口調査結果」、「山形県県民経済計算 推計結果」、「山形県鉱工業指数年報」、 

●山形県県土整備部「山形県新設住宅着工統計」、●宮城県総務部市町村課「住民基本台帳年報」、 

●宮城県震災復興・企画部統計課「宮城県民経済計算年報」、「宮城県鉱工業生産指数」、●宮城県土木部建築宅地課「宮城県住宅着工統計」、 

●厚生労働省「職業安定業務統計」 

 山形県・宮城県の概要② 

山形県・宮城県の主な経済指標 
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実数 前年比 実数 前年比

1,089 ▲ 11 2,316 ▲ 7

15歳未満 126 ▲ 2 276 ▲ 4

15～64歳 602 ▲ 11 1,396 ▲ 16

65歳以上 356 2 643 12

39,542 1,280 94,420 ▲ 359 2015年度（山形県）

2016年度（宮城県）

3.3 4.2 ▲ 0.4 ▲ 3.4 2015年度（山形県）

2016年度（宮城県）

2,677 144 2,911 ▲ 49 2015年度（山形県）

2016年度（宮城県）

102.8 2.5 108.9 ▲ 0.8 2017年（山形県)

2018年(宮城県)

6,207 239 19,694 ▲ 1,479 2018年度

1.64 0.04 1.59 0.13 2018年度（山形県）

2017年度（宮城県）

基準年月

新設住宅着工戸数（件）

指標
山形県 宮城県

2018年10月

有効求人倍率（倍）

人口（千人）

県内総生産（名目）（億円）

経済成長率（名目）（％）

一人当たり県民所得（千円）

鉱工業生産指数（原指数）


経済活動別県内総生産

		

				平成26年度経済活動別県内総生産（名目）【山形県】 ヘイセイネンドケイザイカツドウベツケンナイソウセイサンメイモクヤマガタケン														平成23年度経済活動別県内総生産（名目）【宮城県】 ヘイセイネンドケイザイカツドウベツケンナイソウセイサンメイモクミヤギケン								(単位：億円、％） タンイオクエン

												(単位：億円、％） タンイオクエン

								実数 ジッスウ		対前年度
増減率 タイゼンネンドゾウゲンリツ		構成比 コウセイヒ		寄与度 キヨド								実数 ジッスウ		対前年度
増減率 タイゼンネンドゾウゲンリツ		構成比 コウセイヒ		寄与度 キヨド

				１．産業 サンギョウ				31,683		▲ 1.1		84.4		▲ 1.0				１．産業 サンギョウ				65,202		▲ 3.2		85.4		▲ 2.8

						(1)　農林水産業 ノウリンスイサンギョウ		1,291		▲ 7.1		3.4		▲ 0.3						(1)　農林水産業 ノウリンスイサンギョウ		960		▲ 18.1		1.3		▲ 0.3

						(2)　鉱業 コウギョウ		47		7.2		0.1		0.0						(2)　鉱業 コウギョウ		32		18.8		0.0		0.0

						(3)　製造業 セイゾウギョウ		7,095		▲ 3.0		18.9		▲ 0.6						(3)　製造業 セイゾウギョウ		8,277		▲ 22.3		10.8		▲ 3.0

						(4)　建設業 ケンセツギョウ		2,507		▲ 3.9		6.7		▲ 0.3						(4)　建設業 ケンセツギョウ		6,744		51.4		8.8		2.9

						(5)　電気・ガス・水道業 デンキスイドウギョウ		929		4.2		2.5		0.1						(5)　電気・ガス・水道業 デンキスイドウギョウ		1,204		▲ 47.2		1.6		▲ 1.4

						(6)　卸売・小売業 オロシウコウリギョウ		3,727		▲ 1.1		9.9		▲ 0.1						(6)　卸売・小売業 オロシウコウリギョウ		11,339		6.8		14.9		0.9

						(7)　金融・保険業 キンユウホケンギョウ		1,396		▲ 1.6		3.7		▲ 0.1						(7)　金融・保険業 キンユウホケンギョウ		3,070		▲ 1.3		4.0		▲ 0.1

						(8)　不動産業 フドウサンギョウ		5,501		1.7		14.7		0.2						(8)　不動産業 フドウサンギョウ		11,327		▲ 8.6		14.8		▲ 1.4

						(9)　運輸業 ウンユギョウ		1,250		1.4		3.3		0.0						(9)　運輸業 ウンユギョウ		2,358		▲ 37.0		3.1		▲ 1.8

						(10)　情報通信業 ジョウホウツウシンギョウ		1,001		▲ 0.8		2.7		▲ 0.0						(10)　情報通信業 ジョウホウツウシンギョウ		4,019		12.1		5.3		0.6

						(11)　サービス業 ギョウ		6,938		▲ 0.3		18.5		▲ 0.0						(11)　サービス業 ギョウ		15,867		3.6		20.8		0.7

				２．政府サービス生産者 セイフセイサンシャ				4,669		2.1		12.4		0.3				２．政府サービス生産者 セイフセイサンシャ				9,565		2.1		12.5		0.3

				３．対家計民間非営利サービス生産者 タイカケイミンカンヒエイリセイサンシャ				827		▲ 6.7		2.2		▲ 0.2				３．対家計民間非営利サービス生産者 タイカケイミンカンヒエイリセイサンシャ				1,738		12.8		2.3		0.3

				４．小計（１＋２＋３） ショウケイ				37,180		▲ 0.9		99.0		▲ 0.9				４．小計（１＋２＋３） ショウケイ				76,506		▲ 2.3		100.2		▲ 2.3

				５．付加控除 フカコウジョ				366		31.7		1.0		0.2				５．付加控除 フカコウジョ				▲ 176		▲ 308.4		▲ 0.2		▲ 0.4

				６．県内総生産 ケンナイソウセイサン				37,546		▲ 0.6		100.0		▲ 0.6				６．県内総生産 ケンナイソウセイサン				76,329		▲ 2.6		100.0		▲ 2.6

				第一次産業(1) ダイイチジサンギョウ				1,291		▲ 7.1		3.4		▲ 0.3				第一次産業(1) ダイイチジサンギョウ				978		▲ 18.1		1.3		▲ 0.3

				第二次産業(2)～(4) ダイニジサンギョウ				9,649		▲ 3.2		25.7		▲ 0.8				第二次産業(2)～(4) ダイニジサンギョウ				14,597		▲ 0.5		19.7		▲ 0.1

				第三次産業(5)～(11)、２、３ ダイ３ジサンギョウ				26,239		0.4		69.9		0.3				第三次産業(5)～(10)、２、３ ダイ３ジサンギョウ				60,899		▲ 2.4		79.3		▲ 1.9

														（出所：山形県企画振興部） キカクシンコウブ														（出所：宮城県震災復興・企画部） ミヤギケンシンサイフッコウキカクブ

						輸入品・関税 ユニュウヒンカンゼイ		368		430		16.8%								輸入品・関税 ユニュウヒンカンゼイ		42999		15132		-64.8%

						（控除）消費税 コウジョショウヒゼイ		191		214		12.0%								（控除）消費税 コウジョショウヒゼイ		34531		32783		-5.1%

						付加控除 フカコウジョ		177		216		22.0%								付加控除 フカコウジョ		8468		-17651		-308.4%

						輸入品・関税 ユニュウヒンカンゼイ		503		669		33.0%

						（控除）消費税 コウジョショウヒゼイ		225		303		34.7%

						付加控除 フカコウジョ		278		366		31.7%





Sheet2

		

				指標				山形県				宮城県				基準年月

								実数		前年比		実数		前年比

				人口（千人）				1,089		▲ 11		2,316		▲ 7		43,374

						15歳未満		126		▲ 2		276		▲ 4

						15～64歳		602		▲ 11		1,396		▲ 16

						65歳以上		356		2		643		12

				県内総生産（名目）（億円）				39,542		1,280		94,420		▲ 359		2015年度（山形県）
2016年度（宮城県） ネンドヤマガタケンミヤギケン

				経済成長率（名目）（％）				3.3		4.2		▲ 0.4		▲ 3.4		2015年度（山形県）
2016年度（宮城県） ネンドヤマガタケン

				一人当たり県民所得（千円）				2,677		144		2,911		▲ 49		2015年度（山形県）
2016年度（宮城県） ネンドヤマガタケン

				鉱工業生産指数（原指数）				102.8		2.5		108.9		▲ 0.8		2017年（山形県)
2018年(宮城県) ネンヤマガタケンミヤギケン

				新設住宅着工戸数（件）				6,207		239		19,694		▲ 1,479		2018年度

				有効求人倍率（倍）				1.64		0.04		1.59		0.13		2018年度（山形県）
2017年度（宮城県） ネンドヤマガタケン





有効求人倍率

		

						平成27年度 ヘイセイネンド		H27.4		H27.5		H27.6		H27.7		H27.8		H27.9		H27.10		H27.11		H27.12		H28.1		H28.2		H28.3		平成26年度 ヘイセイネンド

				宮城 ミヤギ		1.27		1.25		1.25		1.26		1.24		1.25		1.24		1.25		1.3		1.33		1.31		1.26		1.25		1.27		0.00

				山形 ヤマガタ		1.24		1.08		1.07		1.1		1.17		1.21		1.25		1.28		1.32		1.34		1.36		1.38		1.35		1.22		0.02

						平成28年度 ヘイセイネンド		H28.4		H28.5		H28.6		H28.7		H28.8		H28.9		H28.10		H28.11		H28.12		H29.1		H29.2		H29.3		平成26年度 ヘイセイネンド

																																		0.00

						1.46		1.4		1.41		1.4		1.41		1.41		1.43		1.46		1.46		1.52		1.5		1.52		1.54		1.27		0.19
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								総    数		1,130,659				1,141,260				(10,601)

								０ ～ ４		41,954				42,638

								５ ～ ９		45,784				46,899

								10 ～ 14		51,351		139,089		52,394

								15 ～ 19		54,004				55,300

								20 ～ 24		42,607				42,214

								25 ～ 29		47,734				51,194

								30 ～ 34		59,358				60,921

								35 ～ 39		67,949				69,628

								40 ～ 44		69,750				68,621

								45 ～ 49		65,558				65,995

								50 ～ 54		71,165				73,267

								55 ～ 59		79,428				80,930

								60 ～ 64		92,992				97,224

								65 ～ 69		80,635				75,260

								70 ～ 74		68,571				67,333

								75 ～ 79		65,870				68,147

								80 ～ 84		59,378				59,495

								85 ～ 89		41,097				40,097

								90 ～ 94		17,290				15,833

								95 ～ 99		4,225				3,962

								100歳以上		626				575

								0 ～ 14		139,089				141,931				(2,842)

								15 ～ 64		650,545				665,294				(14,749)

								65歳以上 サイイジョウ		337,692				330,702				6,990







２．じもとホールディングスについて 



 プロフィール 【2019年３月３１日現在】 

じもとホールディングス 

きらやか銀行 仙台銀行 

きらやか銀行子会社等 

本 店 所 在 地 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 

設 立 ２０１２年１０月１日 

資 本 金 １７０億円 
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※店舗数にインターネット支店１ヶ店含む

議決権の
所有割合

事業内容 所在地 設立年月日

（95％） リース業務 山形県山形市七日町二丁目6番3号 1975年5月22日

（100％） クレジットカード・信用保証業務 山形県山形市香澄町三丁目3番1号 1988年8月1日

（55％） コンサルティング、ベンチャーキャピタル業務 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 1996年4月3日

（100％） 事務受託業務 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 1981年1月23日

（49％） コンピュータシステム開発・保守・運用受託業務 山形県山形市香澄町一丁目3番15号山形むらきさわビル 1974年10月31日株式会社富士通山形インフォテクノ

山形ビジネスサービス株式会社

きらやかリース株式会社

きらやかカード株式会社

きらやかｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ&ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社

　　　　連　結　子　会　社

　　　　持　分　法　適　用　会　社

会社名

本 店 所 在 地
設 立
資 本 金
預金（譲渡性預金含む）
貸 出 金
従 業 員 数
店 舗 数

山形県山形市旅篭町三丁目２番３号
２００７年 ５月 ７日
２２７億円
１兆２，６４３億円
１兆３１５億円
９６３名
１１７ヶ店（実質 ６２ヶ店）

本 店 所 在 地

設 立

資 本 金

預 金 （ 譲 渡 性 預 金 含 む ）

貸 出 金

従 業 員 数

店 舗 数

　  

７４４名

７２ヶ店（実質 ５６ヶ店）

１兆５６１億円

７，３４２億円

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番１号

１９５１年 ５月２５日

２２４億８５百万円


プロフィール

		

				本店所在地				　宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 ミヤギケンセンダイシアオバクイチバンマチニチョウメバンゴウ

				設立 セツリツ				　平成２４年１０月１日 ヘイセイネンガツニチ

				資本金 シホンキン				　１７０億円 オクエン

				代表者 ダイヒョウシャ				代表取締役会長　三井　精一 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウミツイセイイチ

								代表取締役社長　粟野　　学 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウアワノマナ

										平成29年　3月 31日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

				本店所在地				山形県山形市旅篭町三丁目２番３号 ヤマガタケンヤマガタシハタゴマチ3チョウメバンゴウ

				設立 セツリツ				平成１９年 ５月 ７日 ヘイセイネンガツニチ

				資本金 シホンキン				２２７億円 オクエン

				代表者 ダイヒョウシャ				取締役頭取    粟野  学 トリシマリヤクトウドリアワノマナブ

				預金（譲渡性預金含む）				１兆２，９５７億円 チョウオクエン						1133411		1125261

				貸出金 カシダシキン				１兆２７１億円 チョウオクエン								8150

				従業員数 ジュウギョウインスウ				９７１名 メイ

				店舗数 テンポスウ				１１８ヶ店（実質 ７３ヶ店） テンジッシツテン

										平成29年　3月 31日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

				本店所在地				宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 ミヤギケンセンダイシアオバクイチバンマチ２チョウメバンゴウ

				設立 セツリツ				昭和２６年 ５月２５日 ショウワネンガツニチ

				資本金 シホンキン				２２４億８５百万円 オクヒャクマンエン

				代表者 ダイヒョウシャ				取締役頭取    三井　精一 トリシマリヤクトウドリミツイセイイチ

				預金（譲渡性預金含む）				１兆１９４億円 チョウオクエン

				貸出金 カシダシキン				５，７５０億円 オクエン

				従業員数 ジュウギョウインスウ				７２８名 メイ

				店舗数 テンポスウ				７２ヶ店（実質 ６１ヶ店） テンジッシツテン

										平成26年　3月 31日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

								※店舗数にインターネット支店１ヶ店含む テンポスウシテンテンフク



&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&A/&F

&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&P/&N

じもとホールディングス



グループ企業の状況

		

				　　　　連　結　子　会　社 レンムスブコカイシャ

				会社名 カイシャメイ						議決権の
所有割合 ギケツケンショユウワリアイ		事業内容 ジギョウナイヨウ		所在地 ショザイチ		設立年月日 セツリツネンガッピ

				きらやかリース株式会社 カブシキガイシャ						（95％）		リース業務 ギョウム		山形県山形市七日町二丁目6番3号 ヤマガタケンヤマガタシナノカマチニチョウメバンゴウ		Thursday, May 22, 1975

				きらやかカード株式会社 カブシキガイシャ						（100％）		クレジットカード・信用保証業務 シンヨウホショウギョウム		山形県山形市香澄町三丁目3番1号 ヤマガタケンヤマガタシカスミマチ３チョウメバンゴウ		Monday, August 01, 1988

				きらやかｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ&ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 カブシキガイシャ						（55％）		コンサルティング、ベンチャーキャピタル業務 ギョウム		山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 ヤマガタケンヤマガタシハタゴマチ３チョウメバンゴウ		Wednesday, April 03, 1996

				山形ビジネスサービス株式会社 ヤマガタカブシキガイシャ						（100％）		事務受託業務 ジムジュタクギョウム		山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 ヤマガタケンヤマガタシハタゴマチ３チョウメバンゴウ		Friday, January 23, 1981

				　　　　持　分　法　適　用　会　社 モチブンホウテキヨウカイシャ

				株式会社富士通山形インフォテクノ カブシキカイシャフジツウヤマガタ						（49％）		コンピュータシステム開発・保守・運用受託業務 カイハツホシュウンヨウジュタクギョウム		山形県山形市香澄町一丁目3番15号山形むらきさわビル ヤマガタケンヤマガタシカスミチョウイッチョウメバンゴウヤマガタ		Thursday, October 31, 1974



&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&A/&F

&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&P/&N



店舗一覧_きらやかBK

		

				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所

				山形市 ヤマガタシ		1		001		本店営業部		山形市旅篭町3-2-3				新庄市 シンジョウシ		34		333		新庄支店		新庄市沖の町5-5

								004		本町支店		山形市旅篭町3-2-3（本店営業部内） ホンテンエイギョウブナイ								030		新庄北支店		新庄市沖の町5-5（新庄支店内） シンジョウシテンナイ

						2		002		山形駅前支店		山形市香澄町3-3-1				最上郡 モガミグン		35		333		新庄支店舟形出張所		最上郡舟形町舟形108

								113		香澄町支店		山形市香澄町3-3-1（山形駅前支店内） ヤマガタエキマエシテンナイ						36		335		最上町支店		最上郡最上町大字向町609-6

								114		十日町支店		山形市香澄町3-3-1（山形駅前支店内）				米沢市 ヨネザワシ		37		061		米沢西支店		米沢市御廟2-7-97

						3		003		山形北支店		山形市宮町1-13-12						38		250		米沢支店		米沢市金池5-6-1

								111		宮町支店		山形市宮町1-13-12（山形北支店内） ヤマガタキタシテンナイ								060		米沢中央支店		米沢市金池5-6-1（米沢支店内） ヨネザワシテンナイ

						4		007		西支店		山形市久保田3-1-3						39		251		米沢駅前支店		米沢市駅前2-1-38

								116		山形西支店		山形市久保田3-1-3（西支店内） ニシシテンナイ				長井市 ナガイシ		40		070		長井支店		長井市栄町7-34

								136		飯塚支店		山形市久保田3-1-3（西支店内） ニシシテンナイ								256		長井中央支店		長井市栄町7-34（長井支店内） ナガイシテンナイ

						5		009		流通センター支店		山形市流通センター2-3				南陽市 ナンヨウシ		41		252		宮内支店		南陽市宮内2636-1

								119		流通団地支店		山形市流通センター2-3（流通センター支店内） リュウツウシテンナイ								067		宮内東支店		南陽市宮内2636-1（宮内支店内） ミヤウチシテンナイ

						6		017		蔵王支店		山形市蔵王温泉903-2　ZAOセンタープラザ1階 カイ						42		253		赤湯支店		南陽市赤湯794-1

						7		019		鈴川支店		山形市鈴川町3-15-72								066		南陽支店		南陽市赤湯794-1（赤湯支店内） アカユシテンナイ

						8		026		桜田支店		山形市桜田東4-8-41				東置賜郡高畠町 ヒガシオイタマグンタカハタマチ		43		254		高畠支店		東置賜郡高畠町大字高畠702-3

						9		028		城西支店		山形市城西町4-20-21								065		高畠東支店		東置賜郡高畠町大字高畠702-3（高畠支店内） タカハタシテンナイ

								115		山形城北支店		山形市城西町4-20-21（城西支店内） シロニシシテンナイ				西置賜郡白鷹町 ニシオイタマグンシラタカマチ		44		257		荒砥支店		西置賜郡白鷹町大字荒砥甲1032

						10		034		南館支店		山形市南館5-4-36								071		鮎貝支店 アユカイシテン		西置賜郡白鷹町大字荒砥甲1032（荒砥支店内） アラトシテンナイ

						11		110		桜町支店		山形市桜町7-35				鶴岡市 ツルオカシ		45		051		山王前支店		鶴岡市山王町11-19

								112		七日町支店		山形市桜町7-35（桜町支店内） サクラマチシテンナイ						46		052		大山支店		鶴岡市大山2-17-12

						12		117		北営業部		山形市大野目3-1-11								442		湯野浜支店		鶴岡市大山2-17-12（大山支店内） オオヤマシテンナイ

						13		118		県庁通支店		山形市あこや町3-15-37						47		053		新斎町支店		鶴岡市西新斎町3-15

								018		山形東支店		山形市あこや町3-15-37（県庁通支店内） ケンチョウトオリシテンナイ						48		054		美原町支店		鶴岡市美原町13-37

								008		小白川支店		山形市あこや町3-15-37（県庁通支店内） ケンチョウトオリシテンナイ						49		440		鶴岡中央支店		鶴岡市昭和町12-63

						14		128		山形桧町支店		山形市桧町4-5-7								050		鶴岡支店		鶴岡市昭和町12-63（鶴岡中央支店内） ツルオカチュウオウシテンナイ

								029		江俣支店		山形市桧町4-5-7（山形桧町支店内） ヤマガタヒノキチョウシテンナイ						50		441		鶴岡駅前支店		鶴岡市末広町8-28

						15		134		中央営業部		山形市鉄砲町2-21-30						51		448		温海支店		鶴岡市温海戊536-3

								005		産業通支店		山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） チュウオウエイギョウブナイ								055		温海駅前支店		鶴岡市温海戊536-3（温海支店内） アツミシテンナイ

								129		山形南支店		山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） チュウオウエイギョウブナイ				酒田市 サカタシ		52		042		酒田駅東支店		酒田市旭新町2-1

								024		東青田支店		山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） チュウオウエイギョウブナイ								445		酒田新橋支店		酒田市旭新町2-1（酒田駅東支店内） サカタエキヒガシシテンナイ

						16		155		蔵王駅前支店		山形市大字松原字下川原311-14						53		043		東大町支店		酒田市東大町1-9-5

						17		158		漆山支店		山形市大字漆山2405-3						54		443		酒田支店		酒田市中町2-6-17

				上山市 カミヤマシ		18		220		上山支店		上山市矢来1-2-8								040		酒田中央支店		酒田市中町2-6-17（酒田支店内） サカタシテンナイ

								010		上山中央支店		上山市矢来1-2-8（上山支店内） カミヤマシテンナイ								447		酒田北支店		酒田市中町2-6-17（酒田支店内） サカタシテンナイ

				天童市 テンドウシ		19		016		天童北支店		天童市糠塚1-1-7				東田川郡庄内町 ヒガシタガワグンショウナイマチ		55		047		余目支店		東田川郡庄内町余目字沢田159-1

						20		321		天童支店		天童市本町1-3-18				飽海郡遊佐町 アクミグンユザマチ		56		045		遊佐支店		飽海郡遊佐町遊佐字前田35

								011		天童中央支店		天童市本町1-3-18（天童支店内） テンドウシテンナイ								446		遊佐駅前支店		飽海郡遊佐町遊佐字前田35（遊佐支店内） ユザシテンナイ

								326		天童東支店		天童市本町1-3-18（天童支店内） テンドウシテンナイ								046		観音寺支店		飽海郡遊佐町遊佐字前田35（遊佐支店内） ユザシテンナイ

						21		328		天童南支店 ミナミシテン		天童市芳賀土地区画整理地７９街区２ テンドウシハガトチクカクセイリチガイク				宮城県 ミヤギケン		57		075		仙台一番町支店		宮城県仙台市青葉区一番町3-3-24 ミヤギ

				寒河江市 サガエシ		22		033		若葉町支店		寒河江市若葉町11-5						58		076		弓の町支店		宮城県仙台市宮城野区小田原弓の町6 ミヤギ

						23		322		寒河江支店		寒河江市中央1-14-9						59		077		富沢支店		宮城県仙台市太白区富沢2-3-10 ミヤギ

								020		寒河江中央支店		寒河江市中央1-14-9（寒河江支店内） サガエシテンナイ						60		580		仙台支店		宮城県仙台市青葉区本町2-19-21 ミヤギ

								021		白岩支店		寒河江市中央1-14-9（寒河江支店内） サガエシテンナイ						61		583		仙台泉支店 センダイイズミシテン		宮城県仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス2階 ミヤギケン

				東根市 ヒガシネシ		24		331		さくらんぼ東根支店		東根市三日町2-8-4						62		581		仙台卸町支店		宮城県仙台市若林区卸町2-1-23 ミヤギ

								015		東根支店		東根市三日町2-8-4（さくらんぼ東根支店内） ヒガシネシテンナイ						63		582		仙台長町支店		宮城県仙台市太白区長町4-3-35 ミヤギ

						25		339		神町支店		東根市神町中央2-5-10				新潟県 ニイガタケン		64		056		村上支店		新潟県村上市田端町2-22 ニイガタ

								032		神町北支店		東根市神町中央2-5-10（神町支店内） ジンマチシテンナイ						65		057		新潟支店		新潟県新潟市中央区東万代町1-26

				村山市 ムラヤマシ		26		014		楯岡支店		村山市楯岡五日町1-3						66		670		新発田支店		新潟県新発田市中央町3-3-5 ニイガタ

								330		楯岡北支店		村山市楯岡五日町1-3（楯岡支店内） タテオカシテンナイ								058		新発田西支店		新潟県新発田市中央町3-3-5（新発田支店内） ニイガタシバタシテンナイ

				尾花沢市 オバナザワシ		27		332		尾花沢支店		尾花沢市中町2-52						67		672		豊栄支店		新潟県新潟市北区白新町2-1-20 ニイガタ

								031		尾花沢中央支店		尾花沢市中町2-52（尾花沢支店内） オバナザワシテンナイ				秋田県 アキタケン		68		035		秋田支店		秋田県秋田市保戸野千代田町2-58 アキタ

				東村山郡 ヒガシムラヤマグン		28		327		山辺支店		東村山郡山辺町大字山辺1235-5						69		036		本荘支店		秋田県由利本荘市裏尾崎町91 アキタ

								012		山辺北支店		東村山郡山辺町大字山辺1235-5（山辺支店内） ヤマノベシテンナイ				福島県 フクシマケン		70		560		福島支店		福島県福島市本町5-5 フクシマケン

						29		013		長崎支店		東村山郡中山町大字長崎69				東京都 トウキョウト		71		090		東京支店		東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル6F トウキョウトニシシンジュクダイキョウ

				西村山郡 ニシムラヤマグン		30		025		谷地支店		西村山郡河北町谷地中央1-3-22								690		神田支店		東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル6F（東京支店内） トウキョウトトウキョウシテンナイ

								325		河北支店		西村山郡河北町谷地中央1-3-22（谷地支店内） ヤチシテンナイ				埼玉県 サイタマケン		72		086		大宮支店		埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-50 サイタマ

						31		323		左沢支店		西村山郡大江町大字左沢927-1

								023		大江支店		西村山郡大江町大字左沢927-1（左沢支店内） アテラザワシテンナイ				※1　表中の店舗№はブランチ・イン・ブランチ実施店を1ヶ店としてカウントしており、公表店舗数118ヶ店（うち出張所1か所、インターネット支店１か店）とは異なっております。 シュッチョウジョショシテンテン

						32		324		宮宿支店		西村山郡朝日町大字宮宿1184-18

						33		022		間沢支店		西村山郡西川町大字間沢64-5

								359		西川支店		西村山郡西川町大字間沢64-5（間沢支店内） マザワシテンナイ



&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&A/&F

&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&P/&N



店舗一覧_仙台BK

		

				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所

				仙台市
青葉区 センダイシアオバク		1		201		本店営業部		仙台市青葉区一番町2-1-1 センダイシアオバクイチバンチョウ				石巻・気仙沼地区 イシノマキケセンヌマチク		44		402		石巻支店 イシノマキシテン		石巻市立町1-6-3 イシノマキシタテマチ

								203		国分町支店 コクブンチョウシテン		仙台市青葉区一番町2-1-1(本店営業部内) センダイシアオバクイチバンチョウホンテンエイギョウブナイ								403		女川支店 オナガワシテン		石巻市立町1-6-3(石巻支店内) イシノマキシタチマチイシノマキシテンナイ

								781		東京支店 トウキョウシテン		仙台市青葉区一番町2-1-1(本店営業部内) センダイシアオバクイチバンチョウホンテンエイギョウブナイ						45		403		女川町仮設合同庁舎出張所 オナガワマチカセツゴウドウチョウシャシュッチョウジョ		牡鹿郡女川町浦宿浜十二神60-3 オシカグンオナガワマチウラジュクハマジュウニカミ

						2		204		中央通支店 チュウオウドオリシテン		仙台市青葉区中央2-6-3 センダイシアオバクチュウオウ						46		407		中里支店 ナカザトシテン		石巻市中里1-3-3 イシノマキシナカザト

						3		225		上杉支店 カミスギシテン		仙台市青葉区上杉1-17-18 センダイシアオバクカミスギ								408		雄勝支店 オガチシテン		石巻市中里1-3-3(中里支店内) イシノマキシナカザトナカザトシテンナイ

								227		八幡町支店 ヤハタマチシテン		仙台市青葉区上杉1-17-18(上杉支店内) センダイシアオバクカミスギカミスギシテンナイ						47		406		気仙沼支店 ケセンヌマシテン		気仙沼市神山2-3 ケセンヌマシカミヤマ

						4		208		宮町支店 ミヤマチシテン		仙台市青葉区宮町5-7-28 センダイシアオバクミヤマチ						48		409		津谷支店 ツヤシテン		気仙沼市本吉町津谷松岡57 ケセンヌマシモトヨシマチツヤマツオカ

						5		219		北山支店 キタヤマシテン		仙台市青葉区北山1-2-11 センダイシアオバクキタヤマ						49		404		志津川支店（※2） シヅカワシテン		本吉郡南三陸町志津川字沼田160-1 モトヨシグンミナミサンリクマチシヅカワアザヌマタ

						6		226		台原支店 ダイノハラシテン		仙台市青葉区台原2-1-15 センダイシアオバクダイノハラ								405		歌津支店（※2） ウタツシテン		本吉郡南三陸町志津川字沼田160-1(志津川支店内) モトヨシグンミナミサンリクチョウシツカワジヌマタシヅカワシテンナイ

						7		213		中山支店 ナカヤマシテン		仙台市青葉区中山4-14-40 センダイシアオバクナカヤマ				大崎地区 オオサキチク		50		501		古川支店 フルカワシテン		大崎市古川台町4-38 オオサキシフルカワダイマチ

						8		218		桜ヶ丘支店 サクラガオカシテン		仙台市青葉区桜ヶ丘5-8-18 センダイシアオバクサクラガオカ								508		三本木支店 サンボンギシテン		大崎市古川台町4-38(古川支店内) オオサキシフルカワダイマチフルカワシテンナイ

						9		220		宮城町支店 ミヤギマチシテン		仙台市青葉区落合2-11-7 センダイシアオバクオチアイ						51		504		岩出山支店 イワデヤマシテン		大崎市岩出山字東川原町6-7 オオサキシイワデヤマアザヒガシカワラマチ

				仙台市
宮城野区 センダイシミヤギノク		10		215		仙台東口支店 センダイヒガシクチシテン		仙台市宮城野区榴岡3-2-3 センダイシミヤギノクツツジガオカ								507		鳴子支店 ナルコシテン		大崎市岩出山字東川原町6-7(岩出山支店内) オオサキシイワデヤマアザヒガシカワラマチイワデヤマシテンナイ

								207		宮城野支店 ミヤギノシテン		仙台市宮城野区榴岡3-2-3(仙台東口支店内) センダイシミヤギノクツツジガオカセンダイヒガシグチシテンナイ						52		502		田尻支店 タジリシテン		大崎市田尻字町201 オオサキシタジリアザマチ

						11		206		原町支店 ハラマチシテン		仙台市宮城野区原町2-5-41 センダイシミヤギノクハラマチ						53		505		涌谷支店 ワクヤシテン		遠田郡涌谷町字本町81-1 エンタグンワクヤマチアザホンマチ

						12		210		苦竹支店 ニガタケシテン		仙台市宮城野区日の出町1-4-37 センダイシミヤギノクヒデマチ						54		506		中新田支店 ナカシンデンシテン		加美郡加美町字町裏38-1 カミグンカミマチアザマチウラ

				仙台市
若林区 センダイシワカバヤシク		13		205		荒町支店 アラマチシテン		仙台市若林区荒町155 センダイシワカバヤシクアラマチ				栗原・登米地区 クリハラトメチク		55		607		築館支店 チクタチシテン		栗原市築館伊豆1-12-38 クリハラシツキダテイズ

						14		212		卸町支店 オロシマチシテン		仙台市若林区卸町1-6-15 センダイシワカバヤシクオロシマチ								503		高清水出張所 タカシミズシュッチョウジョ		栗原市築館伊豆1-12-38(築館支店内) クリハラシツキダテイズツキダテシテンナイ

						15		230		東部工場団地支店 トウブコウジョウダンチシテン		仙台市若林区鶴代町6-1 センダイシワカバヤシクツルヨマチ						56		606		岩ヶ崎支店 イワサキシテン		栗原市栗駒岩ヶ崎下小路46 クリハラシクリコマイワサキシモショウロ

						16		228		南小泉支店 ミナミコイズミシテン		仙台市若林区中倉1-25-35 センダイシワカバヤシクナカクラ						57		608		瀬峰支店 セミネシテン		栗原市瀬峰下藤沢162-5 クリハラシセミネシモフジサワ

						17		229		沖野支店 オキノシテン		仙台市若林区沖野3-12-25 センダイシワカバヤシクオキノ						58		604		佐沼支店 サヌマシテン		登米市迫町佐沼字八幡3-2-1 トメシサコマチサヌマアザヤハタ

				仙台市
太白区 センダイシタイハクク		18		209		長町支店 ナガマチシテン		仙台市太白区長町3-2-7 センダイシタイハククナガマチ						59		601		登米支店 トメシテン		登米市登米町寺池九日町10 トメシトメマチテライケココノカマチ

						19		221		長町南支店 ナガマチミナミシテン		仙台市太白区長町南3-3-25 センダイシタイハククナガマチミナミ						60		609		中田町支店 ナカタマチシテン		登米市中田町宝江黒沼字十文字234-2 トメシナカタマチタカラエクロヌマアザジュウモンジ

						20		232		太白出張所 タイハクシュッチョウジョ		仙台市太白区太白2-14-1 センダイシタイハククタイハク								602		米川支店 ヨネカワシテン		登米市中田町宝江黒沼字十文字234-2(中田町支店内) トメシナカタマチタカラエクロヌマアザジュウモンジナカタマチシテンナイ

						21		231		八木山支店 ヤギヤマシテン		仙台市太白区八木山本町1-38-1 センダイシタイハククヤギヤマホンチョウ						61		603		津山支店 ツヤマシテン		登米市津山町柳津字本町79 トメシツヤママチヤナギツアザホンマチ

						22		233		西中田支店 ニシナカタシテン		仙台市太白区西中田5-16-1 センダイシタイハククニシナカタ

				仙台市
泉区 センダイシイズミク		23		202		黒松支店 クロマツシテン		仙台市泉区黒松1-9-31 センダイシイズミククロマツ				※1　表中の店舗№はブランチ・イン・ブランチ実施店を1ヶ店としてカウントしており、公表店舗数（72ヶ店）とは

						24		214		将監支店 ショウカンシテン		仙台市泉区将監8-3-4 センダイシイズミクショウカン				異なっております。 コト

						25		216		南光台支店 ミナミヒカリダイシテン		仙台市泉区南光台南3-37-28 センダイシイズミクミナミヒカリダイミナミ				※2　平成26年1月20日より、新店舗での営業を開始しております。 ヘイセイネンガツニチシンテンポエイギョウカイシ

						26		223		松陵支店 マツリョウシテン		仙台市泉区松陵1-16-1 センダイシイズミクマツリョウ

						27		234		鶴が丘出張所 ツルオカシュッチョウジョ		仙台市泉区鶴が丘1-101-7 センダイシイズミクツルオカ

				仙台市近郊 センダイシキンコウ		28		401		塩釜支店 シオガマシテン		塩釜市本町6-6 シオガマシホンマチ

						29		211		多賀城支店 タガジョウシテン		多賀城市八幡4-3-14 タガジョウシヤハタ

						30		236		高砂支店 タカサゴシテン		多賀城市高橋2-16-9 タガジョウシタカハシ

						31		235		利府支店 リフシテン		宮城郡利府町中央3-5-3 ミヤギグンリフマチチュウオウ

						32		217		泉ヶ丘支店 イズミオカシテン		黒川郡富谷町富ヶ丘2-27-2 クロカワグントミヤマチトミオカ

						33		224		大富支店 オオトミシテン		黒川郡富谷町日吉台2-38-1 クロカワグントミヤマチヒヨシダイ

						34		237		吉岡支店 ヨシオカシテン		黒川郡大和町吉岡南2-4-1 クロカワグンタイワマチヨシオカミナミ

				仙南地区 センナンチク		35		301		白石支店 シロイシシテン		白石市字本町3 シロイシシアザホンマチ

						36		302		角田支店 カクタシテン		角田市角田字町70-2 カクダシカクダジマチ

						37		306		岩沼支店 イワヌマシテン		岩沼市中央1-5-18 イワヌマシチュウオウ

						38		307		名取支店 ナトリシテン		名取市増田3-3-6 ナトリシマスダ

						39		308		名取が丘出張所 ナトリオカシュッチョウジョ		名取市名取が丘3-5-17 ナトリシナトリオカ

						40		303		丸森支店 マルモリシテン		伊具郡丸森町字町西29-2 イググンマルモリマチアザマチニシ

						41		304		大河原支店 オオカワラシテン		柴田郡大河原町大谷字末広131-1 シバタグンオオカワラマチオオタニアザスエヒロ

						42		305		船岡支店 フナオカシテン		柴田郡柴田町船岡中央2-13-12 シバタグンシバタマチフナオカチュウオウ

						43		309		亘理支店 ワタリシテン		亘理郡亘理町字中町東202-2 ワタリグンワタリマチアザナカマチヒガシ

																				25

								47
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プロフィール

		

				本店所在地				　宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 ミヤギケンセンダイシアオバクイチバンマチニチョウメバンゴウ

				設立 セツリツ				　平成２４年１０月１日 ヘイセイネンガツニチ

				資本金 シホンキン				　１７０億円 オクエン

				代表者 ダイヒョウシャ				代表取締役会長　三井　精一 ダイヒョウトリシマリヤクカイチョウミツイセイイチ

								代表取締役社長　粟野　　学 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウアワノマナ

										平成29年　3月 31日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

				本店所在地				山形県山形市旅篭町三丁目２番３号 ヤマガタケンヤマガタシハタゴマチ3チョウメバンゴウ

				設立 セツリツ				２００７年 ５月 ７日 ネンヘイネンガツニチ

				資本金 シホンキン				２２７億円 オクエン

				代表者 ダイヒョウシャ				取締役頭取    粟野  学 トリシマリヤクトウドリアワノマナブ

				預金（譲渡性預金含む）				１兆２，６４３億円 チョウオクエン						1133411		1125261

				貸出金 カシダシキン				１兆３１５億円 チョウオクエン								8150

				従業員数 ジュウギョウインスウ				９６３名 メイ

				店舗数 テンポスウ				１１７ヶ店（実質 ６２ヶ店） テンジッシツテン

										平成29年　3月 31日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

				本店所在地				宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 ミヤギケンセンダイシアオバクイチバンマチ２チョウメバンゴウ

				設立 セツリツ				昭和２６年 ５月２５日 ショウワネンガツニチ

				資本金 シホンキン				２２４億８５百万円 オクヒャクマンエン

				代表者 ダイヒョウシャ				取締役頭取    三井　精一 トリシマリヤクトウドリミツイセイイチ

				預金（譲渡性預金含む）				１兆１９４億円 チョウオクエン

				貸出金 カシダシキン				５，７５０億円 オクエン

				従業員数 ジュウギョウインスウ				７２８名 メイ

				店舗数 テンポスウ				７２ヶ店（実質 ６１ヶ店） テンジッシツテン

										平成26年　3月 31日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ
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じもとホールディングス



グループ企業の状況

		

				企　　業　　名　　 クワダギョウメイ								出資比率 シュッシヒリツ		業　務　内　容 ギョウツトムナイカタチ		所　在　地 トコロザイチ		設立年月日 セツリツネンゲツヒ

				株式会社きらやか銀行 カブシキガイシャギンコウ										銀行業務 ギンコウギョウム		山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 ヤマガタケンヤマガタシハタゴマチ３チョウメバンゴウ		39209.0

						　　　　連　結　子　会　社 レンムスブコカイシャ

						きらやかカード株式会社 カブシキガイシャ						（100％）		クレジットカード業務 ギョウム		山形県山形市香澄町三丁目3番1号 ヤマガタケンヤマガタシカスミマチ３チョウメバンゴウ		32356.0

						山形ビジネスサービス株式会社 ヤマガタカブシキガイシャ						（100％）		事務受託業務 ジムジュタクギョウム		山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 ヤマガタケンヤマガタシハタゴマチ３チョウメバンゴウ		29609.0

						きらやかリース株式会社 カブシキガイシャ						（95％）		総合リース業務 ソウゴウギョウム		山形県山形市七日町二丁目6番3号 ヤマガタケンヤマガタシナノカマチニチョウメバンゴウ		27536.0

						きらやかｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ&ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社 カブシキガイシャ						（35％）		コンサルティング業務 ギョウム		山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 ヤマガタケンヤマガタシハタゴマチ３チョウメバンゴウ		35158.0

						　　　　持　分　法　適　用　会　社 モチブンホウテキヨウカイシャ

						株式会社富士通山形インフォテクノ カブシキカイシャフジツウヤマガタ						（49％）		電子計算処理受託業務 デンシケイサンショリジュタクギョウム		山形県山形市桜町7番35号 ヤマガタケンヤマガタシサクラマチバンゴウ		27333.0
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店舗一覧_きらやかBK

		

				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所

				山形市 ヤマガタシ		1		001		本店営業部		山形市旅篭町3-2-3				新庄市 シンジョウシ		34		333		新庄支店		新庄市沖の町5-5

								004		本町支店		山形市旅篭町3-2-3（本店営業部内） ホンテンエイギョウブナイ								030		新庄北支店		新庄市沖の町5-5（新庄支店内） シンジョウシテンナイ

						2		002		山形駅前支店		山形市香澄町3-3-1				最上郡 モガミグン		35		333		新庄支店舟形出張所		最上郡舟形町舟形108

								113		香澄町支店		山形市香澄町3-3-1（山形駅前支店内） ヤマガタエキマエシテンナイ						36		335		最上町支店		最上郡最上町大字向町609-6

								114		十日町支店		山形市香澄町3-3-1（山形駅前支店内）				米沢市 ヨネザワシ		37		061		米沢西支店		米沢市御廟2-7-97

						3		003		山形北支店		山形市宮町1-13-12						38		250		米沢支店		米沢市金池5-6-1

								111		宮町支店		山形市宮町1-13-12（山形北支店内） ヤマガタキタシテンナイ								060		米沢中央支店		米沢市金池5-6-1（米沢支店内） ヨネザワシテンナイ

						4		007		西支店		山形市久保田3-1-3						39		251		米沢駅前支店		米沢市駅前2-1-38

								116		山形西支店		山形市久保田3-1-3（西支店内） ニシシテンナイ				長井市 ナガイシ		40		070		長井支店		長井市栄町7-34

								136		飯塚支店		山形市久保田3-1-3（西支店内） ニシシテンナイ								256		長井中央支店		長井市栄町7-34（長井支店内） ナガイシテンナイ

						5		009		流通センター支店		山形市流通センター2-3				南陽市 ナンヨウシ		41		252		宮内支店		南陽市宮内2636-1

								119		流通団地支店		山形市流通センター2-3（流通センター支店内） リュウツウシテンナイ								067		宮内東支店		南陽市宮内2636-1（宮内支店内） ミヤウチシテンナイ

						6		017		蔵王支店		山形市蔵王温泉903-2　ZAOセンタープラザ1階 カイ						42		253		赤湯支店		南陽市赤湯794-1

						7		019		鈴川支店		山形市鈴川町3-15-72								066		南陽支店		南陽市赤湯794-1（赤湯支店内） アカユシテンナイ

						8		026		桜田支店		山形市桜田東4-8-41				東置賜郡高畠町 ヒガシオイタマグンタカハタマチ		43		254		高畠支店		東置賜郡高畠町大字高畠702-3

						9		028		城西支店		山形市城西町4-20-21								065		高畠東支店		東置賜郡高畠町大字高畠702-3（高畠支店内） タカハタシテンナイ

								115		山形城北支店		山形市城西町4-20-21（城西支店内） シロニシシテンナイ				西置賜郡白鷹町 ニシオイタマグンシラタカマチ		44		257		荒砥支店		西置賜郡白鷹町大字荒砥甲1032

						10		034		南館支店		山形市南館5-4-36								071		鮎貝支店 アユカイシテン		西置賜郡白鷹町大字荒砥甲1032（荒砥支店内） アラトシテンナイ

						11		110		桜町支店		山形市桜町7-35				鶴岡市 ツルオカシ		45		051		山王前支店		鶴岡市山王町11-19

								112		七日町支店		山形市桜町7-35（桜町支店内） サクラマチシテンナイ						46		052		大山支店		鶴岡市大山2-17-12

						12		117		北営業部		山形市大野目3-1-11								442		湯野浜支店		鶴岡市大山2-17-12（大山支店内） オオヤマシテンナイ

						13		118		県庁通支店		山形市あこや町3-15-37						47		053		新斎町支店		鶴岡市西新斎町3-15

								018		山形東支店		山形市あこや町3-15-37（県庁通支店内） ケンチョウトオリシテンナイ						48		054		美原町支店		鶴岡市美原町13-37

								008		小白川支店		山形市あこや町3-15-37（県庁通支店内） ケンチョウトオリシテンナイ						49		440		鶴岡中央支店		鶴岡市昭和町12-63

						14		128		山形桧町支店		山形市桧町4-5-7								050		鶴岡支店		鶴岡市昭和町12-63（鶴岡中央支店内） ツルオカチュウオウシテンナイ

								029		江俣支店		山形市桧町4-5-7（山形桧町支店内） ヤマガタヒノキチョウシテンナイ						50		441		鶴岡駅前支店		鶴岡市末広町8-28

						15		134		中央営業部		山形市鉄砲町2-21-30						51		448		温海支店		鶴岡市温海戊536-3

								005		産業通支店		山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） チュウオウエイギョウブナイ								055		温海駅前支店		鶴岡市温海戊536-3（温海支店内） アツミシテンナイ

								129		山形南支店		山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） チュウオウエイギョウブナイ				酒田市 サカタシ		52		042		酒田駅東支店		酒田市旭新町2-1

								024		東青田支店		山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） チュウオウエイギョウブナイ								445		酒田新橋支店		酒田市旭新町2-1（酒田駅東支店内） サカタエキヒガシシテンナイ

						16		155		蔵王駅前支店		山形市大字松原字下川原311-14						53		043		東大町支店		酒田市東大町1-9-5

						17		158		漆山支店		山形市大字漆山2405-3						54		443		酒田支店		酒田市中町2-6-17

				上山市 カミヤマシ		18		220		上山支店		上山市矢来1-2-8								040		酒田中央支店		酒田市中町2-6-17（酒田支店内） サカタシテンナイ

								010		上山中央支店		上山市矢来1-2-8（上山支店内） カミヤマシテンナイ								447		酒田北支店		酒田市中町2-6-17（酒田支店内） サカタシテンナイ

				天童市 テンドウシ		19		016		天童北支店		天童市糠塚1-1-7				東田川郡庄内町 ヒガシタガワグンショウナイマチ		55		047		余目支店		東田川郡庄内町余目字沢田159-1

						20		321		天童支店		天童市本町1-3-18				飽海郡遊佐町 アクミグンユザマチ		56		045		遊佐支店		飽海郡遊佐町遊佐字前田35

								011		天童中央支店		天童市本町1-3-18（天童支店内） テンドウシテンナイ								446		遊佐駅前支店		飽海郡遊佐町遊佐字前田35（遊佐支店内） ユザシテンナイ

								326		天童東支店		天童市本町1-3-18（天童支店内） テンドウシテンナイ								046		観音寺支店		飽海郡遊佐町遊佐字前田35（遊佐支店内） ユザシテンナイ

						21		328		天童南支店 ミナミシテン		天童市芳賀土地区画整理地７９街区２ テンドウシハガトチクカクセイリチガイク				宮城県 ミヤギケン		57		075		仙台一番町支店		宮城県仙台市青葉区一番町3-3-24 ミヤギ

				寒河江市 サガエシ		22		033		若葉町支店		寒河江市若葉町11-5						58		076		弓の町支店		宮城県仙台市宮城野区小田原弓の町6 ミヤギ

						23		322		寒河江支店		寒河江市中央1-14-9						59		077		富沢支店		宮城県仙台市太白区富沢2-3-10 ミヤギ

								020		寒河江中央支店		寒河江市中央1-14-9（寒河江支店内） サガエシテンナイ						60		580		仙台支店		宮城県仙台市青葉区本町2-19-21 ミヤギ

								021		白岩支店		寒河江市中央1-14-9（寒河江支店内） サガエシテンナイ						61		583		仙台泉支店 センダイイズミシテン		宮城県仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス2階 ミヤギケン

				東根市 ヒガシネシ		24		331		さくらんぼ東根支店		東根市三日町2-8-4						62		581		仙台卸町支店		宮城県仙台市若林区卸町2-1-23 ミヤギ

								015		東根支店		東根市三日町2-8-4（さくらんぼ東根支店内） ヒガシネシテンナイ						63		582		仙台長町支店		宮城県仙台市太白区長町4-3-35 ミヤギ

						25		339		神町支店		東根市神町中央2-5-10				新潟県 ニイガタケン		64		056		村上支店		新潟県村上市田端町2-22 ニイガタ

								032		神町北支店		東根市神町中央2-5-10（神町支店内） ジンマチシテンナイ						65		057		新潟支店		新潟県新潟市中央区東万代町1-26

				村山市 ムラヤマシ		26		014		楯岡支店		村山市楯岡五日町1-3						66		670		新発田支店		新潟県新発田市中央町3-3-5 ニイガタ

								330		楯岡北支店		村山市楯岡五日町1-3（楯岡支店内） タテオカシテンナイ								058		新発田西支店		新潟県新発田市中央町3-3-5（新発田支店内） ニイガタシバタシテンナイ

				尾花沢市 オバナザワシ		27		332		尾花沢支店		尾花沢市中町2-52						67		672		豊栄支店		新潟県新潟市北区白新町2-1-20 ニイガタ

								031		尾花沢中央支店		尾花沢市中町2-52（尾花沢支店内） オバナザワシテンナイ				秋田県 アキタケン		68		035		秋田支店		秋田県秋田市保戸野千代田町2-58 アキタ

				東村山郡 ヒガシムラヤマグン		28		327		山辺支店		東村山郡山辺町大字山辺1235-5						69		036		本荘支店		秋田県由利本荘市裏尾崎町91 アキタ

								012		山辺北支店		東村山郡山辺町大字山辺1235-5（山辺支店内） ヤマノベシテンナイ				福島県 フクシマケン		70		560		福島支店		福島県福島市本町5-5 フクシマケン

						29		013		長崎支店		東村山郡中山町大字長崎69				東京都 トウキョウト		71		090		東京支店		東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル6F トウキョウトニシシンジュクダイキョウ

				西村山郡 ニシムラヤマグン		30		025		谷地支店		西村山郡河北町谷地中央1-3-22								690		神田支店		東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル6F（東京支店内） トウキョウトトウキョウシテンナイ

								325		河北支店		西村山郡河北町谷地中央1-3-22（谷地支店内） ヤチシテンナイ				埼玉県 サイタマケン		72		086		大宮支店		埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-50 サイタマ

						31		323		左沢支店		西村山郡大江町大字左沢927-1

								023		大江支店		西村山郡大江町大字左沢927-1（左沢支店内） アテラザワシテンナイ				※1　表中の店舗№はブランチ・イン・ブランチ実施店を1ヶ店としてカウントしており、公表店舗数118ヶ店（うち出張所1か所、インターネット支店１か店）とは異なっております。 シュッチョウジョショシテンテン

						32		324		宮宿支店		西村山郡朝日町大字宮宿1184-18

						33		022		間沢支店		西村山郡西川町大字間沢64-5

								359		西川支店		西村山郡西川町大字間沢64-5（間沢支店内） マザワシテンナイ



&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&A/&F

&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&P/&N



店舗一覧_仙台BK

		

				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所				地区 チク		№		店番 テンバン		店名 テンメイ		住所

				仙台市
青葉区 センダイシアオバク		1		201		本店営業部		仙台市青葉区一番町2-1-1 センダイシアオバクイチバンチョウ				石巻・気仙沼地区 イシノマキケセンヌマチク		44		402		石巻支店 イシノマキシテン		石巻市立町1-6-3 イシノマキシタテマチ

								203		国分町支店 コクブンチョウシテン		仙台市青葉区一番町2-1-1(本店営業部内) センダイシアオバクイチバンチョウホンテンエイギョウブナイ								403		女川支店 オナガワシテン		石巻市立町1-6-3(石巻支店内) イシノマキシタチマチイシノマキシテンナイ

								781		東京支店 トウキョウシテン		仙台市青葉区一番町2-1-1(本店営業部内) センダイシアオバクイチバンチョウホンテンエイギョウブナイ						45		403		女川町仮設合同庁舎出張所 オナガワマチカセツゴウドウチョウシャシュッチョウジョ		牡鹿郡女川町浦宿浜十二神60-3 オシカグンオナガワマチウラジュクハマジュウニカミ

						2		204		中央通支店 チュウオウドオリシテン		仙台市青葉区中央2-6-3 センダイシアオバクチュウオウ						46		407		中里支店 ナカザトシテン		石巻市中里1-3-3 イシノマキシナカザト

						3		225		上杉支店 カミスギシテン		仙台市青葉区上杉1-17-18 センダイシアオバクカミスギ								408		雄勝支店 オガチシテン		石巻市中里1-3-3(中里支店内) イシノマキシナカザトナカザトシテンナイ

								227		八幡町支店 ヤハタマチシテン		仙台市青葉区上杉1-17-18(上杉支店内) センダイシアオバクカミスギカミスギシテンナイ						47		406		気仙沼支店 ケセンヌマシテン		気仙沼市神山2-3 ケセンヌマシカミヤマ

						4		208		宮町支店 ミヤマチシテン		仙台市青葉区宮町5-7-28 センダイシアオバクミヤマチ						48		409		津谷支店 ツヤシテン		気仙沼市本吉町津谷松岡57 ケセンヌマシモトヨシマチツヤマツオカ

						5		219		北山支店 キタヤマシテン		仙台市青葉区北山1-2-11 センダイシアオバクキタヤマ						49		404		志津川支店（※2） シヅカワシテン		本吉郡南三陸町志津川字沼田160-1 モトヨシグンミナミサンリクマチシヅカワアザヌマタ

						6		226		台原支店 ダイノハラシテン		仙台市青葉区台原2-1-15 センダイシアオバクダイノハラ								405		歌津支店（※2） ウタツシテン		本吉郡南三陸町志津川字沼田160-1(志津川支店内) モトヨシグンミナミサンリクチョウシツカワジヌマタシヅカワシテンナイ

						7		213		中山支店 ナカヤマシテン		仙台市青葉区中山4-14-40 センダイシアオバクナカヤマ				大崎地区 オオサキチク		50		501		古川支店 フルカワシテン		大崎市古川台町4-38 オオサキシフルカワダイマチ

						8		218		桜ヶ丘支店 サクラガオカシテン		仙台市青葉区桜ヶ丘5-8-18 センダイシアオバクサクラガオカ								508		三本木支店 サンボンギシテン		大崎市古川台町4-38(古川支店内) オオサキシフルカワダイマチフルカワシテンナイ

						9		220		宮城町支店 ミヤギマチシテン		仙台市青葉区落合2-11-7 センダイシアオバクオチアイ						51		504		岩出山支店 イワデヤマシテン		大崎市岩出山字東川原町6-7 オオサキシイワデヤマアザヒガシカワラマチ

				仙台市
宮城野区 センダイシミヤギノク		10		215		仙台東口支店 センダイヒガシクチシテン		仙台市宮城野区榴岡3-2-3 センダイシミヤギノクツツジガオカ								507		鳴子支店 ナルコシテン		大崎市岩出山字東川原町6-7(岩出山支店内) オオサキシイワデヤマアザヒガシカワラマチイワデヤマシテンナイ

								207		宮城野支店 ミヤギノシテン		仙台市宮城野区榴岡3-2-3(仙台東口支店内) センダイシミヤギノクツツジガオカセンダイヒガシグチシテンナイ						52		502		田尻支店 タジリシテン		大崎市田尻字町201 オオサキシタジリアザマチ

						11		206		原町支店 ハラマチシテン		仙台市宮城野区原町2-5-41 センダイシミヤギノクハラマチ						53		505		涌谷支店 ワクヤシテン		遠田郡涌谷町字本町81-1 エンタグンワクヤマチアザホンマチ

						12		210		苦竹支店 ニガタケシテン		仙台市宮城野区日の出町1-4-37 センダイシミヤギノクヒデマチ						54		506		中新田支店 ナカシンデンシテン		加美郡加美町字町裏38-1 カミグンカミマチアザマチウラ

				仙台市
若林区 センダイシワカバヤシク		13		205		荒町支店 アラマチシテン		仙台市若林区荒町155 センダイシワカバヤシクアラマチ				栗原・登米地区 クリハラトメチク		55		607		築館支店 チクタチシテン		栗原市築館伊豆1-12-38 クリハラシツキダテイズ

						14		212		卸町支店 オロシマチシテン		仙台市若林区卸町1-6-15 センダイシワカバヤシクオロシマチ								503		高清水出張所 タカシミズシュッチョウジョ		栗原市築館伊豆1-12-38(築館支店内) クリハラシツキダテイズツキダテシテンナイ

						15		230		東部工場団地支店 トウブコウジョウダンチシテン		仙台市若林区鶴代町6-1 センダイシワカバヤシクツルヨマチ						56		606		岩ヶ崎支店 イワサキシテン		栗原市栗駒岩ヶ崎下小路46 クリハラシクリコマイワサキシモショウロ

						16		228		南小泉支店 ミナミコイズミシテン		仙台市若林区中倉1-25-35 センダイシワカバヤシクナカクラ						57		608		瀬峰支店 セミネシテン		栗原市瀬峰下藤沢162-5 クリハラシセミネシモフジサワ

						17		229		沖野支店 オキノシテン		仙台市若林区沖野3-12-25 センダイシワカバヤシクオキノ						58		604		佐沼支店 サヌマシテン		登米市迫町佐沼字八幡3-2-1 トメシサコマチサヌマアザヤハタ

				仙台市
太白区 センダイシタイハクク		18		209		長町支店 ナガマチシテン		仙台市太白区長町3-2-7 センダイシタイハククナガマチ						59		601		登米支店 トメシテン		登米市登米町寺池九日町10 トメシトメマチテライケココノカマチ

						19		221		長町南支店 ナガマチミナミシテン		仙台市太白区長町南3-3-25 センダイシタイハククナガマチミナミ						60		609		中田町支店 ナカタマチシテン		登米市中田町宝江黒沼字十文字234-2 トメシナカタマチタカラエクロヌマアザジュウモンジ

						20		232		太白出張所 タイハクシュッチョウジョ		仙台市太白区太白2-14-1 センダイシタイハククタイハク								602		米川支店 ヨネカワシテン		登米市中田町宝江黒沼字十文字234-2(中田町支店内) トメシナカタマチタカラエクロヌマアザジュウモンジナカタマチシテンナイ

						21		231		八木山支店 ヤギヤマシテン		仙台市太白区八木山本町1-38-1 センダイシタイハククヤギヤマホンチョウ						61		603		津山支店 ツヤマシテン		登米市津山町柳津字本町79 トメシツヤママチヤナギツアザホンマチ

						22		233		西中田支店 ニシナカタシテン		仙台市太白区西中田5-16-1 センダイシタイハククニシナカタ

				仙台市
泉区 センダイシイズミク		23		202		黒松支店 クロマツシテン		仙台市泉区黒松1-9-31 センダイシイズミククロマツ				※1　表中の店舗№はブランチ・イン・ブランチ実施店を1ヶ店としてカウントしており、公表店舗数（72ヶ店）とは

						24		214		将監支店 ショウカンシテン		仙台市泉区将監8-3-4 センダイシイズミクショウカン				異なっております。 コト

						25		216		南光台支店 ミナミヒカリダイシテン		仙台市泉区南光台南3-37-28 センダイシイズミクミナミヒカリダイミナミ				※2　平成26年1月20日より、新店舗での営業を開始しております。 ヘイセイネンガツニチシンテンポエイギョウカイシ

						26		223		松陵支店 マツリョウシテン		仙台市泉区松陵1-16-1 センダイシイズミクマツリョウ

						27		234		鶴が丘出張所 ツルオカシュッチョウジョ		仙台市泉区鶴が丘1-101-7 センダイシイズミクツルオカ

				仙台市近郊 センダイシキンコウ		28		401		塩釜支店 シオガマシテン		塩釜市本町6-6 シオガマシホンマチ

						29		211		多賀城支店 タガジョウシテン		多賀城市八幡4-3-14 タガジョウシヤハタ

						30		236		高砂支店 タカサゴシテン		多賀城市高橋2-16-9 タガジョウシタカハシ

						31		235		利府支店 リフシテン		宮城郡利府町中央3-5-3 ミヤギグンリフマチチュウオウ

						32		217		泉ヶ丘支店 イズミオカシテン		黒川郡富谷町富ヶ丘2-27-2 クロカワグントミヤマチトミオカ

						33		224		大富支店 オオトミシテン		黒川郡富谷町日吉台2-38-1 クロカワグントミヤマチヒヨシダイ

						34		237		吉岡支店 ヨシオカシテン		黒川郡大和町吉岡南2-4-1 クロカワグンタイワマチヨシオカミナミ

				仙南地区 センナンチク		35		301		白石支店 シロイシシテン		白石市字本町3 シロイシシアザホンマチ

						36		302		角田支店 カクタシテン		角田市角田字町70-2 カクダシカクダジマチ

						37		306		岩沼支店 イワヌマシテン		岩沼市中央1-5-18 イワヌマシチュウオウ

						38		307		名取支店 ナトリシテン		名取市増田3-3-6 ナトリシマスダ

						39		308		名取が丘出張所 ナトリオカシュッチョウジョ		名取市名取が丘3-5-17 ナトリシナトリオカ

						40		303		丸森支店 マルモリシテン		伊具郡丸森町字町西29-2 イググンマルモリマチアザマチニシ

						41		304		大河原支店 オオカワラシテン		柴田郡大河原町大谷字末広131-1 シバタグンオオカワラマチオオタニアザスエヒロ

						42		305		船岡支店 フナオカシテン		柴田郡柴田町船岡中央2-13-12 シバタグンシバタマチフナオカチュウオウ

						43		309		亘理支店 ワタリシテン		亘理郡亘理町字中町東202-2 ワタリグンワタリマチアザナカマチヒガシ

																				25

								47



&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&A/&F

&R&"ＭＳ ゴシック,標準"&10&P/&N





 きらやか銀行店舗一覧 【２０１９年３月３１日現在】 

4 

地区 № 店番 店名 住所 地区 № 店番 店名 住所

001 本店営業部 山形市旅篭町3-2-3 333 新庄支店 新庄市沖の町5-5

004 本町支店 山形市旅篭町3-2-3（本店営業部内） 030 新庄北支店 新庄市沖の町5-5（新庄支店内）

017 蔵王支店 山形市旅篭町3-2-3（本店営業部内） 最上郡 28 335 最上町支店 最上郡最上町大字向町609-6

110 桜町支店 山形市旅篭町3-2-3（本店営業部内） 29 061 米沢西支店 米沢市御廟2-7-97

112 七日町支店 山形市旅篭町3-2-3（本店営業部内） 250 米沢支店 米沢市金池5-6-1

002 山形駅前支店 山形市香澄町3-3-1 060 米沢中央支店 米沢市金池5-6-1（米沢支店内）

113 香澄町支店 山形市香澄町3-3-1（山形駅前支店内） 31 251 米沢駅前支店 米沢市駅前2-1-38

114 十日町支店 山形市香澄町3-3-1（山形駅前支店内） 070 長井支店 長井市栄町7-34

003 山形北支店 山形市宮町1-13-12 256 長井中央支店 長井市栄町7-34（長井支店内）

111 宮町支店 山形市宮町1-13-12（山形北支店内） 252 宮内支店 南陽市宮内2636-1

007 西支店 山形市久保田3-1-3 067 宮内東支店 南陽市宮内2636-1（宮内支店内）

034 南館支店 山形市久保田3-1-3（西支店内） 253 赤湯支店 南陽市赤湯794-1

116 山形西支店 山形市久保田3-1-3（西支店内） 066 南陽支店 南陽市赤湯794-1（赤湯支店内）

136 飯塚支店 山形市久保田3-1-3（西支店内） 254 高畠支店 東置賜郡高畠町大字高畠702-3

009 流通センター支店 山形市流通センター2-3 065 高畠東支店 東置賜郡高畠町大字高畠702-3（高畠支店内）

119 流通団地支店 山形市流通センター2-3（流通センター支店内） 257 荒砥支店 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲1032

028 城西支店 山形市城西町4-20-21 071 鮎貝支店 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲1032（荒砥支店内）

115 山形城北支店 山形市城西町4-20-21（城西支店内） 37 051 山王前支店 鶴岡市山王町11-19

117 北営業部 山形市大野目3-1-11 052 大山支店 鶴岡市大山2-18-34

019 鈴川支店 山形市大野目3-1-11(北営業部内） 442 湯野浜支店 鶴岡市大山2-18-34（大山支店内）

158 漆山支店 山形市大野目3-1-11(北営業部内） 440 鶴岡中央支店 鶴岡市馬場町8-5

118 県庁通支店 山形市あこや町3-15-37 050 鶴岡支店 鶴岡市馬場町8-5（鶴岡中央支店内）

018 山形東支店 山形市あこや町3-15-37（県庁通支店内） 053 新斎町支店 鶴岡市馬場町8-5（鶴岡中央支店内）

008 小白川支店 山形市あこや町3-15-37（県庁通支店内） 054 美原町支店 鶴岡市馬場町8-6（鶴岡中央支店内）

128 山形桧町支店 山形市桧町4-5-7 441 鶴岡駅前支店 鶴岡市馬場町8-5（鶴岡中央支店内）

029 江俣支店 山形市桧町4-5-7（山形桧町支店内） 448 温海支店 鶴岡市温海戊536-3

134 中央営業部 山形市鉄砲町2-21-30 055 温海駅前支店 鶴岡市温海戊536-3（温海支店内）

005 産業通支店 山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） 042 酒田駅東支店 酒田市旭新町2-1

129 山形南支店 山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） 445 酒田新橋支店 酒田市旭新町2-1（酒田駅東支店内）

024 東青田支店 山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） 42 043 東大町支店 酒田市東大町1-9-5

026 桜田支店 山形市鉄砲町2-21-30（中央営業部内） 443 酒田支店 酒田市中町2-6-17

11 155 蔵王駅前支店 山形市大字松原字下川原311-14 040 酒田中央支店 酒田市中町2-6-17（酒田支店内）

220 上山支店 上山市矢来1-2-8 447 酒田北支店 酒田市中町2-6-17（酒田支店内）

010 上山中央支店 上山市矢来1-2-8（上山支店内） 東田川郡庄内町 44 047 余目支店 東田川郡庄内町余目字沢田159-1

13 016 天童北支店 天童市糠塚1-1-7 045 遊佐支店 飽海郡遊佐町遊佐字前田35

321 天童支店 天童市本町1-3-18 446 遊佐駅前支店 飽海郡遊佐町遊佐字前田35（遊佐支店内）

011 天童中央支店 天童市本町1-3-18（天童支店内） 046 観音寺支店 飽海郡遊佐町遊佐字前田35（遊佐支店内）

326 天童東支店 天童市本町1-3-18（天童支店内） 46 075 仙台一番町支店 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-24

15 328 天童南支店 天童市芳賀タウン南三丁目12番22号 47 076 弓の町支店 宮城県仙台市宮城野区小田原弓の町6

322 寒河江支店 寒河江市中央1-14-9 48 077 富沢支店 宮城県仙台市太白区富沢2-3-10

020 寒河江中央支店 寒河江市中央1-14-9（寒河江支店内） 49 580 仙台支店 宮城県仙台市青葉区本町2-19-21

021 白岩支店 寒河江市中央1-14-9（寒河江支店内） 50 583 仙台泉支店 宮城県仙台市泉区泉中央1-6-3 セルバテラス2階

033 若葉町支店 寒河江市中央1-14-9（寒河江支店内） 51 581 仙台卸町支店 宮城県仙台市若林区卸町2-1-23

331 さくらんぼ東根支店 東根市三日町2-8-4 52 582 仙台長町支店 宮城県仙台市太白区長町4-3-35

015 東根支店 東根市三日町2-8-4（さくらんぼ東根支店内） 53 056 村上支店 新潟県村上市田端町2-22

339 神町支店 東根市神町中央2-5-10 54 057 新潟支店 新潟県新潟市中央区東万代町1-26

032 神町北支店 東根市神町中央2-5-10（神町支店内） 670 新発田支店 新潟県新発田市中央町3-3-5

014 楯岡支店 村山市楯岡五日町1-3 058 新発田西支店 新潟県新発田市中央町3-3-5（新発田支店内）

330 楯岡北支店 村山市楯岡五日町1-3（楯岡支店内） 56 672 豊栄支店 新潟県新潟市北区白新町2-1-20

332 尾花沢支店 尾花沢市中町2-52 57 035 秋田支店 秋田県秋田市保戸野千代田町2-58

031 尾花沢中央支店 尾花沢市中町2-52（尾花沢支店内） 58 036 本荘支店 秋田県由利本荘市裏尾崎町91

327 山辺支店 東村山郡山辺町大字山辺1235-5 福島県 59 560 福島支店 福島県福島市本町5-5

012 山辺北支店 東村山郡山辺町大字山辺1235-5（山辺支店内） 090 東京支店 東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル6F

22 013 長崎支店 東村山郡中山町大字長崎69 690 神田支店 東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル6F（東京支店内）

025 谷地支店 西村山郡河北町谷地中央1-3-22 埼玉県 61 086 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-50 アーバンさくら2階

325 河北支店 西村山郡河北町谷地中央1-3-22（谷地支店内）

323 左沢支店 西村山郡大江町大字左沢927-1

023 大江支店 西村山郡大江町大字左沢927-1（左沢支店内）

25 324 宮宿支店 西村山郡朝日町大字宮宿1184-18

022 間沢支店 西村山郡西川町大字間沢64-5

359 西川支店 西村山郡西川町大字間沢64-5（間沢支店内）

39

山形市

1

新庄市 27

米沢市 30

2

長井市 32

3

南陽市

33

4 34

東置賜郡高畠町 35

5

西置賜郡白鷹町 36

6

鶴岡市

7
38

8

9

40

10

酒田市

41

43

上山市 12

天童市

飽海郡遊佐町 45

14

宮城県
寒河江市 16

東根市

17

新潟県
18

55

村山市 19

尾花沢市 20 秋田県

東村山郡
21

東京都 60

西村山郡

23

24
※1　表中の店舗№はブランチ・イン・ブランチ実施店を1ヶ店としてカウントしており、公表店舗数117ヶ店（うちインターネット支店１か
店）とは異なっております。
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地区 No 店番 店名 住所 地区 店番 店名 住所

201 本店営業部 仙台市青葉区一番町2-1-1 42 402 石巻支店 石巻市立町1-6-3

203 国分町支店 仙台市青葉区一番町2-1-1(本店営業部内) 43 403 女川支店 牡鹿郡女川町女川浜字大原72番地の1 ＳＧ-3街区13画地

781 東京支店 仙台市青葉区一番町2-1-1(本店営業部内) 407 中里支店 石巻市中里1-3-3

2 204 中央通支店 仙台市青葉区中央2-6-3 408 雄勝支店 石巻市中里1-3-3(中里支店内)

225 上杉支店 仙台市青葉区上杉1-17-18 45 406 気仙沼支店 気仙沼市神山2-3

219 北山支店 仙台市青葉区上杉1-17-18(上杉支店内) 46 404 志津川支店 本吉郡南三陸町志津川字沼田160-1

227 八幡町支店 仙台市青葉区上杉1-17-18(上杉支店内) 405 歌津支店 本吉郡南三陸町歌津字枡沢68-13

4 208 宮町支店 仙台市青葉区宮町5-7-28 409 津谷支店 本吉郡南三陸町歌津字枡沢68-13（歌津支店内）

5 226 台原支店 仙台市青葉区台原2-1-15 501 古川支店 大崎市古川台町4-38

6 213 中山支店 仙台市青葉区中山4-14-40 502 田尻支店 大崎市古川台町4-38(古川支店内)

7 218 桜ヶ丘支店 仙台市青葉区桜ヶ丘5-8-18 508 三本木支店 大崎市古川台町4-38(古川支店内)

8 220 宮城町支店 仙台市青葉区落合2-11-7 504 岩出山支店 大崎市岩出山字東川原町6-7

215 仙台東口支店 仙台市宮城野区榴岡3-2-3 507 鳴子支店 大崎市岩出山字東川原町6-7(岩出山支店内)

207 宮城野支店 仙台市宮城野区榴岡3-2-3(仙台東口支店内) 50 505 涌谷支店 遠田郡涌谷町字本町81-1

210 苦竹支店 仙台市宮城野区日の出町1-4-37 51 506 中新田支店 加美郡加美町字町裏38-1

206 原町支店 仙台市宮城野区日の出町1-4-37（苦竹支店内） 607 築館支店 栗原市築館伊豆1-12-38

11 205 荒町支店 仙台市若林区荒町155 503 高清水出張所 栗原市築館伊豆1-12-38(築館支店内)

12 212 卸町支店 仙台市若林区卸町1-6-15 606 岩ヶ崎支店 栗原市築館伊豆1-12-38(築館支店内)

13 230 東部工場団地支店 仙台市若林区鶴代町6-1 53 608 瀬峰支店 栗原市瀬峰下藤沢162-5

238 荒井支店 仙台市若林区なないろの里2-25-8 54 604 佐沼支店 登米市迫町佐沼字八幡3-2-1

228 南小泉支店 仙台市若林区なないろの里2-25-8（荒井支店内） 601 登米支店 登米市登米町寺池九日町10

15 229 沖野支店 仙台市若林区沖野3-12-25 603 津山支店 登米市登米町寺池九日町10（登米支店内）

16 209 長町支店 仙台市太白区長町3-2-7 609 中田町支店 登米市中田町宝江黒沼字十文字234-2

17 221 長町南支店 仙台市太白区長町南3-3-25 602 米川支店 登米市中田町宝江黒沼字十文字234-2(中田町支店内)

18 232 太白出張所 仙台市太白区太白2-14-1

19 231 八木山支店 仙台市太白区八木山本町1-38-1

20 233 西中田支店 仙台市太白区西中田5-16-1

21 202 黒松支店 仙台市泉区黒松1-9-31

22 214 将監支店 仙台市泉区将監8-3-4

23 216 南光台支店 仙台市泉区南光台南3-37-28

24 223 松陵支店 仙台市泉区松陵1-16-1

25 234 鶴が丘出張所 仙台市泉区鶴が丘1-101-7

26 401 塩釜支店 塩釜市本町6-6

27 211 多賀城支店 多賀城市八幡4-3-14

28 236 高砂支店 多賀城市高橋2-16-9

29 235 利府支店 宮城郡利府町中央3-5-3

30 217 泉ヶ丘支店 富谷市富ヶ丘2-27-2

31 224 大富支店 富谷市日吉台2-38-1

32 237 吉岡支店 黒川郡大和町吉岡南2-4-1

33 301 白石支店 白石市字本町3

34 302 角田支店 角田市角田字町70-2

35 306 岩沼支店 岩沼市中央3-3-12

36 307 名取支店 名取市増田3-3-6

37 308 名取が丘出張所 名取市名取が丘3-5-17

38 303 丸森支店 伊具郡丸森町字町西29-2

39 304 大河原支店 柴田郡大河原町大谷字末広131-1

40 305 船岡支店 柴田郡柴田町船岡中央2-13-12

41 309 亘理支店 亘理郡亘理町字中町東202-2

1

3

9

10

14

55

44

47

48

49

仙台市
泉区

仙台市
宮城野区

仙台市近郊

仙南地区

大崎地区

栗原・登米地区

56

石巻・気仙沼地区

仙台市
太白区

※１　表中の店舗№はブランチ・イン・ブランチ実施店を1ヶ店としてカウントしており、公表店舗数（72ヶ店）とは異なっております.

仙台市
若林区

52

仙台市
青葉区

 仙台銀行店舗一覧 【２０１９年３月３１日現在】 
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３．２０１９年3月期の各指標について 



 人格別預金残高の推移 

 人格別貸出金残高の推移 

 預金・貸出金 

きらやか銀行 仙台銀行 

 人格別貸出金残高の推移 
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 人格別預金残高の推移 

(単位：億円)

(単位：億円)

(単位：億円)

(単位：億円)

9,198 9,006 8,831 8,769 8,653
8,539

3,017
3,330 3,530 3,620 3,324 3,640

947 621 823 529 913 462

69.8% 69.5%
66.9% 67.8% 67.1% 67.5%

38.4%

42.3%
44.6%

47.1% 45.6%
49.7%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

個人 法人 公金･金融 個人比率 流動性比率

13,162 12,957 13,184 12,920 12,891 12,643

4,854 4,989 5,035 5,206 5,133 5,467

2,411 2,423
2,452 2,491 2,552

2,630

1,456 1,597 1,515 1,376 1,408
1,406

1,269
1,261 1,230 1,134 1,006

811

72.7% 72.1%
73.1%

75.4% 76.0%
78.4%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

中小企業 個人 中堅･大企業等 地公体 中小企業等貸出比率

10,3159,991 10,271 10,10010,20910,233

6,338 6,395 6,411 6,454 6,487 6,504

2,157 2,180 2,285 2,302 2,379 2,369

1,921 2,126 1,873 1,684 1,602 1,688

60.8% 59.7% 60.6%
61.8% 61.9% 61.5%

51.1%
55.6%

52.7% 54.5%
55.4%

58.5%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

個人 法人 公金･金融 個人比率 流動性比率

10,47010,702 10,571 10,44110,418 10,561

3,022 3,200 3,268 3,454 3,550 3,706

1,908 1,922 1,951 2,009
2,093

2,217734 755 756
727 699

635898 847 794
834 803 783

75.1% 76.1% 77.0% 77.7% 78.9%
80.6%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

中小企業 個人 中堅･大企業等 地公体 中小企業等貸出比率

7,1467,025

6,564
6,725

6.771

7,342



 有価証券 

きらやか銀行 仙台銀行 
ポートフォリオ及び利回り等の推移 

評価損益（その他有価証券）の推移 

ポートフォリオ及び利回り等の推移 

評価損益（その他有価証券）の推移 

7 

13

24 33
22 23

8

52

40
32

27

20

18

△ 20
△ 7 △ 3

△ 15
0 △4

46 57 61

34 43

22

△ 50

△ 25

0

25

50

75

100

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

株式 債券 その他 差引評価損益

(単位：億円)

1,306

935 932
830 673

588

82

80 76 69
147

106

692

532 548 534 575
533

84

92 109 113
122

89

1,092

1,207
1,142

1,072
934

924

1.30% 1.37%
1.61%

1.57% 1.47%
1.08%

5.11
4.59

5.03

4.41

4.91 4.96

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

国債 地方債 社債 株式 その他証券 有価証券利回り（％） 修正デュレーション

(単位：億円)

2,621

3,258

2,849 2,809 2,2442,453

5 10
10 6 5 △ 1

34
9 8

8 1
12

△ 38
△ 27 △ 25

△ 33

△ 18
△ 23

1

△ 6 △ 6
△ 19

△ 12
△ 12

△ 50

△ 25

0

25

50

75

100

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

株式 債券 その他 差引評価損益

(単位：億円)

708 682 678 641 533 510

663 713 764 735
735 766

1,482
1,489 1,460

1,318

1,051
1,015

72 85 91

72

78 33

555 503 470
546

551
502

0.94% 0.93% 0.90% 0.86% 0.91% 0.93%

3.35
3.06

2.69
2.43

2.30 2.28

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

国債 地方債 社債 株式 その他証券 有価証券利回り（％） 修正デュレーション

(単位：億円)

3,474 3,465 3,314

3,482

2,828
2,949



 資産内容 

きらやか銀行 仙台銀行 
債務者区分残高の推移 

リスク管理債権残高の推移 

債務者区分残高の推移 

リスク管理債権残高の推移 
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5,815
6,014 6,028

6,307
6,452

6,651

532

494 563

525
508

501

19

17
6

23
22

19

216

219 190

182
172

179

13
14 14

13
13

14

1
1 2

0
3

1

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

正常先 その他要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先

(単位：億円)

7,052

6,760 6,805

6,599

7,368
7,172

28 28 28 27 29 29

167
157

141
131

110
121

10

6

4
5

8
3

2.06
1.87

1.70
1.61

1.47
1.49

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0

50

100

150

200

250

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

貸出条件緩和債権 3ヶ月以上延滞債権
延滞債権 破綻先債権
リスク管理債権比率

(単位：％)

164

206

192

174

(単位：億円)

154
149

8,751
9,042 9,036 9,005 8,885

9,096

1,173

1,173 1,165 1,175
1,212

1,226
52

50 51
51 53

52

136

133 117
103 89

95

32

24 24
28 22

26

10

6 4 5
8

3

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

正常先 その他要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先 破綻先

(単位：億円)

10,433
10,157

10,36810,401 10,50110,271

14 13 5 16 15 13

0 0 0
0 0 0

229 232

204 194 185 193

1 1

2 0
3 1

3.73
3.67

3.12
3.01

2.86 2.84

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0

50

100

150

200

250

300

2016/9期 2017/3期 2017/9期 2018/3期 2018/9期 2019/3期

貸出条件緩和債権 3ヶ月以上延滞債権 延滞債権

破綻先債権 リスク管理債権比率

(単位：％)

247

211

245

(単位：億円)

211
204 208



64,911 
60,093

オペリスク 3,200

(預貸金金利リスク)

1,500

市場リスク

(有価証券）

18,900

信用リスク

5,700

バッファ

33,193

2018年9月期

自己資本

2018年度下期

配賦原資

2018年度下期

配賦資本額

2019年3月

使用額(使用率)

36,600

銀行勘定の金利リスク（IRRBB） 【きらやか銀行】自己資本・リスク資本の配賦状況 

 統合リスク管理 

銀行勘定の金利リスク（IRRBB） 【仙台銀行】自己資本・リスク資本の配賦状況 
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 金利ショックシナリオ 下方パラレルシフト

 金利リスク量（ΔEVE） 1,692百万円

 自己資本の額 47,503百万円

 ΔEVE/自己資本の額 3.562％

 重要性テスト 非該当

46,072

市場リスク

（有価証券）

6,000

信用リスク

4,200

バッファ

33,372

2019年3月期

自己資本

2019年度上期

配賦資本額

（預貸金金利リスク）
400

12,700

オペリスク 2,100

47,503

配賦原資

47,704 45,773

オペリスク 2,100

市場リスク

(有価証券）

7,600

信用リスク

4,200

バッファ

31,473

2018年9月期

自己資本

2018年度下期

配賦原資

2018年度下期

配賦資本額

2019年3月

使用額(使用率)

14,300

(預貸金金利リスク)
400

使用額 使用率

信用リスク 3,336 79.4%

市場リスク（有価証券） 1,668 21.9%

預貸金金利リスク 0 -

オペリスク 1,881 89.6%

配賦原資

59,612

オペリスク

3,000

市場リスク

(有価証券）

17,800

信用リスク

6,600

バッファ

30,712

2019年3月期

自己資本

2019年度上期

配賦資本額

63,600

(預貸金金利リスク）
1,500 

28,900
使用額 使用率

信用リスク 4,619 81.0%

市場リスク（有価証券） 6,443 38.6%

預貸金金利リスク 0 -

オペリスク 2,678 89.3%

 金利ショックシナリオ 上方パラレルシフト

 金利リスク量（ΔEVE） 9,969百万円

 自己資本の額 63,600百万円

 ΔEVE/自己資本の額 15.676%

 重要性テスト 非該当
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