
発行：平成 28 年 11 月 株式会社四国銀行 総合企画部
〒 780-8605 高知市南はりまや町一丁目１番１号 TEL.(088)823-2111

四国銀行は昨年度より、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、
当行株式を保有されている方を対象に、株主優待制度を導入いたしました。

毎年３月３１日現在の株主名簿に記載された当行株式を１，０００株（1単元）以上保有される株主さまを対象とさせていただきます。

地元の特産品を中心に掲載しました専用カタログから 
保有株式数に応じてお好みの商品をお選びいただきます。

●5,000株以上10,000株未満：	 3,000円相当　
●10,000株以上：		 6,０００円相当

コンビニエンスストア等でご利用いただける全国共通の商品券
「クオカード」１，５００円分を贈呈いたします。１，０００株以上

５，０００株未満

５，０００株以上

Q&A
株式

Q 単元未満株式を保有しているのですが…

A   単元未満株式は、そのままでは市場での売買ができません。 
当行では、下記のように買取・買増請求制度を設けております。

お手続きの詳細、手数料等は、お取引のある証券会社などにご確認ください。

ご照会先 証券会社等に口座がない場合証券会社等に口座をお持ちの株主さま
お取引のある証券会社等に直接お問い合わせください。 みずほ信託銀行	証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

フリーダイヤル	0120-288-324	（土・日・祝日を除く 9:00〜17:00）

1,000株未満の株式を、当行に対して市場価
格で売却できる制度です。買取

請求
（例） 600株を保有の場合、市場では売却できません
が、市場価格で当行が買い取りいたします。

600株 600株 現金化

↓当行に市場価格で売却

1,000株（単元株式）に不足する数の株式を、当行から市場価
格で買い増し、単元株にすることができる制度です。

（例） 600株を保有の場合、400株を買い増して、
1,000株とすることができます。

↓400株を、当行から市場価格で購入

600株 400株 単元株式（1,000株）1,000株

買増
請求
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地域の価値をもっと高く

四国銀行の
価値創造への
取組み

第203期中間  営業のご報告

特別対談 島崎和歌子

山元文明（当行頭取）

私たちの故郷（ふるさと）高知。四国の未来。
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そんな活気あふれる高知県ですが、
「高知の魅力」について頭取はどのようにお考えですか？

頭取　高知は山や海など豊かな自然がたく
さん残っており、良い食材にも恵まれていま
す。かつおのタタキ以外にも、まだ知られ
ていない美味しいものはたくさんあります。
島崎　確かに高知はお酒や食べ物が本当
に美味しい。県外の方にもっと高知の良い
物、良い所を教えてあげたいですね。さら
に観光客が増えて、それが高知の発展に
つながれば、私も本当にうれしいです。
頭取　私も同じ思いです。当行の目指す
姿は「真っ先に相談され、地域の発展に
貢献するベスト リライアブル･バンク」です
が、その実現に向けても、こうした高知の
素晴らしい資源を活かす取組みを推進し、
地域の活性化につながるお手伝いをする
ことが大切だと考えています。
島崎　具体的にはどういった取組みを
行っているんですか?
頭取　高知県が推進する「地産外商」に
協賛し、当行のお取引先に各種商談会へ

の参加をご案内し、高知の特産品の販路
拡大等を支援させていただいています。ま
た、より付加価値を高めるため、6次産業化
応援ファンドを設立し、6次産業化の推進に
も取り組んでいます。
　観光も高知県の重要な産業です。当行
ではＲＥＶＩＣ（※）と観光ファンドを設立し、高
知県とも連携して、地域に存在する観光施
設、観光スポット連携の橋渡し役となり、地
域全体を観光地として盛り上げる取組みも
始めています。今年9月には第1号の出資を
行うなど、徐 に々ですが、着実に成果も出始
めています。
島崎　地域活性化のために、幅広く取り
組んでいるんですね。そういった取組みを
通じて、もっと高知の魅力を知ってもらいた
いです。私もいろいろな活動を通じて、高
知に貢献したいと思っています。
※ＲＥＶＩＣ：株式会社地域経済活性化支援機構

「ベスト リライアブル・バンク」実現のための
秘訣みたいなものはあるのですか？

島崎　先ほど四国銀行のビジョンのお話
がありましたが、「ベスト リライアブル･バン
ク」って「最も、確かで信頼できる銀行、頼
りになる銀行」という意味ですよね？
頭取　はい。地域の金融機関として最も
信頼され、頼りになると思っていただけるに
はどうすべきか。それは、お客さまごとに、
的確なアドバイスを行うこと、地域の発展
に貢献し、地域とともに歩んでいくことだと
考えています。
島崎　一緒に頑張ってくれる人がそば
にいると、とても安心します。まさに「Just 
Like Family！」ですね。
頭取　ありがとうございます（笑）。そのた
めにはまず、人財の育成ややりがいにつな
がる環境づくりが重要です。そういう思い
から、女性の管理職への積極登用や、ワー

クライフバランスの実現の観点からさまざ
まな制度を新設しました。初めに触れたよ
さこい踊りの改革も、組織活力の向上につ
ながったと思います。
島崎　そのような取組みが、「ベスト リラ
イアブル･バンク」の実現につながるという
ことですね。私もそういった取組みに共感
できます。
　ほかに、頭取ご自身が心がけていること
はありますか？
頭取　私は、時代の変化に対応できるよう
に、柔軟な思考を持つことが大切だと思っ
ています。先入観を持たずに、いろいろな
方の意見を謙虚に聞くことを心がけていま
す。当行には10代の行員もいますが、柔軟
な思考を持たないと、若い世代の話につい
ていけなくなりますから（笑）。

島崎　芸能界も同じです。時代の移り変わ
りは早いですよね（笑）。
　頭取から四国銀行のビジョン、それに
向けた取組みについて聞くことができてよ
かったです。私もさまざまな活動を通して
高知に貢献できるように、これからもがんば
りたいと思いました。
頭取　高知をはじめ地方では、人口減少
や高齢化など取り巻く環境は厳しいです
が、地域の活性化、活力向上に貢献できる
よう、今まで以上に努力していきます。今日
はありがとうございました。

頭取　島崎さんは高知県の観光特使でし
たね。そして長年、当行のイメージキャラ
クターも務めていただいています。よさこ
い祭り、阿波おどりでは毎年、当行の踊
り子隊とともに会場を盛り上げていただき、
ありがとうございます。
島崎　とんでもないです、毎年参加でき
るのを楽しみにしています。ところで、今
年の四国銀行のよさこい踊りは、がらっと
印象が変わりましたね。ものすごい熱気と
躍動感を感じました。頭取就任後、初の
よさこい踊りへの参加だと思いますが、ご
感想はいかがですか？
頭取　今年の4月からスタートした新中期
経営計画で、「ダイナミックな進化」を掲
げています。そこで、今年から当行のよ
さこい踊りも一新しようと、従来の伝統的

な正調鳴子踊りから、正調の良い部分は
残しつつ躍動感あふれる踊りに変更しまし
た。衣装や音楽も従来のものとは大きく
変え、より皆さまに楽しんでいただける踊
りになったと思います。何より当行従業員
の連帯感やエネルギーを感じていただけ
たのではないでしょうか。今回の変更は、
女性行員が中心となって作り上げてくれた
んですよ。
島崎　そうなんですね。ものすごいパワー
を感じました。まさに「ダイナミックな進化」

（笑）。それに、女性行員が中心となっ
て変更したというのは、同じ高知の女性と
してうれしく思います。よさこい祭りは、「活
気あふれる高知」を全国へアピールでき
る良い機会ですので、これからも盛り上げ
て行きたいですね。

頭取就任後、初のよさこい祭りへの参加。
ご感想はいかがですか？

特別
対談

山元文明●Profile

1954年生まれ。78年に神戸商科大学
（現兵庫県立大）を卒業後、四国銀行
入行。総合管理部長、取締役総合企画
部長を経て、14年6月に常務、15年6月
に専務を歴任。16年4月に頭取就任。

島崎和歌子●Profile

1973年生まれ。高知県出身のタレン
ト。女優や司会者、歌手など活躍は多岐
に渡る。1993年から四国銀行のイメー
ジキャラクター、2005年から高知県の
観光特使を務めている。



2016年第63回 よさこい祭り
（平成28年8月9日～12日）

堀川  智加（法人サポート部）

安永  真梨子（松山支店）

大野  奏（人事部）

中島  晶子（高岡）

濱田  果純（徳島中央）

山本  紫乃（朝倉南）

三木  智子（朝倉南）支店長代理

井上  まりえ（総合企画部）主任
よさこい祭りに
参加経験があり、
造詣が深いメンバーが
中心となり、
盛り上げました！

400年の歴史を持つ阿波おどり。
今では日本を代表する伝統芸能として世界にも知られるようになっている。
徳島県内のみならず、全国で数多く開催されているが、日本最大規模を誇るのが徳島市の「阿波おどり」である。
毎年8月12日から15日までの4日間の開催となり、人出は約130万人、踊り子は約10万人が繰り出す。 
期間中は、徳島市中心街一円が踊りの渦に巻き込まれ、興奮のるつぼと化す。

歌詞にはお客さまへの　
メッセージを込めました！

衣装・踊り・音楽・地方車・

　　　参加日数など全てを一新！

皆さまのあ
たたかい声

援により、

受賞するこ
とができま

した！

雨の降る日は 傘を差しかけ ハレの日には 種を植えましょう♪

踊る阿呆に 見る阿呆 同じ阿呆なら 踊らにゃ 損々…

　　　浴衣のデザインは

　　　　「Just Like Family!」

　　 （家族のように）をモチーフに、

　　　　四国４県を表す４色のラインに

　　　　　当行の行章をあしらいました！

日
本

の伝
統を守るぜよ！

鳴り物も含め
　１３０名超が参加！審査員

特別賞

約200チーム、約19,000人の鳴子を持った踊り子が、華やかな飾り付けをした
じ かた しゃ

地方車を先頭に、工夫を凝らした踊りで市内を乱舞する土佐のカーニバルである。
伝統的な音楽からロックのバンド演奏が増え、髪型や衣装も派手さを増していった。
振り付けもサンバ調、ロック調、古典の踊りと工夫を凝らしており、
見物人を飽きさせない祭りである。

徳島市 阿波おどり2016
（平成28年8月12日～15日）

コーポレートカラーの
「青」を基調とした四国銀行らしい衣装に！袖には四国銀行の 　 を大胆にプリント！
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〈西部エリア〉

安居渓谷

　四国山脈上流から流れ、「仁淀ブルー」と
呼ばれている清流仁淀川。その特徴的である
ブルーの水質をより堪能できるのが仁淀川町
の安居渓谷。原生林に囲まれた森と渓谷は紅
葉に彩られ見所も数多く、見事な絶景です。

住所：吾川郡仁淀川町大屋
Ｔｅｌ：0889-34-2114

DATＡ

幡多
エリア

高知市
エリア

西部
エリア

高知

観る・
感じる・こころ歓ぶ

高知県周遊

かん
東部エリア

橋本食堂

須崎市横町４－１９
営業時間：11:00～15:00　定休日：日曜、祝日
Tel：0889-42-2201

〈おすすめメニュー〉
鍋焼きラーメン（並）550円、鍋焼きラーメン（大）660円

DATＡ

　須崎市が誇るご当地グルメ、鍋焼きラーメンを全国区に
した有名店です。鍋焼きラーメンと言えば、鶏ガラのダシ
がよく効いた醤油ベースのスープとストレートの細麺。それ
に親鳥の肉や生卵、ちくわなどシンプルな具材をのせて、
アツアツの土鍋でいただきます。シメのご飯もオススメ。

料亭花月

室戸市室津２５８６
営業時間：11:00～14:00（予約のみ）、17:30～23:00
定休日：日曜、祝日　Tel：0887-22-0115

〈おすすめメニュー〉
室戸キンメ丼1,600円
室戸キンメしゃぶしゃぶ（単品）1,500円

DATＡ

　室津漁港から北に路地を入った右手にある大正14年創
業の老舗料亭。室戸市沖は高級魚・金目鯛の漁獲量が西
日本一を誇る好漁場。新鮮な金目鯛の照り焼きと、地魚の
刺身をごはんにのせた「室戸キンメ丼」は、金目鯛のダシ
をかけてお茶漬け風も味わえるご当地丼ぶり。

天下茶屋

宿毛市平田町戸内１８６９－６
営業時間：平日11:00～18:30、日・祝日11:00～19:00
定休日：土曜　Tel：0880-66-0541

〈おすすめメニュー〉 
牛肉648円、豚肉594円

DATＡ

　50年以上営む老舗店。メニューは牛肉か豚肉の2種類。
目の前の鉄板に運ばれてくるのは地元産のニラ、キャベ
ツ、モヤシが山盛りになった野菜炒めのような焼肉です。
秘伝のタレをたっぷり浸して白ご飯とともに味わえば、甘め
の味が食欲を刺激してお箸が止まらなくなります。

ＮＯＯＫ’s Ｋｉｔｃｈｅｎ

高知市本町３－２－４８　鍋島ビル１Ｆ
営業時間：18:00～23:00　定休日：日～水曜
Tel：080-3920-7471

〈おすすめメニュー〉
前菜の盛り合わせ1,280円
シカのシンプルロースト1,850円

DATＡ

　ジビエ料理に情熱を注ぎ、世界各国をたずねたオーナー
が「最高の味」と評する高知のシカとイノシシ肉。おいし
さがストレートに伝わるようシンプルで趣向を凝らした料理
に仕上げています。パブのような気軽さも人気で、高知の
町にはジビエファンが急増中。

〈東部エリア〉

野良時計

　家ごとに時計のなかった明治の中頃、土地
の旧家で地主であった畠中源馬氏が自分で時
計組み立ての技術を身につけ、歯車から分銅
まで手作りで作り上げた時計台。古くから周辺
で農作業をしていても遠くから時間を見ること
ができ、「野良時計」として現在も多くの人々
に親しまれています。

住所：安芸市土居638-4
Ｔｅｌ：0887-35-1011

DATＡ

〈幡多エリア〉

安並水車

　土佐藩山内家の家老・野中兼山が開発した
用水路から、水田に水を汲み上げるために設
置されたもの。現在の安並水車の里には15基
の水車が回っており、周囲は公園として整備
され、約４５０本の紫陽花が田園風景を美しく
彩ります。

住所：四万十市安並
Ｔｅｌ：0880-35-4171

DATＡ

〈高知市エリア〉

五台山

　高知市南東部に位
置し、 桜やツツジの
名所となっています。
山麓には四国霊場31
番札所の竹林寺や、
日本で初めて植物に
学名をつけた世界的

植物学者、牧野富太郎博士の偉業を記念した記
念館があります。山頂の展望台があり、そこか
ら眺める高知市街地や浦戸湾は絶景です。

住所：高知市吸江210-1
Ｔｅｌ：088-882-8141 

DATＡ

〈西部エリア〉 〈東部エリア〉

〈高知市エリア〉〈幡多エリア〉

　高知県では「地元の人がおススメする
お店に行きたい！」という観光客の声にお
応えするため、2014年から全国初の県
民参加型の取組みとして『「高知家の食
卓」県民総選挙』を実施しています。第
3回目となる今年の各エリアの上位店舗を
ご紹介させていただきます。また、エリア
毎の観光地も併せてご紹介させていただき
ますので、是非足を運んでみてください。
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真っ先に相談され、

地域の発展に貢献する

ベスト リライアブル・
バンクの実現

　今年4月にスタートした中期経営計画は、ビジョン
である「真っ先に相談され、地域の発展に貢献する
ベスト リライアブル・バンクの実現」に向け、３つのス
テップを踏んで到達するためのセカンドステージと位
置付けるものです。
　ステークホルダー（地域、お客さま、株主さま、従業
員）に対し、当行が何を目指すべきかという基本戦略
を軸に、今後３年間の戦略目標とねらいを定めたうえ
で、地域・お客さまに対しては、広域に展開する当行
の特色を活かした独自の地域戦略を推し進めます。

ベスト リライアブル・バンク  
への挑戦

ベスト リライアブルの意味
最も、確かで、信頼できる、頼りになる

従業員
帰属価値の最大化

一人ひとりが成長し、
活躍できる環境を整備する

P12 >>>

　室戸岬で40年以上続く老舗、全11室を構える海沿いの岬観光ホテル。
　84歳になる支配人の吉本氏が40年以上住み込みで営業している当ホテルは、
大阪の酒造会社が所有していました。
　吉本氏が高齢であり、後継者が不在であることから「これ以上の事業継続は困
難である」と大阪の酒造会社は考えていました。

室戸岬が見える老舗ホテル

　昨年、大阪の酒造会社が高知県事業承継・人材確保センターに相談したことを
受け、当行のM&Aチームで新経営者を探した結果、タイヤショップを営む有限会
社ちかみの千頭社長夫妻が「地域経済の活性化に寄与したい」「自然や今あるも
のを大切にしたい」という想いで手を挙げました。「事業を続けたい」という大阪の
酒造会社の想いと一致し、平成28年5月、酒造会社のホテル経営事業を分社化。
有限会社ちかみが同社株式を100%取得し、7月中旬にM&Aが成立しました。

危ぶまれる「事業の継続」

　岬観光ホテルでは今でも吉本氏が支配人を続け、千頭社長の奥様を含む4名が
従業員として勤務しています。
　千頭社長夫妻は「市外の人を呼び込み、自然の景観を楽しんでもらい、室戸を
好きになってもらえるよう頑張りたい」と意気込んでいます。

そして今…

〜老舗ホテルの経営を救う〜

室戸の老舗ホテルのM&A

岬観光ホテル情報... Information

〈ホテル外観〉

室戸岬の海岸にあり、日の出と奇巌乱礁の	
雄大な太平洋が楽しめます！

所在地：	 高知県室戸市室戸岬町4037
ＴＥＬ：	 0887-22-0541			
ＦＡＸ：	 0887-23-0780
ＵＲＬ：	 	http://www.misakikankohotel.

co.jp/

地域
貢献価値の最大化

地域社会の発展に
積極的に参画・貢献する

P10 >>>

お客さま
取引価値の最大化

お客さまのニーズに応え、
お客さま本位の 

金融サービスを提供する

P8 >>>

株主さま
投資価値の最大化

持続的かつ
安定的な利益を確保する

P13 >>>

お客さま
取引価値の最大化

7

室戸市にある室戸岬は、太平洋に突き出した独特の地形を持つ岬。
かつて空海（弘法大師）が修業をした場所でもあり、青い空と海のはざ
まに立つ白亜の灯台は明治32年以来､ 航海者たちの安全を照らす水
先案内人として活躍。近くには、高知県で初めて国の重要伝統的建造物
群保存地区に選定された吉良川町があり、見どころいっぱいです。

室戸 Muroto
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Jakarta

Surabaya

　平成28年6月22
日（水）～24日（金）、
タイ･バンコクの国
際展示場「バイテッ
ク」において、全国
の地方銀行や地方

自治体との共催による「第3回Mfairバンコク2016
ものづくり商談会」を開催しました。
　本商談会全体の出展企業は191社、会期中3日
間で7,000人を超える来場があり、出展企業各社で
活発な商談が行われました。

タイ・バンコクで
商談会を開催しました

　平成28年5月18日（水）、ベトナム・
ホーチミン市内のホテル「ロイヤルホテ
ルサイゴン」において、全国の地方銀行
6行（当行、伊予、大垣共立、七十七、中
国、北陸）と、当行の業務提携先である
株式会社フォーバルとの共催による、ビ

ジネスマッチング商談会を開催しました。ベトナムにおいて、地方銀行が合
同で商談会を開催したのは、今回が初めてとなります。
　参加企業からの事前情報に基づいて、ベトナムローカル企業の商談相
手が予めセッティングされた商談会であり、各商談とも活発に行われ、参
加企業による新たなビジネスチャンスが創出されました。
	　当行では、今後とも海外関連セミナーや海外商談会の開催を通じて、
お客さまの海外展開を積極的に支援していきます。

「全国地方銀行合同商談会inホーチミン」を
開催しました

海外進出支援

投資1号案件 
広域DMC「株式会社ものべみらい」設立

土佐湾

物部川地域の観光活性化

　当行は、平成27年10月8日に高知県および株式会社地域経済活性化
支援機構（REVIC）との間で、「『高知県における観光による地域活性
化』に関する連携協定」を締結し、同月26日には「高知県観光活性化ファ
ンド」を設立しました。当ファンドでは、「物部川地域」をパイロット地域に設
定し、関係各所と協議のうえ、観光を軸とした経済活性化を推進する基
本戦略を策定しました。その後、基本戦略を受けて、平成28年6月30日に
「物部川DMO協議会」の発足に至りました。
※ DMOとは…
Destination Management/Marketing Organizationの略。特定地域における、観光等の
戦略の策定、データ調査、マーケティング、商品造成、プロモーションなどを一体的に実施する組
織体。

連携

来訪・滞在
プロモーション情報発信サービス・商品の提供

物部川ＤＭＯ協議会

観光事業者 （磨き上げ・クラスター形成・プロモーション）

高知県

（市）
南国市
香南市
香美市

南国市観光協会
香南市観光協会
香美市観光協会

JAL
ANA
JTB

JR四国

高知大学
高知工科大学

山田高校

四国銀行
REVIC

（観光協会） （有識者） （教育機関） （事務局）

投融資
高知県観光活性化ファンド

四国銀行・REVIC

支援

観光客

西島園芸団地 龍河洞 やなせたかし
記念館 アクトランド のいち動物公園 …

お客さま
取引価値の最大化

地域
貢献価値の最大化

　「株式会社ものべみらい」は、「物部川ＤＭＯ協議会」の事務局も担い
ながら、域内の主要観光事業者や物部川地域の多様で質の高い農産物
の６次産業化を目指す事業者等に対して、資本提携や業務提携等を行
い、専門家による経営支援を実行しながら、「観光」と「６次産業化」を統
合させ、地域一体となった経済活性化の実現を目指しています。
※ DMCとは…
Destination Management/Marketing Companyの略。観光活性化に資するビジネスを展
開しながら、特定地域において地域観光戦略の策定、マーケティング、プロモーションなどを一体
的に実施する法人。

DMO概念図

龍河洞

のいち動物公園

アクトランド

西島園芸団地

JAPAN>>> >>>支援東南アジア

海外展開のご相談

海外で
商品を販売
したい

仕入先、
外注先を
探したい

現地に
工場を
建設したい

ソリューションの提供

公的機関

海外
コンサルティング

会社

海外の銀行

高知県
中小機構
JETRO
JICA

連携

アンパンマン
ミュージアム

やなせたかし記念館
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高知県立山田高等学校での寄贈式

学び応援債〜未来への絆〜 美しい自然を守りたい

四国アライアンス

　株式会社青柳が発行した銀行保証付私募債「学び応援債～未
来への絆～」を受託し、当行が受取る私募債発行手数料の一部
で、平成28年10月26日（水）に高知県立山田高等学校へタブレッ
ト端末を寄贈いたしました。本件は当行初の学び応援債受託およ
び寄贈となります。
　学び応援債は、私募債発行にあたり、発行企業さまのご希望を
踏まえ、当行が受取る私募債発行手数料の一部で、教育機関に
物品を寄贈します。本商品を通じて、地域の未来を担う「こどもた
ち」の健やかな成長を応援するとともに、発行企業さまのCSR（企
業の社会的責任）に対する取組みをサポートいたします。

第1号案件の寄贈式が開催されました

学び応援債が生みだす価値

学び応援債の価値 ～地方創生への貢献～
　学び応援債～未来への絆～を通じて、「未来の人財」育成を支援することで、「地方創生への貢献」を目指します。

地域社会

学び応援債の特徴

地域
貢献価値の最大化

地域
貢献価値の最大化

ワークライフバランスの実現・女性活躍推進

「育児サポート休暇」「半日年次休暇」導入
四国銀行では、ワークライフバランスを実現するため、平成28年4月に「育児サポート休暇」「半日年次休暇」を導入しました。
このような制度を通じて、仕事と育児の両立支援や総労働時間の縮減を推進しています。
「育児サポート休暇」・・・女性だけでなく、男性が育児に参加する機会を増やし、女性が働きやすい環境を作ることを目的としています。

行動計画の策定
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に
基づき、当行の行動計画を策定しました。

数値目標：  監督職以上に占める女性割合を２０％以上にする。
計画期間：  平成28年4月1日～平成33年3月31日

0
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（%）

H18
3月末

H23
3月末

H28
3月末

H33
3月末（目標）

5.85
7.09

12.31

20.00

従業員
帰属価値の最大化

美しい自然を次世代に

〜四国創生に向けた地方銀行４行による包括提携〜

　四国銀行は、豊かな自然に恵まれた四国を基盤とする地方銀行として、環境問題への取組みを社会的責務と認識
し、かけがえのない環境を未来に引き継ぐために、積極的に環境保全活動に取り組んでいます。

平成28年11月、四国の地方銀行4行で、包括提携「四国アライアンス」を締結しました。
4行が独立経営のもと、健全な競争関係を維持しつつ、それぞれの強みやノウハウを結集し、四国創生に向けた5つ
のテーマに取り組みます。

「協働の森事業」への参加
　高知県、高知市と「協働の森事業」パートナーズ協定を締結、高知市
鏡柿ノ又の市有林を「未来を鏡に～四銀絆の森」と名付け、高知市の職
員の方々が結成したNPO「こうち森林救援隊」と協働で間伐ボランティ
ア活動を行っています。平成16年から年4回の頻度で活動しています。

間
伐

植
樹

「四銀絆の森」交流会
　「四銀絆の森」に毎年小学生や保護者を招待し、交流会を開催してい
ます。交流会では植樹、木工教室（間伐されたヒノキを使ってマイ箸を
作成）などを実施し、森林の大切さを学んでいます。平成19年から年
に1回の頻度で開催しています。

育児休職者情報交換会

金融仲介機能を

発揮した

地域貢献

四国銀行

次世代の育成に
活用

教育施設

私募債発行を

通じた地域貢献

発行企業

学び応援債
の発行 未来の

人財育成

地域社会で
活躍
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地域の魅力を高め、地域・お客さまと４行が持続的に成長・発展することを目指します。

5つの取組み
興す

地域の産業・事業を興し、
経済の活性化と働く場を創出

繋げる
域内外交流の活性化

活かす
地域資源を四国ブランド

として国内外へ発信

育む
地域を担う人財の

育成と金融インフラの形成

協働する
四国創生を支える経営基盤の構築



■ 実質業務純益 ■ 経常利益／中間純利益

■ 預金等残高

■ 自己資本比率
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■ 経常利益　■ 中間純利益
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■ 法人預金等　■ 個人預金

平成26年
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10.4310.67 10.43

平成27年
9月末

平成28年
3月末

平成28年
9月末

47億円 53億円／35億円

2兆6,383億円 1兆6,273億円 2.72％

10.43％

■ 貸出金残高
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■ 中堅・大企業・地方公共団体　
■ 中小企業等貸出金（個人含む）

平成26年
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平成27年
9月末

平成28年
9月末
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■ 不良債権比率

財務ハイライト

＜単体情報＞

株主の皆さまへ
株式のご案内

証券会社等に口座をお持ちの場合 証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）

郵便物送付先

お取引の証券会社等になります。

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行 証券代行部

電話お問い合わせ先 フリーダイヤル 0120-288-324
（土・日・祝日を除く 9:00~17:00）

各種手続お取扱店
（住所変更、株主配当金
受取り方法の変更等）

● みずほ証券
本店、全国各支店および営業所
プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）でも
お取り扱いいたします。

● みずほ信託銀行
本店および全国各支店
※  トラストラウンジではお取り扱いできませんのでご了承ください。

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店
（みずほ証券では取次のみとなります）

ご注意
支払明細発行については、右の「特別口座
の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わ
せ先・各種手続お取扱店をご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買は
できません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行
っていただく必要があります。

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間といたします。

配当のお支払

期末配当は、毎年3月31日を基準日とし、定時株主総会終了後ご指定の方法によりお支払いいたし
ます。
中間配当を行う場合は、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によってご指定の方法により
お支払いいたします。

基準日 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日といたします。その他必要があるときは、 
あらかじめ公告のうえ定めます。

公告方法（電子公告） 当行の公告は、ホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子
公告による公告をすることができない場合は、高知新聞および日本経済新聞に掲載いたします。

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

　平成28年度中間期の損益状況で、実質業務純益は、国債等債券関係損益は増加しましたが、資金利益や役務取引
等利益の減少等により、前年同期比5億円減少の47億円となりました。実質業務純益の減少に加え、与信関係費用も
増加したため、経常利益は、前年同期比11億円減少の53億円、中間純利益は、前年同期比7億円減少の35億円とな
りました。
　預金等残高は、個人預金は減少しましたが、法人等預金と譲渡性預金の増加により、前年同期末比120億円増加の 
2兆6,383億円となりました。貸出金残高は、個人向け貸出金と中小企業向け貸出金の増加により、前年同期末比
135億円増加し、1兆6,273億円となりました。
　自己資本比率は、10.43％であり、国内基準の4.0％を大きく上回っております。

株主数　　　　　　　　　　　　　　　9,584人
発行済株式の総数　　　　　　　　　　218,500,000株

その他の国内法人
24.31％

個人その他
23.46％

金融機関
41.14％

証券会社
1.80％

外国法人等
8.28％

その他
1.01％

愛媛県
2.92％

徳島県
16.01％

高知県
62.35％

関東地区
7.23％

香川県
2.69％

四国地区
83.97％

近畿地区
5.18％

中国地区
2.28％

その他
1.34％

■ 「個人その他」の地域別株式数の内訳■ 所有者別株式数の内訳

株主さま
投資価値の最大化

株主さま
投資価値の最大化
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発行：平成 28 年 11 月 株式会社四国銀行 総合企画部
〒 780-8605 高知市南はりまや町一丁目１番１号 TEL.(088)823-2111

四国銀行は昨年度より、株主の皆さまの日頃のご支援にお応えするため、
当行株式を保有されている方を対象に、株主優待制度を導入いたしました。

毎年３月３１日現在の株主名簿に記載された当行株式を１，０００株（1単元）以上保有される株主さまを対象とさせていただきます。

地元の特産品を中心に掲載しました専用カタログから 
保有株式数に応じてお好みの商品をお選びいただきます。

●5,000株以上10,000株未満：	 3,000円相当　
●10,000株以上：		 6,０００円相当

コンビニエンスストア等でご利用いただける全国共通の商品券
「クオカード」１，５００円分を贈呈いたします。１，０００株以上

５，０００株未満

５，０００株以上

Q&A
株式

Q 単元未満株式を保有しているのですが…

A   単元未満株式は、そのままでは市場での売買ができません。 
当行では、下記のように買取・買増請求制度を設けております。

お手続きの詳細、手数料等は、お取引のある証券会社などにご確認ください。

ご照会先 証券会社等に口座がない場合証券会社等に口座をお持ちの株主さま
お取引のある証券会社等に直接お問い合わせください。 みずほ信託銀行	証券代行部 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

フリーダイヤル	0120-288-324	（土・日・祝日を除く 9:00〜17:00）

1,000株未満の株式を、当行に対して市場価
格で売却できる制度です。買取

請求
（例） 600株を保有の場合、市場では売却できません
が、市場価格で当行が買い取りいたします。

600株 600株 現金化

↓当行に市場価格で売却

1,000株（単元株式）に不足する数の株式を、当行から市場価
格で買い増し、単元株にすることができる制度です。

（例） 600株を保有の場合、400株を買い増して、
1,000株とすることができます。

↓400株を、当行から市場価格で購入

600株 400株 単元株式（1,000株）1,000株

買増
請求

2016年9月期
ミニディスクロージャー誌

 

阿
波
お
ど
り

よ
さ
こ
い
祭
り

日
本

の伝
統を守るぜよ！

2016

地域の価値をもっと高く

四国銀行の
価値創造への
取組み

第203期中間  営業のご報告

特別対談 島崎和歌子

山元文明（当行頭取）

私たちの故郷（ふるさと）高知。四国の未来。


