私たちの故郷（ふるさと）高知。四国の未来。

特別
鼎談

2 0 1 7 年 3月期
ミニディスクロージャー誌

203期

第

営業のご報告

制服を
導入しました

地域の価値をもっと高く

高知県の
目指す姿のために

志国高知

幕末維新博

をストーリー（＝ものがたり）と共にお届け

えております。また、株式会社ものべみら

し、感動体験としてお持ち帰りいただく、

いは、域内の野菜や果物、水産品、畜

そんなホテルを目指したいと考えておりま

産品などを素材とした土産物商品の開

す。今後、株式会社香北ふるさとみらい

発・マーケティングを観光と一体的に実施

は、「お客さまに最高の感動体験を提供

することを検討しています。

するマーケティング会社」をスローガンに
物部川地域を一大テーマパークのような
観光エリアとして発展させていきたいと考

REVIC 駐在員

古川陽一郎
1986年生まれ。09年京都大学工学部卒業後、
三菱商事株式会社入社。国内・米国の不動産開
発事業、マニラ支店、ヤンゴン事務所勤務を経
験した後、16年4月に株式会社地域経済活性化
支 援機構(REVIC)に入社。16年9月より、
「 高知
県観光活性化ファンド」により設立された株式
会社ものべみらい代表取締役社長。

特別
鼎談

REVIC 駐在員

池尻申

当行頭取

山元文明

高知に駐在していただいて1年が経過しましたが、
高知の暮らしには慣れましたか？

1968年生まれ。95年近畿大学法学部卒業後、ユニ
バ ーサ ル・スタジオ・ジャパンを運 営する株 式 会 社
ユー・エス・ジェイの前身、大阪ユニバーサル企画株式
会社入社後、企画部にて事業計画の策定、運営部にて
開業時のパークオペレーション責任者、マーケティン
グ部にてイベントマーケティング責任者を歴任。16年
9月に株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)に
入社。16年11月より、
「高知県観光活性化ファンド」
が
株式会社ものべみらいを経由して出資する株式会社
香北ふるさとみらい代表取締役社長。

1954年生まれ。78年神戸商科大学
（現兵
庫県立大学）
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。

頭取

古川さん、池㞍さんは、現在南国

頭取

それはよかった。高知を気に入って

市に駐在して取り組んでいただいているん

いただいてありがとうございます。移住も大

ですよね。非常に心強い限りです。高知

歓迎ですよ
（笑）
。高知だと宴席も多いと思

の 暮らしにはもう慣 れましたか？お困り

いますが、
お体は大丈夫ですか？

のことなどないですか？

REVIC いまのところ大丈夫です
（笑）。

REVIC

ありがとうございます。高知の

仕事のときも食事をご一緒するときも、高

暮らしにはとても満足しています。食べ物

知の方のおおらかさ、
フレンドリーさで見ず

は美味しいし、物部川地域には自然も多

知らずのよそ者にもかかわらず快く迎え入

く、そして何より沢山の人に支えられ仕事

れていただいております。高知の方との駆

をさせていただいているなと実感しており

け引きなしの本音トーク・直球勝負は、良い

ますので、生活がとても充実しています。

意味で話が早いです。

高知県観光活性化ファンドが始動して1年半が経過しました。
振り返っていかがですか？
頭取

平成27年10月に株式会社地域経

高知県では貴行との二人三脚の取組み

済活性化支援機構（REVIC）をパート

によって、南国市、香南市、香美市との

ナーにお迎えしてファンドを設立してから、

良好な関係も構築できました。行政、事

早くも1年半が経過しました。当行は、中

業者、関係者の方々のご理解とご支援の

期経営計画の柱の一つとして「地方創生

おかげで、順調な滑り出しとなったと思っ

への取組み加速」を掲げ、高知の活性

ています。 物部川地域の広域観光組織

化のために、これまで銀行に知見があま

である「物部川DMO

りなかった観光分野への取組みをスタート

員団体の積極的な協力のもと、連携が強

頭取

させました。御社のお力添えをいただいて

まってきていると感じています。

正解であったと思っています。本当にあり

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。

※DMC： Destination Management / Marketing
Companyの略。観光活性化に資する事業を展開し
ながら、地域全体の観光地戦略の策定、マーケティン
グなどを一体的に実施する法人のこと。

頭取 ファンドの存続期間はあと5年と少

REVIC

しです。これからの１～2年が勝負になりま

域の活性化のためには、当地の核となる

すね。

観光スポットである龍河洞、三宝山の活性

REVIC おっしゃるとおりです。投資フェ

化が欠かせないと考えています。龍河洞に

12月オープン予定のホテルですが、コン

ーズは遅くても2年以内には終了し、取組

ついては、今年の3月30日に高知県、香美

セプトを教えてください。

みを開始した事業を、一刻も早く安定軌道

市、龍河洞保存会、商店街の皆さん達と

的な施設がたくさんあります。当行は今後

協議会」 は会

(※)

また、ファンド投資先であるDMC

法

(※)

これからの活動方針について
聞かせてください。

順調ということですね。ところで、

今後の展開ですが、物部川流

がとうございます。

人 「株式会社ものべみらい」 は、取組

REVIC

旧ピースフルセレネなどがある

に乗せなければなりません。並行して事業

一緒に「龍河洞まちづくり協議会」をスター

も地域金融機関の責務として「高知県の

REVIC とんでもございません。こちら

みが着実に進んでいますし、「株式会社

香美市香北町は、やなせたかし先生の

を引き継いでいただける地元人材を育成

トすることができました。
これからの龍河洞

地域経済活性化」に全力で取り組んでい

こそ、貴行、高知県の地方創生にかける

香北ふるさとみらい」 は、当初の計画よ

生誕地として知られるだけでなく、素晴ら

する必要もあります。
これからが本番です。

の在り方について議論が進んでいくと思い

きますので、引き続きよろしくお願いしま

真剣な思いに一生懸命お応えすべく、必

りは若干遅れていますが、12月のホテル

しい自然や歴史、風土など、観光資源

頭取

ますので、お手伝いをしていきたいと思っ

す。体調管理には十分に気を付けてくださ

死に駆け続けた1年半でした。当社は全

（旧ピースフルセレネ）リニューアルオー

という観点でも様々なポテンシャルを有す

す。事業の成功も経営者の資質に左右さ

ています。三宝山につきましては、高知県、

いね。お二人の今後の活躍に期待してい

国で11の観光系ファンドに出資していま

プンに向けて取組みを加速しているところ

る土地です。 新しくオープンするホテル

れます。ぜひよろしくお願いします。今後の

香南市と共に協議を重ねて参りたいと考え

ます。本日はありがとうございました。

すが、ファンド成功の鍵は、地元金融機

です。

は、主に小学校進学前のお子さまを持つ

展開はどのようなことを考えていますか？

ています。

REVIC こちらこそよろしくお願いいたし

頭取

ます。本日はありがとうございました。

関の積極的な関与にあると感じています。
1

※DMO： Destination Management/Marketing

ファミリー層の方々に、そのポテンシャル

企業も地域活性化も人財が命で

物部川地域は観光客にとって魅力

2

平成28年4月

▲

中期経営計画

平成31年3月

ベスト リライアブル・バンクへの挑戦

真っ先に相談され、

ダイナミックな進化

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

現在取り組んでおります中期経営計画は、ビジョンである

潮江支店 新築移転オープン
平成28年11月21日、潮江支店と潮江南支店を統合のうえ、新

「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
ためのセカンドステージと位置付けるものです。

とで、お客さまにこれまで以上の信頼感や安心感を持っていただ

び貸金庫を2階に設置し、ATM7台や全自動貸金庫、相談ブース

服を導入しました。

など、お客さまの利便性向上に向けた設備を設置しています。

当行初 高知市の「津波避難ビル」

check!

指定を受けました！

ベスト リライアブルの意味

地域の皆さまに避難場所としてご利用いただ
けるよう、震度5弱以上の地震を感知すると
FM電波を受信して避難用階段の扉の鍵が自
動的に開く仕組みも導入しています。

最も、 確かで、 信頼できる、
頼りになる

次期中期経営計画
次世代の更なる成長・発展に向けた挑戦

平成29年4月1日、制服着用により統一感のある接客を行うこ

築移転しました。

新店舗は、地震発生時の津波被害を避けるため、営業室およ

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

14年ぶりに女性の制服導入
くとともに、行内の一体感を醸成することを目的として女性の制

「制服検討委員会」でコンセプトやデザインを検討

女性行員を中心とした「制服検討委員会」でコンセプトやデザイン
の検討を重ね、最終のデザインは行内アンケートにより決定しました。
コンセプト＝「信頼感」
・
「親しみやすさ」
・
「行動力」
信頼感のある濃紺のスーツスタイルに、ブラウスは白、ブルー、イエロー
の3色。
スカーフはコーポレートカラーのブルーと当行のキーワード
「Just Like Family！」のイメージカラーであるイエローの2色。
スカーフは春夏用と秋冬用で異なるデザインとしました。

本中期経営計画 （平成28年4月～平成31年3月）

ダイナミックな進化
お客さまからの信頼度と財務力の向上

Ⅳ 財務力の向上

ビジョン達成に向けた
ステークホルダーごとの基本戦略
地

Ⅲ 高品質の金融
サービス力の発揮
Ⅱ 組織をダイナミックに
進化させる

貢献価値の最大化

平成28年11月に四国の地方銀行4行で締結した包括提携「四国ア

お客さま

取引価値の最大化

ライアンス」において、四国創生に向けた
「興す」
「活かす」
「繋げる」
「育

株主さま

投資価値の最大化

成29年4月5日に今後の主要施策およびロゴマークを公表しました。

従業員

帰属価値の最大化

Ⅰ ヒトと意識をダイナミックに進化させる

戦略
目標

域

四国アライアンスの主要施策
およびロゴマークの公表
む」
「協働する」の5つのテーマをもとに様々な議論を重ねるなか、平
今後、各施策の実現を通じて、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。
【主要施策（抜粋）】

広域に展開する当行の特色を活かした
独自の地域戦略の設定
高知

徳島

瀬戸内・阪神・東京

リーダー戦略

チャレンジャー戦略

ニッチャー戦略

興す

ファンド運営会社の共同設立

活かす

四国資源の魅力を活かして四国創生

繋げる

4行でのビジネスマッチング

育む

いよぎん証券の共同活用

協働する

事務の共同化

四国銀行セミナーラインアップ
資産運用セミナー
専門の外部講師を招き、資産運用に関する最新情報をご提供
します。

相続セミナー
専門の税理士がご相談をお受けいたします。

年金相談会
年金のご相談や手続きのお役にたてる
よう開催しています。

お気軽に
ご参加ください！

iDeCoセミナー
iDeCoの制度についてわかりやすく説明します。

前中期経営計画 （平成25年4月～平成28年3月）
ダイナミックな変革
ベスト リライアブル・バンクの実現に向けた経営全般のダイナミックな変革
3

4

大政奉還から150年の平成29年に開幕。土佐が生んだ偉人ゆかりの地など、

観る・
感じる・こころ歓ぶ

か 高知
ん
高知城周辺
〜志国周遊編〜

見どころ
いっぱい！

❶

山内一豊像

❹

高知自

動車道

JR 土

讃線

路面電車

ひろめ市場

❸

高知城歴史博物館

県庁前

高知城
周辺エリアの
観光にオススメ

蓮池町通

高知県立図書館

はりまや橋

中心商店街 中央公園
大橋通

高知城と山内一豊

のほか各地域会場で、高知のすばらしい歴史や自然、食を体感いただけます。

路面バス

❺ 日曜市

高知県立文学館

高知県庁

上町二丁目

路面電車

平成30年3月31日予定）では、メイン会場である
「高知県立 高知城歴史博物館」

高知橋

寺田寅彦記念館

高知城

二部構成となっており、現在開催されている第一幕（平成29年3月4日～

高知駅前

高知城周辺エリア

城西公園

高知県内23の歴史文化施設などで貴重な歴史資料の展示を行います。

JR 高知駅

堀詰

❷

四国銀行本店

高知よさこい
情報交流館
はりまや橋

高知で電車といえば路面電車のこと。高知市民の足と

高知城周辺エリア

して通勤や通学等に利用されている。

高知

昔ながらの電車や超低床電車（ＬＲＶ）のほか、ポルト
ガルやノルウェー、オーストリアなど外国の街を走って
いた電車が高知へ運ばれ、実際に市内を走っている。

高知市

高知城

ん（

で

さ

と

）

車

電

面

路

高知城前
<<< 拡大地図は左

グランド通

5p
高知市内＋
桂浜方面の
観光にオススメ

高知の歴史と文化の新拠点
旧山内家下屋敷長屋
山内神社

❹ 高知県立

高知城歴史博物館

088-871-1600

高知市追手筋２-７-5

❶ 南海の名城 高知城
高知市中心部に広がる高知公園内に建つ
城。関ヶ原の戦いの功で土佐24万石を襲

土佐の高知のはりまや橋

平成浪漫商店街

大政奉還後150年を記念して、高知城の追手門前に「高知城歴史博物

❷はりまや橋

❸ひろめ市場

土佐藩・高知県ゆかりの歴史資料や美術工芸品の数々を展示する本格

088-823-9457

088-822-5287

的な博物館。

江戸時代末期に僧侶・純信とお馬の恋物語で有

グルメとお酒、人情が凝縮した屋台風マーケット。土産物、

名な橋。高知市の中心地に位置し、橋の東側には

飲食、雑貨など約60店が軒を連ねる活気あふれるスポット。

からくり時計がある。

山内家の名家老である深尾弘人蕃顕
（ふかおひろめしげあき）

高知市はりまや町1丁目

館」
が今年3月4日(土)ついに開館。山内家伝来の貴重な資料を中心に、

高知市帯屋町2-3-1

高知県の

My遊バス

“ホンモノ”
を
伝えます

の屋敷跡であり、
「弘人（ひろめ）屋敷」と呼ばれていたこと

封した山内一豊によって創建されて約400

が名前の由来である。

年、全国でも唯一本丸の建造物がほぼ完
全なまま残っている貴重な城郭。天守など

❻ 桂浜

15の建造物が国の重要文化財に指定され
ている。

近代日本の道を開いた幕末志士

坂本龍馬記念館

❻ 桂浜・坂本龍馬像

第二幕メイン会場。平成30年春、

088-823-9457

定。
（現在改修工事のため休館中）

高知市浦戸

装いを新たにグランドオープン予

高知県の青年有志が募金を集め、1928年に建立。
袴にブーツ姿、懐手で太平洋を眺める姿は壮大。

江戸から続く街路市
信長、秀吉、家康の三人に仕えた男

山内一豊 (1545年～1605年)
戦国時代から江戸時代初期にかけて織田

❺日曜市
088-823-9456
高知市追手筋

信長、豊臣秀吉、徳川家康ら三英傑に仕
え戦国時代を生き抜いた武将で大名。土
佐山内氏の当主。妻は内助の功で知られ
る千代（まつ）
。
かつては織田信長、豊臣秀吉に仕えたが、
関ヶ原の戦いで徳川家康に味方し、土佐
24万石に封ぜられた。
5

元禄3年(1690年)以来300年以上の歴史を持つ

全国屈指の約6万7千点もの歴史資料を収蔵。しかし、訪れる人びと

土佐の日曜市。高知のお城下追手筋において全

に“ホンモノ”を伝えるため、展示室では現代の我々に見やすく、分か

長約1,300ｍにわたり約420店が軒を並べ、旬

りやすく、美しく並べているのが特徴。“ホンモノ”を通して、土佐をは

の野菜や田舎寿司、工芸品、植木などが並ぶ。

じめ日本の歴史と文化を知り、心ゆくまで楽しめるようになっている。

桂浜・坂本龍馬像

桂浜
6

地域の価値をもっと高く

高知県の目指す姿のために
当行では、地元高知県を元気にし、共に発展していくために、高知県を取り巻く環境を見つめ直し、その強みを
活かすために今出来ること、また、弱みを克服するために今なすべきことに、真正面から取り組んでいます。

ありたい姿のための、
四国銀行の具体的施策

四国銀行の
具体的施策によってもたらされる効果

地域の皆さま、
当行がありたい姿

※1 出典： 国勢調査（総務省統計局）
※2 出典： 生産農業所得統計(農林水産省)、耕地及び作付面積統計(農林水産省)
※3 出典： 漁業、養殖業生産統計(農林水産省)
※4 出典： 県民経済計算年報（内閣府）
※5 出典： 人口推計(総務省統計局)
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全国

2位

45位

全国

（平成27年）

（平成22年）

（耕地１ｈａ当たり、平成27年）
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全国 位

全国 位（平成26年）

県内総生産額 ※4
（名目）

農業産出額 ※2

漁業生産額 ※3

地域経済の
活性化

次世代の
後継者不足

ニーズに応じた
取組み

少子高齢化による

生産年齢人口
の減少
次世代・
後継者の育成

●

地産外商

クラウドファンディングを活用した
地域活性化

●

P.9

ニーズに応じた取組み

海外進出ニーズがある
お客さまへのサポート
7

●

P.11

雇用の創出

戦略産業雇用創造プロジェクト
利子補給事業を活用した
雇用応援融資
●

若者の県外
流出阻止

P.10
SWOT分析とは

次世代・後継者の育成

四銀経営塾による
次世代・後継者の育成

P.12

企 業の戦 略立 案における現状 分析手法の1つ。企 業における内外 の状況を、自社の強み
(Strength)と弱み(Weakness)、事業に影響を与える機会(Opportunity)と脅威 (Threat) の4
つに分けて整理。それぞれの頭文字をとってSWOT分析といいます。
当行ではこの分析手法で高知県を分析し、高知県の「SWOT」を認識。そしてそれを活かし、
向き合うことで、地域にとって最も最適と考えるサービスを考案・提供しています。

8

戦略産業雇用創造プロジェクト
利子補給事業を活用した雇用応援融資

雇用の

当行ではクラウドファンディングの手法を活用し、
地域ブランドの魅力向上や地域資源を利用した

創出

当行では高知県の戦略産業雇用創造プロジェクトに対応し、

新商品・サービスの販路拡大を積極的に支援しています。

平成26年9月から利子補給付きの融資制度「高知家雇用応援融資」
を開始。

『Makuake』運営）
と連携し、地域資源の活用に取り組む事業者を支援しました。
①相談

新しい商品を作りたい
地域と連携した事業展開

⑤資金

国
ストーリーに共感
商品に興味あり
地域を支援

⑥手数料

推薦書

応援者・支援者を募集したい

サイバーエージェント・
クラウドファンディング

資金提供者(サポーター)

利子補給

新しい事業に挑戦したい

クラウドファンディング
運営事業者

新事業を
展開したい

⑦新商品・サービスの提供
※クラウドファンディングとは？

四国
銀行

インターネット上で不特定多数の個人投資家
（消費者）から資金を集め
る仕組み。
事業資金の調達が行えるほか、事業者および商品PR等が行

お申し込み

事業者さま

ご融資

雇用増加

えることにより、ファンづくりや販路拡大に繋がる効果があります。
確認書

推薦書

高知・安芸の絶品生しらすを全国へ！

利子補給

第四回全国ご当地じゃこサミットでグランプリを受賞した
「生しらす丼（どろめ丼）
」
。
これまで「安芸しらす食堂（高知県安芸市）
」でしか味わえ
なかった「生しらす」を県外のお客さまにもお届けできるよう

高知県

徳島県

に最新特殊冷凍技術による商品化に取り組みました。

平成29年3月から対象を徳島県にも拡大。
徳島県の推進する戦略産業雇用創造プロジェクト

株式会社安芸水産 取締役 山本高正様

「とくしま新未来雇用創造プロジェクト」
参画を

弊社は「安芸をじゃこの聖地に！」をスローガン
としています。高知県内外の方々に安芸市のしらす
を通して、高知県の魅力を感じていただき、足を
運んでもらいたいという思いでこの取組みを行いま
した。

高知・土佐清水の宗田鰹節入り！天然素材のパウダードレッシング
鰹節や質・生産量ともに日本一の高知県土佐清水市産宗田鰹節の粉
をベースに、こだわりの素材を原材料とした、すべて天然素材の粉ド
レッシング。

どめき

しまんと百笑かんぱに株式会社の商品ラインアップの中で、最高の伸

通じて、徳島県の産業発展・雇用創出に貢献します。

これまでの実績
高知家
雇用応援融資
取扱開始

び率を誇る商品となりました。
どめき

しまんと百笑かんぱに株式会社

代表取締役

今後3～5年以内に

20件
28.8億円
実績

対象を
徳島県にも
拡大

84 名の

雇用創出を予定

細木紫朗様

商品発売前にネットで公開され、マーケティングができることに
魅力を感じてプロジェクト資金の調達を行いました。158名の方か
ら支援をいただき、募集金額30万円に対して、43万4千円が集ま
りました。

9

工場を新設
したい

推薦通知書

商品が売れるかどうか知りたい

産業」に該当する19業種を支援対象業種とし、企業の雇用増加を伴う生産性向上を支援しています。
④事業・商品ＰＲ

事業者(お客さま）

することを目的としています。高知県は同推進事業に平成26年度より取組み、
「食品産業」
「ものづくり

業務提携

②紹介

戦略産業雇用創造プロジェクト推進事業とは
平成25年に創設された厚生労働省の補助事業。地域の課題を解決し、安定的かつ良質な雇用を創造

四国銀行

③プロジェクトの
打ち合わせ

高知のいいモノを届けたい！

お客さまの成長戦略と雇用増加を伴う取組みを支援しています。

当行は、業務提携先の株式会社サイバーエージェント・クラウドファンディング（プラットフォーム

お客さまの成長戦略と雇用増加のために

地産外商

クラウドファンディングを活用した
地域活性化

平成26年9月

平成29年3月

10

応じた
取組み

海外進出ニーズがある
お客さまへのサポート

後継者の
育成

当行では、
お客さまの海外進出ニーズにお応えするため、
専門スタッフや

企業のグローバル化をお手伝い

外部機関との連携のもと、
セミナーの開催やテストマーケティングの機会をご提供するなど、
お客さまの海外ビジネス展開に対する様々な支援を行っています。

四銀経営塾による
次世代・後継者の育成
当行では「四銀経営塾」
を開講し、
参加した塾生が経営戦略等を学び成長することで、
企業の発展や地域経済活性化につなげることを目指した取組みを行っています。

「四銀経営塾」とは
若手経営者や後継者、幹部を対象に、次世代の人財育成や地域経済活性化を目的とした経営塾。
株式会社タナベ経営を講師として迎え、グループワークや討議を通じて、自社の財務分析や経営戦略、
経営計画の立案等を学びます。

四銀経営塾が
目指す姿

セミナー開催

地域経済活性化

企業の発展
参加者成長

講義

機会 Opportunity

四国銀行

東南アジアの経済成長

Needs

経営感覚向上

情報を知りたい

→高品質の日本製品に対する
購買意欲の高まり

ニーズ

・海外進出のために必要な

現地での

・海外の販路を拡大したい

テスト

グループディスカッション

マーケティング

JICA四国支部との共催事業！

新興国ビジネスチャレンジセミナーin 高知、徳島

（平成28年12月13日高知、14日徳島開催）

ネットワークづくり

海外展開支援を目的とした地銀広域連携（当行、清水銀
行、筑波銀行、富山銀行、北都銀行）による初共同事業！

マレーシア・クアラルンプールにおける
テストマーケティング事業
（開催期間：平成28年12月24日～平成29年2月24日）

修了証書贈呈

【修了生の声（3期生）
】〜もう一年留年したい〜 株式会社 岸之上工務店 総務部 営業課長 岸之上 康夫氏
「四銀経営塾」に昨年、3期生として参加をさせていただきました。
講義の中では、異業種で活躍されている同世代の方々と意見を交わすことができ、とても刺激を受けま
した。また、学生時代を思い出すような泊まり込み研修、バスでの企業視察研修（宿毛）もあり、
「もう一
年留年したい」と思うほど、充実した時間を過ごさせていただきました。経営塾の同期生とは、修了後もゴ
ルフ、懇親会と今でも繋がっています。
四国銀行の皆さま、このような機会をいただき、本当にありがとうございました。

高知会場

直近の「四銀経営塾」の様子

徳島会場

お客さまからの関心が高い「新興国ビジネス」について
のセミナーを高知・徳島の２会場で開催。高知会場では、
セミナー終了後に個別相談会も実施し、2会場合わせて、
約80名の方にご参加いただきました。
【講演内容】 1 ニューフロンティアとしての新興国ビジネスの
可能性
2 各種補助金とコンサルタントの活用方法
3 JICA事業採択企業の実例紹介
【共催機関】 ・独立行政法人国際協力機構(JICA)四国支部
（平成28年7月、四国の金融機関として初めて
「業務連携・協力に関する覚書」を締結）
・株式会社フィールド・デザイン・ネットワークス
・アイ・シー・ネット株式会社
11

次世代・

平成28年4月から11月の間に開講された第3期「四銀経営塾」では、塾生20名が参加し、修了生は合計62名
となりました。講義や実習、グループディスカッション、企業視察、交流会等を行い、修了式では塾生の中期ビ
ジョンやアクションプランについての発表が行われました。また、平成29年4月から塾生28名が参加し、第4期「四
銀経営塾」を開講しています。

三井アウトレットパーク
クアラルンプール国際空港
セパン

【第3期カリキュラム】
出展場所

マレーシア国際空港（KLIA）の敷地内に立地する「三井
アウトレットパーク クアラルンプール国際空港セパン」に
おいて、地域産品のテストマーケティングを実施。日本の
文化や伝統、食品、工芸品などをマレーシア現地で紹介・
販売している、ふぁんじゃぱん株式会社が運営する「Fan
Japan Shop」にて、展示・販売を行いました。

1
2
3

特別企画
4
5
6
7
8

経営全般 ................「永続発展する企業の条件」.......................................................... 開講式・交流会
計数管理 ................「会社は潰れるようにできている」................................................ 1泊2日合宿・交流会
事業戦略 ................「自社の勝てる場を創造する」....................................................... 1泊2日合宿

地域経済を担う次世代のリーダーを育成

ニーズに

企業視察 .................「優良企業に学ぶ」........................................................................... 幡多地域企業3社訪問
営業戦略 ................「顧客創造の極意」......................................................................... 1・2期生との交流会
リーダーシップ ......「魅力あるリーダーの条件とは」
人材育成 ................「人材育成と生産性向上」
ビジョン .................「ビジョンと中期計画、ミッション＆アクションプランまとめ」
経営原則 ................「企業経営の極意、ミッション＆アクションプラン発表会」 ...... 修了式・交流会
12

財務ハイライト

株主の皆さまへ

平成28年度の実質業務純益は、資金利益や役務取引等利益の減少により、前年度比12億円減少の90億円となりま
した。経常利益は、株式等売却益の減少により、与信関係費用は減少しましたが、前年度比７億円減少の103億円と

株式のご案内

なりました。当期純利益は、特別損失の減少により、前年度比７億円増加の70億円となりました。

事業年度

預金等残高は、譲渡性預金は減少しましたが、個人預金と法人等預金の増加により、前年度末比367億円増加の

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。

２兆6,203億円となりました。貸出金残高は、中小企業等貸出金（個人含む）の増加により、前年度末比341億円
増加の１兆6,808億円となりました。
自己資本比率は、9.56％であり、国内基準行に求められる4.0％を大きく上回っております。

＜単体情報＞
■ 実質業務純益

■ 経常利益／当期純利益

90億円

（億円）

110

9.56％

103億円／70億円

（億円）

120

■ 自己資本比率

120

102

■ 経常利益

80

58

63

11.03

70

10.43

9.56

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

電話お問い合わせ先
お取引の証券会社等になります。

8.00
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）

40

40

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

103
12.00

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
証券会社等に口座をお持ちの場合

（％）

16.00

90
80

株主名簿管理人

■ 当期純利益

111

105

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。

4.00
国内基準

● 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
お取扱いたします。
● 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。

0

平成26年度 平成27年度 平成28年度

0

平成26年度 平成27年度 平成28年度

0

平成27年 平成28年 平成29年
3月末
3月末
3月末

未払配当金のお支払

ご注意

■ 預金等残高

■ 貸出金残高

2兆6,203億円
■ 法人預金等
30,000

20,000

1兆6,808億円

■ 個人預金

（億円）

（億円）

26,154 25,836 26,203
8,845

8,379

8,668

■ 不良債権比率

20,000

■ 中堅・大企業・地方公共団体
■ 中小企業等貸出金（個人含む）

5,759

10,000

17,309 17,457 17,534

株主の皆さまに
感謝をこめて

（％）

6.00

5,000

1,000株以上5,000株未満の株式を保有される株主さま
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。

5,000株以上の株式を保有される株主さま
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。

5,764
3.00

10,000

10,372 10,708 11,044

3.01

2.81

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。

平成29年度は、平成29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。

4.50

5,791

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。

2.57％

16,164 16,467 16,808
15,000

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）

●

2.57

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

株主の皆さまの日頃のご支援にお応えしたい。
当行株式への投資魅力を高め、より多くの方々

1.50

に当行株式を保有していただきたい。
0
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平成27年 平成28年 平成29年
3月末
3月末
3月末

0

平成27年 平成28年 平成29年
3月末
3月末
3月末

0

そういった想いから、当行では平成28年度より
平成27年 平成28年 平成29年
3月末
3月末
3月末

株主優待制度を実施しております。

ちりめん丼

カツオのたたき

四万十うなぎ

※画像はイメージです

14

60歳の自分を助けるのは

今の自分だ。
四国銀行の個人型確定拠出年金

「四銀みずほプラン」
老後生活の柱となる国民年金・厚生年金等の公的年金は、
給付額の減額や給付開始年齢の引き上げが懸念される状況にあります。その中で、
自分で毎月掛金を拠出し老後の年金額を確保するiDeCoが注目されています。

iDeCoのメリット 1

iDeCoのメリット 2

所得税・住民税の
負担が軽くなります！

利息や運用益は
非課税です！

掛金の全額が所得控除の対象とな

運用中の年金資産には1.173％の特

るため、課税所得が減り、所得税・

別法人税がかかりますが、2017年

住民税が軽減されます。

6月現在は課税凍結中です。

iDeCoのメリット 3

受け取る際も
優遇があります！
年金で 受け取る場 合 は「 公 的 年金
等控除」、一時金で受け取る場合は
「退職所得控除」が適用され、一定
金額までは税金がかかりません。

■ 原則、60歳まで途中の引き出し、脱退はできません。

ご留意いただきたい点

■ 運用商品はご自身でご選択いただきます。運用の結果によっては、損失が生じる可能性があります。
■ 加入から受取終了までの間、所定の手数料がかかります。

■ 60歳時点で通算加入期間が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢が遅くなります。

iDeCoに関するお問い合わせ
四銀みずほプラン確定拠出年金コールセンター ☎0120-500-970（平日9：00～17：00）
お取引店舗でも、ご相談を承ります。
＜四銀みずほプランは、みずほ銀行の委託により四国銀行が取り扱うみずほ銀行の個人型確定拠出年金プランです＞

発行：平成29年6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

iDeCoに関するセミナーも
随時開催しております

当冊子は、
四国銀行の事業活動に関する情報提供を目的としたもので、金融商品取引契約等の締結および締結の勧誘を目的とするものではありません。

検索

四国銀行

