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「四
し ぎ ん

銀のあたらしいビジネスモデル」の確立に向けて、
様 な々施策に取り組んでまいります。

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　このたび、皆さまに当行ならびにグループ各社に対するご

理解を一層深めていただくために、2020年３月期「しぎん

Report」を発刊いたしましたのでお届けいたします。

　地域金融機関を取り巻く経営環境は、少子高齢化の進

展や超低金利環境の継続など、一段と厳しさを増しておりま

す。また、足元においては、新型コロナウイルス感染症の影

響により企業収益や個人消費が急速に減退し、先行きにつ

いてもさらに下振れする懸念が生じております。

　こうした環境の中、当行は地域のお客さまとともに持続的

に成長・発展するため、お客さまに寄り添った資金繰り支援

等の金融仲介機能の発揮や、お客さまの様々な課題・ニー

ズに対する適切なコンサルティングの提供に努めるとともに、

デジタルの力も活用した業務の抜本的見直し・効率化の推

進など、昨年４月からスタートした中期経営計画「ベスト リライ

アブル・バンクへの挑戦 ステップ３」に掲げる施策を着実に

推し進めております。

　店舗戦略としましては、営業店をおもてなしの場、より質の

高いコンサルティングを提供する場に変えるため、「The 

Bridge of Lifetime Finance（人生における金融の架け橋

になる）」をコンセプトとする次世代型店舗の展開にも取り組

んでまいります。

　また、地域社会の持続可能性を高めるため、本年４月に公

表した「四国銀行 SDGs宣言」に基づき、地域の課題や環

境問題の解決にも積極的に取り組んでまいります。本冊子

の４ページでは、同宣言の内容をご紹介しておりますので、ご

高覧いただけましたら幸いに存じます。
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【かん高知】  観る・感じる・こころ歓ぶ
「リョーマの休日」

四国銀行 SDGs宣言　
1 地域経済・地域社会への貢献
2 ゆたかで便利なくらしの実現
3 多様性の確保　
4 環境への配慮

SDGsをご存知ですか？

四国アライアンスNEWS　

トップメッセージ

財務ハイライト

株主の皆さまへ

キャッシュカードのデザインが変わりました！ 裏表紙

取締役頭取
2020年 6月

　さらには、四国資源の魅力を活かした四国創生を実現するため、本年４月

に四国アライアンス４行で設立した地域商社「Shikokuブランド株式会社」

を活用し、四国資源のブランディングや販路開拓支援を通じて、地域やお客

さまの成長・発展に貢献してまいります。

　私ども四国銀行グループは、10年ビジョンとして掲げている「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』」を目指し、地

域に必要不可欠な金融機関としてお客さまから支持され続けるよう邁進し

てまいります。

　引き続きのご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2

010_0250828062006.indd   2 2020/06/08   13:28:39



2015年に国連で採択された地球上の「誰一人取り残さない」
ことを基本理念とした行動計画のこと。貧困、環境問題、経済成
長、ジェンダーなどの課題解決を目指す17のゴール（目標）と
169のターゲットから構成されています。

SDGsとは？

2030年 までに目指す目標

地球上の「誰一人取り残さない」
社会の実現

環境問題や社会問題が深刻化する中、国や国際機関だけではなく、
企業が本業を通じてSDGsの達成に貢献していくことが求められています。

経済成長への貢献

職場環境づくり

環境保全

etc..

企業に求められていること

SDGsをご存知ですか？
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地域経済・地域社会への貢献    ゆたかで便利なくらしの実現1 2

   多様性の確保
　多様な人材がやりがい・働きがいを感じ、その個性と能力を
十分に発揮し活躍できる職場環境を整備してまいります。

3    環境への配慮
　自然豊かな四国を基盤とする地域金融機関として、省エ
ネルギー・省資源など環境負荷の低減に努めるとともに、
本業を通じてお客さまの環境保全に向けた事業・取組み
を支援してまいります。

4

　地域の金融ニーズに応え、社会の発展に貢献するため、金融
仲介機能を十分に発揮するとともに、お客さまや地域の課題
解決に向けた取組みを通じて、地域経済・地域社会の持続的
な発展に貢献してまいります。

　すべての人々が、ゆたかで便利なくらしを送ることができ
るよう、金融リテラシーの普及・向上に努め、将来に向けた
安定的な資産形成支援や、利便性の高い金融サービスを
提供してまいります。

四国銀行 SDGs宣言
四国銀行は、経営理念に基づき、国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）の
達成に向け、地域の課題や環境問題の解決に積極的に取り組むことにより、持続
可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

2020年4月に策定
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地域経済・地域社会への貢献
お客さまや地域の課題解決に向けた取組みを通じて、
地域経済・地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。

「防災対策私募債」を引受
　株式会社轟組さまは高知県高知市に本社を置く総合建設業者で、
大型施設の建設や土木工事のほか、南海トラフ地震に対する防災
施設を施工しています。
　当行は、自然災害対策を施した公共・交通インフラの提供を通じ
て地域に安全な暮らしを提供する同社の取組みを支援するため、
2020年3月に同社が発行した「防災対策私募債」を引受いたしま
した。

当行は、後継者不在等の事業承継に関する課題を解決することで、企業の成長をサポートしています。

高知県は南海トラフ地震による被害が懸念されており、当行は防災事業や
事業継続マネジメントに取り組むお客さまをご支援しています。

有限会社邦成電気工事
代表取締役
藤原悦雄 さま

株式会社四国ポンプセンター
代表取締役
西村修一 さま

同社が建設した
津波避難タワー

後継者のご不在を解消
　有限会社邦成電気工事さまは高知県香南市に本社を置く、創業46年の電気
工事業者です。社長から後継者がご不在とのご相談をいただき、経営を引き継い
でいただける資本提携先をお探しいたしました。
　その結果、高圧電気工事を内製化したいというニーズをお持ちであった株式会
社四国ポンプセンターさまが経営を引き継ぐことで合意し、2019年12月に資本
提携が成立いたしました。

ご相談
有限会社
邦成電気工事

ニーズの発掘
株式会社
四国ポンプセンター

後継者を
見つけたい

高圧電気工事を
内製化したい

資本提携が

成立しました！

事業承継の課題を解決

防災対策の取組みをサポート

四国銀行 SDGs宣言 1
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フォーシーカード J-Debit J-Coin Pay

・�当行のATMご利用時の時間外手数料
が無料になります。

・�ネットショッピングや公共料金のお支
払い時にもご利用いただけます。

・�当行キャッシュカードを使い、J-Debit
加盟店で直接お支払いただけるサービ
スです。

・�預金残高の範囲内でお使いいただける
ため、使いすぎず堅実にご利用いただけ
ます。

・�家族・友人・同僚間でお金を送ること
も、もらうことも、すべてスマートフォン
で可能です。
・�J-Coin�Pay 加盟店でのお支払い時、
QRコードで簡単に決済できます。

当行はお客さまの資産形成や生活のお役に立つセミナー・相談会を開催しています。

投資信託セミナー 相続対策セミナー 医業経営セミナー
投資環境や商品性など投資信
託に関する情報をご提供いた
します。

人生100年時代に向けた相
続・資産承継対策のポイントを
ご説明いたします。

医療政策の動向や病院経営
に関する情報をご提供いたし
ます。

介護セミナー

安心 便利

2四国銀行 SDGs宣言

ゆたかで便利なくらしの実現
金融リテラシーの普及・向上に努め、将来に向けた安定的な資産形成支援や、
利便性の高い金融サービスを提供してまいります。

クレジット機能付きの
キャッシュカードが欲しい！

代金を口座から即座に
引き落としたい！

簡単にお金のやりとり
をしたい！

なキャッシュレス商品

セミナー・相談会の開催

2020年1月に高知市と徳島市で介護セミナーを開催しました。本セミ
ナーでは、「介護の現状」や「介護への備え」についてわかりやすくお伝
えするとともに、参加者全員で認知症予防体操を行うなど、家族で支え
合う介護について情報をご提供いたしました。
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えるぼし認定の取得
� � �「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、��女性の活躍推進に関する取
組み状況が優良な企業として、認定の基準となる5項目のうち、「採用」「労働時間等の働き方」「多様なキャリアコー
ス」に対する実績が評価され、��2020年4月に厚生労働大臣の認定「えるぼし（二つ星）」を取得しました。

女性活躍推進委員会Ｃｈｅｅｒ！の活動

　「従業者およびその家族の健康は、企業にとって大切な財産
であり、守るべきものである」という考えのもと、従業者がいきい
きと働くことのできる職場環境を整備して
おり、2020年3月に3年連続で「健康経営
優良法人2020（大規模法人部門）ホワイト
500」に認定されました。

　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に伴い、事業継続性確保の観点
や仕事と家庭の両立支援、多様な働き
方を進めるため、タブレット端末を利用
して本部と営業店で在宅勤務の試行
を開始しました。

健康経営優良法人2020
（大規模法人部門）ホワイト500

在宅勤務の試行開始
3年連続！ 新たな試み

Cheer! とは？
　女性がチャレンジ・活躍できる場を広げ、意欲ややりがいを持って働ける風土をつ
くることを目的に、2014年10月に発足しました。女性の視点に立った諸制度への
提言や、仕事と家庭の両立支援セミナーの開催など、様々な取組みを行っています。

　育児休職中や職場復帰後間もない女性従業者を対象に、新システムに関する
講義や、育児と仕事の両立に関する情報交換会を開催しました。

職場に復帰する お母さんのために
    Cheer! ママ会

育児と仕事の両立
について意見交換

セミナー中に
キッズルームを開設

四国銀行 SDGs宣言 3

女性の活躍推進

　男性従業者とそのご家族を対象に、男性向け育児セミナーを開催し、育児や
パートナーとの関わり方について知識を深めていただきました。

育児との両立を目指す お父さんのために

    Cheer! パパ会

多様性の確保
多様な人材がやりがい・働きがいを感じ、その個性と能力を
十分に発揮し活躍できる職場環境を整備してまいります。
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「四銀絆の森」の間伐・植樹
　高知県、高知市と締結した「未来を鏡に～四銀絆の森」パート
ナーズ協定に基づき、自治体の関係者や地域の皆さまとともに、
「四銀絆の森」と名付けた市有林の間伐・植樹を行っています。

ペーパーレス化の推進
　タブレット端末や新システムを導入すること
で、お客さまに記載いただく書類や従業者が使
用する書類を電子化し、紙の使用を削減してい
ます。

地域の清掃活動への参加
　高知県は毎年2月を「県民一斉美化活動月間」と定めて清掃活動
を実施しており、当行も本取組みに賛同しています。また、浦戸湾に
流れる七河川を保全するための清掃など、定期的に地域の清掃活動
に参加しています。

次世代型店舗の展開
　本年度から「お客さまをおもてなしし、ゆっくりご相談いただける
場所」を目指した次世代型店舗を順次展開いたします。次世代型
店舗には、LED照明や高効率型空調機など、エネルギー消費量削
減のための設備を導入しています。

高知市鏡川周辺の
清掃活動

タブレット端末を活用

4四国銀行 SDGs宣言

森林整備で
CO2削減

環境保全への取組み

資源・エネルギー削減への取組み

環境への配慮
省エネルギー・省資源など環境負荷の低減に努めるとともに、
お客さまの環境保全に向けた取組みを支援してまいります。

※画像はイメージです
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地域商社 「Shikokuブランド株式会社」 設立！

四国アライアンス ビジネスプランコンテスト in 高知

四国アライアンス4行では、四国資源のブランディングや販路開拓による支援を通じて、
地域・お客さまの成長・発展に貢献するため、地域商社「Shikokuブランド株式会社」を4月に設立しました。

四国アライアンス ＳＮＥＷ

Shikokuブランド株式会社のメンバー

　四国における起業・創業意識を高めること
などを目的にビジネスプランコンテストを高
知市で開催しました。
　第３回となる同コンテストでは、4行から選
出された８者によるビジネスプランの発表が
なされ、最優秀賞は、香川県選出のソイルック
さまが受賞しました。
　当行（高知県）が選出した海来（みらい）�船
長�松尾拓哉さまは優秀賞を、ケミオ株式会社
さまは奨励賞を受賞しました。

会社概要

本店所在地 香川県高松市丸亀町15番地7
（百十四銀行高松支店２F）

事 業 内 容 ブランディング事業、販路開拓事業
資   本   金 1億円
株 主 構 成 当行、阿波銀行、百十四銀行、伊予銀行　各２５%

4行共同記者会見の様子

　4月7日、当社の事業開始に伴い、記者会見を開催しま
した。山元頭取を含む3行頭取は、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響を踏まえ、テレビ会議で記者会見に出席
しました。

最優秀賞　 優秀賞 奨励賞

四国の資源

を応援！

創業者を

応援！

海来 船長 松尾拓哉さま（高知県代表）
「海来」はつなぐ未来の子供たちへ
～室戸の若手漁師の挑戦～

ソイルックさま（香川県代表）　
漏洩ガスの多成分同時計測が可能な
中赤外分光イメージング装置の事業化

ケミオ株式会社さま（高知県代表）
ナノハイブリッド技術で
世界の問題を解決

四国資源の
付加価値向上に向けて
全力で取り組みます！
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地域商社 「Shikokuブランド株式会社」 設立！

スーパーマーケット 百貨店 消費者

ブランディング事業 四国の魅力ある資源の
ブランド化、 プロモーションを
サポートします。

当社がブランディングした
資源について、販路開拓まで
サポートします。

販路開拓事業

販売先

相談・提案

幅広い市場への
販売を支援

Shikoku
ブランド
株式会社

お客さま

異業種交流セミナー

　女性活躍推進に向けた取組みとして、四国の企業等で働く
女性の方を対象とした「異業種交流セミナー」を4県で開催し
ました。
　セミナーでは、講演会や意見交換会を通じて、日頃接点が少な
い方々同士が交流を深めることができました。

商品をブラッシュアップしたい
地域や自社の知名度を上げたい

国内外に販路拡大したい

農業セミナー

　四国の農業生産者の支援を目的に、GAP（農業生産工程管理）
やスマート農業をテーマとした「農業セミナー」を開催しました。
　セミナーでは、ＧＡＰの有用性や各県の農業の取組状況等につ
いて学習する場を提供することができました。（愛媛会場は新型
コロナウイルス感染症の影響を考慮し中止）

女性の活躍を応援！ 一次産業を応援！

四国アライアンスは、今後も四国創生に向けて様々な施策に取り組んでいきます！
10
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北に四国山地、南に太平洋、県内を巡り流れる清流——。

東西に広い高知には、多彩な自然が溢れています。

そんな高知の魅力を思いっきり体験いただけるキャンペーンを開催中です。

大自然を体感するアクティビティから、のんびりほっこり癒しのプログラムまで、

様々な体験があなたを待っています。

四万十・足摺エリア
高知県最南端に位置する四万十・足摺エリアでは、日本最後の清流四万十川や、
今やその知名度は全国区となった柏島の透き通る海、視界270度の大パノラマ
が広がる足摺岬など、壮大な自然の中でレジャーを楽しめます。

高知の
自然＆体験

住所：高岡郡四万十町十和川口 62-9
TEL：0880-28-5421( 道の駅四万十とおわ )

ジップラインとは、森の中に張ったワイヤーを滑車で
滑り降りるアクティビティのこと。2020年6月、海
外で人気のジップラインが道の駅「四万十とおわ」に
県内初登場。対岸のスタート地点までは、川船渡しや
レンタサイクルで楽しみながら移動できます。空中散
歩のように四万十川を横断してみませんか。

観る・
感じる・こころ歓ぶ

爽快感！スリル満点！

四万十川 ジップライン

竜串の自然を再現

高知県立 新足摺海洋館「SATOUMI」

高知かん

住所：土佐清水市三崎字今芝 4032　　　TEL：0880-85-0635

※画像はイメージです

※画像はイメージです

New

Renew
al

2020年7月、足摺海洋館が愛称「SATOUMI」としてリニューアルオープンします。水族館の目
の前に広がる美しい竜串の海を再現した大水槽や、足摺の自然を肌で感じることができる原生林
エリアなど、足摺宇和海国立公園の豊かな自然を体感できる展示は必見です。海を望むカフェや
ショップも楽しめます。
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奥四万十エリア
四万十川源流点がある津野町、カワウソのまち須崎市、海の幸あふれる
中土佐町、雲の上のまち梼原町、多くのカッパ伝説が残る不思議なまち
四万十町。豊かな自然と共存する奥四万十全体がパワースポット。

2019/2/1 ～ 2021/3/31

有名建築家が手掛ける木のぬくもり

隈研吾の小さなミュージアム
檮原町には、新国立競技場の設計者・隈
研吾氏の手掛けた建物が6つ存在します。
そのうちの1つ「雲の上のギャラリー」内に、
隈氏の建築の魅力を紹介するミュージアム
が2020年4月にオープンしました。それ
ぞれの建物への思いを語る隈氏の映像を
はじめ、特徴的な木組みの模型や貴重な
スケッチブックなどの資料が見られます。

OKU SHIMANTO 
AREA

SHIMANTO
ASHIZURI AREA

住所：高岡郡梼原町太郎川 3799-3　TEL：0889-65-1100( 雲の上のホテル )

住所：高岡郡津野町船戸
TEL：0889-55-2021( 津野町産業課 )
※ガイド対応は要予約

New

日本最後の清流のはじまり

四万十川源流点散策
全長196kmの長さを誇る四万十川の源
流点。苔むした木々の間から光が差し込
み、源流が岩肌を流れ出る様子は、日本
最後の清流の出発点にふさわしい幻想的
な光景。ガイド付きの散策も可能です。
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■ 実質業務純益 ■ 経常利益／当期純利益

■ 預金等残高（譲渡性預金含む）

■ 自己資本比率
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■ 経常利益　■ 当期純利益
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■ 貸出金残高
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■ 不良債権比率

＜単体情報＞

　2019年度の実質業務純益は、その他業務利益は増加し経費は減少しましたが、資金利益が減少し、前年度比3億円
減少の77億円となりました。経常利益は、実質与信関係費用の増加に加え、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
株価下落により保有株式の減損処理を行ったため、前年度比68億円減少の26億円、当期純利益は、法人税等の減少
により、前年度比34億円減少の28億円となりました。
　預金等残高は、個人預金は増加しましたが、譲渡性預金の受入抑制により法人預金等が減少し、前年度末比446億
円減少の2兆6,794億円となりました。貸出金は、アセット構造の改革を積極的に推進したことにより、大・中堅企
業向けは減少しましたが、中小企業向け・個人向けが増加したため、前年度末比107億円増加の1兆7,843億円とな
りました。
　自己資本比率は8.63％であり、国内基準行に求められる４％以上の基準を上回っております。

（注）数値については、億円未満を切り捨てて記載しております。

財務ハイライト 株主の皆さまへ
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財務ハイライト 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扱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

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
多くの方々に当行株式を保有して 
いただきたい。
そういった想いから、当行では株主
優待制度を実施しております。 ●  2020年度は、2020年3月31日現在の株主名簿に記載された当行株式を100株 

（1単元）以上保有されている株主さまを対象とさせていただきます。

株主の皆さまに
感謝をこめて

● 100株以上200株未満　：　500円分
● 200株以上1,000株未満：1,500円分

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」を贈呈いたします。

　100株以上1,000株未満の株式を保有される株主さま

● 1,000株以上2,000株未満：3,000円相当
● 2,000株以上 ：6,000円相当

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。

　1,000株以上の株式を保有される株主さま

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
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発行： 2020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

テーマは、美しい空を意味する「御空（miso r a）」。

若い世代の方に使ってもらうことをイメージして、

明るく澄んだ空の色に。

自然豊かな四国の自然、地域の風土を

カードデザインで表現しました。

また、「四国」の文字を図形化した

オリジナルの模様が特徴です。

New Design

キャッシュカードの
デザインが変わりました!

TOM AND JERRY and all related characters and elements © &
™ Turner Entertainment Co. (s20)

四国銀行 検 索 

2020年3月期
ミニディスクロージャー誌

第206期   営業のご報告

四国銀行の
SDGs 宣言
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