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本資料は銀行法第21条及び第52条の29に基づいて作成したディスクロー
ジャー誌です。
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手して
いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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ごあいさつ
変革と進化への挑戦

～変わる“トモニ”変わらぬ“ともに”～

　みなさまには、平素よりトモニホールディングスグループをお引き立ていただきまして、誠にありがとう

ございます。

　トモニホールディングスは、徳島銀行及び香川銀行を傘下とする金融持株会社として平成22年4月に誕生

し、平成28年4月には大正銀行が傘下に加わり、地域のお客さまとともに成長する広域金融グループとして

歩んでまいりました。

　平成31年4月からスタートさせた第4次経営計画においては、「ガバナンス戦略」「営業戦略」「エリア戦

略・地方創生戦略」「人財戦略」の4つの基本戦略を掲げ、「変革し進化する広域金融グループ」を目指して

いくこととしております。こうした中、昨年11月には香川銀行が新本店での営業を開始したほか、本年1月

には、傘下の徳島銀行と大正銀行が合併し、徳島大正銀行として新たなスタートを切ることができました。

　トモニホールディングスグループは、これからも更なる変革と進化に挑戦し、成長戦略の実現と付加価値

の高い金融サービスを提供することにより、地方創生と地域経済の発展に努めてまいります。

　みなさまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますようよろしくお願い申しあげます。

令和2年1月

トモニホールディングス株式会社
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令和2年1月1日付で、㈱徳島銀行と㈱大正銀行が合併し、㈱徳島大正銀行となりました。

※令和2年1月1日付で、㈱徳島銀行と㈱大正銀行が合併し、㈱徳島大正銀行となりました。
　㈱香川銀行の所在地は、本誌発行日現在のものです。

トモニホールディングスグループについて

プロフィール（単体ベース）（令和元年9月30日現在）

株式会社 徳島銀行
創 業 日 大正7年3月3日

所 在 地 徳島県徳島市富田浜1丁目41番地

資 本 金 110億円

預 金 1兆5,194億円

貸 出 金 1兆1,555億円

店 舗 数 81店舗（うち出張所5店舗）

従業員数 965名

株式会社 大正銀行
設 立 日 大正11年4月23日

所 在 地 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号

資 本 金 26億円

預 金 4,859億円

貸 出 金 4,177億円

店 舗 数 27店舗（うち出張所6店舗）

従業員数 316名

株式会社 香川銀行
設 立 日 昭和18年2月1日

所 在 地 香川県高松市亀井町6番地1

資 本 金 120億円

預 金 1兆5,442億円

貸 出 金 1兆2,592億円

店 舗 数 88店舗（うち出張所6店舗）

従業員数 1,059名

設 立 日 平成22年4月1日
所 在 地 香川県高松市亀井町7番地1
資 本 金 250億円
事業の内容 銀行持株会社
従 業 員 数 99名（各子銀行兼務者60名を含む）
上場証券取引所 東京証券取引所

（従業員数は令和元年9月30日現在）

お 客 さ ま
第 一 主 義

お客さま第一主義の経営を徹底し、
それぞれのお客さまのニーズに応じた
最良の金融サービスを提供します。

お 客 さ ま と
と も に 成 長

地域において持続的安定的な
金融仲介機能を発揮し、
地域のお客さまとともに成長し続けます。

信 頼 と
安 心 の 経 営

グループとしてより強固な経営基盤を構築し、
お客さまから信頼され安心して末長く
おつきあいいただく存在になります。

グループ概要（令和2年1月1日現在）

グループ経営ビジョン ブランドマーク・ロゴ

　ブランドマークは、“ともに”協調しあって、地域のお客さま
とともに、明日への発展を支えていくというビジョンを、翼を
広げ飛翔するイメージに表現したものです。左右に広がる豊か
な曲線はヒューマンなイメージを、2つの形が合わさる縦の直
線は知性や信頼感を表現しています。
　ブランドカラーは、知的でありながらヒューマンなイメージを
感じさせる赤色を基調としており、TOMONYレッドと称します。

［ブランドマーク］ ［ロゴ　和文／英文］

㈱香川銀行

子会社等子会社等

㈱徳銀ビジネスサービス
トモニカード㈱

㈱徳銀キャピタル
大正信用保証㈱

香川ビジネスサービス㈱
トモニリース㈱

㈱徳島大正銀行

合併により“㈱徳島大正銀行”へ

トモニホールディングス 株式会社

トモニシステムサービス㈱
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フェーズⅠ
22/4～25/3

フェーズⅡ
25/4～28/3

フェーズⅢ
28/4～31/3

トモニＨＤ設立

大正銀行と
経営統合

存在感のある
金融グループ

成長する広域
金融グループ

信頼される
金融グループ

新たなステージ
31/4～5/3
～4年計画～

変革し進化する
広域金融グループ

第4次経営計画  （平成31年4月～令和5年3月）

第4次経営計画の位置付け

項目 具体的施策

Ⅰ ガバナンス戦略
～変革と進化～

ガバナンス

⑴ 「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上」という取締役会の責務を適切に果たしていく観点から、取
締役会機能の更なる発揮を実現する。

⑵資本充実、成長投資（資本活用）、株主還元の3つの観点から、最適な資本政策を実現する。
⑶ 銀行内の業務・人員効率化の推進に加え、持株会社の更なる活用により、グループ全体として一層効果的・効

率的な経営管理を実現するとともに、グループ会社も活用し「事務システムのワンバンク化」など共通・重複
業務の効率運営を実現する。

⑷ 徳島銀行と大正銀行の合併を円滑に遂行するとともに、銀行子会社の組織の共通化に着手し、将来に向けて、
さらに柔軟かつ効率的なグループ運営の基盤を構築する。

⑸デジタライゼーションへ対応し、金融サービスの高度化を進めるためにＩＴ戦略を構築する。

コンプライアンス
及びリスク管理

⑴ お客さまから信頼され、安心して末長くおつきあいいただけるよう、マネー・ローンダリング等防止などの社
会からの要請や制度変更にしっかり対応するとともに、コンプライアンス意識の浸透に万全を期す。

⑵ 景気の変動や市場の不安定化に従来以上に目配りをし、先見的なリスク管理や自己資本の充実などによって、
リスクの顕現化に対して万全の備えを図るとともに、そうした態勢をしっかり取ることを前提に、成長戦略に
取組む上で適切なリスクテイクを行う。

Ⅱ 営業戦略
～お客さまとともに～

法人戦略

⑴ これまで築いてきた地域のお客さまとの信頼関係を変わらず維持するとともに、お客さまの様々なニーズを組
織的に受け止め、最良の金融サービス提供につなげていく流れを確立する（渉外の目利き力の向上）。

⑵ 預金・貸出といった昔ながらのサービスに加え、プロモーションやビジネスマッチング、創業支援やＭ＆Ａなど、
幅広いサービスを提供できる「地域商社的金融グループ」を目指す。

⑶広域金融グループとして、地域と地域を結ぶ「ベストパートナー金融グループ」を目指す。

基本戦略

目指す姿

目標とする経営指標 目標
（令和5年3月期）

⑴親会社株主に帰属する当期純利益（連結）収益性 110億円

⑵本業利益（銀行子会社単体合算） 収益性 100億円

⑶ROE（連結） 効率性 5.0％以上

⑷コア業務粗利益OHR（銀行子会社単体合算） 効率性 66.0％以下

⑸自己資本比率（連結） 健全性 9.0％以上

⑹貸出金残高（銀行子会社単体合算） 成長性 3兆円以上

⑺大阪地区貸出金残高（銀行子会社単体合算） 成長性 1兆円以上

（注）1.本業利益＝貸出金平残×預貸利鞘＋役務取引等利益－経費
 2.ROE＝親会社株主に帰属する当期純利益／株主資本平残×100
 3.大阪地区＝大阪府、兵庫県（除く淡路島地区）及び京都府

第4次経営計画の目標

変革し進化する広域金融グループ
1. 「“ともに”協調しあって、地域のお客さまとともに、明日への発展を支えていく」という当社のブランドマークに託

した設立当初からのビジョンに基づき、これまで築いてきた地域のお客さまとの信頼関係を変わらず維持する一方で、
時代の変化とともに今後も地域のお客さまとともに成長し続けられるよう、「地域商社的金融グループ」への脱皮を図
るなど自ら積極的に変革していく。

2. 営業面では「複数行体制」、すなわち徳島大正銀行と香川銀行がそれぞれ取引の拡大・深化を図る一方で、組織運営面
では「最大限のワンバンク化」を目指し、持株会社やグループ会社の機能を活用した更なる効率化を図るなど、「トモ
ニスタイル」を進化させ、全体として利益の最大化を図っていく。

3. 組織がダイナミックに変革し進化していくために、社員の「やってみたい」という気持ち・チャレンジ精神を大事に
する「自ら考え行動する企業集団」を目指していく。

変革と進化への挑戦～変わる“トモニ”変わらぬ“ともに”～
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項目 具体的施策

Ⅱ 営業戦略
～お客さまとともに～

個人戦略

⑴ 地域とともに歩んできた金融グループとして、店舗ネットワークも活用しつつ、高齢者が安心して暮らせる社会づ
くりをサポートする。

⑵これから社会を支える若者が、暮らしの中で上手に金融サービスを享受できるようサポートしていく。
⑶地域に根を張る金融グループとして、お客さまの多様なニーズにお応えする。

Ⅲ エリア戦略・地方創生戦略
～地域とともに～

⑴ 「四国・岡山・淡路地区」は、当社グループにとってのホームグラウンドであって、とりわけ「徳島・香川地
区」はふるさとであることから、地域の実情に沿った効率的・効果的な運営を行い、多くのお客さまにとって、
最も頼りになる金融グループになることを目指す。

⑵ 「大阪地区」は、当社グループが将来に向けて成長を続けていく上での戦略的エリアと位置付け、また、第2の
ふるさととして、徳島大正銀行と香川銀行とが、法人・個人それぞれのお客さまのニーズに応じた最良の金融
サービスを提供することで、取引の拡大・深化を目指す（貸出金利回りの低下や信用コストの発生に留意しつつ、
第4次経営計画終了時点での貸出金残高1兆円を目標とする）。

⑶ 「東京地区」は、わが国最大のビジネス市場であり、人口の流入が続く中で、今後とも有望な営業エリアであ
るだけでなく、地域のお客さまの成長にとっても重要なエリアであることから、店舗を基盤とした営業活動に
加え、様々な形でネットワークの拡大を目指す。

Ⅳ 人財戦略
～一人ひとりの“やる気”を“本気”に～

⑴意欲とチャレンジ精神に溢れた人財を作り出す人事制度を検討・導入する。
⑵ 社員一人ひとりが働き甲斐を感じ、最大限の能力発揮ができるよう、自己研鑽機会の拡大や効果的な研修の実施

などに取組む。
⑶人財の多様性を大切にし、社員一人ひとりが働きやすい環境を整備する。

徳島大正銀行について

令和2年1月1日、事業性融資や中小企業取引における強みを有する

徳島銀行と住宅・不動産分野における強みを有する大正銀行が合併し、

新たに「徳島大正銀行」としてスタートしました。

ともに未来へ ～to the future with･･･～
古くから商流や人のつながりで深く結ばれている徳島と大阪の両地域において、

地域のみなさまとともに、未来へ力強くあゆみ、これまで以上にみなさまのお役に立てるよう

役職員一同、より一層励んでまいります。

Corporate Data （令和2年1月1日現在）

創業 1918年（大正7年）３月3日
資本金 110億円
預金 2兆53億円（※）
貸出金 1兆5,733億円（※）
店舗数 108店舗（うち出張所11店舗）
従業員数 1,281名（※）
本店所在地 〒770-8648　徳島県徳島市富田浜1丁目41番地
代表取締役頭取 𠮷岡　宏美
株主 トモニホールディングス株式会社　100％

（※）令和元年9月末における合併前の2行単体合算ベース
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業績の概況（連結）

徳島銀行・香川銀行・大正銀行（単体）の合算

格付

　令和元年9月期における損益状況は、経常収益は、
有価証券利息配当金及び国債等債券売却益が減少した
こと等により、前年同期比2,190百万円減少して
34,681百万円となりました。経常費用は、国債等債
券売却損及び与信関連費用が減少したこと等により、
前年同期比971百万円減少して27,090百万円となり
ました。その結果、経常利益は前年同期比1,220百万
円減少して7,590百万円、親会社株主に帰属する中間
純利益は前年同期比541百万円減少して6,038百万円
となりました。

■ トモニホールディングス連結業績
　 （単位：百万円）

科目 令和元年
9月期 前年同期比 平成30年

9月期

経常収益 34,681 △2,190 36,871
経常費用 27,090 △971 28,061
経常利益 7,590 △1,220 8,810
親会社株主に帰属する中間純利益 6,038 △541 6,579

連結自己資本比率 8.75％ △0.31％ 9.06％

 （単位：百万円）

科目
3行合算（単体）

令和元年9月期 前年同期比 平成30年9月期
業務粗利益 24,572 △892 25,464

（うち資金利益） （24,323） （△478） （24,801）
（うち役務取引等利益） （1,885） （△15） （1,900）
経費（除く臨時処理分） 17,365 220 17,145
業務純益 7,207 △1,554 8,761
コア業務純益 7,692 △826 8,518
与信関連費用 △296 △960 664
経常利益 7,112 △1,527 8,639
中間純利益 5,500 △935 6,435

 （単位：億円）

科目
3行合算（単体）

令和元年9月期 前年同期比 平成30年9月期
預金等（譲渡性預金含む） 36,319 1,114 35,205
貸出金 28,326 954 27,372
有価証券 6,564 △71 6,635
預り資産 2,629 △244 2,873

　当社は、㈱日本格付研究所（JCR）から、長期発行
体格付について「A－」（シングルAマイナス）の格付
を取得しており、健全な経営体質が評価されています。

D

C

CC

CCC

B

BB

BBB

A

AA

AAA

A－
A

A＋

　当社の格付　当社の格付
  「 A－」

財務ハイライト
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業績の概況（単体）

⃝  銀行本業の収益を示すコア業務純益は、有価証券利息配当金の減少や経費が増加したこと等により、前年
同期比166百万円減少して3,951百万円となりました。

⃝  経常利益は、与信関連費用が減少したものの、国債等債券売却益が減少したこと等により、前年同期比
229百万円減少して3,832百万円となりました。

⃝中間純利益は、前年同期比204百万円減少して2,784百万円となりました。

⃝  預金残高／個人預金、法人預金、公金預金ともに増加したことにより、預金残高は前期末比264億円増加
して1兆5,194億円となりました。

⃝  預り資産残高／生命保険は増加したものの、公共債と投資信託が減少したことから、預り資産残高は前期
末比2億円減少して1,065億円となりました。

⃝  貸出金残高／積極的な営業活動により中小企業及び個人向け貸出等の取組みを進めたこと等により、貸出
金残高は前期末比214億円増加して1兆1,555億円となりました。
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■ コア業務純益  （単位：百万円） ■ 経常利益  （単位：百万円） ■ 中間純利益  （単位：百万円）
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0
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8,000
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6,000
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0

1,500

900

1,200
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0
平成30年 平成30年 平成31年 平成30年 平成30年 平成31年平成30年 平成31年

14,930 15,194

44 43
1,067 1,065
343 32210,051 10,109

11,341 11,555

9,498 9,796

679 699

14,616 14,814

38
1,238

359

9,924 10,005

10,650 10,896

8,827 9,097

840

3月末 9月末 3月末
令和元年
9月末 9月末 3月末

平成30年

41
1,203

365

797

3月末
令和元年
9月末 3月末 9月末 3月末

令和元年
9月末

■ 預金残高  （単位：億円） ■ 預り資産残高  （単位：億円） ■ 貸出金残高  （単位：億円）

 預金残高　　うち個人預金残高 公共債　　投資信託　　生命保険 貸出金残高　　うち中小企業等貸出金残高

財務ハイライト
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業績の概況（単体）

⃝  銀行本業の収益を示すコア業務純益は、資金利益が増加したものの、経費が増加したこと等により、前年
同期比204百万円減少して3,262百万円となりました。

⃝  経常利益は、株式等関係損益が減少したこと等により、前年同期比1,106百万円減少して2,482百万円と
なりました。

⃝中間純利益は、前年同期比633百万円減少して2,114百万円となりました。

⃝  預金残高／個人預金、法人預金ともに順調に増加したことにより、預金残高は前期末比234億円増加して
1兆5,442億円となりました。

⃝  預り資産残高／生命保険の販売は順調に推移したものの、公共債、投資信託の残高が減少したことから、
預り資産残高は前期末比2億円減少して1,401億円となりました。

⃝  貸出金残高／中小企業及び個人向け貸出等に積極的に取組みましたが、貸出金残高は前期末比7億円減少
して1兆2,592億円となりました。

16,000

12,000

8,000

4,000

0

12,500

10,000

7,500

2,500

5,000

0

1,600

1,200

800

400

0

14,455 14,847
37 35

1,447 1,418

433 369

10,630 10,938

12,213 12,430

10,523 10,815

977 1,013

平成30年
3月末

平成30年
9月末

平成30年
3月末

平成30年
9月末

平成30年
3月末

平成30年
9月末

15,208

11,026

平成31年
3月末

31
1,403

328

1,044

平成31年
3月末

12,599

11,065

平成31年
3月末

15,442

11,090

令和元年
9月末

29
1,401
307

1,063

令和元年
9月末

12,592

11,117

令和元年
9月末

■ 預金残高  （単位：億円） ■ 預り資産残高  （単位：億円） ■ 貸出金残高  （単位：億円）

 預金残高　　うち個人預金残高 公共債　　投資信託　　生命保険 貸出金残高　　うち中小企業等貸出金残高
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1,000

0

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

4,000

3,000
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0
平成29年
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平成29年
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2,152

平成28年
9月期

平成28年
9月期

平成28年
9月期

平成30年
9月期

平成30年
9月期

平成30年
9月期

3,879

4,146 2,5703,466

3,588

2,747

平成29年
9月期

令和元年
9月期

2,482

令和元年
9月期

2,114

令和元年
9月期

3,262

■ コア業務純益  （単位：百万円） ■ 経常利益  （単位：百万円） ■ 中間純利益  （単位：百万円）

財務ハイライト
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財務ハイライト

⃝ 銀行本業の収益を示すコア業務純益は、有価証券利息配当金が減少したこと等により、前年同期比456
百万円減少して479百万円となりました。

⃝ 経常利益は、与信関連費用が減少したものの、上記要因等により、前年同期比192百万円減少して798
百万円となりました。

⃝中間純利益は、前年同期比98百万円減少して602百万円となりました。

⃝  預金残高／個人預金が増加したものの、法人預金が減少したこと等により、預金残高は前期末比7億円減
少して4,859億円となりました。

⃝  預り資産残高／投資信託が減少したものの、生命保険が増加したことから、預り資産残高は前期末比1億
円増加して163億円となりました。

⃝  貸出金残高／積極的な営業活動により中小企業及び個人向け貸出等の取組みを進めたこと等により、貸出
金残高は、前期末比35億円増加して4,177億円となりました。
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令和元年
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479
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9月期

798
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■ コア業務純益  （単位：百万円） ■ 経常利益  （単位：百万円） ■ 中間純利益  （単位：百万円）
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■ 預金残高  （単位：億円） ■ 預り資産残高  （単位：億円） ■ 貸出金残高  （単位：億円）

  貸出金残高　    うち中小企業等貸出金残高  貸出金残高　    うち中小企業等貸出金残高 預金残高　　うち個人預金残高 公共債　　投資信託　　生命保険

業績の概況（単体）
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中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み

　トモニホールディングスグループは、グループ経営ビジョンの一つに「お客さまとともに成長（地域において持続
的安定的な金融仲介機能を発揮し、地域のお客さまとともに成長し続けます。）」を掲げており、地域のお客さまへの
円滑な金融仲介機能の発揮に取組んでおります。
　銀行子会社である徳島大正銀行（令和2年1月1日付で、徳島銀行と大正銀行が合併、以下同じ）及び香川銀行にお
いては、「金融円滑化・地域密着型金融への取組み」を主要施策の一つと位置づけ、お客さまへの資金供給、債務の弁
済に係る負担の軽減及び経営に関する支援等について、全行を挙げて積極的に取組み、地域経済の健全な発展に寄与し
てまいります。

【 中小企業経営力強化支援法に基づく認定の取得 】
　徳島大正銀行及び香川銀行では、コンサルティング機能の発揮に向け、平成24年11月、「中小企業の新たな事業
活動の促進に関する法律（中小企業経営力強化支援法）」第17条第1項の規定に基づく「経営革新等支援機関」（認定
支援機関）としての認定を受けています。

中小企業の経営支援に関する取組方針

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

　中小企業・個人事業主のお取引先に対して、徳島大正銀行及び香川銀行の本部専門部署と営業店が一体となって、
新規開業、事業拡大等ご融資に関する相談、経営改善計画書策定支援等の経営相談に積極的に取組んでいます。
　また、外部機関や外部専門家等とも連携を図り、お客さまの経営全般の課題解決に向けたコンサルティング機能の
発揮に向け、積極的に取組んでいます。

外部機関 外部専門家
他の金融機関
産業支援財団
商工会議所
JETRO

国・地方公共団体 
政府系金融機関 
中小企業再生支援協議会 
信用保証協会 
海外銀行 など

会計士・税理士・弁護士
海外進出コンサルティング会社
医療コンサルティング会社
医療関連ディベロッパー

など

トモニホールディングスグループ
連携 連携

連携

経営改善支援

融資部
経営改善担当者

創業・新規事業、
事業拡大支援

営業店統括部

経営改善支援

審査一部経営サポート室
経営改善担当者

創業・新規事業、
事業拡大支援

法人推進部
大阪法人推進部

営業店 営業店

お取引先　中小企業・個人事業主

お取引先の経営
改善のサポート

研修等による経営
改善手法の指導

お取引先支援
のサポート

直接指導・行内研修
による知識向上

お取引先の経営
改善のサポート

研修等による経営
改善手法の指導

お取引先支援
のサポート

直接指導・行内研修
による知識向上

経営支援

徳島大正銀行 香川銀行
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中小企業の経営支援に関する取組状況
【 創業・新規事業開拓の支援 】

グループ共同施策

　様々な融資商品による創業時の資金支援、外部機関等と連携した事業化アドバイス、創業補助金申請のお手伝いなど、
創業・第二創業の支援に積極的に取組んでいます。なお、合併後も徳島大正銀行として以下の取組みを継続しています。

徳島銀行
■ 創業・第二創業時の資金需要への対応
　創業・第二創業に対する取組強化の一環として、「とくぎん創業サポートローン」による創業時の資金支援や活力
ある女性や若者による起業を金融面から強力に支援することを目的として、女性や30歳未満の起業家向けに優遇金
利を適用しています。

徳島大正銀行

■ 地方公共団体等との連携協定に基づく創業・第二創業支援
　地方創生に対する取組強化の一環として、地方公共団体や外部機関との連携協力協定書等の締結をしています。ま
た、創業・第二創業向け融資商品の取扱い等を通じて、創業等への支援に積極的に取組み、地域経済の活性化を支援
しています。

＜連携協力協定書等締結先一覧＞

徳島大正銀行 香川銀行

徳島県、徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、
三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、那賀町、牟岐町、
美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東
みよし町、徳島県商工会連合会、美馬市商工会、（公財）とくしま産業振興機
構、徳島県よろず支援拠点、（独）中小企業基盤整備機構四国支部、（税）ひ
まわり会計事務所、（税）徳島、（税）すばる会計、平井吉信事務所、徳島県
中小企業家同友会、（独）中小企業基盤整備機構近畿本部、（一社）移住・住
みかえ支援機構（JTI）、大阪府事業引継ぎ支援センター、大阪府商工労働部、
大阪産業創造館、㈱日本政策金融公庫、㈱商工組合中央金庫

丸亀市、善通寺市、土庄町、小豆島町、
琴平町、多度津町、まんのう町、香川
県商工会連合会、（公財）かがわ産業支
援財団、（独）中小企業基盤整備機構四
国支部、香川県行政書士会、（一社）香
川県中小企業診断士協会、TKC四国会
香川支部、香川県中小企業家同友会

■ 「地域とトモニ1号投資事業有限責任組合（地域とトモニファンド）」の設立
　「地域とトモニ1号投資事業有限責任組合（略称：地域とトモニファンド）」をフューチャーベンチャーキャピタル
㈱と共同で設立しました。
　「地域とトモニファンド」は、徳島大正銀行及び香川銀行の営業エリアに本社又は拠点を持つ、『創業期の企業・第
二創業に取組む企業』『事業承継を必要とする企業』『その他地域経済の活性化に資する企業』を投資対象としてお
り、本ファンドの活用により、地域金融グループとして地域経済の活性化に寄与できるものと考えております。
■ 地域とトモニファンド体制図

無限責任組合員

管理報酬
成功報酬

管理
運営

普通株式
種類株式
新株予約権

新株予約権付社債
投資

有限責任組合員の営業エリアに本社又は拠点を持つ、『創業期の企業・第二創業に取組む企業』『事業承継を必要とする企業』
『その他地域経済の活性化に資する企業』

投資対象

回収

経営陣
への譲渡

会社
買戻

協力者等
への譲渡

M＆A
IPO

出資 分配
出資 分配 出資 分配 連携 運営支援

有限責任組合員
徳島大正銀行

有限責任組合員
香川銀行

連携・協力機関
トモニホールディングス

トモニホールディングスグループ

地域とトモニファンド
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中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み

■ 創業・第二創業時の資金需要への対応

　⃝「創業窓口」の設置
　創業支援は新しい産業や雇用機会の創出を通じて、地域経済の活性化につながるものであり、地域金融機関と
してこれまで以上に積極的な取組みを行っています。本部及び各営業店に「創業窓口」を設置しており、創業を
希望される方が相談しやすい体制を整えています。

　⃝商品の充実
　創業・第二創業における資金需要に幅広くお応えできるよう、商品の充実を図っています。
　また、女性や30歳未満の起業家向けへの優遇金利を適用する等、女性や若者による起業へのサポートを強化
しています。

商品名 資金使途

かがわ創業・第二創業対策融資 創業や業種転換（第二創業）に必要な資金

かがわ事業サポートつなぎ融資 補助金等が入金になるまでのつなぎ資金

かがわ新事業サポート融資 6次産業化や農商工連携等に必要な資金

　⃝株式会社日本政策金融公庫（以下「日本公庫」）との連携
　全国において「創業サポートデスク」を構える日本公庫と連携・協調体制を構築しています。
　日本公庫と協調して融資を行う場合の証書貸付形式の融資利率については、所定利率から0.5％の優遇が受け
られます。また、行員向け研修に日本公庫から講師をお招きする等、行内体制の強化を図っています。
　日本公庫との連携・協調により、相互に創業支援のノウハウを補完・共有することで、事業計画書の作成支援
等質の高い金融サービスをワンストップで提供することが可能となっています。

■ 医療・介護分野への新規開業支援の取組み
　高齢化社会の進展に伴う医療・介護分野へのニーズに対応するため、行内体制及び情報提供の充実、外部専門家等
との連携を積極的に行っています。現在、本部内に2名の担当者を配置し、医療コンサルティング会社、医療関連ディ
ベロッパー、公認会計士等の外部専門家等18先と連携しています。
　資金供給だけに留まらず、新規開業や事業拡大に伴うマーケット調査や事業収支計画書策定支援等、本分野への側
面支援も継続して実施しています。

香川銀行

大正銀行
■ 創業・第二創業時の資金需要への対応
　地方創生に対する取組強化と地域経済の活性化を金融面から支援することを目的として、創業・第二創業向け融資
商品を取扱いしています。また、本商品の取扱いに当たって、㈱日本政策金融公庫との連携・協調体制を構築してお
り、当行及び㈱日本政策金融公庫にご相談窓口を設置しています。

■ 医療・介護分野への新規開業支援の取組み
　高齢化社会の進展に伴い、ニーズの増加している医療・介護分野に積極的に取組ん
でいます。医療分野については、税理士・コンサルティング業者、医療機器メーカー
等と連携の上、新規開業医の支援を積極的に行っています。また、介護分野について
は、不動産業者からの介護施設の新規開業の相談等に対し、コンサルティング業者等
と連携し、介護施設を開業するための支援を行っています。

■ 女性起業家応援
　⃝関西女性起業家応援プロジェクト（LED関西）への参画
　　  　経済産業省が実施している「関西女性起業家応援プロジェクト（LED関西）」

にサポーター企業として参画しています。当行はビジネスプラン発表会で特に共
感した5名の女性起業家に対して、「大正銀行トモニSmile賞」を授与しました。

　　  　授与後、お一人おひとりとお会いし、事業の円滑な展開に必要なクラウドファ
ンディングを活用した資金調達のご提案のほか、当行お取引先の紹介などの支援を行っています。
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【 成長段階における支援 】

グループ共同施策

トモニ市場in八幡浜

徳島・香川トモニ市場 
～ふるさと物産館～

　⃝アンテナコーナー「トモニ市場in八幡浜」
　愛媛県八幡浜市の道の駅八幡浜みなっと内「アゴラマルシェ」に、「トモニ市
場in八幡浜」を平成30年4月に開設しました。本コーナーの運営は㈱アゴラが行
い、当社グループは地域の優れた特産品の出品情報提供など、お取引先の販路拡
大支援等を実施しています。

■ お取引先商品のPR・販路拡大支援
　⃝  アンテナショップ「徳島・香川トモニ市場 ～ふるさと物産館～」
　　  　東京有楽町に開設している「徳島・香川トモニ市場」は、徳島県・香川県のお

取引先の首都圏での地域産品の認知度向上、ビジネスマッチング機会の増大、地
域の情報発信の拡大を目指して平成22年10月に設置しました。

トモニmini商談会

　⃝「トモニmini商談会」の開催
　お取引先の優れた商品の販路拡大の機会として、バイヤーを招聘する小さな商
談会（トモニmini商談会）を定期的に開催しています。

エブリシング フロム ジェーピー（WEBサイト）

トモニ起業・創業セミナー

　⃝中国人向けQRコード決済サービスに関する顧客紹介業務の取扱い
　お取引先の売上拡大支援を目的に、㈱ジャックスと業務提携を行い、中国人向
けQRコード決済サービスであるAlipay（支付宝／アリペイ）及びWeChatPay

（微信支付／ウィーチャットペイ）の導入ニーズのあるお取引先を同社へ紹介す
る業務を平成30年10月より取扱っています。

■ 共同セミナーの開催
　一層のシナジー効果を発揮することを目的として、「トモニ起業・創業セミナー」、

「トモニ企業経営セミナー」、「トモニ医業経営セミナー」等を共同開催しています。
徳島市、高松市のほか、大阪市でも開催しています。

■ 中小企業の海外進出支援に対する取組み
　お取引先の海外進出を支援するため、外部機関等との連携強化や情報提供、商談会
の開催などを行っています。

　⃝西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）との業務提携を通じた海外販路開拓支援
　　  　平成29年7月に地域産品の海外販路開拓を目的とした海外向けインターネット販売サイト（エブリシング フロ

ム ジェーピー）の事業プロデュースを行うJR西日本と、地域産品
の販路開拓プロジェクトに関する協定を締結しました。このサイト
では運営側が言語対応や海外発送を行うため、出品者は少ない負担
で海外向けビジネスにチャレンジすることが可能となっており、こ
のサイトへの出品提案を通じてお取引先の海外販路開拓を支援して
います。
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徳島銀行

■ 本業支援　ものづくり補助金の活用
　国産・県産材を使用したぬくもりのある家具を製造するお客さまの「高付加価値製
品の増産」という課題を解決するために、ものづくり補助金を活用した最新の製造設
備導入等を提案し、事業計画策定・補助金申請等の支援により、お客さまは最新の塗
装設備を導入しました。

■ 本業支援　シンジケートローンの組成
　当行と商工組合中央金庫がアレンジャーを務め、四国銀行と徳島信用金庫が参加し
た協調融資であるシンジケートローンを組成しました。これは徳島県内唯一の民間に
よる管理型産業廃棄物の最終処分場を運営するお客さまが、最終処分場の容量拡張工
事に充当する資金です。このお客さまは環境面に配慮した設備を整え、地元の信頼は
厚く県内で発生する産業廃棄物の70％を受け入れ、地域経済を支えています。

■ 本業支援　沖縄大交易会
　日本産品のアジア圏における販路開拓を目的とした、日本最大規模の国際商談会

「沖縄大交易会2019」に徳島県及びとくしまブランド推進機構と連携して参加しま
した。お客さまの海外展開を支援するために徳島県と連名でプロモーションブースを
設営し、徳島県産品を積極的にPRしました。

大正銀行

■ 担保・保証に過度に依存しない融資への取組み
　経営者保証に関するガイドラインに基づき、担保・保証に過度に依存しない融資に対応しています。また、特許庁
による「知財ビジネス評価書作成支援事業」を活用し、取引先の保有する特許権等の「知的財産」を評価し、その価
値を踏まえて取組む「知財融資」も行っています。

徳島大正銀行

中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み

ものづくり補助金

沖縄大交易会

シンジケート

　⃝海外銀行との連携
　　  　メキシコのグアナファト州政府、ヌエボ・レオン州政府及び同国金融機関のバナメックスが、それぞれ㈱国際

協力銀行（JBIC）と締結した「中堅･中小企業の現地進出支援にかかる覚書」に参加し、両州政府及びバナメッ
クスと提携関係を結んでいます。その他、同様のスキームで、メキシコのアグアスカリエンテス州政府及び同国
ハリスコ州政府、バンクネガラインドネシア（インドネシア）、インドステイト銀行（インド）、メトロポリタン
銀行（フィリピン）、ベトコム銀行（ベトナム）と連携・協力体制を構築しており、お取引先が、メキシコ、 
インドネシア、インド、フィリピン及びベトナムに進出する際のきめ細やかなサポートが可能となっています。

　⃝海外展開一貫支援ファストパス制度への参加
　　  　平成26年2月に「海外展開一貫支援ファストパス制度」へ参加しました。本制度は、外務省（在外公館を含む）、

(独)日本貿易振興機構（JETRO）など海外展開に知見がある機関に対して、海外進出を目指すお取引先を金融機関
が紹介する制度であり、積極的にお取引先の海外進出を支援しています。

　⃝海外進出サポート体制の強化
　　  　平成27年6月に企業のディスクロージャー・IR支援の専門会社である㈱プロネクサスと、お取引先の海外進出

支援を目的とした業務提携契約を締結しました。
　　  　平成27年6月にジェイ・ウィル・グループの㈱ジェイ・ウィル・インターナショナル及びJ-Will International

（Thailand）Co.,Ltd.と、お取引先の海外進出支援に関する業務提携契約を締結しました。
　　  　また、同時期に㈱日本政策金融公庫と「スタンドバイ・クレジット制度」に係る基本契約を締結しました。本制

度は、㈱日本政策金融公庫が業務提携する海外金融機関（インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、フィリピン、
ベトナム、マレーシア、メキシコ及び台湾）に対して債務保証のための信用状を発行し、お取引先の現地通貨建
て資金調達の円滑化をサポートする制度で、お取引先の海外ビジネスをサポートする体制を強化しています。
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■ 外国人技能実習生受入れ支援
　外部連携先である医療介護環境協同組合の協力のもと、介護分野の外国人技能実習
生受入れを目的として、令和元年11月にミャンマー連邦共和国を訪問しました。同
国ヤンゴン市で、介護固有要件である日本語能力試験N4の合格者を中心に面接会を
実施し、早期に受入れが見込める外国人技能実習生の確保につながりました。

■ ビジネスマッチング等を活用した支援
　東京都のお取引先から海外で日本の鮮魚を販売している企業の紹介を受け、瀬戸内
のブランド魚を取扱っているお客さまをマッチングしました。現在、ご紹介した2社
によりオリーブハマチと鳴門鯛がタイに出荷され、現地で日本産の高級魚として、富
裕層向けに販売されています。

■ 採用活動支援
　お客さまの人材確保に関する課題解決支援として、異業種交流組織「香川ニュービ
ジネスクラブ」を活用し、令和元年9月に「社長とランチで話そう会」を開催しまし
た。経営者と学生が直接意見交換する機会を創出し、地元企業の魅力PRや採用にお
けるギャップ解消を目的とするもので、企業15社、学生40名の参加がありました。

香川銀行

【 経営改善・事業再生・業種転換等への支援 】

徳島大正銀行

　合併後も徳島大正銀行として以下の取組みを継続しています。

徳島銀行

■ 外部機関等との連携による事業承継、事業再生の支援、提案
　営業店と本部専門部署が一体となり、また外部機関等との連携により、お取引先のご融資に関する相談、経営改善
計画書策定支援等の経営相談とともに、事業再生や業種転換等抜本的な経営改善に向けたコンサルティング機能の発
揮に積極的に取組んでいます。

大正銀行

■ 経営改善・事業再生・業種転換や事業承継への支援
　⃝経営改善支援体制の充実

　地域の中小企業の事業再生や新たな事業の創出その他の地域経済の発展に貢献
するため、㈱地域経済活性化支援機構（REVIC）や中小企業再生支援協議会、大
阪府経営改善支援センターと連携して支援体制を整えています。平成31年度の
経営改善計画策定支援先数は75先、新規の信用供与先数は8先となっています。

　⃝事業承継・M&Aへの取組み
　事業承継問題の解決に向けて事業承継専門の担当者を配置しているほか、(税)山田＆パートナーズ、㈱トランビと
業務提携を活用しながら、事業承継・M＆A支援に取組んでいます。

社長とランチで話そう会

ミャンマーでの面接会

オリーブハマチ



14 Disclosure 2019.9

■ 経営改善や事業再生、業種転換や事業承継への支援
　⃝経営改善支援体制の充実

　本部に経営改善担当者を配置し、本部・営業店一体となった経営改善・事業再生の支援体制を強化していま
す。特に、中小企業再生支援協議会、㈱地域経済活性化支援機構（REVIC）、よろず支援拠点等の外部機関との
連携を強化し、お客さまの事業再生や経営課題の解決に向けたご支援を積極的に行っています。
　また、営業店担当者に対し外部専門家による行内研修等を継続的に実施し、事業性評価やABLを活用した目利
き力向上等の専門的知識の向上を図っています。

　⃝事業性評価への取組み
　定量的な財務内容だけではなく、お客さまとの対話を通じて、業界環境、事業
内容、お取扱商品（技術・サービス等）の強み・弱みを的確に把握・分析し、最
適なソリューションを提供する「事業性評価」に積極的に取組んでいます。
　外部専門家による、事業性評価に必要な仮説思考を疑似体験できるビジネス
ゲーム型の研修や、グループワークで仮説を立てながら、実際にお客さまが抱え
る課題に対してソリューションの提供を行うまでの実践的な研修等を実施し、事
業性評価に強い人材育成に努めています。

　⃝事業承継・M＆Aへの取組み
　後継者不在のお取引先が増えており、地域の雇用維持の観点から事業の継続支援とあわせて、事業規模の大小
に関わらず積極的にM＆A支援を行っています。
　具体的には、香川県内のお客さまが金属加工業を営む企業を買収し、今までの事業と全く異なる新分野へ進出
を行いました。買い手にとっては、事業の多角化となり、売り手にとっては事業を承継でき、地域の雇用維持に
もつながる取組みとなりました。

中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み

地域の活性化に関する取組状況
グループ共同施策

■ 「株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション」、「せとうち観光活性化ファンド」への出資
　瀬戸内地域の観光産業活性化に向け、事業会社27社、当社グループを含む金融機関19社の出資により設立された

「㈱瀬戸内ブランドコーポレーション」の取組みに関連し、瀬戸内地域の地方銀行7行、㈱日本政策投資銀行（DBJ）、
ジェイ・ウィル・グループ傘下の㈱ジェイ・ウィル・アドバンス及び㈱海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）
が組成した「せとうち観光活性化ファンド」へ出資を行いました。
　本出資は、当社グループが推進する「地方創生」への取組みの一環として実施したものであり、本ファンドを通じ
て、瀬戸内地域が国内外の多くの人から選ばれる地域となるために、観光関連事業者等に対して、資本性資金を中心
とした資金支援を行ってまいります。

研修の様子

■ 官民一体型中小企業再生ファンドの取組み
　香川県内の中小企業再生支援と地域経済活性化や雇用維持の取組みの一環として、主に香川県内の中小企業再生を
支援する「官民一体型中小企業再生ファンド」第2号となる「かがわ活性化ファンド投資事業有限責任組合」の組成
に参画しています。
　当行では、無限責任組合員である㈱四国リバイタルに人員を派遣し、地域企業のサポートを行っています。

香川銀行

地域の経済活力や
雇用について大きな
役割を果たす県内
中小企業等

中長期的な株式
又は債権の保有
継続的な
経営支援

連携 債権買取

㈱リサ・パートナーズ
連結子会社

か が わ 活 性 化 フ ァ ン ド
投資事業有限責任組合

㈱四国リバイタル
（香川県高松市）

(独)中小企業基盤
整備機構

香川県信用
保証協会

香川県中小企業
再生支援協議会

中小企業

中小企業

中小企業 相談

連携 債権買取
連携 連携

連携再生計画策定支援

総額：20億円

無限責任組合員 有限責任組合員

香川銀行 地域金融機関

香川県信用保証協会 地域金融機関

連携
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出資出資 出資LP出資
（既存出資）

LP出資
（既存出資）

GP出資

投融資

ファンド運営での連携

出向・代表者派遣
業務委託

地元企業
域外企業
・・・

瀬戸内７県に事業基盤を有する観光関連事業者

投融資先 投融資先 投融資先 投融資先 投融資先

クールジャパン
機構

当社グループ
徳島大正銀行
香川銀行

㈱ジェイ・ウィル・アドバンス

㈱瀬戸内ブランド
コーポレーション

LP出資

せとうち観光活性化投資事業有限責任組合
（せとうち観光活性化ファンド）

㈱せとうち観光
パートナーズ

瀬戸内7行、DBJ
（既存出資行）

■ せとうち観光活性化ファンド体制図

徳島大正銀行

徳島銀行

■ 公益財団法人とくぎん生涯学習振興財団による活動
　当財団は地域社会における意識啓発及び生き甲斐と健康づくりの推進等、地域住民
の生涯学習活動を支援しています。財団活動の一環として㈿徳島総合流通センターと
徳島文理大学との共催で、日本音楽界最高の登竜門「日本音楽コンクール」に入賞さ
れた才能豊かな若手音楽家の演奏会「第29回リオデ徳島音楽祭」を開催しました。

■ 森づくりで広がる協働の輪in上勝FAB
　徳島県上勝町で「協働の森へ行こう」を合い言葉に、とくしま協働の森づくり事業
に賛同した企業や団体が交流行事を通じて親睦を深めるイベントを、ホスト企業とし
て開催しました。総勢約150名が参加して、植樹や間伐などの森づくり活動や次世
代を担う子供たちも参加した木工クラフト教室やじゃんけん大会が賑やかに行われま
した。

■ 地域活性化イベントとの連携
　徳島のアニメイベント「マチ★アソビ」を応援する目的で、徳島大正銀行カレン
ダー「New type×マチ★アソビANIME AWARD CALENDAR2020」を作成しま
した。

大正銀行

■ 地方創生への取組み
　河内長野市、（一社）移住・住みかえ支援機構（JTI）と連携したセミナーを継続し
て開催しています。JTIからは「マイホーム借上げ制度」、当行からはご自宅活用型
ローン「ゆったり老後（JTIと連携した商品）」、河内長野市からは市の住宅施策の紹
介を行いました。
　また、これまでの空き家対策で得たノウハウを活かし、不動産関係者や建築関係
者、弁護士・司法書士などの専門家によって立ち上げられた、（一社）さかい空き家
バンクの協賛社員として、同バンクと連携しながら堺市における空き家対策を推進
しました。

リオデ徳島音楽祭

上勝FAB

移住・住みかえセミナー

2020アニメカレンダー
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■ 地域振興に向けた取組み
　瀬戸内海の島々を舞台に3年に1度開催される瀬戸内国際芸術祭に、観光振興・地
域経済活性化のため企業サポーターとして積極的に参加しています。平成31年4月の
開催に合せて、役員及び全店の支店長や渉外行員らが芸術祭のデザイン入りの名刺を
配布して、県内外で開催をアピールしました。また、春・夏・秋の3会期合計で250
名余りの役職員がボランティアとして作品の受付をお手伝いしました。

■ SDGs私募債の取扱開始
　国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs（Sustainable Development Goals））
の趣旨に賛同し、目標達成に貢献意欲のあるお客さま企業のニーズに応えるため、「か
がわSDGs私募債」の取扱いを開始しました。
　本商品は、発行するお客さまから受取る手数料の一部を活用することで、お客さまが
指定した学校・特定公益増進法人・地方公共団体に対して書籍・物品等を寄贈するもの
で、お客さまの資金調達とSDGsに対する活動を同時に支援する内容となっています。

■ 女子ハンドボール部の活動
　「香川銀行チームハンド」は四国唯一の実業団チームとして、各種全国大会に出場
しており、令和元年8月に開催されたジャパンオープンハンドボールトーナメントで
は、13連覇を達成しました。
　また、小・中学校を対象とした「香川銀行杯」やハンドボール教室を開催し、競技
の普及・技術向上支援や地域との交流を積極的に行っています。

■ 新本店ビルグランドオープン
　令和元年11月18日、新本店ビルがグランドオープンしました。
　新本店は、大きく明るく開放的な構えとし、建物内には香川県の企業の製品や県産
材、伝統工芸品を配して、来行された方々へのおもてなしと香川県のPRに努めてい
ます。また、旧本店ビルの部材を積極的に再利用し、記憶の伝承として再生していま
す。
　本店営業部は、ロビーや相談スペースの充実、全自動貸金庫の設置等、お客さまが
ゆったりと落ち着いた雰囲気のなかで相談できる環境や利便性の向上を図りました。
　延べ床面積は、旧本店ビルの約1.8倍となり、分散していた部署を一部集約するこ
とで、効率的な業務運営とお客さまへのサービス向上を図っています。
　省エネルギー対策としては、自然採光、自然換気、太陽光発電等を積極的に活用し
ています。また、南海トラフ地震等の危機発生時を想定し、柱頭免震構造を採用する
とともに、非常用発電機や緊急対策室を設置し、地域金融インフラとして業務継続性
の確保を図っています。

香川銀行

SDGs私募債贈呈式

瀬戸内国際芸術祭ボランティア

中小企業の経営の改善及び地域活性化のための取組み

女子ハンドボール部

新本店ビル

本店営業部

壁面装飾に庵治石を使用した
本部エントランス
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コーポレートデータ（トモニホールディングス）

氏名又は名称 住所 所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を除く。）の総
数に対する所有株式数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海1丁目8－11 10,431 6.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町2丁目11番3号 6,326 3.91

トモニホールディングス従業員持株会 香川県高松市亀井町7番地1 5,538 3.42

日亜化学工業株式会社 徳島県阿南市上中町岡491－100 4,938 3.05

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）

PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD 
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US

（東京都新宿区新宿6丁目27番30号）
3,274 2.02

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 東京都中央区晴海1丁目8－11 3,066 1.89

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 東京都中央区晴海1丁目8－11 3,026 1.87

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 2,700 1.66

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番1号 2,643 1.63

日本ハム株式会社 大阪府北区梅田2丁目4－9 2,556 1.58

計 ――――― 44,501 27.52

■大株主の状況 （令和元年9月30日現在）

株式会社徳島大正銀行
■大株主の状況 （令和2年1月1日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

トモニホールディングス株式会社 香川県高松市亀井町7番地1 77,161 100.00

計 ――――― 77,161 100.00

※令和2年1月1日付で、㈱徳島銀行と㈱大正銀行が合併し、㈱徳島大正銀行となりました。

株式会社香川銀行
■大株主の状況 （令和2年1月1日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

トモニホールディングス株式会社 香川県高松市亀井町7番地1 75,688 100.00

計 ――――― 75,688 100.00

■資本金の状況（令和元年9月30日現在）

資本金　25,000百万円

■株式の総数等（令和元年9月30日現在）

株式数
　発行可能株式総数 普通株式 476,000,000株
　発行済株式総数 普通株式 163,728,911株
株主数 普通株式 10,018名
上場金融商品取引所 東京証券取引所（市場第一部）

■沿革
平成21年 1月 株式会社徳島銀行（以下「徳島銀行」という。）と株式会社香川銀行（以下、総称して「両行」という。）が「経営統合に関する覚書」を締結
平成21年 9月 両行間で「経営統合に関する最終契約書」を締結するとともに、共同で「株式移転計画書」を作成
平成21年11月 両行の臨時株主総会において、共同株式移転の方式により当社を設立し、経営統合を行うことについて承認可決
平成22年 4月 当社設立、東京証券取引所市場第一部に上場
平成23年 4月 株式会社香川銀リースが株式会社香川銀キャピタルを吸収合併しトモニリース株式会社に名称変更
 トモニカード株式会社が株式会社香川銀カードを吸収合併
平成25年 4月 トモニシステムサービス株式会社を設立
平成27年 4月  当社、株式会社大正銀行（以下「大正銀行」という。）及び大正銀行を持分法適用関連会社としている株式会社三菱東京UFJ銀行（現　株

式会社三菱UFJ銀行）は、当社を株式交換完全親会社とし、大正銀行を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）
による経営統合について「基本合意書」を締結

平成27年 9月 当社と大正銀行が株式交換契約を締結するとともに、株式会社三菱東京UFJ銀行（現　株式会社三菱UFJ銀行）を含む3社で統合契約を締結
平成28年 4月 当社と大正銀行との本株式交換の実施
平成28年10月 トモニシステムサービス株式会社が香川銀コンピューターサービス株式会社を吸収合併
平成30年 8月  関係当局の認可等の取得を前提として、令和2年1月1日に当社の完全子会社である徳島銀行及び大正銀行の合併を行うことを取締役会

で決議し、2行間で「合併基本合意書」を締結
令和元年 9月 徳島銀行と大正銀行の2行間で「合併契約」を締結
令和 2年 1月 徳島銀行と大正銀行が合併し、株式会社徳島大正銀行が発足



発行／令和2年1月

本資料は銀行法第21条及び第52条の29に基づいて作成したディスクロー
ジャー誌です。
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手して
いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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