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資本金 497億円
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預金 4兆2,388億円

貸出金 3兆1,696億円

自己資本比率
（国内基準）

単体11.52％
連結11.55％

格付 A－（S&Pグローバル・レーティング）
A＋（株式会社日本格付研究所）
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当行のプロフィール

千葉みなと本部
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　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、「2016京葉銀行中間レポート」を作成いたしましたので、ご案内申し上げます。
ご高覧のうえ当行に対するご理解を深めていただければ幸いに存じます。

　平成28年度上期のわが国経済は、新興国経済の減速の影響などから輸出・生産面を中
心に鈍さがみられたものの、雇用・所得環境の改善を背景に、個人消費は底堅く推移し、緩
やかな回復基調が続きました。一方で、日本銀行のマイナス金利政策の導入により、市場金
利はかつてない低い水準で推移し、金融機関にとっては厳しい状況が続いております。

　こうした中、当行が現在取り組んでいる第17次中期経営計画「α ACTION PLAN 
2018」は、少子高齢化やフィンテックの進展など、経営環境の大きな変化に対応しつつ、地
域社会とともに成長、発展を遂げていくための行動を定めたものです。計画期間の折り返
し点を経過しましたが、引き続き経営課題にしっかりと取り組み、地域活性化への主導的
役割を果たしてまいります。

　具体的には、法人部門では、事業内容や成長可能性等を適切に把握した事業性評価に基
づく資金供給に努めていくほか、事業承継や次世代経営者の育成等、地域企業の課題解決
に向けたサポート体制を強化してまいります。
　個人部門では、住宅の購入や資産形成、相続など、ライフステージに応じたお客さま目
線のコンサルティングを一層充実させるとともに、ITを戦略的に活用し、対面、非対面を問
わず、安全で利便性の高い金融サービスを提供できるよう、態勢を整備してまいります。

　これからも、役職員一同さらなる努力を重ねてまいりますので、変わらぬご支援を賜り
ますよう、心よりお願い申し上げます。
 平成28年12月

ごあいさつ

取 締 役 会 長 取 締 役 頭 取



　平成28年9月期の業績につきましては、預金および貸出金の残高は順調に増加しました。
　また、収益面では、経常利益は101億74百万円、中間純利益は66億99百万円となりました。

　給与振込や年金振込の取引拡大による個人預金
の増加のほか、法人預金も残高を伸ばしており、前
年同期比1,430億円増加し、4兆2,388億円（年間増
加率3.4％）となりました。

　住宅ローンを中心とする個人向けや、中小企業向
けの貸出推進に積極的に取り組んだ結果、前年同期
比1,547億円増加し、3兆1,696億円（年間増加率
5.1％）となりました。

預金残高

貸出金残高

4兆2,388億円
（年間増加率3.4%）

3兆1,696億円
（年間増加率5.1%）

業績推移（単体情報）
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経常利益・中間純利益

　経常利益は前年同期比15億４百万円減少し、101
億74百万円、中間純利益は前年同期比12億50百万
円減少し、66億99百万円となりました。

自己資本比率

　自己資本比率は、前年同期比０.03ポイント低下
し、11.52％となりました。なお、平成28年５月に自己
株式300万株（12億69百万円）を取得しております。

不良債権比率（金融再生法基準）

　お客さまの経営課題に対して経営改善支援等のコン
サルティング機能の発揮に努めた結果、金融再生法基準
の不良債権比率は前年同期比0.14ポイント改善し、
1.37%となりました。

※  不良債権比率は、数値が小さいほど健全性が高いことを示し
ています。
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年金受取指定先数

給与振込指定先数

個人預金残高

　年金受取指定先数および給与振込指定先数が順
調に増加したこと等により、個人預金残高は前年同
期比732億円増加し、3兆2,951億円（年間増加率
2.2%）となりました。

　社会保険労務士による個別年金相談会や年金セミ
ナーを開催し、複雑な年金制度の説明や年金請求書作成
等のサービスなどが、ご好評いただいています。年金受
取指定先数は年間で3,741先増加（年間増加率1.7%）し
ました。

　住宅ローン等をご利用のお客さまを中心に給与振込
のご指定をいただいています。また、若年層の方々に向
けた、給与振込のキャンペーンも実施しています。給与
振込指定先数は年間で3,525先増加（年間増加率1.4%）
しました。

3兆2,951億円

22万先

24万先

業績推移（単体情報）

（億円）

31,000

33,000

32,000

30,000

0
H26/9 H27/9

31,15231,152

H28/9

32,219
32,951

（先）

0

230,000

220,000

210,000

H26/9

211,461

H27/9

217,628

H28/9

221,369

（先）

0

240,000

235,000

230,000

225,000

H26/9

233,725

H27/9

236,507

H28/9

240,032

5



住宅ローン残高

　お客さまの住宅資金ニーズに積極的にお応えした結
果、住宅ローン残高は前年同期比601億円増加し、1兆
2,940億円（年間増加率4.8%）となりました。

その他ローン（※）残高

　お客さまのニーズに応じた幅広い商品ラインナップ
を取り揃えたほか、お申込みチャネルの利便性を高めた
結果、その他ローン残高は前年同期比50億円増加し、
397億円（年間増加率14.5％）となりました。

※住宅ローンを除く消費者ローン

中小企業向け貸出金残高

　成長分野を中心に中小企業のお客さまへの貸出
に積極的に取り組んだ結果、中小企業向け貸出金
残高は前年同期比545億円増加し、1兆1,706億円

（年間増加率4.8%）となりました。
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地域密着型金融への取り組み
第17次中期経営計画

    ACTION PLAN 2018
  〜持続的成長へ向けた「変革と実行」〜

3つの経営課題

1 2 3

※当期純利益、OHRについては平成28年5月11日に目標の見直しを行っています。

当期純利益 自己資本比率 OHR 預金残高 貸出金残高
140億円 12%程度 65%程度 4.4兆円程度 3.4兆円程度

（平成30年3月期）計数目標

目 指 す 銀 行 像
お客さまに信頼と利便性、高い満足度を提供する
魅力のある、活力あふれる銀行

期 　 　 　 　 間 3年間（平成２７年度～平成２９年度）

地域活性化への
積極的な貢献

将来を見据えた
経営基盤の構築

経営管理態勢の
高度化

7



ライフステージ

創業
新規事業

相続
事業承継

成長
事業拡大

経営改善
事業再生

地 域 密 着 型 金 融 に 関 す る 態 勢 整 備

　当行は、金融仲介機能を一層発揮し、地域経済の発展に貢献することが地域金融機関としての重要な使命
であると考えています。平成27年4月よりスタートした『第17次中期経営計画』においても、経営課題の1つに

「地域活性化への積極的な貢献」を掲げ、販路拡大や海外進出、成長分野へのサポート体制の充実を図るととも
に、創業・新規事業支援や経営改善支援、事業承継支援など、企業のライフステージに応じた最適なソリュー
ションを提供し、地域産業や企業の生産性向上に貢献してまいります。

創業・新規事業支援

情報・連携活用

○千葉県・各市町村
○大学等　
○政府系金融機関

○ビジネスマッチング支援　
○商談会開催

成長・事業拡大支援

情報・連携活用
○海外金融機関、JETRO、日本貿易保険
○地域経済活性化支援機構（REVIC）
○損害保険会社・民間コンサルティング会社
○クールジャパン機構

○ 海外展開、医療・介護、農業、環境・ 
エネルギー分野等の支援 

○ 担保・保証に過度に依存しない融資や 
ABL等の活用

相続・事業承継支援

情報・連携活用
○M&A仲介業者
○三菱UFJ信託銀行
○千葉県事業引継ぎ支援センター
○事業承継センター

○事業承継セミナーの実施・後継者塾の開催
○相続・遺言ミニセミナーの開催
○相続関連業務の取り扱い（信託代理店業務）

経営改善・事業再生・業種転換支援

情報・連携活用
○認定支援機関
○千葉県中小企業再生支援協議会
○千葉中小企業再生ファンド
○千葉産業復興機構 

○ 経営改善計画書作成のアドバイス・ 
フォローアップ

○外部専門家・外部機関との連携
○抜本的な企業再生への取り組み

地域密着型金融を推進するための態勢整備
地域密着型金融の基本的な考え方
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地域密着型金融への取り組み

　地域活性化の一環として、お客さまの「医療・介護」「海外販路拡大・海外進出」「農業」などの成長分野の事
業支援を行うために、専門担当者を配置し、金融面でのサポートや各種情報提供など、きめ細かな支援を行っ
ています。

成長・事業拡大支援

　事業の内容や特性を把握するための実査・面談など、地域
金融機関ならではのリレーションシップを生かし、お取引先
の皆さまの創業・新規事業に向けての資金提供がスムーズに
できるように努めています。また、融資以外の面からも、経営
革新等支援機関として「創業補助金」「経営革新計画」「ものづくり
補助金」等の申請支援などの取り組みを行っています。

創業・新規事業支援

◆平成28年度上期 ものづくり補助金サポート実績

件数
42件

　少子高齢化の進展により、成長が見込まれ
る医療・介護事業者の皆さまに、専門家のご紹
介、介護事業分野への進出相談や新たな設備
等に関する融資など、さまざまなご相談に対
応しています。

医療・介護分野
◆平成28年度上期 医療・介護関連融資実績

件数 金額
282件 16,992百万円

お取引先企業へのコンサルティング機能の発揮

　外部機関と連携して、海外企業との取引開始や販路拡大等の
情報を提供しています。ASEAN企業とのビジネスチャンスを提供
するための商談会の開催や海外の最新情勢等についての情報を
提供するセミナーを開催しています。

海外分野

◆平成28年度上期 海外進出等に関する相談受付件数

件数
40件

台湾進出・最新事情セミナーの様子
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　太陽光発電事業を検討しているお客さまへ
の助言やビジネスマッチングなどのサポート
のほか、公的機関の施策、補助金等の情報提供
やご相談に対応しています。

環境分野
◆平成28年度上期 環境分野向け融資実績

件数 金額
83件 5,739百万円

　当行の中小企業診断士等の専門スタッフが、外部専門家・外部機関と連携しお取引先と面談を重ね、経営改
善支援や事業再生支援に積極的に取り組んでいます。特に認定支援機関との連携による支援件数は、制度開始
の平成25年度から累計で164件にのぼります。

経営改善・事業再生支援

◆平成28年度上期 外部専門家等の連携状況

外部専門家・外部機関との連携 うち認定支援機関 うち中小企業再生支援協議会

件数 件数 件数
15件 13件 1件

◆平成28年度上期 経営改善・事業再生支援状況

経営改善の取り組み先 うち債務者区分ランクアップ先 ランクアップ率

先数 先数 比率
632先 120先 18.9%

DDS（デット･デット･スワップ）の実施

件数
2件

◆平成28年度上期 新たな手法による事業再生支援状況

　農業経営アドバイザーの資格を有するスタッフが、お客さまの
販路拡大や資金調達、6次産業化などの支援を行っています。平成
28年7月に開催した「地方創生“食の魅力”発見商談会2016」には
お取引先7社とともに参加し、千葉県の特産品などをPRしました。

農業分野

◆平成28年度上期 農業分野向け融資実績

件数 金額
50件 1,555百万円

地方創生“食の魅力”発見商談会2016の様子
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地域密着型金融への取り組み

　民間コンサルティング会社やM&A仲介業者とも連携し、 
自社株式評価・相続資産評価、保険の活用や遺言信託、M&A、
不動産承継対策など、具体的な問題解決策への提案を行って
います。

事業承継支援

◆平成28年度上期 M&Aに関する相談受付実績

相談件数
15件

　後継者の育成を通じて地元企業の円滑な事業承継をサポートし、10年後、20年後の成長に貢献する
ため、平成28年10月より「アルファバンクの後継者塾」をスタートさせました。

アルファバンクの後継者塾

お取引先の悩み

経営全体を体系的に学び直すチャンス！

❶   経営者の自覚・リーダーシップを身に付ける
❷ 実行力や実践力を磨く
❸ 生涯相談し合える「友」をつくる

塾の
目的

❶   「理論」と「実践」で実務に必要な知識・ノウハウを学ぶ
❷   主体的に「考え」「手を動かし」「対話する」グループディスカッ

ションとケーススタディ分析
❸   塾生同志のコミュニケーションを重視したネットワークづくり

3つの
特徴

後継者塾の様子
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　当行は、お取引先の皆さまの事業内容や成長可能性などを
捉えた「事業性評価」に基づき、担保・保証に過度に依存しな
い融資に積極的に取り組んでいます。

事業性評価への取り組み

　ＡＢＬは、お取引先の事業活動を形成する「在庫」や「売掛金」、「機械設備」等の資産価値に着目した融資手法
で、企業の資金調達の多様化が図れるなどのメリットがあります。
　当行では、工作機械・建設機械等の個別動産に関するノウハウのある昭和リース株式会社と業務提携する
など、ＡＢＬに取り組んでいます。

ＡＢＬ（動産担保融資）の取り組み強化

※「経営者保証に関するガイドライン」とは？

　「経営者保証に関するガイドライン※」の趣旨を踏まえ、経営者の保証に依存しない融資を一層促進するとと
もに、既存の融資についても「経営者保証に関するガイドライン」で示された保証契約のあり方に基づく適切
な対応に努めています。

経営者保証ガイドラインへの対応

◆平成28年度上期 取り組み実績

新規に無保証で融資した件数 新規融資に占める経営者保証に
依存しない融資の割合 保証契約を変更・解除した件数

件数 比率 件数
1,022件 11.21% 33件

　中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証について、保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履行を
求める際における、中小企業・小規模事業者等、保証人、金融機関等の自主的なルールを定めたものです。
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地域密着型金融への取り組み
地域の面的再生への積極的な参画

観光によるまちおこし
　地域経済活性化支援機構（REVIC）や佐原信用金庫等との
連携により設立した「千葉・江戸優り佐原観光活性化ファン
ド」を活用し、千葉県香取市を中心に観光産業の活性化による

「観光まちづくりモデル」の構築を目指しています。

現在進行中の事業概要
○  観光施設の整備
○香取市内に点在する古民家の利活用

医療・介護によるまちづくり
　浦安市、浦安中央病院、ミサワホームと病院移転計画に関す
る4者協定を締結し、浦安市が目指す「地域包括ケアシステ
ム」の構築に向けた支援を行っています。

地方創生の3本柱
　「観光によるまちおこし」「医療・介護によるまちづくり」「インバウンドによる地域活性化」を3大テーマ
として、市町村、事業者と協働して地方創生に積極的に貢献しています。

当行
地方創生の
3本柱 観光によるまちおこし

医療・介護によるまちづくり

インバウンドによる地域活性化
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5月セミナー
「日本経済のゆくえ
～どうなる日本と中小企業！？～」

（講師）慶應義塾大学大学院 教授
岸 博幸（きし ひろゆき）氏

8月セミナー
「自然と地域が共生する、見せる五感経営
～100年先の企業づくり～」

（講師）石坂産業株式会社　代表取締役
石坂 典子（いしざか のりこ）氏

αBANKビジネスクラブの運営
　年次大会記念講演会や交流会を開催し、会員の皆さま相互のビジネス交流に取り組んでいます。また、毎月
のセミナーでは著名な講師を招き、会員の皆さまの経営管理や人材育成のお手伝いをしています。

インバウンドによる地域活性化
　外国人観光客の誘致や海外進出企業に対するサポート体制
の充実を目的に、官民ファンドである「株式会社海外需要開拓
支援機構（クールジャパン機構）」への出資を行いました。当行
と千葉県、同機構との連携を強化し、投資案件の発掘により地
域経済の活性化に貢献していきます。

地方公共団体との連携協定
　当行と県内市町村との間で地方創生の実現に向けた連携協定を締結し、総合戦略の実行支援や交付金の採
択支援など地方創生に係る取り組みを推進しています。
　平成28年11月末までに、20市町村との間で地方創生に係る連携協定を締結しています。

香取市、浦安市、柏市、館山市、市川市、いすみ市、白井市、茂原市、勝浦市、南房総市、銚子市、鴨川市、匝瑳市、富津市、
鋸南町、旭市、御宿町、君津市、流山市、東金市

◆連携協定

T O P I C S

ご利用可能な取引 海外の金融機関で発行されたキャッシュカードやクレジットカードによる、日本円
の引き出し等

画面表示言語 日本語、英語、中国語

　千葉県を訪れる外国人観光客の利便性向上による観光の活性化を目的に、海外で発行された
キャッシュカードやクレジットカードに対応したＡＴＭを平成29年1月から導入する予定です。

海外発行カード対応ATM
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地域密着型金融への取り組み

T O P I C S

新社会人

結婚・出産

お子さまの
進学

新社会人

結婚・出産

マイホーム
購入

マイホーム
購入

お子さまの
進学

お客さまのライフステージやライフイベントによって異なる様々なニーズ
にお応えできるよう、商品やサービスを提供しています。

お客さまの多様なニーズにお応えするため、4つの
うれしい無料サービスを住宅ローンにセットしま
した。
※お申し込みに際しては、当行所定の審査がございます。

住宅ローン

①ローン保証料が無料（※1）
②インターネット・ATMからの一部繰上返済手数料が無料
③「がん保障付き」団体信用生命保険のご加入が無料（※2）
④「日常生活賠償責任保険付き」くらしの安心パッケージが無料

毎月5千円から、投資信託を自動的にご購入いただける
サービスです。時間分散によりリスクを軽減できるほか、
NISAを活用した資産形成にも最適です。
※投資信託は預金ではありません。また、当行が元本を保証するものではあ

りません。

投信積立サービス「つみっと」

専門スタッフがお客さまのライフイベントに応じたマネープランの
見直しのひとつとして生命保険の見直しをご提案しています。ご相談
は、千葉・船橋・柏の各ローンプラザで承っています。（予約制となって
おりますので、お近くの営業店までお気軽にご連絡ください）

生命保険の見直し

※1 原則として保証会社を利用しない住宅ローンです。（原則、配偶者の方を連帯保証人とさせていただきます）
※2 保険のご加入、また保険金のお支払いには諸条件がございます。

生命保険見直しのお客さまへ図書カードプレゼント
住宅ローンを新規でご契約いただいたお客さま限定で、当行の保険専任担当者によ
る生命保険の見直し相談「αバンクの保険見直し」をご利用いただくと、先着１，０００名
さまに１，０００円相当分の「図書カード」をプレゼントしています。

相談場所
千葉・柏・船橋の各ローンプラザ

「ためる」「ふやす」「受け取る」「支払う」「かり
る」がひとつになったくらしのメイン口座で
す。通帳は、千葉県のマスコットキャラクター

「チーバくん」を取り入れたデザインです。

スーパー総合口座

ライフステージに応じた商品・サービスのご案内
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相続

退職

セカンド
ライフ

資産形成

相続

退職

セカンド
ライフ

資産形成

※くわしくはお近くの営業店、もしくはホームページにてご確認いただけます。

セカンドライフの設計にお役立ていただくため
に、社会保険労務士による個別年金相談会を開催
し、幅広い質問やニーズにお応えしています。休
日の年金相談会や、平日の仕事帰りにご参加いた
だけるよう、イブニング年金相談会もご用意して
います。

年金相談会

「資産運用」「医療・がん」「NISA」「相続・遺言」など
をテーマに、営業店のセミナールームなどを利用
したミニセミナーを開催し、最新の有益な情報を
お客さまへ提供しています。

ミニセミナー

“もっと気軽に相続の話ができる環境が欲しい”という声にお応えし、相続に関
する悩みや心配事を何でも相談できる「相続相談窓口」を設置しています。

（設置店舗は、一定期間ごとに移動します）

お使い道が自由の大型フリーローンです。充実したセカンドライフやご家族の援助などの
様々なニーズでご利用いただけます。
※お申し込みに際しては、当行所定の審査がございます。

ホームフリーローン

相続相談窓口

セミナー・年金相談会・相続相談への
お申し込み・お問い合わせは、最寄りの営業店もしくは、
ダイレクトサービスセンターまでお気軽にご連絡ください。

ダイレクトサービスセンター　0120-46-0852
受付時間：月～金 9：00～17：00（祝日および12月31日～1月3日は除きます）
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IT・フィンテックへの取り組み

　フィンテックの進展など時代の変化を捉えたビジネ
スモデルを構築するため、ITを戦略的に活用すること
で、“いつでも、どこでも”お客さまのニーズに最適な
サービスの提供に努めています。
　この取り組みの一環として、印鑑レスや通帳レス、
ペーパーレスの実現を目指しています。

印鑑レス・通帳レス・ペーパーレス

　訪問先でも店頭と同じように、お客さまのニーズに
応じたタイムリーな情報提供やコンサルティングを行
うため、渉外担当者全員にタブレット端末を配備して
います。

ＣＲＭタブレット端末の導入

利便性の向上

印鑑レス

通帳レス ペーパーレス

　当行はSBIホールディングスおよびSBI Ripple Asia
株式会社が事務局を務める「国内外為替の一元化検討
に関するコンソーシアム」に発足メンバーとして参加
しました。
　このコンソーシアムでは、ブロックチェーンを始め
とした技術を取り入れ、国内外の為替を一元化し24
時間即時送金ができるインフラの構築を目指してい
ます。

コンソーシアムへの参加
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　ITを活用した最適なサービス提供の一環として、 
1枚のカードでATMと「指静脈認証システム全自動貸
金庫」の両方を利用できるようにしました。
　平成28年10月に移転した茂原支店より開始し、利用
可能な店舗を拡大してまいります。

県内金融機関初！
「指静脈認証ＩＣキャッシュカード」で貸金庫入室が可能に！

　当行では、フィンテックの領域である「ＡＩ（人工 
知能）システム」を活用した取り組みにより、マーケ
ティングの高度化を目指しています。
　平成28年12月から平成29年3月までの期間限定
で、当行が保有するビッグデータとＡＩ（人工知能）シス
テムを活用した「カードローン」を取り扱っています。

ＡＩ（人工知能）を活用した「期間限定カードローン」

　保有されている投資信託の運用利回りが、ご指定の
値に到達した際にＥメールでお知らせする「運用利回
り到達通知メール」サービスを平成28年8月に開始し
ました。これからも多くのお客さまが、より便利にご利
用いただけるよう、インターネットバンキングの機能
拡充に努めてまいります。

インターネットバンキングの機能拡充

※くわしくはお近くの営業店へお問い合わせください。
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地域貢献・社会貢献

　平成元年より、将来性のある若い演奏家の育成と芸術文化
の振興を目的として、（公財）千葉県文化振興財団が主催する

「若い芽のαコンサート」（毎年6月、千葉県文化会館大ホー
ル）に協賛しています。

若い芽のαコンサートへの協賛

　小学生を対象に銀行業務の職場体験をしていただく、「αバ
ンク体験ツアー」を開催しています。平成28年8月は、本店営
業部で開催し、銀行の仕事への理解を深めていただきました。

  子ども参観日「αバンク体験ツアー2016」の開催

　流山市内3店舗（江戸川台支店・流山支店・流山おおたか
の森支店）が、平成28年8月に、流山市より「赤ちゃんほっとス
ペース」設置施設として認定を受けました。
　乳幼児を持つ保護者への子育て支援として、授乳やおむつ
替えなどができる場所を提供しています。

「赤ちゃんほっとスペース」設置施設として認定
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　平成28年10月に、スポーツの振興と千葉県の魅力発信を
目的に「ちばアクアラインマラソン2016」が開催されまし
た。地元企業として本大会に協賛するとともに職員がボラン
ティアとして給水所の運営に協力しました。

　平成28年11月に、千葉市の雇用就業事業の推進活動に賛
同し、市が実施する「企業見学バスツアー」に千葉みなと本部
を見学地として提供しました。

　千葉県内の幅広い年代の女性が輝くためのお手伝いを行っ
ています。その一環として、平成28年11月に、健康や資産形
成への不安を取り除き、正しい知識と対応を身に着けていた
だくために女性向けセミナー“知っておきたい「乳がん」と「お
金」のハナシ”を開催しました。

「ちばアクアラインマラソン２０１６」へのボランティア協力

千葉みなと本部を見学地として提供

女性向けセミナーの開催
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株主の皆さまへ

　県内の個人投資家の皆さまに当行の業績や営業状況をより理解していただくことを目的に、証券会社の 
協力を得て「会社説明会」を開催しています。

個人投資家向け会社説明会

　1株当たりの中間配当金は、当初計画通り、5円50銭
としました。なお、平成29年3月期の期末配当金は5円
50銭（年間配当金11円）を予定しています。

年間配当金（1株当たり）

8.0

11.0

10.0

9.0

（円）

H27/3H2６/3H2５/3 H28/3 H29/3
（予定）

1111111111111111

1010

11
記念配当金記念配当金

普通配当金普通配当金

10.510.5

　日頃のご愛顧に感謝を込めて、株主優待制度をご用意しています。

株主優待制度

株主優待定期預金を満期日前にご解約された場合、当行所定の中途解約利率が適用されます。
※くわしくはお近くの営業店、もしくは京葉銀行総務グループへお問い合わせください。

　 0120-367-300　受付時間 ： 月～金 9:00～17:00（祝日および12月31日～1月3日は除きます）
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店舗地図

野田
梅郷
江戸川台

流山おおたかの森

柏の葉キャンパス
初石

流山

南柏

豊四季

北柏
柏ローンプラザ

五香（出張所）

天王台
我孫子

北小金常盤平
松戸新田

沼南
柏

新木

湖北台

布佐
印西

栄

千葉ニュータウン

成田西

成田（成田ローンプラザ）

 成田空港
（外貨両替出張所3ヵ所）

酒々井プレミアム・アウトレット
（外貨両替出張所）

多古
富里

酒々井

八街

うすい

ユーカリが丘

志津

印西牧の原

旭

佐原

小見川

銚子

八日市場

横芝佐倉

佐倉山王（出張所）

四街道南
都賀

東金

鎌取誉田 土気

本町
松ヶ丘

ちはら台

茂原緑ヶ丘

千城台

西千葉

本店（千葉ローンプラザ）

茂原

大原

大網

有秋台

長浦

木更津
君津

君津東

富津

姉崎

八幡

国分寺台

五井 蘇我

保田

勝浦

鴨川

館山
千倉

こてはし台

白井

四街道

宮野木

さつきが丘 千代田

二和向台

八千代中央
北習志野

稲毛

みどり台

つくしが丘

馬込沢

鎌ヶ谷新鎌ヶ谷

実籾

高根
八千代緑が丘

大久保
幕張本郷
幕張

船橋（船橋ローンプラザ）

稲毛海岸

新検見川

松戸
矢切

浦安富岡

東陽町
法人営業所

品川
法人営業所

北方 新船橋

藤崎

新習志野

東京

新浦安
浦安

行徳

原木中山

本八幡
中山

海浜幕張

市川

津田沼

船橋駅前

本店（千葉ローンプラザ）

川間

店舗数=●は店舗所在地

上記以外にも全国各地の提携金融
機関（都市銀行、信託銀行、地方銀行、
第二地方銀行、ゆうちょ銀行、信用金
庫、農協、県信連、労働金庫、信用組
合、信漁連）での現金自動設備のご利
用ができます。

計 119ヵ店

千 葉 県 内

東 京 都 内

118ヵ店
　

1ヵ店
（うち出張所　　　　　　　　　　　　　 2ヵ店）

・外貨両替出張所
・店舗外ATMコーナー

4ヵ所
157ヵ所

・法人営業所 2ヵ所

・コンビニATM「E-net」

・セブン銀行ATM

・イオン銀行ATM

・JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」

・ローソンATM

13,498ヵ所

21,270ヵ所

4,979ヵ所

全国220駅 371台

11,433ヵ所

（平成28年9月30日現在）
※10月25日品川法人営業所開設

（うち県内　　　　　　　　　　　　 443ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　　　　　 604ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　　　　 1,210ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　　　　　 367ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　     39駅      55台）

T O P I C S

　平成28年10月に、当行２拠点目となる法人営業所を新設
しました。千葉県内から東京東部、湾岸エリアを網羅的かつ
安定的にカバーすることで都内企業の千葉県への進出、県
内企業の東京進出などを全面的にサポートします。

　平成28年10月に、茂原支店を新築移転しました。新店舗
は、当行がオムニチャネル化とともに進める「３つのバリュー
（安全・便利・快適）」を具現化し、お客さまにとってより快適
な空間を提供しています。

新たな営業拠点（品川法人営業所）店舗の新築移転（茂原支店）
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別冊「2016京葉銀行中間レポート」
　　資料編

〈別冊のご案内〉「2016京葉銀行中間レポート」
本冊子は銀行法第21条に基づいて作成したディスクロージャー
資料（業務および財産の状況に関する説明書類）です。

銀行法施行規則第19条の2および
第19条の3、金融機能の再生のため
の緊急措置に関する法律施行規則
第6条に基づく開示事項に関して
別冊を作成しています。
別冊は京葉銀行ホームページに
掲載しています。

のコミュニケーションシンボル
「　　」の文字が描く重なりと上方へ伸びてゆくラインは、

人と人との“きずな”と、そこを出発点に無限に伸びてゆく未来をあらわしています。

コミュニケーションネームの「アルファバンク」は、

“人とのきずなを大切に、無限の未来を切り開いてゆきたい”　

“常に皆さまにプラスアルファを提供し続ける銀行でありたい”　

そんな京葉銀行の思いをあらわしています。


