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目指す銀行像

トップメッセージ 確 かな“きずな”を 、未 来 へ 。

　また、当 行では本 年４月より第１９次 中 期 経 営 計 画 
「α ACTION PLAN ２０２４～さらなる進化～」をスタートさせて
おります。計画初年度である２０２２年３月期の中間決算は、
資金利益および役務取引等利益が順調に推移したほか、与信
関連費用の抑制などにより当初の計画を上回る経営成績と
なりました。これもひとえに、皆さまの温かいご支援の賜物
と深く感謝申し上げます。なお、これにより１株当たりの中間 
配当金を前年比１円増配の１０円とさせていただくとともに、
通期の業績予想と期末配当予想を上方修正いたしました。

　中期経営計画の副題である「さらなる進化」には、従来から
の取り組みを本計画で新たなステージに進化させることで、
地域のお客さまとともに「成長の好循環」を生み出す、こう
した当行の姿勢、意思が込められています。今後も本計画
の着実な実行を通じて、全てのステークホルダーの皆さま
のご期待にお応えできるよう、京葉グループ役職員一同全力
を尽くしてまいりますので、引き続きご支援賜りますよう
心よりお願い申し上げます。

２０２１年１２月

取締役頭取

　平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症によりさまざまな影響を受け
られている皆さまに心よりお見舞い申し上げます。併せて、
社会・経済活動を維持するためにご尽力をいただいている
全ての皆さまに心から感謝申し上げます。

　わが国の経済は、一部企業の生産活動などに改善の兆し
がみられましたが、対面サービス業を中心に厳しい状況が
続いているほか、半導体などの供給制約の影響が懸念
されるなど、未だ先行きの不透明感は拭えておりません。
一方、コロナ禍を経て、ライフスタイルの多様化やデジタル
技術の活用など不可逆的な変化が加速しているほか、
ワクチン接種の進展を踏まえた、社会・経済活動の正常化
への模索が続いております。

　このような環境下、当行はコロナ禍で影響を受ける
企業への資金繰り支援はもとより、企業や地域社会の
課題解決へのサポート、あるいはウィズコロナ・アフター
コロナを踏まえて変化するお客さまの行動様式への 
対応、さらには社会的要請ともいえるＥＳＧ・ＳＤＧｓにかかる
取り組みなど、地域金融機関としての社会的使命と責務を
しっかりと果たし、地域のお客さまとの「確かな“きずな”を
未来へ。」と繋げてまいります。

京葉銀行のSDGsKEIYO TOPICSお客さまに寄り添った営業の実践第19次中期経営計画/目標とする経営指標（2024年3月期）/
財務ハイライト

目指す銀行像/当行のプロフィール/
トップメッセージ

株主の皆さまへ/
京葉銀行ホームページのご案内

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

当行のプロフィール

（2021年9月30日現在）

名　　　　　称／株式会社京葉銀行
英　文　名　称／The Keiyo Bank, Ltd.
資　　本　　金／497億円
本　　　　　店／千葉市中央区富士見1丁目11番11号
千葉みなと本部／千葉市中央区千葉港5番45号
総　　資　　産／6兆8,880億円
預　　　　　金／5兆113億円
貸　　出　　金／3兆8,353億円
自 己 資 本 比 率／単体 11.31％

（ 国 内 基 準 ）　連結 11.35％
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）

千葉県内 118ヵ店
（うち出張所 2ヵ店）
東京都内 3ヵ店
インターネット支店 1ヵ店
            計 　 122ヵ店

・外貨両替出張所 3ヵ店
・店舗外ATMコーナー 144ヵ店

拠点（2021年9月30日現在）

設立
1943年3月31日

従業員
2,028名
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「さらなる進化」に込めた想い
前第18次中計における取り組みを、

本中計で新たなステージへ進化させることで、
地域のお客さまとともに「成長の好循環」を生み出す。

こうした私たちの姿勢、意思を込めています。

課題解決型営業の
強化

3 つの基本戦略

地域社会やお客さまの
課題を発掘し、解決策の
提示と実行支援に取り
組む営業を強化します。

生産性の向上と
人財の育成

デジタル技術を活用し、
銀行とお客さま双方の
生産性向上を図るととも
に、課題解決を行うため
の人財を育成します。

経営基盤の
強化

リスクとコストを適切に
コントロールすること
で、経営基盤を強化し、
地域とともに持続的な
成長を目指します。

計画の位置づけ
前中計の取り組みを深堀し、取引基盤を活用した課題解決型営業を展開

第18次中期経営計画
（2018.4 ～2021.3 ）

第19次中期経営計画
（2021.4 ～2024.3 ）

10年後
（あるべき姿）

エリア制の試行
店舗内店舗

エリア制の全店展開
店舗特性の見直し

店舗ネットワークの
最適化

次世代基幹システムを
活用したサービスの

向上

戦略的人員再配置
内部交流 ・外部交流活性化

法個人ソリューション分野
・デジタル分野など

異業種含む
連携拡大

デジタル接点の拡大
非対面コンサルティングの

強化

証券仲介分野
（SBI証券）

デジタル接点の拡大
非対面完結型
サービスの拡充

本部営業部署の新設
エリア内OJTの開始

最適な
オムニチャネル

プロフェッショナル
集団

多種多彩な
パートナー

市場

外部
連携

重
点
テ
ー
マ

経
営
資
源

チ
ャ
ネ
ル

対
面

非
対
面

人
財

人口 世帯数人口 世帯数人口 世帯数

預貸金を中心とした
取引基盤の拡大

取引基盤を活用した
コンサルティング収益の増強

地域のお客さまと
ともに安定的
持続的に成長「課題解決型営業の強化」

収益の増強・多角化

専門人財育成

目標とする経営指標（2024年3月期） 自己資本比率
（連結）

80億円 11%程度 60%台

親会社株主に帰属する
当期純利益

自己資本比率
（連結） OHR（単体）

計画期間 2021年4月～2024年3月

～さらなる進化～
ACTION PLAN 2024

第19次中期経営計画

目標とする経営指標（2024年3月期） 自己資本比率
（連結）

親会社株主に帰属する
当期純利益

80億円 11%程度
自己資本比率
（連結） OHR（単体）

60%台

（前年同期比 632 億円増） （前年同期比 665 億円増）
3兆1,224億円 1兆6,237億円中小企業等向け

貸出金残高 住宅ローン残高

（億円）

0
2019/9 2020/9

15,571

2021/9

16,237

14,917

（億円）

0
2019/9 2020/9

30,591

2021/9

31,224

29,571

（前年同期比 1,699 億円増）

（前年同期比 0.11%増）

（前年同期比 809 億円増）

（前年同期比 5.01%減）

5兆1,425億円

11.31%

3兆8,353億円

64.09%

預金・
譲渡性預金残高

自己資本比率

貸出金残高

OHR

（前年同期比21億35百万円増）（前年同期比29億1百万円増） （前年同期比 1,659 億円増）
63億円90億円 3兆9,963億円中間

純利益
経常
利益 個人預金残高

財務ハイライト

（億円）

2019/9 2020/9

49,725

46,822

2021/9

51,425

0

（百万円）

0
2019/9 2020/9 2021/9

6,042

4,183

6,099

9,000

4,223

6,358

経常利益 中間純利益

（億円）

0
2019/9 2020/9

37,543
36,462

2021/9

38,353

（億円）

2019/9 2020/9

38,304

36,295

2021/9

39,963

0

（%）

0
2019/9 2020/9

69.10

2021/9

64.09
69.39

※数字が小さいほど効率性が高いことを示します。

（%）

0

国内基準
4%

2019/9 2020/9

11.19

2021/9

11.3110.98
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目指す銀行像/当行のプロフィール/
トップメッセージ

株主の皆さまへ/
京葉銀行ホームページのご案内



　当行は、「地域への貢献」、「堅実な経営」を重要な使命と位置づけ、地域密着型金融を推進しています。2021年
4月よりスタートした『第19次中期経営計画』においても、基本戦略の1つに「課題解決型営業の強化」を掲げ、
グループ一体で、お客さまお一人おひとりの課題を発掘し、解決策の提示と実行支援に取り組む営業に努めて
います。今後も、「金融仲介機能のベンチマーク※」を効果的に活用し、経営課題の解決へ最適なソリューション
を提供することで、地域経済の発展と地方創生の実現に積極的に貢献してまいります。

地域密着型金融に関する基本的な考え方

お取引先企業

支援

連携 連携

地方公共団体

地域密着型金融の推進体制

外部機関

営業店

法人営業部 融資部

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

創業計画策定支援 成長分野進出

M&A・事業承継

経営改善事業再生

ビジネスマッチング・商談会

シンジケートローン・私募債・ファンドの活用・補助金申請

※金融仲介機能のベンチマークとは？
　金融機関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる指標として、金融庁より公表されました。

…金融機関が、金融仲介の取り組みの進捗状況や課題等を、客観的に評価するために活用可能な指標のこと
…金融機関が、自身の事業戦略やビジネスモデル等を踏まえて、選択できる指標のこと

共通ベンチマーク

選択ベンチマーク

　お取引先企業との対話を通じた事業性評価が、本業支援の第一歩であると認識し、実施先の増加に向けて
取り組みを強化しています。

事業性評価への取り組み

地域密着型金融の推進

（億円）

0
2019/9 2020/9 2021/9

12,132 12,228
11,531

58.5%
59.9% 60.3%

共通ベンチマーク

● 事業性評価に基づく融資を行っている 
与信先の融資残高および割合

（先）

0
2019/9 2020/9

9,694

2021/9

11,098
10,468

※単体ベース

41.5%

44.8%
47.0%

共通ベンチマーク

● 事業性評価に基づく融資を行っている 
与信先数および割合

65

お客さまに寄り添った営業の実践
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▶「アルファバンクビジネスマッチングシステム」の運用開始
　2021年10月より、リンカーズ株式会社が提供するビジネスマッチングシステムを首都圏で初めて導入しました。
本システムの導入により、お客さまのビジネスニーズがデータベース化され、より高精度かつスピーディーな提案が
可能となり、成約確度の高いビジネスマッチングが期待できます。また、デジタルを活用することで、当行とお客さま
双方の生産性向上につなげてまいります。

　金融仲介機能を発揮し、当行をメインバンクとするお取引先の支援に努めています。

当行をメインバンクとするお取引先の支援

2019/9 2020/9 2021/9
6,505億円 6,634億円 6,118億円

●  経営指標が改善した先に係る事業年度末の融資残高 共通ベンチマーク

2019/9 2020/9 2021/9
メイン先 9,470先 9,655先 9,505先

うち経営指標等改善先 6,205先 6,302先 5,897先

● 当行をメインバンクとするお取引先のうち経営指標が改善した先数 共通ベンチマーク

※メイン先のうち決算データが完備している先を対象



　「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同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。

「経営者保証に関するガイドライン」への対応

● ガイドラインを踏まえた取組状況
項目 2019/9 2020/9 2021/9

新規に無保証で融資した件数 2,230件 2,750件 2,079件

保証契約を変更・解除した件数 120件 169件 186件

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 27.0％ 26.3％ 35.7％

※「経営者保証に関するガイドライン」とは？
　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。

　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活かし、
お客さまの創業・新規事業の展開に向けた支援ができるように努めています。

● 当行が関与した創業の件数
2019/9 2020/9 2021/9

617件 765件 403件当行が関与した創業

共通ベンチマーク

▶創業期

　中小企業診断士等の資格を有する行員が、外部機関や専門家と連携し、お取引先企業との面談を重ね、
経営改善支援や事業再生支援に継続的に取り組んでいます。

▶低迷期、再生期

　2021年7月、株式会社京葉銀キャピタル＆コンサル
ティング、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
との共同で、事業承継の課題を解決する「京葉銀事業
承継投資事業有限責任組合」を設立しました。当行は 
本ファンドを通じて、多様な事業承継ニーズにお応えして
いくほか、投資による資金供給やコンサルティングなどの
経営支援を行うことで、地域の雇用維持や経済活性化を
後押しし、サステナブルな発展に貢献してまいります。

▶事業承継ファンドの設立

出資・株式取得

京葉銀事業承継
投資事業有限責任組合

事業承継ニーズのあるお取引先さま

投資対象

企業価値向上に
向けた経営支援

企業価値向上に
向けた経営支援

株式会社京葉銀キャピタル＆コンサルティング
（当行グループ会社）

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

無限責任組合員（GP）

株式会社京葉銀行

有限責任組合員（LP）

出資 出資

　お取引先企業との対話により、創業期から再生期までのライフステージ※に応じた、真の経営課題を的確に
把握し、本業支援やソリューション提案等、必要に応じた支援を継続的に行っています。

ライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮

2021/9 全与信先（注）

与信先数

融資残高

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

779億円

1,483先

1,391億円

1,709先

11,332億円

8,963先

564億円

754先

2,053億円

2,118先23,587先

20,267億円

（注）全与信先とは、法個人の事業性貸出先の総数を指します。（５期分の決算データがない先は除く）

共通ベンチマーク● ライフステージ別の与信先数および融資残高

創業期

成長期

安定期

低迷期

再生期

時間

創業、第二創業から
5年までの期間
売上高平均で直近2期が
過去5期の120％超
売上高平均で直近2期が
過去5期の120％～80％
売上高平均で直近2期が
過去5期の80％未満
貸付条件の変更
または延滞がある期間

創業期

成長期

安定期

低迷期

再生期

※ライフステージとは？

売
上
・
利
益

　グループ会社である京葉銀キャピタル＆コンサルティングと連携し、自社株式・相続資産評価、保険の活用や遺言
信託、M＆Aなどお取引先企業に対し、課題解決に向けた具体的な提案を行っています。

M＆A支援・事業承継支援の状況

● M＆A支援先数
2019/9 2020/9 2021/9
89先 33先 95先

● 事業承継支援先数
2019/9 2020/9 2021/9
245先 73先 197先

選択ベンチマーク 選択ベンチマーク

▶成長期、安定期
　法人営業部では、「医療・介護」「環境」「海外」「農業」
などの成長分野ごとに専門の担当者を配置し、事業者
の皆さまにきめ細かいサポートを行っています。

● 成長分野向け融資残高
（億円）

0
2019/9 2020/9

1,410

2021/9

1,4441,437

● 事業承継時におけるガイドラインへの取組状況
項目 2019/9 2020/9 2021/9

代表者交代時において、旧経営者との保証契約を解除し、かつ、
新経営者との保証契約を締結しなかった割合 2.0％ 13.0％ 13.0％

代表者交代時において、旧経営者との保証契約を解除する一方、
新経営者との保証契約を締結した割合 72.0％ 71.0％ 64.3％

代表者交代時において、旧経営者との保証契約は解除しなかったが、
新経営者との保証契約は締結しなかった割合 13.0％ 13.8％ 20.1％

代表者交代時において、旧経営者との保証契約を解除せず、かつ、
新経営者との保証契約を締結した割合 13.0％ 2.2％ 2.6％

（注）2020/9より小数第2位を四捨五入しています。
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　お客さまの資産形成に資する金融サービスの提供に際し、全役職員が「お客さま第一主義」の精神を全うし、
地域社会からの信頼を揺るぎないものとするため、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」に則った営業
活動を行っています。

お客さま本位の業務運営

ライフステージに応じた商品の整備
　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多様なニーズにお応えできるよう、さまざまな商品や
サービスを提供しています。

ライフ
イベント 商品・サービスの一例

　お客さまの中長期的な資産形成を応援する「少額投資非課税制度」です。ニーズに合わせて
「NISA（一般NISA）」「つみたてNISA」をお選びいただけます。

● NISA口座

　いざというときに便利なカードローン。限度額の範囲内で「いつでも、繰り返し」ご利用
いただけます。

● カードローン

　原則６０歳未満の現役世代の方々が加入対象で毎月一定の掛金を加入者自身で積み立て
ながら運用していき、老後の資産をより大きくしていくことを目的とした年金制度です。

● iDeCo

　おトクに住宅ローンをご利用いただくため、保証料無料など３つのうれしい０円を住宅ローン
にセットしています。

● 住宅ローン

　教育に関するさまざまな費用に対応しています。一括借入型、カードローン型とニーズに
合わせた借り方も可能です。

● 教育ローン

　相続・事業承継・認知症対策に有効な制度である「家族信託口座」を取り扱っています。信託
財産を“現金資産”“アパート資産”に限定したパック商品もご案内しています。

● 家族信託

　人生１００年時代の到来を見据え「長期・積立・分散投資」の魅力をお伝えし、資産形成を
後押ししています。

● 投信積立

　新車、中古車、自動二輪車、自家用船舶（レジャーボート、水上ボート等）購入資金および関連
諸費用にご利用いただけます。
※個人間売買、ご自身の経営会社からのご購入は除く

● マイカーローン

　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保険の
ご相談も承っています。

● 保険見直し

　遺言書作成のサポート、遺言書の保管、遺言の執行を一括してお引き受けします。ご自分で
築いてきた資産や親から受け継いだ財産を、次世代に円滑に引き継ぐことができます。

（当商品は、三菱UFJ信託銀行の商品を、当行が信託代理店として媒介するものです）

● 遺言信託

ライフ
ステージ

新社会人

結婚・出産

マイホーム
購入

セカンド
ライフ

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

▶個人預かり資産残高
　お客さまの資産形成に向けたコンサルティングに
力を注いでいます。
　金融商品のご提案にあたっては、資産状況・経験・知識
および取引目的・ニーズを十分にお伺いし、「お客さま
本位の業務運営」に則った営業を実践しています。

3

4,852
5,270

3,011

1,016

796 27

4,613

3,046

1,041

521

2,983

1,237

837 212
0

■公共債 ■金融商品仲介■投資信託■保険

（億円）

2019/9 2020/9 2021/9

お客さま本位のコンサルティングの実践

▶来店不要のオンライン相談を開始
　2021年9月、お客さまのパソコンやスマートフォン端末からご参加いただける「オンライン相談サービス」の
取り扱いを開始しました。「年金相談」および「相続相談」をオンラインで実施することで、当行からお客さまへ一層の
安心・便利をお届けするとともに、きめ細かいコンサルティングを提供してまいります。
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安定的な資産形成に向けたサポート

0

（百万円）

2019/9 2020/9

363

2021/9

（先）

0

593
417

投信積立契約金額
（左軸）

投信積立契約先数
（右軸）

15,221
18,874

25,710

▶投信積立
　お客さまの安定的な資産形成をサポートするため、資産運用
における「長期・積立・分散投資」の魅力をお伝えしています。

0

（百万円）

2019/9 2020/9

15,686

2021/9

（先）

0

22,550

17,027

NISA口座残高
（左軸）

NISA口座開設数
（右軸）

33,621 36,345
40,700

▶NISA口座
　長期の資産形成のため、非課税メリットを活かしたNISA
口座での運用が増加しています。「つみたてNISA」のご利用も
ご提案しています。

　お客さまの多様なニーズやライフステージに応じた
丁寧なご提案ができるよう、研修の実施や資格取得の
奨励を通じて、商品や市場動向に関する知識や説明力
の向上に努めています。

（2021年9月30日現在）

● 資格取得状況

資格名 保有者数

ファイナンシャルプランナー１級 120名

ファイナンシャルプランナー２級 1,563名

社会保険労務士 24名

▶お客さまの目的を実現するための体制の構築
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地域の安全への貢献

▶警察と連携した取り組み
　日頃から地元警察と連携し、地域の安全を守っております。

「飲酒運転根絶宣言」を実施 支店にて振り込め詐欺を防ぐ 1日警察署長として
電話de詐欺の注意喚起

▶「Web諸届サービス」の取り扱い開始について
　２０２１年１１月より、Web上で本人確認を完結するeKYCを活用した「Web諸届サービス」を開始しました。
当行への届け出事項（住所・氏名・電話番号）の変更やインターネットバンキング・どこでもサインインの各種
お手続きがWebで完結し、ご来店や書類の記入、押印が不要となります。

利便性向上への取り組み

▶来店予約サービス開始
　2021年8月、一部の店舗を対象に「来店予約サービス」を導入しました。当行ホームページの予約サイトから事前
に来店予約ができ、待ち時間の短縮や店内の混雑緩和を図るとともに、お客さまに一層充実したコンサルティングを
提供してまいります。

▶コールセンター対象店舗を全店舗に拡大
　２０２１年１２月、コールセンターのオペレーターによる電話応対の対象店舗を全店舗に拡大しました。専門性の高い
オペレーターが対応することにより、お客さまへのさらなるサービス・ＣＳ向上につなげてまいります。

▶株式会社りそなホールディングスとの業務提携
　2021年8月、当行と同じく首都圏に強固な基盤を持つ
りそなHDと戦略的業務提携に関する協定を締結いたし
ました。デジタル・ソリューション・人財育成の3つの分野
において、情報・ノウハウを相互に活用し、地域の皆さま
の更なる利便性と生産性の向上を図るとともに、両社の
企業価値の向上を目指してまいります。さまざまな金融
サービスを通じて、最適なソリューションをお届けする
ことで、お客さまの課題解決に取り組んでまいります。

お客さまの課題解決に向けた取り組み

気候変動問題への取り組み

▶TCFD提言への賛同表明
　2021年12月、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD※）」提言への賛同を表明しました。気候変動
への対応は重要課題と捉え、環境負荷低減に向けたさまざまな取り組みを推進していくとともに、リスクおよび
収益機会やシナリオ分析など、TCFDの枠組みに基づく開示を充実させてまいります。
※Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略。
　2015年12月に金融安定理事会（FSB）により設立された、気候変動リスク・機会の情報開示を推奨する国際的な組織。

上場区分変更への対応

▶新市場区分における｢プライム市場｣選択
　当行は、新市場区分において「プライム市場」の上場基準に適合していることを確認し、株式会社東京証券
取引所に対し、「プライム市場」を選択し、申請しました。

　２０２１年１０月、オンラインで開催した内定式後の懇親会では、「地産地消」の観点
から県産の食材を使った軽食と飲み物を用意しました。内定者同士で交流を深め、

“千葉で働き、地域に貢献していく”という意識を高めました。

▶内定式で地産地消

地域活性化への取り組み

▶カレンダーへ千葉県出身の若手有望画家
　を採用

　１９７４年のカレンダーより、千葉県にゆかりの深い
有名画家の作品をご紹介しており、２００５年からは、
今後ますます活躍が期待される若手画家をご紹介して
います。２０２２年は、柏市在住の日本画家上野 高氏が
描いた千葉県内の風景画を採用しています。
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京葉銀行
グループ
SDGs宣言

重 点 項 目

1
地域経済・社会

お 客さまや地 域 の 課 題 解 決を
支援することで、地域経済の発展
に貢献してまいります。

対応する主な目標

環境保全

重 点 項 目

3

社会全体の環境負荷低減と環境保全
に取り組 み 、低 炭 素・循 環 型 社 会 の
実現を目指してまいります。

対応する主な目標

ダイバーシティ＆
インクルージョン

重 点 項 目

2

個人の多様性を尊重し、誰もが仕事や
生 活 を 充 実 さ せ 、自 分 らしく活 躍
できる社会づくりに貢献してまいります。

対応する主な目標

▶SDGsの主な取り組み
重点項目 主な取り組み SDGs目標 取り組みの詳細 参照頁
地
域
経
済・社
会

本業を通じた
地域・社会貢献  「京葉銀行SDGs寄付型私募債」を通じた寄付

P.14
自治体との連携    

被災地応援プラットフォームの導入

京葉銀行グループが四街道市のキャッシュレス化をサポート

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
＆

イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン

多様な人財が活躍
できる環境整備    

シニアスタッフ行員制度

P.15

Thanksカードの活用

ワークライフ
バランスの充実

    

 

フレックスタイム制度

副業・兼業

メディカルケア休暇・チャイルドプラン休暇

男性の育児参加の推進

環
境
保
全

環境に配慮した
取り組み     

フードロス削減につながるイベント開催

P.16
「フードドライブ」活動への参加協力

千葉大ｅｃｏ
プロジェクト

    

 

マイストローの販売

竹林整備体験事業の実施

　人類は、貧困、紛争、テロ、気候変動、資源の枯渇など、数多くの課題に直面しています。このままでは、安定して
この世界で暮らし続けることができなくなってしまう・・・そんな問題意識から、国連において、すべての人々にとって
より良い世界をつくるために課題を整理し、採択された「2030年までの達成を目指す17の目標」が、「持続可能な
開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」です。

京葉銀行グループSDGs宣言 地域経済・社会への取り組み

　当行が私募債の発行企業さまから受け取る手数料の一部を拠出し、
医療・教育・地方公共団体等に寄付を行うもので、発行企業さまが寄付先
を指定することができます。２０２１年上期は累計発行企業数５1社、寄付額
８76万円となりました。

（取扱開始以来累計：発行企業数138件、寄付額2,028万円）

▶「京葉銀行SDGs寄付型私募債」を通じた寄付

　地域金融機関としての金融仲介機能とネットワークを活かし、地域活性化や社会貢献に取り組んでいます。

本業を通じた地域・社会貢献

　２０２１年１０月、当行と株式会社京葉銀カードは、四街道市市役所窓口
でのキャッシュレス決済の導入を支援しました。キャッシュレス決済端末の
設置により、市民の皆さまの利便性向上を図ります。また、同端末を利用
して先進的なアプリを搭載することによって、業務の効率化とコスト削減
を実現しました。

▶京葉銀行グループが四街道市のキャッシュレス化をサポート

▶SDGsとは？
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　当行は自治体と協力して、お客さまや地域の課題解決に取り組んでいます。

自治体との連携

KEIYO TOPICS 京葉銀行のSDGsお客さまに寄り添った営業の実践第19次中期経営計画/目標とする経営指標（2024年3月期）/
財務ハイライト

株主の皆さまへ/
京葉銀行ホームページのご案内

目指す銀行像/当行のプロフィール/
トップメッセージ

　京葉銀行グループは、国連が提唱
するSDGs（持続可能な開発目標）の
趣旨に賛同し、次に掲げる重点項目に
全役職員が主体的に取り組むことで、
地域の持続的成長の実現を目指して
まいります。

　2021年9月、四街道市、香取市、株式会社テックコーポレーション、株式会社ウィードをパートナーとして、
「アルファバンク被災地応援プラットフォーム※」を導入しました。11月には、株式会社佐藤ケミカルも参加しました。
　災害が発生した際に事業者と各自治体がリレーションシップを図ることで、迅速かつ安定的に支援物資を
提供でき、地域への貢献が期待されます。

▶被災地応援プラットフォームの導入

※台風や地震などの自然災害発生時、避難所などで必要となる支援物資を自治体が円滑に調達できる仕組み

④（災害発生時）協力要請

⑤支援の実施

①
連
携
協
定

②
協
力
内
容
情
報

①
連
携
協
定

③
協
力
内
容
一
元
化

京葉銀行

自治体
事業者
京葉銀行の
お取引先等

【スキーム図】
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ダイバーシティ＆インクルージョンへの取り組み
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　多様な価値観をもつ行員が個々の能力を最大限に発揮し、いきいきと働ける環境整備を進めています。

多様な人財が活躍できる環境整備

　行員同士でのコミュニケーション強化・個々のモチベーション向上のため、お互いを認め合い、誰もが働きやすく
なるよう、褒める文化の構築を目指し、Thanksカードを活用しています。行員同士のやりとりの枚数に応じて社会
貢献活動に寄付も行っています。

▶Thanksカードの活用

　病気と仕事、不妊治療と仕事の両立をしやすくするための制度です。検査や通院のために有給休暇を取得する
ことが認められています。

▶メディカルケア休暇・チャイルドプラン休暇

　行員に学びと挑戦の機会を提供するため、副業・兼業を認めています。主体的なキャリア形成や新たなスキルの
獲得、地方創生事業との関わりにより、お客さまそして地域へ貢献してまいります。

▶副業・兼業

　勤務時間に幅をもたせるフレックスタイム制度で、お客さまのご都合に合わせた面談等が可能です。また、行員
の自律性を高め、ワークライフバランスを促進させることで、生産性の向上につなげてまいります。

▶フレックスタイム制度

　行員一人ひとりが仕事と家庭の両立をし、柔軟な働き方ができるよう制度の充実に努め、自らの価値観を
大切にしながら就労を継続できるよう支援しています。

ワークライフバランスの充実

　男性行員の育児参加の推進のため、育児休業の一部有給化や取得可能
期間の長期化など、制度を充実させています。また、時短勤務トライアル
の実施や、他社に勤務するパートナーも参加できる夫婦参加型のセミナー
の開催により、意識改革も図っています。

▶男性の育児参加の推進

　働く意欲のある行員を70歳まで継続雇用しています。培った知識や経験を活かし、後輩のよき手本となる指導者
や金融市場における専門家として、2021年9月末現在、73名のシニアスタッフ行員が活躍しています。

▶シニアスタッフ行員制度
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　フードバンクちばと千葉県社会福祉協議会は、共催で「フードドライブ」と称し、
千葉県内の家庭や企業から提供された食品を福祉施設や困っている方々に無償で
提供する活動を行っています。当行もこの活動に賛同し、２０２１年１２月、役職員から
募った食品を寄付いたしました。

▶「フードドライブ」活動への参加協力

　本プロジェクト※では、国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に向けて、「地域の環境負荷削減と環境
意識の向上に貢献したい」との想いで、千葉県内の多くの皆さまを対象に、環境啓発活動を実践しています。

千葉大ｅｃｏプロジェクト

　2021年7月、学生がデザインしたマイストローを千葉みなと本部
で行員向けに販売しました。マイストローを使うことで、プラスチック
ごみの削減とＳＤＧｓの意識向上につなげることを目的としています。

▶マイストローの販売

　2021年10月、12月、千葉県長柄町において、千葉大学、特定非営利法人竹もりの里、
一般社団法人もりびととの共催で、竹林の間伐や清掃、竹炭・竹粉作りなどの体験
を行いました。荒廃した竹林の現状や竹材の利活用する過程について理解を深め、
竹林整備が地域の課題解決につながることを学びました。

▶竹林整備体験事業の実施

環境保全への取り組み

　千葉県の豊かな自然と環境を守り、次世代に引き継ぐための取り組みを行っています。

環境に配慮した取り組み

　2021年10月、11月、フードロス削減を目的とした、規格外
野菜・加工品の販売イベントを開催しました。多くの人が
野菜を手に取り、フードロス問題への関心の高さがうかがえ
ました。

▶フードロス削減につながるイベント開催

※2017年より「ecoプロジェクト～7色の虹を千葉から未来へ」を実施しており、2021年１１月現在までに37件の取り組み
を行いました。
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当行は、銀行業としての公共性に鑑み、健全経営と内部留保の充実に努めるとともに、ステークホルダーヘの適切な
利益配分を行います。また、内部留保金については、お客さまへのサービス向上のための設備投資を行うとともに、経営
基盤の拡充や経営体質の強化のため有効に活用いたします。
引き続き、財務の健全性、資本効率および株主還元の最適なバランスを追求し、企業価値の向上に努めてまいります。

資本政策の基本的な方針

株主の皆さまの日頃のご愛顧に感謝すると
ともに投資魅力を高め、より多くの株主さまに
長期的に当行株式を保有していただくことを
目的に株主優待制度を導入しています。
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）

株主優待制度

https://www.keiyobank.co.jp

❶個人のお客さま
個人のお客さまのさまざまなニーズにお応えする商品やサービスをご紹介しています。インターネットバンキング
や各種Web申し込みをご利用いただけます。ニュースリリースやお知らせも掲載しています。

❷法人・事業主のお客さま
法人・事業主のお客さま向けセミナーや相談会のご案内、さまざまなビジネス課題を解決するためのコンテンツ
をご紹介しています。

❹採用情報
新卒採用情報、中途採用情報、障がい者採用情報、パートタイマー採用情報を掲載しています。

世界三大格付機関の1つS&Pグローバル・レーティングによる格付（長期発行体格付）は、「A－」です。また、株式会社
日本格付研究所の格付（長期発行体格付）は「A+」で、上位に位置する評価をいただいています。

格付

〈S&Pグローバル・レーティング〉 〈株式会社日本格付研究所〉

「 A－ 」

SD・D

R
CC

CCC
B

BB
BBB

A
AA
AAA ●格　付

●長期発行体格付

用語解説

S&Pグローバル・レーティングや株式
会社日本格付研究所など、第三者の
格付機関が、銀行や企業の「安全度」
をアルファベットを使って表したもの
です。銀行の選定や企業へ投資をする
時の参考指標の一つとされることが
あります。

債務者（発行体）の債務全体を包括的に
捉え、その債務履行能力を比較できる
ように等級をもって示すものです。

（2021年9月30日現在）

D

C
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CCC
B

BB
BBB

A
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AAA

「 A＋ 」

❸企業・ＩＲ情報
頭取あいさつや会社概要、決算関連やディスクロージャーなどのＩＲ資料、株式の状況やＳＤＧｓ・ＣＳＲへの取り組み
をご紹介しています。

個人投資家さま向け会社説明会を開催しました。

２０２２年３月期の１株当たりの中間配当金は、
１０円といたしました。また、期末配当金予想に
ついても１０円に上方修正し、これにより年間
配当額は前年実績１９円から１円増配し、２０円
となります。

年間配当金（1株当たり）
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❹❸❷❶

YouTube　京葉銀行公式チャンネル

京葉銀行公式SNS

CMやセミナー動画が
ご覧いただけます。

＠keiyobank
京葉銀行

LINE　京葉銀行公式アカウント
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2021年12月発行
発行： 株式会社 京葉銀行　経営企画部
 　　 〒260-0026　千葉市中央区千葉港5-45
 　　 TEL.043（306）2121
 　　 https://www.keiyobank.co.jp/

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。

京葉銀行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。

確かな“きずな”を、未来へ。

「2021京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。

〈別冊のご案内〉

別冊
「2021京葉銀行中間レポート」
資料編
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