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H22.10.26 
経営統合記者会見（仙台銀行）

H22.10.26 
経営統合記者会見（きらやか銀行）

H22.11.25 
第1回経営統合委員会

H23.3.11 
東日本大震災発生

10 月 1 日私たちは、

じもとホールディングスを設立し、

経営統合いたしました。

じもとを愛し、じもとに根ざし、

じまんしたくなる、

じもとの未来のために。

私たちは宮城と山形を結び、

「人・情報・産業」をつなぎます。

じもとに喜ばれ、信頼される

じもとのための金融グループへ。

じもとホールディングスに

ご期待ください。

株式会社じもとホールディングスは、平成 24年 10月 1日に
東証一部に上場しました。
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じもとホールディングス設立のご挨拶
－ 私たちは宮城と山形を結び、じもとの「人・情報・産業」をつなぎます －

　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　10月1日、株式会社きらやか銀行（取締役頭取 粟

野 学）と株式会社仙台銀行（取締役頭取 三井精一） は、

株主総会のご承認ならびにご当局の認可をいただき、

共同持株会社である株式会社じもとホールディングス

を設立し、経営統合いたしました。

　株式会社じもとホールディングスは、両銀行ならび

に関連会社とともに「じもとグループ」を構成し、

「お客様に喜ばれ 信頼され 『じもと』とともに進化・

発展する新たな金融グループを創造する」を経営理念

に掲げ、グループ役職員が一丸となって宮城と山形を結び、じもとの「人・情報・産業」をつないで

地域社会の復興と繁栄に貢献して参る所存でございます。

　皆様方におかれましては、何卒ご高承のうえ、今後ともご厚誼ご支援を賜りますよう心よりお願い

申し上げます。

平成24年10月 株式会社 きらやか銀行
取締役頭取　粟野　学

株式会社じもとホールディングスは、平成24年10月1日に
東証一部に上場しました。

平成２４年１０月９日 東京証券取引所にて

 
（仙台銀行 女川支店）

H24.4.26 
最終合意記者会見

H24.9.13 
じもとホールディングス財務局設立認可（仙台財務局）

H24.10.1 
じもとホールディングス誕生記者会見



山形と宮城をつなぐ
金融グループとして

　 番目に掲げているのは、東日本大震災からの復興
戦略です。
　大震災の発生から一年半が経過し、私自身も被災
地の状況を見てまいりましたが、まだまだその道のり
は長く、厳しいものがあると感じざるを得ません。こ
のような状況下では、お客さまからの私どもへの期
待も大きく、当然ながら、地域金融機関として果たし
て行かなければならない大きな使命と責任がありま
す。そのため、震災にかかわる資金需要に積極的にお
応えするべく、震災特例としての公的資金を100億
円活用させていただくことを決定しております。　　

　震災復興に関して、きらやか銀行には隣県の金融
機関として独自の役割、私どもでないとできない役
割があると認識しています。例えば、両行の情報をつ
なぐことで山形・宮城両県間で商流の形成に取り組
むこと。また、両行独自のノウハウを融合、活用する
ことで、産業再生と活性化に貢献していくこと。
　私ども隣県に本拠地を置くきらやか銀行が仙台銀
行と一緒に活動することで、より一層宮城県の復興
に協力ができるものと考えています。じもとホール
ディングスとして、仙台銀行とともに、復興の為に尽

力する覚悟です。

１０月１日にじもとホールディングスが設立されました。
じもとホールディングスの戦略をお聞かせください。

「復興に向けて」

株式会社 きらやか銀行
代表取締役頭取　粟野　学
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～じもとホールディングス設立にあたって～
頭取インタビュー
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　今般の仙台銀行との経営統合が、地域社会・お客
さま・株主の皆さま・そして行員から「成功したね」
と言われるような経営を行っていきます。
　どのような状態になると「成功した」という状態に
なるのでしょうか。例えば、法人のお客さまへは山形・
宮城の両県のマーケットをつないでお客さまのニー
ズへ対応した件数を増加させる。個人のお客さまへ
は両県に跨る楽しい商品の提供、そしてチャネルを
充実してお客さまと触れ合う回数を増やす。
　このような成功基準なるものをひとつひとつ明確
に持ちながら、じもとホールディングスとして全役職
員のチームワークで達成をしていきたいと思ってい
ます。

　 年後のじもとホールディングスに是非期待をし

て下さい。

　 つ目の戦略は、地元経済活性化戦略です。
　この戦略は、現在全行をあげて取り組んでいる本
業支援・最適提案をさらに徹底し、じもとをつなぐこ
とで実現できるものです。私たちは今年度から、きら
やからしさをより強く打ち出し、「もっともっと喜ば
れる銀行」を目指すべく、本業支援・最適提案をさら
に進化させようというストーリーを描いています。
　この活動をさらに仙山圏という広いマーケットの
中で、実践をしていきます。従前は、私どものお取引
先が中心でしたが、これからは仙台銀行のお取引先
をも含めた中で、お客さまの話をお伺いし、そのニー

ズ・課題等を共有しながら一緒に解決をしていきま
す。この活動を着実に継続することにより、じもと
ホールディングスが果たすべき使命である、地元経
済活性化の実現につながると考えています。
　じもとホールディングスは他行にはない強みを
持っています。山形・宮城両県に跨る広大なマーケッ
ト・そして豊富な情報。この強みを徹底的に強くして
いく。そしてお客さまから喜んでいただく。じもと
ホールディングスの経営理念は、「人・産業・情報を
つなぐ」です。まさしくこれを実現させていきます。

「地元経済活性化～山形と宮城をつなぐ～」
2
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～じもとホールディングス設立にあたって～

粟野　学　〈MANABU AWANO〉
●昭和54年　入行
●平成20年4月よりきらやか銀行代表取締役頭取
●平成24年10月よりじもとホールディングス社長
●座右の銘：「There is always another way.」
●最近読んで感銘を受けた本：「犬から見た世界」
 「第3の案」

HUMAN PROFILE
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私の大好きなじもと、山形。
定期預金と一緒に
山形の魅力を
味わってみませんか？

きらやか銀行上山支店  奥山 奈美
各店でテラーを経験し、今年４月からは役席として頑張っています。
常に、お客さまから満足して頂ける窓口づくりを心掛けています。
お客さまの笑顔が私の笑顔の源です。

趣味は、マラソンとゴルフ。
10月には山形市で主催した
リレーマラソンに職場の仲間と
出場！おそろいの「きらやか」
「じもと」のTシャツを作り、
リレー当日は「心」と「距離
42.195km」をつなぎました。

　１０月１日より、じもとホールディングス設立にあたり、「じもとじまん統合記念定期
預金」金額が３０万円以上だと、うれしい金利上乗せ及び宮城と山形の「じもとじ
まん商品」をもれなくプレゼントいたします！
　じもとじまん商品は、宮城と山形の魅力ある商品を取り揃えております。この機会
に是非定期預金と一緒にじもとの商品を味わってみませんか？
　他にも、きらやか銀行ではお客さまに喜んで頂けるような様々な定期預金商品を
発売しております。ぜひ窓口でご相談ください。

プロフィール

私のじもと・じまんは上山
温泉です。上山城が見下ろ
す上山は大きく２つの温泉
地があり、数々の足湯もあ
ります。温泉地ならではの
町並みも風情があります。

きらやか銀行頭取 粟野 学 仙台銀行頭取 三井 精一

山形県は「温泉王国」。
個性豊かな温泉ばかり
なんですよ～

宮城県は、歴史ある
名湯、秘湯が
もりだくさんなんです。

商品紹介

山形＆宮城のじもとじまんをセットでプレゼント！
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「じもとじまん」おすすめ商品。
統合記念 投信セットプラン。
お客さまの大切なお金について、
資産運用を一緒に考えませんか。

　１０月１日より、じもとホールディングス設立にあたり、「じもとじまん 統合記念 投信
セットプラン」を発売しました。当商品では「じもと・じまん満喫賞」として「じもと」を
代表する温泉地の旅館・ホテルでご利用いただける１０万円相当の宿泊券を抽選で
プレゼントいたします。
　きらやか銀行ではお客さまに喜んで頂けるような様々な商品を発売しております。
　私は当行の武器でもある「本業支援」を自分の根底に置き、常にお客さまと共に
考え、お客さまの笑顔の糧となるような行員でありたいと考え、日々 頑張っています。

きらやか銀行西支店  白幡 直和
入社16年目の法人兼個人渉外課長。
お客さまの「記憶に残る」行員を目
指し、相談に対しては全力投球で取り
組んでいます。

趣味は犬の散歩です。
愛犬のショコラとサクラとの散歩の
時間が何よりの癒しの時間です。

プロフィール

私のじもと・じまんは鶴
岡市全般！　山の幸・海
の幸と四季折々の食材
が楽しめます。また、レ
ジャーにおいても釣り・
海水浴・スキー等、季節
を通じ楽しめます。

商品紹介

①天童温泉／ABC
②かみのやま温泉／DE
③湯の沢温泉／F じもと・じまん満喫賞

対象温泉地※A～Rの対象旅館、ホテル名はホームページにてご確認ください。

⑦松島温泉／KL
⑧秋保温泉／M
⑨遠刈田温泉／NO

⑩瀬波温泉／PQ
⑪月岡温泉／R

④あつみ温泉／G
⑤湯野浜温泉／HI
⑥作並温泉／J

※詳しくは、お近くの窓口・またはフリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。
　0120-32-4415（受付時間 平日9：00～17：00）
※きらやか銀行ホームページにも詳細を掲載しています。

仙台

石巻

白石

気仙沼

長井
南陽

新庄

東根

山形

米沢

酒田

鶴岡

❶

❷

❸

❹

❺

❻
❼

❽
❾
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業績ハイライト
K i r a y a k a  B a n k

主な経営指標
■連結

営業の概況
■損益の状況（連結）
当中間連結会計期間の損益につきましては、連結経常収益は、貸出金利回りの低下による貸出金利息の
減少等があったものの、市場環境を考慮しポートフォリオの見直しを実施したことから、前年同期比5億15
百万円増加の132億33百万円となりました。
一方、連結経常費用は、不良債権費用の増加により、前年同期比7億59百万円増加の123億88百万円
となりました。
その結果、連結経常利益は、前年同期比2億44百万円減少の8億45百万円となりました。
また、連結中間純利益は、前年同期比3億18百万円減少の8億3百万円となりました。

■単体

中間純利益経常利益 （単位：百万円）

平成22年
9月期

0
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916 877

平成23年
9月期

1,089 1,121

平成24年
9月期

845 803

平成22年
9月期

851 825

平成23年
9月期

980
1,057

平成24年
9月期

743 765

中間純利益経常利益 （単位：百万円）

0
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経常利益・中間純利益の状況（連結） 経常利益・中間純利益の状況（単体）

連結経常収益
連結経常利益
連結中間純利益
連結純資産額
連結総資産額
１株当たり純資産額
１株当たり中間純利益
潜在株式調整後１株当たり中間純利益
連結自己資本比率（国内基準）

平成23年9月期

12,718
1,089
1,121
50,053

1,277,650
229.30円
7.39円
2.70円
9.33％

平成24年9月期

13,233
845
803

52,971
1,342,893
243.98円
4.95円
2.27円
9.12％

（単位：百万円）

（注） 1．当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2．「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり中間
純利益」の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基
準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第4号）を適用しております。

3． 連結自己資本比率（国内基準）は、銀行法第14条の2の規定に基づく金融庁告示に定
められた算式に基づき算出しております。

経常収益
経常利益
中間純利益

平成24年9月期

12,913
743
765

（単位：百万円）

平成23年9月期

12,350
980
1,057
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自己資本比率の状況（単体）

単体自己資本比率は、中間純利益による自己
資本の積み上げを図ったものの、リスクアセット
が増加したこと等から、前年同期比0.33％低下
の8.97％となりました。

コア業務純益の状況（単体）

銀行の本業部分の収益を表すコア業務純益に
つきましては、前年同期比1億39百万円増の25
億14百万円となりました。

（単位：%）

平成22年
9月期

平成23年
9月期

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0
10.38

9.30

平成24年
9月期

8.97

※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
※連結自己資本比率（国内基準）及び単体自己資本比率（国内基準）は、銀行法第14条の2の規定に基づく金融庁告示に定められた算式に基づき算出しております。
※預金には譲渡性預金を含みません。
※決算の詳細につきましては、きらやか銀行ホームページ（http://www.kirayaka.co.jp/)よりご覧いただけます。

用語解説
■ コア業務純益｜ 「業務純益」から「一般貸倒引当金繰入額」と「国債等債券損益」を除いたものです。分かりやすく言えば、資金運用収益と調達費用の差

額である資金運用収支益と、送金手数料等の手数料収支から、営業経費を引いた、いわゆる銀行本業部分の収支益の事を指します。
■ 経 常 利 益｜ 「業務純益」から「株式売買損益」や「個別貸倒引当金繰入額」などの臨時損益を加減した利益を指します。
■ 当期 純 利益｜ 「経常利益」に「特別利益」と「特別損失」、そして法人税等の税金を加減した利益を指します。

業績ハイライト（単体）
K i r a y a k a  B a n k

預金・預かり資産の状況

預金残高は、「山形応援シリーズ」やインター
ネット支店専用定期預金等を中心とした企画定
期預金の充実で前年同期比662億円増加の1兆
2,571億円となりました。

貸出金の状況

貸出金残高は「本業支援・最適提案」の取り組
みを徹底したことから、前年同期比180億円増
加の9,206億円となりました。
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（単位：百万円）
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預り資産残高預金残高 （単位：億円）
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（単位：億円）
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不良債権の状況（単体）
K i r a y a k a  B a n k

金融再生法開示債権
平成24年9月末の金融再生法に基づく開示債権は、前年同期比158億80百万円減少し、361億33
百万円、開示債権比率は1.81ポイント低下の3.85％となりました。
今後も引き続き、お取引企業に対する財務内容改善等ノウハウの提供に係る経営支援、経営指導をこ
れまで以上に強化し、資産の健全化に努めてまいります。

用語解説
■ 破産更生債権及びこれらに準ずる債権｜破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対す

る債権及びこれらに準ずる債権。
■ 危 険 債 権｜債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りがで

きない可能性の高い債権。
■ 要管理債権｜3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権。

保全状況

※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。ただし、構成比については端数を調整して表示しているものを含んでおります。

（単位：%）（単位：億円）

平成22年
9月末

平成23年
9月末

平成24年
9月末

金融再生法開示債権残高（左目盛） 総与信に占める割合（右目盛）

0

2.0

4.0

6.0

8.0

0

200

400

600

800

5.92 5.66

528
520 3.85

361

金融再生法開示債権残高および総与信に占める割合 当行は、平成23年2月、取引先企業再生支援のた
めのコンサルティング機能の発揮及び強化を目指し、
完全子会社となるきらやかターンアラウンド・パート
ナーズ株式会社を設立、平成24年5月、当行が所管
する貸出債権125億59百万円を会社分割により承
継いたしました。平成24年9月末現在における同社
との連結開示債権残高は475億円で開示債権比率
は5.01％となります。
なお、同社は、平成24年3月、日本政策投資銀行
と資本及び業務提携に関する協定書を締結し、企業
再生支援機能を強化するとともに人材の育成を図る
ことによって地域経済の活性化を目指しております。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
要管理債権
合計

53
264
43
361

53
200
7

261

担保保証等

30
177
3

211

貸倒引当金

23
22
4
50

100.00%
75.82%
17.90%
72.44%

債権額（A） 保全額（B） 保全率
（B／A）

（単位：億円）
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※みずほインベスターズ証券は、2013（平成25）年1月4日以降はみずほ証券となります。

株主の皆さまへ

上場株式配当等の支払に関する通知書について
租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した支払通知書を通知
することとなっております。つきましては、支払通知書の法定要件を満たした配当金計算書を同封しており
ますので、平成25年の確定申告の添付資料としてご使用ください。
なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行
われますので、平成25年の確定申告の添付書類としてご使用いただける支払通知書につきましては、お取
引の証券会社等へご確認ください。

みずほ信託銀行 株式会社 　 ® 0120-288-324

  株式のご案内（じもとホールディングス）

株主名簿管理人
同事務取扱場所

事業年度
定時株主総会
単元株式数
配当金受領株主確定日
基準日
公告方法

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年といたします。
毎年6月
100株
3月31日および中間配当を行うときは9月30日。
定時株主総会については、3月31日といたします。その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。
電子公告といたします。
【公告掲載ホームページアドレス】  http://www.jimoto-hd.co.jp/
ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞、
仙台市において発行する河北新報および山形市において発行する山形新聞に掲載して行う。

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
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　本店証券代行部

  株式事務取扱場所（じもとホールディングス）

  お問合せ先

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

電話お問合せ先 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）

みずほインベスターズ証券 本店および全国各支店
 プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）

みずほ信託銀行　本店および全国各支店

未払配当金のお支払
みずほ信託銀行　本店および全国各支店
みずほ銀行　本店および全国各支店

（みずほインベスターズ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。
みずほインベスターズ証券で単元未満株式の買増請求手続きをされ
る場合は、事前にみずほ信託銀行が指定する口座に送金していただ
く必要があります。
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本店所在地
電 話 番 号
設立年月日
資　本　金
預 金 残 高
貸出金残高
従 業 員 数
店　舗　数

ホームページ

山形県山形市旅篭町三丁目2番3号
023-631-0001（代表）
平成19年5月7日
177億円
12,571億円（譲渡性預金を除く）
9,206億円
956名
117カ店（県内99カ店、県外18カ店）（注）

http://www.kirayaka.co.jp/

（注）ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）形式での店舗統合による実質店
舗数は80カ店（県内63カ店、県外17カ店）、インターネット支店を除く。

プロフィール  （平成24年9月30日現在）

きらやか銀行　経営企画部　平成24年11月発行

H24.10.13　両行合同支店長会議

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

『お客様の声』受付ダイヤル
（受付時間）平日9：00～17：00

®0120-379-305


