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裏表紙

設 立
拠 点

従 業 員 数
総 資 産
預 金
貸 出 金
資 本 金
発行済株式数
総自己資本比率

千葉銀行のプロフィール（平成26年9月30日現在）

昭和18年3月
国内

海外

4,344人
12兆1,000億円
10兆1,660億円
8兆2,752億円
1,450億円
875,521千株
連結13.92% 単体13.41%

※諸計数は原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しています。

Contents

179店舗（本支店156、特別出張所5、出張所15、仮想店舗3）
両替出張所 3か所
店舗外現金自動設備 42,432か所

（うちコンビニATM「E-net」13,027か所、セブン銀行との提携による
共同ATM 18,640か所、ローソンとの提携によるATM 10,496か所）
3店舗（ニューヨーク、香港、ロンドン）
3駐在員事務所（上海、シンガポール、バンコク）

当行が契約している銀行法上の指定紛争解決機関
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室　電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772

ちばぎんグループのご紹介
頭取メッセージ
新中期経営計画「ベストバンク2020〜価値創造の3年」
トピックス
新商品のご紹介
新店舗のご紹介
CSR活動
金融犯罪にご注意ください
平成26年9月期　業績のご報告
金融円滑化に向けた取組み
株式の状況
連結財務諸表（要約版）
単体財務諸表（要約版）
ちばぎんネットワーク
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平成26年4月、グループ一体経営を迅速かつ効果的に実践していくため、
全てのグループ子会社に対する「ちばぎんグループ」の持分を100％としました。

ちばぎんグループのご紹介

　ちばぎんグループは、当行のほか子会社１３社で構成され、地域の皆さ
まに幅広い金融商品・サービスを提供しております。

証券・カード・
リース事業

調査・
コンサルティング事業

信用保証・
債権管理事業

●ちばぎん証券（株）
●ちばぎんジェーシービーカード（株）
●ちばぎんディーシーカード（株）
●ちばぎんリース（株）

●（株）ちばぎん総合研究所
●ちばぎんキャピタル（株）
●ちばぎんアセットマネジメント（株）
●ちばぎんコンピューターサービス（株）

●ちばぎん保証（株）
●ちば債権回収（株）

人材派遣・
業務受託事業

●ちばぎんキャリアサービス（株）
●ちばぎんハートフル（株）
●（株）総武
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　当行では今年４月、新たな中期経営
計画「ベストバンク２０２０～価値創造の
３年」をスタートいたしました。
　千葉県では、圏央道や外環道などの
交通インフラの整備や、大型商業・物
流施設の開発が進んでいます。こうした
なか、有効求人倍率など雇用情勢が回
復し、都市部を中心に人口が増加して
いるほか、地価にも持ち直しの動きが出
てきています。
　新たな中期経営計画では、こうした
良好な経済環境のもと、地域からの信
頼と強固な営業基盤・経営基盤を生か
しつつ、「攻め」の姿勢を加速して地
域経済の持続的な成長に貢献していく
という強い決意を打ち出しました。
　また、将来を展望すると、少子高齢化、
グローバル化、ＩＴの急速な発展といっ

た大きな変化が予想されます。私たちは、
こうした中長期的な変化に対し、常に
先を見据えながら迅速かつ的確に対応
し、お客さまとともに成長を続けてまい
ります。

　当中間期は、貸出金は前期末比
1,922億円増加の8兆2,752億円、預
金は前期末比 441億円増加の10兆
1,660億円と、貸出金・預金とも順調
に増加しました。
　損益については、連結経常利益は
前年同期比13億円増加の448億円、
連結中間純利益は前年同期比83億円
増加の349億円と、中間期としては、
経常利益・中間純利益ともに過去最
高益となりました。また、連結総自己
資本比率は13.92％と、引続き高い水
準を維持しております。

新中期経営計画「ベストバンク
２０２０～価値創造の３年」
について

平成２６年９月期の業績について

「リテール・ベストバンク」
グループを目指し、
さらにお客さまに信頼される
千葉銀行へ

頭取メッセージ



　多様化するお客さまの金融ニーズに
お応えしていくため、ご来店いただくこ
となく口座開設やローン申込みができる
「インターネット支店」を新設したほか、
国内初となるＪＣＢブランドのデビットカー
ドである「ちばぎんスーパーカード＜デ
ビット＞」の取扱いを開始しました。
　さらに、地域の産業を担う中小企業
の成長を後押ししていくため、特許を切
り口にお客さまの事業実態を多面的に
分析して融資に活用する「ちばぎん知
財活用融資」の取扱いを開始したほか、
成長著しいアジア地域でのお客さまの
事業展開をサポートするため、タイに「バ
ンコク駐在員事務所」を新設しました。

　現在当行では、「ダイバーシティ推
進委員会」及び「ダイバーシティ推進
部」を設置し、「女性の活躍推進」と、
これにつながる「仕事と家庭の両立支
援」を積極的に進めています。

　女性がいきいきと働ける環境を整え
ていくことにより、女性の視点からお客
さまのニーズにより即した施策を実現し
ていくとともに、女性の力を組織のマネ
ジメントに生かしてまいります。

　千葉銀行では、２０２０年に目指す姿
として、先進性のあるサービスで地域
のお客さまに最高の満足と感動を提供
する「リテール・ベストバンク」グループ
を掲げています。
　グループ役職員が一丸となり、今後
も、お客さま、株主の皆さま、地域社
会など全ての方々のご期待にお応えで
きるよう最大限の努力を尽くしてまいる
所存です。一層のご愛顧を賜りますよ
うお願い申し上げます。

今後千葉銀行が目指すもの

千葉銀行の新たな
取組みについて

「女性の活躍推進」の
取組みについて

取締役頭取
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ベストバンク2020
価値創造の3年

2014.4.1～2017.3.31

第12次中期経営計画をスタートさせました。

「価値創造の3年」で取り組む課題 

2020年（6年後）に目指す姿

新中期経営計画　「ベストバンク2020～価値創造の3年」

連結当期純利益
600億円 

貸出金残高
10兆円程度 

連結ROE
7％程度 

預金残高
12兆円程度 

普通株式等Tier1比率
13％台 

グループ預かり資産残高
3兆円程度 

「お客さま第一主義」により最高の価値を提供するとともに、
攻めの営業を徹底し、「リテール・ベストバンク」グループを目指します。

●お客さまの事業の成長や
経営課題の解決をサポー
トします。

●ＩＴの活用やチャネル・店
舗ネットワークの充実に
より、お客さまの利便性
を高めます。

●高い専門性を持つ人材
を育成します。

●女性や中高年職員の活
躍を推進するとともに外
部人材の積極的登用を
図ります。

●持続的な成長に向け、
業務の生産性向上を図り
ます。

●リスク管理態勢やコンプ
ライアンスを強化します。

新たな
企業価値の創造

人材育成の
一層の充実

持続可能な
経営態勢の構築

連結当期純利益
500億円 

貸出金残高
9兆円程度 

連結ROE
6％台 

預金残高
11兆円程度 

普通株式等Tier1比率
13％台 

グループ預かり資産残高
2兆4千億円程度 

「価値創造の3年」で到達すべき目標
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　平成２６年６月に佐久間頭取がコアメン
バーとして参画する「輝く女性の活躍を加
速する男性リーダー
の会」※が策定・公表
した「行動宣言」に
賛同しました。

　平成26年7月に「ダイバーシティ推進
委員会」を設置し、ダイバーシティマネジ
メントの第一歩として、女性の管理職登

　平成２７年３月に千葉工業大学
と共同で同大学内に「千葉工大
ひまわり保育園」を開設します。
同大及び当行グループの職員を
対象に募集し、職員の仕事と育
児の両立を支援します。

2020年度までに
①リーダー職の女性比率を３０％とする
②管理職の女性比率を２０％とする

当行は、第１２次中期経営計画「ベストバンク2020
～価値創造の３年」の主要施策である「女性の活躍
推進」を強化するため下記取組みを行っています。

トピックス

育児を協力する男性職員「イクメン」も応援します

　男性職員の育児休業の取得を推進するほか、業務効率化を進
め早期退行しやすい職場環境を整備するなど職場全体で「イクメ
ン」を応援しています。これらの取組みが厚生労働省に評価され、
平成２６年１０月に「イクメン企業アワード2014」特別奨励賞を受
賞しました。

女性の管理職登用に関する
数値目標の設定

千葉工大ひまわり保育園の設置

「輝く女性の活躍を加速する
男性リーダーの会」の行動宣言に賛同

　平成２６年10月に新設した「ダイバーシ
ティ推進部」「お客様サービス部」に、当
行初の女性部長を登用しました。女性な
らではの視点を生かしたきめ細かいサー
ビスの提供や、女性職員の活躍支援に取
組んでまいります。

女性部長の登用

当行初 ！

１１月には、地方銀行界においても女性職員の活躍を
支援すべく、全国地方銀行協会に加盟する全６４行の
頭取が参加のもと「輝く女性の活躍を加速する地銀頭
取の会」が発足しました。

用に関する具体的な数値目標を設定しま
した。

※女性の活躍推進に実践的に取り組む企業の男性リー
ダーが集まり、女性活躍推進に関する行動宣言を取りま
とめ、これを社会に発信していくことを目的に発足

同会の行動宣言

自ら行動し、
発信する

現状を
打破する

ネットワーキング
を進める
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新 商 品 の ご 紹 介

平成２６年１０月より、
国内初となるJCBブランドのデビットカード

「ちばぎんスーパーカード〈デビット〉」の取扱いを開始しました。

デビットカードとクレジットカードの違い

平成26年10月1日現在※ サービス内容の詳細は、店頭またはちばぎんのホームページでご確認ください。

個人の
お客さま

ちば
ぎん
スーパー

カード〈デビット〉新登場！！

デビットカード クレジットカード

お支払方法 即時払い 後払い

お支払回数 １回払い １回払い、２回払い、分割払い、
リボ払い、ボーナス一括払い

利用限度額 預金残高の範囲内かつ１日200万円まで 申込時　最大５０万円まで

キャッシング機能 － ○

ETC － ○

電子マネークイックペイ － ○

ご利用明細 インターネットサービス「My JCB」でご確認 ご利用明細書（紙）によるご確認
※Mｙ JCBでもご確認可能

ご利用通知Eメール ご利用の都度Eメールでお知らせ －

海外預金引出 海外ATMで国内預金を現地通貨で引出可能 －

地域優待サービス※ ○ ○

ご利用の都度口座から引落しとなるため、
現金の代わりにお使いいただけます
１５歳（中学生を除く）からお申込みいただけます
世界中のJCB加盟店（約2,700万店舗）でご利用いただけます

（一部店舗を除く）
JCBが提携する海外ATM・CDで預金を現地通貨で引き出せます
利用限度額＝口座残高となるため、使いすぎの心配がいりません
※ 年会費（一般カードの場合 1,350円（税込）、初年度無料・2年目以降無料化条件あり）、 

手数料等の詳細は、店頭またはちばぎんのホームページでご確認ください。

ポイント
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お客さまが保有する特許を評価して融資を行います

TKC千葉会と提携し、お客さまの創業計画の作成、
事業開始後の事業計画の見直しなどを支援します

財務諸表に加え、技術力や商品の強みな
どを融資の判断材料とします
原則無担保です

「企業特許レポート※」を活用して、未使用
特許の売却やビジネスマッチング等のお
客さまが抱える経営課題を発掘し、課題
解決に向けてサポートします

※「企業特許レポート」とは、お客さまが保有する特許を（株）三菱総合研究所が特許庁に登録され
ている公開情報等をもとに作成するレポートです。

　特許の内容や同様の特許を有する競合企業、特許の経済価値等を反映した内容となっています。
　なお、レポートの作成費用は当行が負担します。

！ポイント

ＴＫＣ千葉会会員※の税理士と連携し、お
客さまの創業計画書の策定等をサポートし
ます。
※ 経営革新等支援機関の認定を受けた会員

経営革新等支援機関から策定支援を受け
創業計画を作成することで、千葉県信用
保証協会が取り扱う「創業計画実施サポー
ト割引※」をご利用いただけます。
※ 割引内容、条件等の詳細は、店頭またはちばぎんのホー

ムページでご確認ください。

！ポイント

ちばぎん知財活用融資

創業支援の強化

法人・
個人事業主 
のお客さま

法人・
個人事業主 
のお客さま

＊ 融資内容の詳細は、店頭またはちばぎんのホームページでご確認ください。
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上海駐在員事務所

本　部
市場営業部
法人営業部

ロンドン支店

ニューヨーク支店

シンガポール
駐在員事務所

香港支店

バンコク駐在員事務所

新 店 舗 ご 紹 介

　移転によりアクセスが向上した
ほか、新店舗ではお客さまに便
利で安心してご利用いただける
よう設備を充実させています。

　急速に発展するアジアのネットワークを強化するため、新し
い拠点として「バンコク駐在員事務所」を設立しました。
　タイ・カンボジア・ミャンマー・ラオスで事業を展開されて
いるお客さま、これから進出を検討されているお客さまに、
きめ細かな情報をタイムリーに提供してまいります。

国内

海外

バンコク駐在員事務所
平成２６年９月

の

矢切支店
平成２６年７月

成田支店 
平成２６年８月

ちばぎん証券
柏支店 
平成２６年10月
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インターネット支店を新設しました！

　ご来店いただくことなく口座開設いた
だけます ！

　２４時間、いつでもどこでも、パソコ
ンやスマートフォンで簡単に銀行サー
ビスをご利用いただけます ！

● ２０歳以上の個人で千葉県、東京都、茨城県、埼玉県、横浜市、川崎市にお住まいの
お客さま

ご利用いただけるお客さま

お取引いただける商品・サービス

口座の開設方法

安心してご利用いただくために

　インターネットバンキングを安心してご利用いただくため、これまでご希望のお客さまにの

み提供していたトークン式ワンタイムパスワードを、インターネット支店をご利用のお客さま全

員に無料で提供します。
パスワードは６０秒ごとに更新され、一度使用した
パスワードはその時点で使用できなくなります。こ
れにより、万が一パスワードが盗まれたとしても、
次のログオン時には盗まれたパスワードは無効とな
るため、不正取引の防止につながります。

●普通預金口座による入出金、振込、振替、残高照会、取引明細照会
●各種ローンのお申込み、お手続き（住宅ローンを除く）
●ちばぎんスーパーカード（クレジットカード、デビットカード）のお申込み
●投資信託取引　等

●インターネットでのお申込み
●スマートフォン専用の口座開設アプリでのお申込み※

※ アプリでのお申込みは、運転免許証をお持ちの方に限らせていただきます。

地方銀行初 ！

平成26年12月1日現在
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CSR活動

ちばぎんひまわりギャラリー

ちばぎんひまわり寄席

ちばぎんグループは、本業等をつうじて全てのステークホルダーの皆さ
まからの期待にお応えするとともに、持続可能な地域社会の実現に貢献
できるよう「グループＣＳＲ活動方針」を掲げ、グループ役職員一丸となっ
てＣＳＲ活動に取組んでいます。

　東京・日本橋「コレド室町３」内にある入
場無料のアートスペース「ちばぎんひまわ
りギャラリー」にて、千葉にゆかりのある
作家の作品等を紹介しています。ご来廊
いただいた方々に心安らぐ空間を提供す
るとともに、地域における文化・芸術活
動の発展に貢献してまいります。

　「笑いで地域を元気に」という思いを込め寄席を
開催しています。平成２６年１０月には、「落語界
きっての爆笑派」として知られ、また紫綬褒章も
受章している柳家権太楼師匠を招き、ご来場の皆
さまに至芸ともいえる円熟の技を堪能していただ
きました。

開廊時間 1０時〜１８時（最終入廊１７時３０分）
※企画展最終日は１６時まで（最終入廊１５時３０分）

休廊日 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）、
１２月３１日〜１月３日、入替日

入場料・
使用料 無料

所在地 東京都中央区日本橋室町一丁目５番５号
「コレド室町３」４階

最寄駅 JR総武本線　新日本橋駅（直結）、
東京メトロ銀座線　三越前駅（直結）

お問合わせ先 ちばぎんひまわりギャラリー
TEL：03-3270-8898

吉野ヨシ子展
2014.12.3〜12.14

金田美津江展
2014.12.17〜12.27

島田由子展
2014.12.30〜
2015.1.18

伊藤郁展
2015.1.21〜2.1

白石章子展
2015.2.4〜2.15

彫刻 磁器レースドール 襖絵 洋画 キルト
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ちばぎんひまわりコンサート

ちばぎんハートフル福祉基金

ちばぎん・研究開発助成制度

　平成元年より「地域のお客さまと音楽をつうじてふれあ
う」ことを目的にコンサートを開催しています。平成２６年
１１月には、開局２５周年を迎えた（株）ベイエフエムの協
力のもと、Ｊ－ＰＯＰシーンを代表する実力派アーティスト
による「名曲カバーフェスティバル」をお届けし、ご来場
の皆さまにお楽しみいただきました。

　当基金は、社会福祉法人・ボランティア団体の皆さまに助
成金を交付し、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉などの
社会福祉活動にお役立ていただいています。平成２６年８月ま
でに、63団体に３３百万円の助成金を交付しました。

　本制度は、千葉大学ならびに千葉工業大学と
連携して新たな技術・商品・サービスの開発を行
う企業を資金面からサポートし、地域の産業・経
済の発展に寄与することを目的としています。平
成２６年８月までに、16社に18百万円の助成金を
交付しました。

森口博子
佐藤竹善
Skoop On Somebody
ARIA

出演者
歌手

歌手

R＆Bデュオ

ロックヴァイオリニスト



13 Chiba Bank 2014

金 融 犯 罪 に ご  注 意 く だ さ い

近年、さまざまな金融犯罪が発生し、その手口は巧妙かつ高度化してい
ます。こうした金融犯罪の代表的な手口を紹介いたしますので、被害に
遭われないよう十分にご注意ください。

振り込め詐欺

電話を利用して、息子や孫、警察官や弁護
士などを装い、交
通事故や小切手
紛失、横領などの
補てんを名目に現金を
だまし取る手口です。

「有料サイトの利用料」や「訴訟関係費用」
など、架空の事実を
口実とした料金を請
求するハガキや電子
メールを送り、現金を
だまし取る手口です。

ご家族、またはお近くの警察やちばぎんに相談してください ！

オレオレ詐欺 架空請求詐欺

　　こんな言葉に注意 ！ 　　こんな言葉に注意 ！
・今すぐお金が必要
・電話番号が変わった
・風邪をひいた、のどの調子が悪い
・会社のお金を使いこんだ、カバンをなくした
・示談金を払わなければ逮捕される
・代わりの者に渡してもらいたい
・宅配便でお金を送ってほしい

・未納利用料金の債権譲渡を受けた
・延滞金が発生している
・期限までに入金がなければ、回収専門

員が自宅・勤務先に回収に行く、法的
措置をとる

！ ！

ダイレクトメール・FAX・電
話等により融資を勧誘し、
融資を申し込んできた者に
対し、保証金などの名目で
現金をだまし取る手口です。

税務署や社会保険事務所など
の職員を名乗り、税金や保険
料の還付手続があるかのよう
に装い、ATM操作をさせ現金
を振り込ませる手口です。

融資保証金詐欺

還付金等詐欺

　　こんな言葉に注意 ！

　　こんな言葉に注意 ！

・面倒な手間いらず、低利で即融資
・〇万円振り込めば○○万円を即融資

・還付金が受け取れますが、今日中に手
続きが必要です

・操作方法を電話で教えますので、携帯
電話を持ってATMへ行ってください

！

！
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金 融 犯 罪 に ご  注 意 く だ さ い

インターネットバンキングの不正取引

キャッシュカードを使った犯罪

「インターネットバンキング」をご利用の際は、ウイルス対策ソフトを必ずお使いいただき、
ソフトが最新状態に更新されていることをご確認ください。

事例
お客さまのパソコンがウイルスに感染することにより、インターネットバ
ンキングのログオン時に、当行の画面を模倣した偽画面を表示し、ご
契約者カードの裏面にある「確認番号」を不正に入力させようとする。

キャッシュカードに保管さ
れている磁気情報を盗ん
で、別のカードを偽造し
現金引出・振込等を行う。

キャッシュカードを盗み、
そのカードを使って現金
引出・振込等を行う。

所有者から言葉巧みに
カードを預かり、暗証番
号を聞き出して現金引出・
振込等を行う。

偽造 盗難 詐取

当行のインターネットバンキングでは、ログオン時に「確認番号」を入
力していただくことはありませんので、ログオン時には絶対に入力しな
いでください。

●他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えることは絶対に
しないでください。

●推測されやすい暗証番号は使用しないでください。また、推測させ
るもの（免許証や保険証など）と一緒に携帯・保管しないでください。

このカードでATMをご利用いただくと、「暗証番号」に加え予めICチップに登録したお客さまの
生体情報（指静脈パターン）と、実際に利用している人の指静脈パターンを照合して本人確認
を行うため、万が一盗難等にあった場合でも被害を防ぐことができます。

生体認証対応ICキャッシュカードが
お客さまのご預金をお守りします

事例

対策

対策

このソフトを使用す
ると、アクセスし
ているウェブサイト
が本物であるかを
確認できます。

PhishWall
（フィッシュウォール）
プレミアム
〜ホームページより無料で

ダウンロードできます〜
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損益の状況

自己資本比率（バーゼルⅢ）の状況

平成26年9月期　業績のご報告

　平成２６年9月期は、連結経常利益が前年同期比13億円増加の448億円、連結中
間純利益は前年同期比83億円増加の349億円となりました。中間期としては、経常利
益・中間純利益ともに過去最高益となりました。
　総自己資本比率は、連結で13.92％、単体で13.41％となりました。
　貸出金は、前期末比1,922億円増加し8兆2,752億円となりました。そのうち、中
小企業向け貸出が前期末比818億円増加、住宅ローンが505億円増加しました。
　預金は、個人預金の増加などにより前期末比441億円増加し10兆1,660億円となり
ました。

（億円）

■経常利益　■中間純利益A B

24年9月期 25年9月期 26年9月期
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（億円）

■経常利益　■中間純利益A B
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　　総自己資本比率　　　普通株式等Tier1比率BA

（％）
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（連結） （単体）
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貸出金の状況　 中小企業向け貸出金・住宅ローンの状況

（億円）

25年9月末 26年3月末 26年9月末

3,550

0

3,000

3,500

4,000

3,483

3,655

■投資信託残高A

A

（億円）

25年9月末 26年3月末 26年9月末

80,830

0

75,000

80,000

85,000

80,393

82,752

■総貸出金残高A

A

（億円）

25年9月末 26年3月末 26年9月末
0

25,000

30,000

35,000

■中小企業向け貸出金残高　■住宅ローン残高　

28,123
28,817

33,277
33,838

29,323

34,657

A B

BA

バーゼルⅢ
　リーマンショック時に発生した世界的な金融危機を教訓に、金融機関の損失
吸収力の強化や過度なリスクテイクの抑制を図り、金融機関の健全性を維持
するために導入された新たな規制の枠組みです。金融機関に対し、投資や融
資などの損失を被る恐れのある「リスク資産」に対して、自己資本を一定割合
以上持つように義務づけています。
普通株式等Tier１比率
　中核的自己資本（Tier１資本）のうち、より資本としての質が高く、損失吸収力
が高いとされる普通株式や内部留保などによって構成される部分を普通株式等
Tier１資本といい、バーゼルⅢでは、総自己資本比率やTier１比率だけでなく、普
通株式等Tier１比率についても最低水準が定められました。

用語解説

（億円）

25年9月末 26年3月末 26年9月末

101,218

0

95,000

100,000

105,000

97,922

101,660

■総預金残高A

A

預金の状況　 投資型金融商品の状況
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要管理債権
528

危険債権
908

26年
9月末

26年
9月末
開示額

保全内容

保全率

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 198
破産更生債権及び
これらに準ずる債権 198

担保・
保証等（※）
225

貸倒引当金
92

担保・保証等
528

貸倒引当金
173

担保・保証等担保・保証等
187187

貸倒引当金
10

（※）概算数値です

1,636
（開示額）

100％77.3%60.1%

（単位：億円）

正常債権 82,001

金融円滑化に向けた取組み

　平成２6年9月末時点の金融再生法開示債
権残高は、1,636億円となりました。また、
不良債権比率は1.95％となっています。
　引続き営業店と本部、さらに中小企業再
生支援協議会などの外部機関とも連携しなが
ら、お客さまの経営改善に向けた取組みの
支援を進めてまいります。

　当行は、地域金融機関として金融サービスの提供をつうじて、地域のお客さ
まのニーズにお応えし、地域の発展に貢献するという姿勢を堅持しています。
特に、地域への円滑な資金供給をはじめとする金融仲介機能の強化や、お客
さまへの経営健全化支援等による地域密着型金融の実践については、最も重
要な経営課題として位置づけ、各種施策に積極的に取組んでまいりました。
　このようななか、引き続き「お客さま第一主義」を徹底し、新規のお借入れ
やお借入れ条件の変更等のご相談に真摯に対応していくとともに、お客さまの
ニーズに応じた積極的なソリューションの提供により、地域における金融円滑
化への取組みを一層強化してまいります。

■不良債権の推移

■金融再生法第7条に基づく資産査定額及び保全状況

金融再生法開示債権の状況

0

500

1,000

1,500

2,000
（億円） （%）

■金融再生法開示債権残高　　  不良債権比率 A
24年9月末 25年9月末 26年9月末

1,713

2.162.16

1,744

2.142.14

1,636

1.951.95

A

B

0

1

2

3

4

B

要管理債権
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」を除く3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権で
す。
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が高い債権です。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産、会社更生、再生手続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
権です。

用語解説



18Chiba Bank 2014

株式の所有者別状況 大株主上位10名

■事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで

■定時株主総会
毎年6月

■基準日
定時株主総会の議決権 ： 毎年3月31日
期末配当 ： 毎年3月31日
中間配当 ： 毎年9月30日

■公告方法
電子公告

（当行ホームページ http://www.chibabank.co.jp/）
ただし、電子公告による公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

■株式事務取扱場所
株主名簿管理人・事務取扱場所
〒103-8202
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社　本店
お問い合わせ先　 0120-707-843

■株主優待制度
対象株主　 毎年3月31日現在、1,000株（1単元）
　　　　　 以上保有の株主

■株主優待制度の内容
オリジナルカタログ（毎年6月送付予定）から千葉
県の特産品等または当行及びちばぎんグループ
の金融商品・サービスの優待※が受けられる株主
優待クーポンのいずれかを、保有株数に応じて、
お選びいただけます。

平成26年9月30日現在 平成26年9月30日現在

（注） 1. 1単元の株式数は1,000株です。なお、上記のほか、単元未満
株式は4,376,087株となっております。

　　 2. 自己株式42,692,750株は「個人その他」に42,692単元、
単元未満株式に750株含まれております。なお、自己株式
42,692,750株は株主名簿上の株式数であり、期末日現在の実
質的な所有株式数は42,691,750株です。

　　 3.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の
株式が2単元含まれております。

（注） 1. 上記の他、株式会社千葉銀行名義の自己株式42,691千株
（4.87％）があります（株主名簿上は、株式会社千葉銀行名義
となっていますが、実質的に所有していない株式1千株を除く）。

2. 所有株式数は千株未満を切り捨てております。
3. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は小数点第3位以

下を切り捨てております。

※金融商品・サービスの優待は次の1〜5のいずれか1つをお選びいただけます。
1. 定期預金1年もの店頭表示金利（年）0.2%上乗せ（1枚につき1回限り、

500万円が上限）
2. 外国通貨両替手数料20%割引（1枚につき1回限り、割引後レートで日

本円100万円相当分のご両替が上限）
3. 遺言信託引受予諾手数料20%割引
4. ちばぎん証券の国内上場株式売買委託手数料20%割引
　（1枚につき年間1万円が上限）
5. ちばぎん総合研究所主催セミナー受講料20%割引
　（1枚につき1回限り、1万円が上限）

区分 株主数
（人）

所有株式数
（単元）

割合
（%）

政府・地方公共団体 2 9 0.00

金融機関 108 353,656 40.59

金融商品取引業者 26 19,383 2.23

その他の法人 1,196 131,503 15.10

外国法人等 474 217,156 24.93

個人その他 21,914 149,438 17.15

計 23,720 871,145 100.00

株主名 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（%）

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 36,800 4.20

株式会社三菱東京UFJ銀行 35,414 4.04

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 35,044 4.00

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 30,537 3.48

日本生命保険相互会社 26,870 3.06

第一生命保険株式会社 26,230 2.99

住友生命保険相互会社 17,842 2.03

明治安田生命保険相互会社 15,891 1.81

STATE STREET
BANK AND TRUST
COMPANY 505223

12,861 1.46

千葉銀行職員持株会 11,996 1.37

保有株数 1,000株以上
10,000株未満 10,000株以上

優待商品
千葉県の特産品等

3,000円相当または
株主優待クーポン1枚

千葉県の特産品等
6,000円相当または
株主優待クーポン2枚

株式の状況
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中間連結貸借対照表（要約版） （単位：百万円）

連結財務諸表（要約版）

科　目 平成25年9月末 平成26年9月末

（資産の部）
現金預け金 392,668 688,413
コールローン及び買入手形 206,125 392,586
買現先勘定 34,995 24,995
債券貸借取引支払保証金 ─ 2,068
買入金銭債権 23,343 22,956
特定取引資産 275,138 273,811
金銭の信託 43,908 44,077
有価証券 2,142,147 2,218,279
貸出金 8,016,832 8,251,879
外国為替 5,555 13,654
その他資産 91,419 90,555
有形固定資産 99,197 102,840
無形固定資産 10,536 11,377
退職給付に係る資産 ─ 729
繰延税金資産 8,003 6,837
支払承諾見返 80,138 71,225
貸倒引当金 △ 51,253 △ 47,192

資産の部合計 11,378,758 12,169,098

科　目 平成25年9月末 平成26年9月末

（負債の部）
預金 9,781,530 10,156,442
譲渡性預金 245,281 436,910
コールマネー及び売渡手形 71,926 69,680
債券貸借取引受入担保金 63,226 106,976
特定取引負債 24,308 23,042
借用金 193,029 302,714
外国為替 578 479
社債 20,000 40,000
その他負債 101,309 125,784
退職給付引当金 19,517 ─
退職給付に係る負債 ─ 19,807
役員退職慰労引当金 190 157
睡眠預金払戻損失引当金 1,534 1,717
ポイント引当金 416 457
特別法上の引当金 23 27
繰延税金負債 1,571 9,816
再評価に係る繰延税金負債 13,166 13,157
支払承諾 80,138 71,225
負債の部合計 10,617,749 11,378,397

（純資産の部）
資本金 145,069 145,069
資本剰余金 122,134 122,134
利益剰余金 422,966 463,355
自己株式 △ 7,549 △ 27,495
　株主資本合計 682,620 703,063
その他有価証券評価差額金 60,596 76,408
繰延ヘッジ損益 84 △ 16
土地再評価差額金 9,848 9,834
退職給付に係る調整累計額 ─ 1,046
　その他の包括利益累計額合計 70,529 87,273
新株予約権 295 364
少数株主持分 7,564 ─
純資産の部合計 761,009 790,701
負債及び純資産の部合計 11,378,758 12,169,098
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中間連結損益計算書（要約版） （単位：百万円）

（平成25年4月  1日から
平成25年9月30日まで）（平成26年4月  1日から

平成26年9月30日まで）
科　目 平成25年9月期 平成26年9月期

経常収益 112,483 114,947
　資金運用収益 69,728 68,671
　　（うち貸出金利息） (58,395) (56,089)
　　（うち有価証券利息配当金） (10,568) (11,493)
　信託報酬 0 0
　役務取引等収益 23,338 23,552
　特定取引収益 1,307 2,005
　その他業務収益 3,331 2,454
　その他経常収益 14,777 18,261
経常費用 68,948 70,077
　資金調達費用 5,377 5,527
　　（うち預金利息） (2,405) (2,322)
　役務取引等費用 8,019 8,227
　その他業務費用 1,329 187
　営業経費 44,282 44,978
　その他経常費用 9,940 11,156
経常利益 43,535 44,869
特別利益 0 5,128
　固定資産処分益 0 0
　負ののれん発生益 ─ 5,127
特別損失 492 230
　固定資産処分損 492 230
税金等調整前中間純利益 43,042 49,767
法人税、住民税及び事業税 14,791 14,064
法人税等調整額 1,170 735
法人税等合計 15,962 14,800
少数株主損益調整前中間純利益 27,079 34,966
少数株主利益 465 ─
中間純利益 26,614 34,966
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中間貸借対照表（要約版） （単位：百万円）

単体財務諸表（要約版）

科　目 平成25年9月末 平成26年9月末

（資産の部）
現金預け金 389,341 685,178
コールローン 206,125 392,586
買現先勘定 34,995 24,995
債券貸借取引支払保証金 ─ 2,068
買入金銭債権 14,327 13,656
特定取引資産 274,553 272,223
金銭の信託 39,608 38,777
有価証券 2,141,797 2,214,823
貸出金 8,039,346 8,275,299
外国為替 5,555 13,654
その他資産 45,089 40,854
　その他の資産 45,089 40,854
有形固定資産 94,125 97,656
無形固定資産 10,396 11,226
前払年金費用 ─ 64
繰延税金資産 629 ─
支払承諾見返 61,273 53,962
貸倒引当金 △ 40,016 △ 36,933

資産の部合計 11,317,149 12,100,095

科　目 平成25年9月末 平成26年9月末

（負債の部）
預金 9,792,243 10,166,057
譲渡性預金 280,781 473,010
コールマネー 71,926 69,680
債券貸借取引受入担保金 63,226 106,976
特定取引負債 24,308 23,042
借用金 191,662 301,806
外国為替 578 479
社債 20,000 40,000
その他負債 59,008 79,216
　未払法人税等 13,043 11,634
　資産除去債務 222 221
　その他の負債 45,742 67,360
退職給付引当金 18,951 20,168
睡眠預金払戻損失引当金 1,534 1,717
ポイント引当金 174 194
繰延税金負債 ─ 7,329
再評価に係る繰延税金負債 13,166 13,157
支払承諾 61,273 53,962
負債の部合計 10,598,836 11,356,800

（純資産の部）
資本金 145,069 145,069
資本剰余金 122,134 122,134
　資本準備金 122,134 122,134
利益剰余金 391,431 421,707
　利益準備金 50,930 50,930
　その他利益剰余金 340,501 370,777
　　固定資産圧縮積立金 33 33
　　別途積立金 305,971 335,971
　　繰越利益剰余金 34,496 34,772
自己株式 △ 7,549 △ 27,495
　株主資本合計 651,084 661,415
その他有価証券評価差額金 56,999 71,697
繰延ヘッジ損益 84 △ 16
土地再評価差額金 9,848 9,834
　評価・換算差額等合計 66,932 81,515
新株予約権 295 364
純資産の部合計 718,312 743,295
負債及び純資産の部合計 11,317,149 12,100,095
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中間損益計算書（要約版） （単位：百万円）

（平成25年4月  1日から
平成25年9月30日まで）（平成26年4月  1日から

平成26年9月30日まで）
科　目 平成25年9月期 平成26年9月期

経常収益 100,539 101,768
　資金運用収益 70,273 70,255
　　（うち貸出金利息） (58,197) (55,934)
　　（うち有価証券利息配当金） (11,395) (13,325)
　信託報酬 0 0
　役務取引等収益 18,092 18,780
　特定取引収益 687 1,315
　その他業務収益 3,333 2,435
　その他経常収益 8,153 8,981
経常費用 60,482 61,653
　資金調達費用 5,375 5,520
　　（うち預金利息） (2,406) (2,322)
　役務取引等費用 9,109 9,372
　その他業務費用 1,329 187
　営業経費 41,592 42,209
　その他経常費用 3,075 4,363
経常利益 40,057 40,114
特別利益 0 0
特別損失 487 229
税引前中間純利益 39,569 39,886
法人税、住民税及び事業税 13,051 12,263
法人税等調整額 1,169 803
法人税等合計 14,221 13,066
中間純利益 25,348 26,819
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多古

神栖

笹川
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神崎

富里

大和田

成田

成田西
印西牧の原

酒々井
あやめ台（特別出張所）

みつわ台
穴川（特別出張所）

勝田台
新八千代

八千代

実籾

習志野台

薬円台

はざま

志津

ユーカリが丘 うすい

佐倉
八千代
緑が丘

安食

千葉
ニュータウン白井

小室

我孫子
花野井

成田空港支店および
成田空港・第二・第三
（両替出張所）

品川法人営業所

小見川

旭

天王台

守谷

つくば

湖北

印西柏

柏西口
コンサルティングプラザ柏

コンサルティングプラザ船橋

柏市役所（出張所）

増尾 沼南（出張所）
六実（出張所）

鎌ケ谷

南柏
小金原

二和向台

高根台

豊四季（特別出張所）
流山おおたかの森

初石江戸川台

野田川間

関宿

南流山

八潮駅前
三郷中央

越谷レイクタウン

深川

新松戸

流山

馬橋
松戸

矢切
松飛台

高塚

八柱

常盤平

五香

松戸市役所（出張所）

船橋市役所
（出張所）

千葉市役所
（出張所）

市川市役所

コンサルティングプラザ市川
（本八幡支店 2階）

（出張所）

金町

新宿
秋葉原

千住

東京営業部

本店営業部

錦糸町 小岩 市川 本八幡

本八幡南篠崎みずえ

中山

津田沼

習志野
袖ケ浦

新検見川
京成駅前

幕張

真砂

稲毛
コンサルティングプラザ千葉
千葉駅前

県庁
長洲 松ケ丘

大宮台西船橋

船橋

船橋北口

新浦安
ひまわりラウンジ津田沼

浦安 南行徳 行徳

幕張新都心 新稲毛

幸町
（特別出張所）

八日市場

横芝

四街道
四街道南

都賀
中央 千城台

成東

東金
九十九里

大網

茂原
茂原南

茂原東

辰巳台
市原市役所
（出張所）

牛久 大多喜

一宮

長者

大原

御宿
勝浦

鴨川・天津

和田
千倉

久留里

館山
館山南
（特別出張所）

那古船形

木更津
木更津東

袖ケ浦

姉崎
五井
八幡

君津

湊

富津・大佐和

鋸南

白浜

八街

とけ

誉田
鎌取

ちはら台

蘇我

柏の葉キャンパス

大阪

津田沼駅前 稲毛東口
幕張本郷

コンサルティングプラザ 4か所（千葉・柏・船橋・市川）

ローンプラザ 3か所（千葉中央・柏・船橋）

県内 160店舗（うち、特別出張所5店舗、
出張所14店舗、仮想店舗3店舗）

県外 19店舗（東京都12店舗、大阪府1店舗、
埼玉県3店舗、茨城県3店舗）

海外 3店舗（ニューヨーク、香港、ロンドン）

海外駐在員事務所 3か所（上海、シンガポール、バンコク）

両替出張所 3か所

自行店舗外現金自動設備 269か所（うち、県内267か所）

コンビニATM「E-net」 13,027か所（うち、県内669か所）

セブン銀行との提携
による共同ATM 18,640か所（うち、県内1,051か所）

ローソンとの提携による
ATM 10,496か所（うち、県内391か所）

コンサルティングプラザ、ローンプラザ

店舗数

平成26年9月30日現在
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