
 九 州 と と も に、豊 か な 未 来 へ。
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中間期ミニディスクロージャー誌　兼　営業の中間ご報告
（平成27年4月1日～平成27年9月30日）



自然豊かな九州の大地に根ざし、成長し続ける大樹。
わたしたち九州フィナンシャルグループも、しっかりと地域に根
ざし、地域とともに成長しながら、社会に豊かな実りをもたらす
大樹のような存在でありたいという願いが込められています。

コンセプト

木洩れ日は、将来を優しく照らし出す光を表します。
みずみずしい豊かな九州の未来を、まさに水滴を思わせる立体
的な造形によって印象深く表現しています。

デ ザ イ ン

これまで築き上げてきた信頼を表す深みのある“トラストグリー
ン”と、なにごとにも挑戦し続ける若々しいマインドを表す“フ
レッシュグリーン”を基調としています。

カ ラ ー

シンボルマークについて

ご 挨 拶
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、このたび株式会社肥後銀行と株式会社鹿児島銀行は、共同株式移転により平成27年10月
1日に持株会社「株式会社九州フィナンシャルグループ」を設立いたしました。新会社設立に際
しましては、皆様方の一方ならぬご理解とご支援をいただき、厚く御礼申し上げます。
　新しい金融グループは、肥後銀行と鹿児島銀行の地元を中心に九州における存在感を更に発揮
できる磐石な経営基盤を確立し、広域化した新たな地域密着型ビジネスモデルの創造に取り組む
ことで、地域とともに「地方創生」を実現してまいります。
　地域の更なる発展のため役職員一同、邁進する所存でございますので、倍旧のご指導ご支援を
賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

平成27年12月吉日

株式会社九州フィナンシャルグループ
代表取締役会長　甲斐　隆博
代表取締役社長　上村　基宏

代表取締役会長
甲斐　隆博

代表取締役社長
上村　基宏



九州フィナンシャルグループについて
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わたしたち九州フィナンシャルグループは、持続可能な成長の実現に向け、以下の3つの理念を柱として、
みなさまから真に愛される総合金融グループを目指します。

1.お客様の信頼と期待に応え、最適かつ最良の総合金融サービスを提供します。

2.地域とともに成長し、活力あふれる地域社会の実現に積極的に貢献します。

3.豊かな創造性と自由闊達な組織風土を育み、より良い未来へ向かって挑戦し続けます。

グループ経営理念

組織図

組織概要

本店所在地
（登記上の住所）

鹿児島市金生町6番6号

本社所在地
（本社機能）

熊本市中央区練兵町1番地

代表者 代表取締役会長 甲斐 隆博
                      （肥後銀行 取締役頭取）
代表取締役社長 上村 基宏 
                      （鹿児島銀行 取締役頭取）

資本金 360億円
設立日 平成27年10月1日
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

福岡証券取引所本則市場

創立 明治12年10月6日
資本金 181億30百万円
本店所在地 鹿児島市金生町6番6号
店舗数 151か店 （本支店 112・出張所 11・

　　　　　代理店 27・海外駐在員事務所 1）
従業員 2,347人

（平成27年9月30日現在）

（平成27年10月1日現在）

創立 大正14年7月25日
資本金 181億28百万円
本店所在地 熊本市中央区練兵町1番地
店舗数 123か店 （本支店 118・出張所 4・

　　　　　海外駐在員事務所 1）
従業員 2,293人

（平成27年9月30日現在）

株式会社 肥後銀行 株式会社 鹿児島銀行

株式会社 九州フィナンシャルグループ

役員
代表取締役会長 甲斐 隆博
代表取締役社長 上村 基宏
取締役 下山 史一郎
取締役 郡山 明久
取締役 最上 剛
取締役 松永 裕之

取締役 津曲 耕治
取締役 林田 達
取締役（社外） 渡辺 捷昭
取締役（社外） 末吉 竹二郎
監査役 上野 豊德 
監査役 本村 悟 

監査役（社外） 関口 憲一
監査役（社外） 田中 克郎
監査役（社外） 田島 優子
執行役員 野崎 満雄
執行役員 江藤 英一
執行役員 赤塚 典久

株主総会

関連会社7社 関連会社7社

監査役会 監査役室

取締役会 グループ経営会議

委員会

総合予算委員会
ALM委員会
リスク管理委員会

コンプライアンス委員会
グループ戦略委員会

監査部

経営企画部

グループ戦略部

業務・ IT統括部

コンプライアンス・
 リスク統括部
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九州フィナンシャルグループが目指す姿の実現に向けて
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お客様にとって九州トップの総合金融グループ 協働ステージでの取り組み

統合記念キャンペーン

目指す姿

第１次中期経営計画

お客様への最適かつ最良のサービス提供に向けた経営基盤構築
基本方針

お客様の多様なニーズに応える
「総合金融力」

ステークホルダーに信頼される
「ブランド力」

グループ全体最適を実現する
「組織運営力」

●   金融ニーズに迅速かつ的確に応え
る金融事業領域・ 商品・サービス

●   地域の持続的成長を実現する地方
創生戦略

●   グループ収益を支える安定した市
場運用収益

●   地域・お客様　
常に選ばれ続ける高い信頼性（人
間力・商品力）

●   株主
安定的な株主還元と積極的なIR活動

●   従業員
グループの一員であるという誇りと
高いモチベーション   

　九州フィナンシャルグループ誕生を記念し、また、熊本・鹿児島両県民の交流を願い、個人の
お客様を対象としたキャンペーンを展開しております。（平成27年12月30日まで）
　円貨個人定期預金の金利上乗せのほか、ペア宿泊券や各県の特産品を抽選でプレゼントいたし
ます。
※   両行でキャンペーン内容が一部異なっております。詳細につきましては、ホームページまたは店頭でご確認ください。

肥後銀行⇔鹿児島銀行間の振込手数料改定
肥後銀行から鹿児島銀行宛の振込手数料が肥後銀行本支店宛と同額に、鹿児島銀行から肥後銀行宛の振込手数料が 
鹿児島銀行本支店宛と同額になりました。
今後も、共同施策を通じ、お客様へのサービス拡充に取り組んでまいります。
※手数料の詳細については、ホームページまたは店頭でご確認ください。

●   環境変化に適応したグループ経営
基盤の強化

●   高度なグループ経営管理態勢の整
備

●   総合金融力構築を支える経営・業
務の効率化と戦略的人員配置

KFG地域企業応援ファンド 人材交流

　地場（熊本、鹿児島、宮崎）に本店または拠点を有する
企業様に対し、事業基盤の再生、強化、拡大、成長ならび
に、第二創業等のあらゆる事業ステージにおいて支援するこ
とを目的に、肥後銀行、鹿児島銀行および株式会社Ｋｉｚｕｎａ
キャピタルの共同でファンドを設立しました。これまで両行で
培ったノウハウ、ネットワークの相互活用により、地域産業
および地域企業の更なる発展につながる取り組みを進めてま
いります。

鹿児島「おはら祭り」（Ｈ27.11.3）
肥後銀行の新入行員24名が参加。

入行7年目の女性行員を対象にした
「キャリア7研修」｡ 各行約20名ずつ
が参加。

　人材育成の強化と相互理解促進、グループ一体感の醸
成のため、それぞれの地域行事や共同研修の開催などの
人材交流を積極的に行っています。

「協働」⇒「融合」　２つのステージで実現

●   グループ全体の融合を段階的に進め、経営基盤を
より強固なものにする。

●   グループの連結粗利益と経費効率の両面から、
統合効果を最大限に発揮し、持続的成長につな
げる。

第２次中計以降（2018年4月～）
② 融合ステージ

● 相互理解を深め、有効性を導入し合う。
●   融合ステージにおける統合効果の最大限発揮に向

け、強み（ノウハウ）を結集して、グループ総合
金融力を高める。

●   グループガバナンスの高度化を進め、グループ経
営資源を最適に配分する仕組みを構築する。

第１次中計（2015年10月～2018年３月）
① 協働ステージ



財務ハイライト（平成27年9月期　単体）

41,344億円 36,159億円
総預金残高

（譲渡性預金を含む）

27,548億円 27,186億円貸出金残高

90億円 88億円業務純益

92億円 64億円    中     間純利益

138億円 92億円経常利     益
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（単位：億円）公金預金他法人預金個人預金

平成26年3月末

41,099

26,947

9,842

4,309

平成27年3月末

42,010

平成27年9月末

41,344

10,531

3,991

27,487

10,228

3,473

27,641

総預金の状況

（単位：億円）公金向個人向法人向

平成26年3月末

25,734

12,830

9,304

3,598

平成27年3月末

26,890

平成27年9月末

27,548

9,590

4,070

13,229

9,656

4,453

13,438

貸出金の状況

（単位：億円）業務純益 経常利益 中間純利益

平成25年9月期

117
126

80 84

110

72

平成26年9月期

90

138

92

平成27年9月期

収益の状況

（単位：億円）公金預金他法人預金個人預金

平成26年3月末

33,921

23,774

7,803
2,343

平成27年3月末

35,550

平成27年9月末

36,159

8,644
2,246

24,659

8,526

2,794

24,838

総預金の状況

（単位：億円）公金向個人向法人向

平成26年3月末

24,391

13,554

6,987

3,850

平成27年3月末

26,824

平成27年9月末

27,186

8,234

3,992

14,598

8,764

3,949

14,472

貸出金の状況

（単位：億円）業務純益 経常利益 中間純利益

平成25年9月期

82
88

55

80 77

51

平成26年9月期

88 92

64

平成27年9月期

収益の状況
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財務ハイライト（平成27年9月期　単体）

12.69% 12.17%自己資本比率　

2.95%2.13% 不良債     権比率

格付

7.48% 5.36%    株主資本ROE

6.23% 4.26%    ROE
※ 中間純利益

純資産

※ 中間純利益
株主資本
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（単位：億円）コア資本 自己資本比率

平成26年3月末

2,552 

12.89%

平成27年3月末 平成27年9月末

11.89%

2,615

12.17%

2,676

（単位：億円）コア資本 自己資本比率

平成26年3月末

2,435

12.83%

平成27年3月末 平成27年9月末

12.55%

2,521

12.69%

2,589

自己資本比率の状況 自己資本比率の状況

（単位：億円）不良債権額 不良債権比率

平成26年3月末

589

2.28%

平成27年3月末 平成27年9月末

2.26%

611

2.13%

591

金融再生法開示債権の状況
（単位：億円）不良債権額 不良債権比率

平成26年3月末

706

2.85%

平成27年3月末 平成27年9月末

2.75%

747

2.95%

813

金融再生法開示債権の状況

※部分直接償却を実施しております。 ※部分直接償却は実施しておりません。

スタンダード&プアーズ・
レーティング・ジャパン㈱

【長期格付】

A

格付（平成27年10月末現在）
ムーディーズ・ジャパン㈱

【長期格付】

A1
㈱格付投資情報センター（R&I）

【長期格付】

A+

格付（平成27年10月末現在）
スタンダード&プアーズ・
レーティング・ジャパン㈱

【長期格付】

A
㈱格付投資情報センター（R&I）

【長期格付】

A+
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創立90周年を迎えた本年、「自然との共生、環境
との調和」をテーマとした新本店ビルが完成し、
5月7日より業務を開始しました。熊本城の「武
者返し」と「棚田」をモチーフにした外観で、熊
本の風土と文化を表現したほか、敷地の約2割を
利用して庭を設け、街にひらかれた空間を提供し
ています。

小学生向け金融教育の一環として、人型ロボット
「パルロ」との双方向コミュニケーションを通じ、
クイズ形式等で金融について楽しく学ぶ機会をご
提供しております。

地域の皆様とともに、美しい阿蘇を次世代に継承
する活動に貢献するため、お預入れいただいた預
金総額に応じて一定割合を肥後銀行が拠出し、「阿
蘇世界農業遺産基金」に寄付しております。（本
年度の取り扱いは終了しました。6月22日～8月
31日）

平成27年9月28日、沖縄県那覇市に「沖縄支店」
および「沖縄事務所」を開設しました。九州全域
と沖縄の企業をつなぎ、双方向の商流構築支援等
に取り組みます。

小学生・保護者を対象とした「夏休みお金の教室」
や、高校生を対象としたエコノミクス甲子園の開
催など、地域教育機関等と連携し、小学生から大
学生までを対象に、金融教育に取り組んでおりま
す。

インターネットを通じたお取引により、店舗にご
来店いただくことなく預金口座が開設できるほ
か、さまざまなサービスを24時間ご利用いただ
けます。また、食や観光に関するレポートを掲載
し、鹿児島県の魅力を全国に発信します。
※詳しくは鹿児島銀行ホームページをご覧ください。

新本店ビル完成

人型ロボット「パルロ」で学ぶ金融教室

阿蘇グリーン定期預金

沖縄支店開設

金融教育を通じた地域貢献事業

ネット支店開設

店舗

サービス

社会貢献

Branch

Service

CSR



株主の皆様へ
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事 業 年 度 … 毎年４月１日～翌年３月31日
剰 余 金 の 配 当 基 準 日 … ３月31日（中間配当を行う場合は９月30日）
定 時 株 主 総 会 … 毎事業年度が終了した日の翌日から3か月以内に開催
単 元 株 式 数 … 100株 
株 主 名 簿 管 理 人 … 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

公 告 方 法 …
電子公告（http://www.kyushu-fg.co.jp/）
ただし、事故その他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、
熊本日日新聞および南日本新聞ならびに日本経済新聞に掲載いたします。

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）

旧肥後銀行株主さま 旧鹿児島銀行株主さま（平成28年１月20日以降）

郵 送 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
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

電 話 お 問 い 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）

みずほ証券株式会社　　　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）

みずほ信託銀行株式会社　本店および全国各支店
※トラストラウンジではお取扱いできませんので、ご了承ください。

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行株式会社および株式会社みずほ銀行の本店および全国各支店（みずほ証券株式会社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」の郵送物送付先・電
話お問い合せ先・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。
みずほ証券株式会社で単元未満株式の買増請求手続をされる場合は、事前にみずほ信託銀行株式
会社が指定する口座に送金していただく必要があります。
また、特別口座では、配当金の受取方法につき「株式数比例配分方式」を選択することができず、
少額投資非課税制度口座（NISA口座）での非課税適用を受けることができません。

証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）

旧鹿児島銀行株主さま

郵 便 物 送 付 先 〒137-8081　東京都江東区東砂7-10-11
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

電 話 お 問 い 合 せ 先 フリーダイヤル　0120-232-711

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 ） 三菱UFJ信託銀行　全国各支店

未 払 配 当 金 の お 支 払

　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、確定申告の添付書類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、
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。

上場株式配当等の支払に関する通知書について

株主メモ

鹿児島銀行：137か店（ネット支店含む）
肥後銀行：1か店

鹿児島

平成28年3月期の配当について ホームページのご案内
最新IR情報やニュースリリース等
はホームページからご覧いただけ
ます。

※ 平成28年３月期の配当につきましては、グループの通期業績予想
や財務状況等を踏まえ、また、株主の皆様の日頃のご支援に感謝
の意を表し、１株あたり１円の経営統合記念配当を加え、１株あ
たり６円の期末配当を実施させていただく予定です。

１株あたり配当金
（肥後銀行・鹿児島銀行） （九州フィナンシャルグループ）

第2四半期末 期　末
普通株式 ５円 00 銭 ６円 00 銭（予定）

九州フィナンシャルグループ 検索検索
http://www.kyushu-fg.co.jp/

IRカレンダー
決算発表

第2四半期決算発表定時株主総会
ミニディスクロージャー誌

第3四半期決算発表

ディスクロージャー誌
第1四半期決算発表

中間期ミニディスクロージャー誌

中間期ディスクロージャー誌 アニュアルレポート

1月 2月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月

平成27年9月末 現在

九州フィナンシャルグループの
ネットワーク

肥後銀行：5か店
鹿児島銀行：1か店

福岡

肥後銀行：2か店
鹿児島銀行：2か店

東京・大阪

肥後銀行：1か店
大分

肥後銀行：1か店
長崎

鹿児島銀行：8か店
肥後銀行：1か店

宮崎肥後銀行：111か店
鹿児島銀行：1か店

熊本

鹿児島銀行：1か店
沖縄

肥後銀行：1拠点
鹿児島銀行：1拠点

上海

平成28年１月19日まではこちら！



本店所在地
〒892-0828
鹿児島県鹿児島市金生町6番6号

本社所在地
〒860-0017
熊本県熊本市中央区練兵町1番地 連絡先：096-326-5588




