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「地域を興し、ともに成長・発展する銀行」
皆さまには、平素より筑邦銀行をご利用、お引き立ていただき、誠にありがとうございま

す。このたび、2019年９月期ミニディスクロージャー誌を作成いたしました。期中の業績をは
じめ、トピックスなどをまとめておりますので、ご一読いただければ幸いに存じます。

当中間期のわが国経済は、政府の経済対策などから個人消費が持ち直し傾向を示した
ほか、企業収益は底堅く推移し雇用情勢も着実に改善するなど、全体として景気は緩やか
に拡大しましたが、企業の人手不足感が強まりました。一方、海外景気は、米国は総じて緩
やかな回復が続いているものの、中国経済の減速などから景気の下振れ懸念が高まって
おります。

こうした経営環境のもと、当行は昨年４月より、「地域を興し、ともに成長・発展する銀行」
というスローガンのもと「中期経営計画2018」（計画期間2018年４月～2021年３月）に取
組んでおります。

当行は常にどうすれば地元経済の活性化に貢献できるかを第一に考え、地域の活性化
に繋がる様々な取組みを行ってまいります。今後も、地銀が地方の有力な金融サービス産
業であるとの認識のもと、堅実経営を遵守し、お客さまのお取引満足度の向上に努めると
ともに、地域創生と地域経済の活性化に尽力してまいりますので、皆さまの一層のご愛顧
を賜りますようお願い申し上げます。

2019年12月

頭　取

ごあいさつ 経営方針
基本理念「地域社会へのご奉仕」
当行は、昭和27年の創立以来、一貫して「地域社会へのご奉仕」という基本理念のもと、地元のお役に立つことが何にもまして重要な 
社会的使命と考え、地域の発展とともに今日の基盤を築いてまいりました。今後も地元の銀行として、この経営方針を堅持してまいります。

中期経営計画 2018 対象期間2018年4月～2021年3月

中期経営計画2018の全体像

地域を興し、ともに成長・発展する銀行地域を興し、ともに成長・発展する銀行
お客さま・地域社会と共に成長・発展する好循環

地域創生への貢献 お客さま本位の徹底
3つの基本方針

お客さまと
深度ある対話

お客さまと
経営課題の共有

お客さまの
期待を超える提案

地域経済の
持続的成長のサポート

お客さま志向と
事業性評価の推進

働き方改革・
ダイバーシティの促進

地域資源の掘り起こし 安定的な
資産形成の支援

業務改革・コスト改革
・デジタル化の追求

起業・創業への
積極的な関与 グループ総合力の発揮 新しいビジネスモデルによる

株主価値の向上

計画達成に
向けた基本方針

基本方針の下で
実施する

重点取組項目

求められる行動基準

中期経営計画の
ビジョン

3つのC
・CHALLENGE
・CONFIDENCE
・COMMUNICATION

3つのS
・SPEED
・SMILE
・SPIRIT

中期経営計画の
スローガン

お客さまの満足度向上

行員の成長と働きがい地域の活性化
収益力の強化

強靭な経営基盤の構築

外部環境への適応

環境変化に応じた柔軟な組織の見直し

重要課題への対応
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4月 5月 6月 7月 8月 9月
2019年

● 本部組織の見直し
●  地銀8行・日本ユニシス㈱と大規模災

害発生時における相互支援協定を締結
● 第27回ちくぎん杯少年サッカー大会

● 第4回くるめ楽衆国まつりへ参加
  P,12

●   BASE㈱と提携
●   J-CoinPayとの連携を開始
●   農業IT活用セミナーを開催
●     信用保証協会優良店舗表彰 

本店営業部･筑後支店（福岡県信用保証協会） 
日田支店（大分県信用保証協会）

●   福岡営業部を博多
松囃子（どんたく）
稚児舞が訪問

●   第9回ちくぎんバイオベンチャー研究開発大賞表彰を
実施  P,6

● 第6回久留米まちゼミKidsへ参加  P,12
●   宗像国際環境会議で地域通貨「常若（とこわか）通貨」

を提供  P,5
●   第48回水の祭典久留米まつりへ参加  P,12
●   「筑邦銀行カードローン」YouTube公式アカウント

コンテンツ追加

●   各種手数料を改定  P,11
●   キャッシュレス・消費者還元事業へ参加  P,7
●   第15回久留米まち旅博覧会へ参加  P,12
●   第34回筑後川河川美化ノーポイ運動へ参加 

P,13
●   セブン銀行ATMの入金手数料の

改定及びポイントサービスの特
典の改定

●   第49回久留米ちくご大歌舞伎を
支援  P,12

●   （一社）九州経済連合会主催「九
州食堂」事業へ参加

　 本店ビル食堂で地産地消メニュー提供
（10月21日（月）～28日（月）の5日間）

●   雑餉隈支店を博多支店内へ移転  P,11
●   第10回あきない祭へ参加

ち トく ピぎ ッん ク ス

●   ㈱トランビとの業務提携を開始  P,7
●   食の商談会を開催  P,8
●   地銀ネットワーク㈱が提供する「コンビニ

収納サービス」取扱い開始  P,7
●   「第五回日本商品大連地

区巡回展（展示会）」へ
の出展支援  P,9

10月 11月

●   東合川支店を移転オープン
●   2019年ベトナムICTネットワーキング

inFukuokaを後援  P,9
●   ちくぎんグループ･お客さま懇談会を2会場で開催

（7/26、8/2）

●  第14回地方銀行フードセレクショ
ン2019へ参加  P,8

●  (一社）筑後中小企業経営者協会と
チャリティー講演会を共催

●  スマートフォン向け「ちくぎんアプリ」をバージョン
アップ  P,7

●  第四期ちくぎん未来創造経営塾開講  P,10
●  ちくごバイヤービジネスマッチング会（求評会）を 

開催
●  「2019（第十一回）大連日本商品展覧会（展示会）」

への出展支援  P,9
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地域創生への取組み

宗像国際環境会議で地域通貨を提供 第9回「ちくぎんバイオベンチャー研究開発大賞」表彰

ＣＳＲ私募債「ちくぎん地域応援私募債」に伴う寄付の贈呈

海をめぐる地球環境問題の解決策を考える「第6回宗像国際環境会議」が
宗像市で開催されました。
当行は本会議で地域通貨「常若（とこわか）通貨」を提供、先着500名に
無料で1000コインをプレゼントしました。

「常若通貨」は〝来場者が会議だけ参加して帰るのではなく、地元のお店
やアクティビティにも足を伸ばしてもらいたい〟という思いを形にしてお
り、むなかた祭の露店や地元の飲食店等でご利用いただきました。

当行は、地域のバイオベンチャー企業の育成を支援するために2006年度
に「ちくぎんバイオベンチャー研究開発大賞」を創設し、今回第9回表彰
を実施いたしました。

CSR私募債「ちくぎん地域応援私募債」は、お客さまの資金ニーズにお応えすると同時に、発行額の0.2％相当額
(物品および金銭)を教育機関等に寄贈することで地域社会を応援する私募債です。

常若通貨利用者の皆さん

第９回表彰

西日本産業株式会社様との連名にて
久留米市へ寄付

株式会社柳川合同様との連名
にて柳川市へ寄付

油機エンジニアリング株式会社様との連名に
て太宰府市へ寄付

2019年5月 2019年8月 2019年9月

常若通貨の配布対象

2019年8月 2019年8月

● 宗像国際環境会議の参加者
● むなかた祭の来場者（スタンプラリー参加者）

■  常若通貨は、サイトにアクセスして登録し、お店に設置されたＱＲコー
ドを読み取って決済します。

■  利用期間：2019年８月２３日～
３１日

「常若通貨」は九州電力と検討を進めてきたもので、システム基盤は九州電力が提供しています。
当行は今後も、地域通貨を活用して人と人をつなぎ、地域にお金が循環することで地域活性化を目指します。

今回の
表彰企業

表彰
研究内容

瑞輝（みずき）科学生物株式会社
（本社：福岡県久留米市）

遺伝子解析のノウハウを活用した歯周病検査キット「ぺリ
オスコア」及び、肌フローラチェックキット「Ｓ－ＫＩＮ」
の製品化
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お客さま満足度
向上への取組み

販 路 拡 大 支 援 
へ の 取 組 み

法人・個人事業主のお客さまが抱える事業承継問題やＭ＆Ａによる事業拡大を支援するため、Ｍ＆Ａ
マッチングサイトを提供する株式会社ＴＲＡＮＢＩ（トランビ）と業務提携を開始しました。同社のＭ＆Ａ
マッチングサイトに登録された全国規模の情報を活用し、地元のお客さまの買いニーズや売りニーズ
に対して幅広い情報提供や取組支援を実現してまいります。

株式会社トランビとの業務提携を開始（２０１９年６月）

当行、佐賀銀行、十八銀行の３行による「北部九州ビジネスマッチン
グ協議会」主催にて「食の商談会」を開催いたしました。
本商談会は、食品を取扱うお客さまと大手百貨店・ホテル・飲食店等
のバイヤーとの商談機会を創出することで、お客さまの販路開拓・拡
大支援を目的としたものです。

「食の商談会」を開催（２０１９年６月）

「地方銀行フードセレクション」は、全国の参加地方銀行が共同で開催
する｢食｣をテーマとした日本最大級の商談会です。当行は｢バイヤーの
購入意識が高くやりがいがある｣等、出展企業様から好評をいただいて
おります。今年度はお取引先１３社に出展いただきました。

第14回地方銀行フードセレクション２０１９へ参加（２０１９年９月）

地銀ネットワーク株式会社が提供する「コンビニ収納サービス」の取扱い
を開始いたしました。これにより、いつでも全国の提携コンビニで販売代
金等の回収ができるようになりました。一部サービスではスマートフォンア
プリからもお支払いができます。

コンビニ収納サービスの取扱い開始
（２０１９年６月）

経済産業省が実施している「キャッシュレス・消費者還元事業」に参加しております。これにより、
対象店舗で「マルチナカード」「Ｊ－Ｄｅｂｉｔ」のキャッシュレス決済サービスをご利用いただいたお客さ
まには、決済金額の5％または2％が還元されます。

キャッシュレス・消費者還元事業への参加（２０１９年１０月）

よりスムーズに操作いただくため、ちくぎんアプリをバージョンアップしました。

スマートフォン向け「ちくぎんアプリ」を
バージョンアップ（２０１９年９月）

会場　　　　東京ビッグサイト
出展社数　　1,031社
来場者　　　2日間で13,412人
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セミナー、講演会の開催海外展開支援への取組み

地域の企業様へ海外ビジネスの機会を提供するため株式会
社アジア福岡パートナーズが開催した「2019年ベトナム
ICTネットワーキング in Fukuoka」を後援いたしました。
これはベトナム国ホーチミン市よりクアン チュン ソフト
ウェア シティー（ベトナム最大のソフトウェア工業団地）
及びVNITOアライアンス（ベトナムのソフトウェア開発
会社で構成された組織）と地元のIT 企業との商談会です。

「日本商品大連地区巡回展（展示会）」は、延べ10万人（主
催者集計）を集客する規模の日本商品の展示即売会です。当
行は、株式会社アジア福岡パートナーズ、株式会社ちくぎ
ん経済研究所とともにお取引先の出展をサポートいたしま
した。

「大連日本商品展覧会（展示会）」は日本商品に興味を持つ一
般消費者のほか、現地バイヤーも数多く来場する日本商品
に特化した展示会です。当行は株式会社アジア福岡パート
ナーズ、株式会社ちくぎん経済研究所とともに、お取引先
の出展をサポートいたしました。

「2019年 ベトナムICTネットワーキング in Fukuoka」を後援

「第五回日本商品大連地区巡回展（展示会）」への出展支援

「2019（第十一回）大連日本商品展覧会（展示会）」への出展支援

2019年7月

2019年6月

2019年9月

昨年に続いての開催です

地域の皆さまへの情報サービスやビ
ジネスサポートとして、「チャリテ
ィー講演会」や「九州経済白書説明
会」「ちくぎん未来創造経営塾」等を
開催しております。

第四期ちくぎん未来創造経営塾を開講

（一社）筑後中小企業経営者協会の例会で、頭取が経済について講演

2019年版九州経済白書説明会を開催
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お客さまへの大切なお知らせ

　窓口両替手数料と金種払い手数料で枚数区分が違い、分かりづ
らかったことから、枚数区分を同等といたしました。

改定後の手数料（消費税込）
希望金額の合計枚数 お取扱料金

1枚～50枚 無料
51枚～500枚 330円
501枚～1,000枚 550円
1,001枚～2,000枚 1,100円
以降1,000枚ごとに550円追加

窓口両替手数料の一部改定について
（2019年10月）

　当行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月から、預
金規定を改定いたします。
　本改定に伴い、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来より詳細に確認させていただく場合があります。また、
既にお取引をいただいておりますお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報
等を、窓口や郵便等により再度確認させていただく場合があります。確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合が
あります。

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を
踏まえた預金規定の改定について（2019年10月）

　雑餉隈支店を博多支店内に移転いたしました。
　移転に際しまして店番・口座番号の変更はございません。
従来ご利用いただいている通帳・証書・カードはこれまでど
おりご利用いただけます。

雑餉隈支店を博多支店内に移転（2019年11月）

店舗名　　　雑餉隈支店
移転日　　　2019年11月18日（月）
移転先住所　福岡市博多区東比恵1丁目3番9号（博多支店内）
電話番号　　092-581-2831（変更ございません） 第48回 水の祭典久留米まつり（2019年8月）第4回 くるめ楽衆国まつり（2019年4月）

第6回 久留米まちゼミKids（2019年8月）

第49回 久留米ちくご大歌舞伎（2019年10月） 第15回 久留米まち旅博覧会（2019年10月）

CSR

地域行事への積極参加
地域社会の一員として地域のさまざまなイベントに役職員が積極的に参加しており、地域の皆さまとのふれあいを大切
にしております。

地域への各種支援活動の状況
当行は、銀行業務を通じた地域経済への貢献のほか、地域社会の一員として地域の発展を願い、さまざまな社会貢献活動を積極的に
展開しております。

　2019年10月1日より実施された消費税率引き上げに伴い、
同日以降の各種取引手数料を、10％の消費税率を適用した金額
に改定させていただきました。
　何とぞ、お客さまにはご理解を賜りますよう、よろしくお願い
いたします。

消費税率引き上げに伴う手数料改定の
お知らせ（2019年10月）

2019年9月30日まで
手数料（税抜） 消費税 手数料（税込）

100円 8円 108円

消費税率引き上げ後の手数料のお支払額の一例

2019年10月1日以降
手数料（税抜） 消費税 手数料（税込）

100円 10円 110円
※消費税を除いたサービス本体の手数料金額の変更はございません。
※ 詳しくは当行ホームページ（https://www.chikugin.co.jp/）をご覧下さい。
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発行済株式の総数 6,249,020株
株主数 2,733名

▶株式の所有者別分布状況

個人
2,040名
74.64％

法人
693名
25.36％

合計
2,733名

▶株主の地域別分布状況

福岡県
2,288名
83.72％

九州・沖縄
（福岡県を除く）
230名
8.41％

その他
215名
7.87％

合計
2,733名

株式の状況 （2019年9月30日現在）

株式のご案内
1.事 業 年 度 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
2.期末配当金受領株主確定日 毎年3月31日
3.中間配当金受領株主確定日 毎年9月30日
4.定 時 株 主 総 会 毎決算日後3か月以内に開催
5.株 主 名 簿 管 理 人

特別口座の口座管理機関
日本証券代行株式会社

6.同 連 絡 先

( 郵  送  先 )

日本証券代行株式会社　代理人部
TEL 0120-707-843（フリーダイヤル）
〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
日本証券代行株式会社　代理人部

7.上 場 証 券 取 引 所 証券会員制法人　福岡証券取引所
8.公 告 方 法 電子公告　 ただし、電子公告をすることができない 

場合は福岡市で発行する西日本新聞に掲載

（ご案内）
1.  配当金のお受取りは、当行本支店の預金口座振込をご指定いただきますと、早くて便利です。
2．  株主様の住所変更、買取請求、配当金受取の振込指定その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関

（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（日本証券代行）
ではお取扱いできませんのでご注意ください。

3．  特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座
の口座管理機関（日本証券代行）にお問合せください。

4． 未受領の配当金につきましては、日本証券代行本支店でお支払いいたしますのでお申し出ください。

株主優待制度のご案内
「株主優待制度」は、株主の皆さまからの日頃のご支援・ご愛顧にお応えす
るとともに、当行株式への投資魅力を高め、より多くの方々に長期間保有し
ていただくことを目的として実施しております。
所有株式数100株（1単元）以上保有する株主さまに対し、当行オリジナル
QUOカード500円を贈呈し、さらに保有期間12ヶ月以上の株主さまには保有
株式数に応じて、当行オリジナル株主優待カタログから地元（福岡県、鳥栖市、
日田市など）の特産品等をお選びいただけます。

株主の皆さまへ

項番 品目
（商品名）

１ 焼菓子詰合せ

２ 大分県産一番採りどんこ椎茸

３ 古蓮和みのアイスクリーム

４ 八女茶詰合せ

５ 純米大吟醸　720ml

６ 喜多屋　純米吟醸・吟醸セット

７ 和洋双菓

８ 豚の角煮

９ 廣八堂　葛詰合せ

10 大砲ラーメン詰合せ　６食入り

11 黒田武士辛子明太子

12 筑前ハム　ハム・ベーコンセット

13 老松醤油５本入りギフト

14 釜だき職人の化粧石けん

15 体験ギフト

16 社会貢献活動団体への寄付

厳選された素材を使用し、創業昭和24年以来、守り続け
たアイスクリームです。添加物は一切使用しておりません。

抹茶 90ml×２ヶ、バニラ 90ml×２ヶ、チョコ 90ml×２ヶ
■商品内容

㈾古蓮
古蓮和みのアイスクリーム
優待品番号 ● ３

豚の角煮450ｇ×2袋

昭和二年から続く博多を代表する料亭。創業以来、各界の
著名人をはじめ博多の地で愛されてきました。

長時間時間をかけて煮込み、柔らかさの中にもしっかり
とした歯ごたえも感じる食感です。

■商品内容

㈲老松
豚の角煮
優待品番号 ● ８

大分県産どんこ椎茸　105ｇ

日本一の乾しいたけの生産量を誇る大分県より、肉厚で
料理に使い易い中玉どんこ椎茸を詰合せいたしました。（大
分乾しいたけトレーサビリティ協議会認証シール、製品シ
リアルナンバー付）

■商品内容

大分県産一番採りどんこ椎茸
兼貞物産㈱優待品番号 ● ２

千鳥饅頭10個・チロリアン14本・チロリアンハット10枚

さらしにさらした極上の白餡をカステラ生地で包み、黄
金色に焼き上げた九州を代表する銘菓千鳥饅頭と、新鮮な
ミルクとバターをたっぷりと使いサクッと焼き上げた軽い
食感のロールクッキーに口どけなめらかなクリームを入れ
たチロリアンとパリッと繊細に焼き上げたゴフレでクリー
ムをサンドしたチロリアンハットの詰合せ。

■商品内容

㈱千鳥饅頭総本舗
和洋双菓
優待品番号 ● ７

純米吟醸　寒山水　720ml×１
吟醸酒　喜多屋　720ml×１

酒造好適米「山田錦」と「五百万石」を55％に磨き上げ
て低温でじっくり発酵させ、華やかな香りと豊かな味わい
を引き出した純米吟醸酒と吟醸酒のセットです。やや辛口で
玄界灘の肴に合います。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

■商品内容

㈱喜多屋（㈱本村イズミック）
喜多屋　純米吟醸・吟醸セット
優待品番号 ● ６

八女煎茶「香」（ななつ星in九州採用茶）   80ｇ×2、
八女煎茶「ほしの」   70ｇ×１

クルーズトレイン「ななつ星in九州」のウェルカムティー
などお客様用に採用されている「八女煎茶　香」と星野村産
の煎茶の詰合せです。

■商品内容

古賀茶業㈱
八女茶詰合せ
優待品番号 ● ４

［くず湯］白糖：23g×4、小豆：23g×2、柚子：23g×2、生姜：23g×2、抹茶：23g×2
［くず餅］（くず餅：73g、黒糖みつ：10g、きな粉：3g）×3
［わらび餅］（わらび餅：73g、黒糖みつ：10g、きな粉：3g）×3

創業140有余年の葛専門メーカー廣八堂の本葛粉・本蕨
粉を使用した商品の詰合せです。くず餅・わらび餅は黒糖み
つときな粉をセットした商品。ご家庭でお手軽にお召し上が
り頂けます。くず湯は本葛粉を100％使用しております。
風味やのどごしが良く、なめらかな舌触りの商品です。

■商品内容

㈱廣八堂
廣八堂　葛詰合せ
優待品番号 ● ９

純米大吟醸酒　720ml
原料米　山田錦100％
精米歩合　40％

創業1717年、平均精米歩合50％半ばで吟醸蔵と呼ばれ
ている。自社精米機にて40％まで精米。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

■商品内容

㈱高橋商店
純米大吟醸　720ml
優待品番号 ● ５

ダックワーズ ２個入×５、ギャレットブルトンヌ ５枚入×１

フランス菓子16区オリジナル焼菓子詰合せ

■商品内容

焼菓子詰合せ
優待品番号 ● １ フランス菓子16区

【４食入り】麺110ｇ×４、ふつうスープ67ｇ×２、昔スープ70ｇ×２、
紅しょうが3ｇ×４、すりごま２ｇ×４

【２食入り】麺110ｇ×２、ふつうスープ67ｇ×１、昔スープ70ｇ×１、
紅しょうが3ｇ×２、すりごま2ｇ×２

とんこつラーメン発祥の地、久留米の老舗「大砲ラーメ
ン」。麺は大砲ラーメン麺工房自家製の滑らかでコシのある
生麺をセット。創業当時の屋台の味を再現したこってり昔
ラーメンと定番のまろやか味を詰め合せました。地元久留米
の有名店の味をご家庭でご堪能ください。

■商品内容

㈱森光商店
大砲ラーメン詰合せ　６食入り

優待品番号 ● 10

お問い合わせ先：  三菱UFJ信託銀行　 
株主さまサポートセンター

受付時間：9：00～17：00（土日祝日を除く）
0120-252-646（通話料無料）

以下の場合は４の八女茶詰合せをお届けいた
します。
① お申込み多数のためご希望の商品をお届け

できない場合
②優待品のご記入がない場合
③優待品を複数ご指定された場合
④ 酒類をご選択で年齢確認のチェックがない

場合

010_0399555143006.indd   1-6 2018/06/13   5:49:21

記号 品目
（商品名）

A 焼菓子詰合せ

B 大分県産一番採りどんこ椎茸

C 古蓮のアイス・ぜんざい詰合せ

D 八女茶詰合せ

E 大吟醸しずく搾り

F 喜多屋　純米大吟醸セット

G チロリアンギフト

H 料亭老松　博多水炊きセット

I くず餅・わらび餅&手作りセット

J 大砲ラーメン詰合せ　８食入り

K 黒田武士辛子明太子

L 筑前ハム　バラエティーセット

M 紅千鳥

N シャボン玉ギフト

O 体験ギフト

P 社会貢献活動団体への寄付

八女煎茶「香」（ななつ星in九州採用茶）80g×３、
八女煎茶「ほしの」70g×１、八女深蒸し茶80g×１

クルーズトレイン「ななつ星in九州」のウェルカムティー
などお客様用に採用されている「八女煎茶　香」と星野村産
の煎茶、八女深むし茶の詰合せです。

■商品内容

古賀茶業㈱
八女茶詰合せ
優待品記号 ● Ｄ

純米大吟醸　喜多屋しずく搾り　720ml×1
純米大吟醸　喜多屋50％磨き　720ml×1

山田錦を39％まで精白し極寒に仕込み、圧力を一切加えな
い「しずく搾り」によって仕上げました豊かな味わいの純米大
吟醸と「山田錦」と「雄町」を50％まで精白し酒造技術の粋
を尽くして作り上げた純米大吟醸。杜氏入魂の逸品です。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

■商品内容

㈱喜多屋（㈱本村イズミック）
喜多屋　純米大吟醸セット
優待品記号 ● Ｆ

［くず餅］（くず餅：73g、黒糖みつ：10g、きな粉：3g）×4
［わらび餅］（わらび餅：73g、黒糖みつ：10g、きな粉：3g）×4
［くずもち］（葛もち粉：180g、黒糖みつ：30g×2、きな粉：10g）×1
［蓮根餅］（蓮根餅粉：220g、きな粉：10g×2）×1
［本葛150g］（本葛粉：150g）×1

創業140有余年の葛専門メーカー廣八堂の本葛粉・本蕨
粉を使用した商品の詰合せです。くず餅・わらび餅は黒糖み
つときな粉をセットした商品。ご家庭でお手軽にお召し上が
り頂けます。葛もち・蓮根餅はご家庭でお手軽に手作り出来
る様に材料をセットした商品となっております。本葛粉は便
利な「葛料理と葛菓子」の本付き。お菓子や揚げ物、とろみ
つけ等にお使い頂けます。

■商品内容

㈱廣八堂
くず餅・わらび餅&手作りセット
優待品記号 ● Ｉ

抹茶90ml×２、バニラ90ml×２、チョコ90ml×２、抹茶小豆
100ml×１、匠のバニラ90ml×１、善哉（白玉なし）150g×２

創業1949年の甘味処です。九州産牛乳、卵など地元の
原材料を使い、久留米産バニラビーンズを使ったバニラア
イスと、北海道の小豆を使用した善哉をセットしました。ど
ちらの商品も添加物は一切使用しておりません。

■商品内容

㈾古蓮
古蓮のアイス・ぜんざい詰合せ
優待品記号 ● Ｃ

大吟醸酒しずく搾り 720ml
原料米　山田錦100％
精米歩合　40％

創業1717年、平均精米歩合50％半ばで吟醸蔵と呼ばれ
ている。自社精米機にて40％まで精米。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

■商品内容

㈱高橋商店
大吟醸しずく搾り
優待品記号 ● Ｅ

鶏のぶつ切り320g、鶏の切り身250g、鶏ミンチ150g、特製水
炊きスープ1,300ml、自家製ポン酢200g

昭和二年から続く博多を代表する料亭。創業以来、各界の
著名人をはじめ博多の地で愛されてきました。

地元博多で愛される水炊きを料亭老松ならではの技で仕
上げました。自家製のポン酢でお召し上がりください。

■商品内容

㈲老松
料亭老松　博多水炊きセット
優待品記号 ● Ｈ

大分県産どんこ椎茸 185g

日本一の乾しいたけの生産量を誇る大分県より、肉厚で
料理に使い易い中玉どんこ椎茸を詰合せいたしました。（大
分乾しいたけトレーサビリティ協議会認証シール、製品シ
リアルナンバー付）

■商品内容

大分県産一番採りどんこ椎茸
兼貞物産㈱優待品記号 ● Ｂ

お問い合わせ先：  三菱UFJ信託銀行　 
株主さまサポートセンター

受付時間：9：00～17：00（土日祝日を除く）
0120-252-646（通話料無料）

以下の場合はDの八女茶詰合せをお届けいた
します。
① お申込み多数のためご希望の商品をお届け

できない場合
②優待品のご記入がない場合
③優待品を複数ご指定された場合
④ 酒類をご選択で年齢確認のチェックがない

場合

ダックワーズ２個入×７・フィナンシェ×３・パウンドケーキ×３
（オレンジ、ショコラ、パイナップル）・ギャレットブルトンヌ５枚
入×１

フランス菓子16区オリジナル焼菓子詰合せ

■商品内容

焼菓子詰合せ
優待品記号 ● Ａ フランス菓子16区

チロリアン54本・チロリアンハット21枚

新鮮なミルクとバターをたっぷり使いサクッと焼き上げ
た軽い食感のロールクッキーに、口どけなめらかなクリー
ムを入れたチロリアン、パリッと繊細に焼き上げたゴフレ
でクリームをサンドしたチロリアンハットの詰合せ。

■商品内容

㈱千鳥饅頭総本舗
チロリアンギフト
優待品記号 ● Ｇ

麺110g×８、ふつうスープ67g×４、昔スープ70g×４、紅し
ょうが3g×８、すりごま2g×８

とんこつラーメン発祥の地、久留米の老舗「大砲ラーメ
ン」。麺は大砲ラーメン麺工房自家製の滑らかでコシのある
生麺をセット。創業当時の屋台の味を再現したこってり昔
ラーメンと定番のまろやか味を詰め合せました。地元久留米
の有名店の味をご家庭でご堪能ください。

■商品内容

㈱森光商店
大砲ラーメン詰合せ　８食入り
優待品記号 ● Ｊ

010_0399598903006.indd   1-6 2018/06/13   5:41:53

CSR

環境保全・美化活動
店舗周辺の道路や公園などの清掃活動や、環境保全活動を積極的に行っております。

「小さな親切運動」の推進
くるめ「小さな親切」運動の会を、1983年7月の同会の発足以来、支援しております。

当行内に事務局を設置し、行員が各種委員を務めています 「クリーンパレード」に参加しました（2019年8月）

第34回筑後川河川美化ノーポイ運動に参加しました 「日本の森を守る地方銀行有志の会」として活動しました

Chikuho Bank 14Chikuho Bank13



2019年9月期末の自
己資本比率は、前期末比
0.2 0 ポ イ ン ト 上 昇 の
7.54％となり、最低所
要自己資本比率（国内基
準）の4％を十分に上回
る水準を維持していま
す。また、資本金や利益
剰余金などの普通株式に
係る株主資本の額が自己

資本の額のほとんどを占めており、質の高さを維持し
ています。
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自己資本比率（単体）

自己資本比率 7.54％ 国内基準（4％以上）を
大きく上回っています。
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預金残高の推移（単体） 貸出金残高の推移（単体）

預　金

1,000

0

1,500

2,000
（百万円）

500

2019年9月期2019年3月期

1,709

2018年3月期

1,009

435

1,062
771

通期中間期

経常利益（単体） 中間（当期）純利益（単体）

経常利益 中間（当期）純利益
経常利益は、不良債権の処理費用が増加したものの、

有価証券の売却益が増加したことなどから、前年同期
比3億36百万円増益の7億71百万円となりました。

預金は、個人及び法人預金が増加したものの、公金
預金が減少したことなどから、前年同期末比12億円減
少の6,926億円となりました。

貸出金は、地元の中小・中堅企業や個人事業主を中心と
した取引の拡大や、住宅ローンをはじめとした個人のお客
さまの資金ニーズにお応えするなど積極的な営業活動に努
めた結果、中小企業等向けなどの貸出金が増加したことか
ら、前年同期末比116億円増加の4,954億円となりました。

中間純利益は、経常利益が増益となったことなどか
ら、前年同期比2億33百万円増益の5億44百万円とな
りました。
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2018年3月期 2019年3月期 2019年9月期

1,151

311

625
739

544

通期中間期

0

1,000

2,000

3,000
（億円）

2017年9月期末 2018年9月期末

2,297

2019年9月期末

2,104
1,859

有価証券残高の推移（単体）

有価証券
有価証券は、短期・中期の国債金利がマイナスとな

っている投資環境が続いており、国債が減少したこと
などから、前年同期末比244億円減少の1,859億円とな
りました。

金融再生法に基づく貸出金等の総与信額5,053億49百万円のうち回収に懸念のない正常債権4,930億74百万円
であり、総与信額の97.58％を占めております。

一方、不良債権は122億74百万円（総与信の2.42％）となり、前年同期末の131億45百万円（総与信の2.66％）
と比べ8億71百万円減少しました。また、この不良債権の74.08％（90億94百万円）は、担保・保証等や引当
金で保全されています。

今後も皆さま方の資金需要にお応えしながらも、審査・信用リスク管理を徹底し、貸出債権等の健全性確保に
努めてまいります。

不良債権比率 2.42％　※

貸出金等総与信額　505,349百万円

正常債権
493,074百万円
（97.58％）

金融再生法に基づく不良債権（単体）

12,274百万円（2.42％）

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

※ 対象債権：貸出金、外国為替、未収利息、仮払金、支払承諾見返、銀行保証付私募債

※部分直接償却後の比率

金融再生法に基づく
開示債権

要管理債権

危険債権

破産更生債権
及びこれらに
準ずる債権

367百万円

10,887百万円

1,020百万円1,020百万円

十分な備え
28,887百万円

保全額・保全率
9,094百万円
(74.08%)

保全状況等

未保全額 3,180百万円

自己資本
32,068百万円

担保・保証等
8,140百万円

貸倒引当金
953百万円
貸倒引当金
953百万円

業績ハイライト　

Chikuho Bank15 Chikuho Bank 16



当行が地域のお客さまからお預か
りした大切な預金は、そのほとんど
を地域の企業や個人の方への貸出に
向けており、「地域の資金は地域の
ために」という当行設立の趣旨を堅
持し、地域金融機関の使命を果たし
ております。

中小企業および個人の方に対する
貸出金の残高は、前年同期末比230
億円増加し、4,350億円となりまし
た。総貸出金に占める中小企業等貸
出金残高の割合は、87.8％（中小企
業68.4％、個人19.4％）と引き続
き高い割合を維持しております。

当行は創業時より地域の中小企業
や個人の方を中心に貸出を行ってお
ります。今後もお客さまのニーズを
的確につかみ、必要とされる資金・
金融サービス・各種金融情報をタイ
ムリーに提供してまいります。

久留米地域
1,945億円
39.3％

その他
200億円
4.0％

福岡 ・ 
北九州地域
2,017億円
40.7％

南部地域
426億円
8.6％

東部地域
366億円
7.4％

貸出金残高
4,954億円
（2019年9月末）

地域別貸出金残高、構成比率 中小企業等貸出金残高、比率の推移中小企業等貸出金残高、構成比率

中小企業
3,389億円
68.4％

中堅企業
64億円
1.3％

個人
961億円
19.4％

大企業
297億円
6.0％

地方公共団体
243億円
4.9％

貸出金残高
4,954億円
（2019年9月末）

当行は、地域に根差した金融機関として、設立以来
地域の皆さまからのご信頼をいただき、預金は順調に
増加しております。今後もお客さまのニーズに対応し
た魅力ある金融商品の提供に努めてまいります。

久留米地域
3,821億円
55.2％

その他
12億円
0.2％

福岡・北九州地域
1,388億円
20.0％

南部地域
892億円
12.9％

東部地域
813億円
11.7％

預金残高
6,926億円
（2019年9月末）

地域別預金残高、構成比率

（億円）

0

3,500

7,000

総貸出金残高に占める中小企業等貸出金残高の比率
個人 中小企業

2017年9月期末 2018年9月期末

885
3,204

2019年9月期末

939
3,388

4,3274,089

87.8％88.2％88.2％ 89.4％

4,350
961
3,389

中小企業等貸出金残高、比率の推移

（百万円）

0

15,000

30,000

45,000

60,000

うち投資信託

（21,834）

57,472

（20,997）

59,446 60,715

（19,492）

2017年9月期末 2018年9月期末 2019年9月期末

当行は、お客さまの多様化する資金運用ニーズにお
応えする投資信託や国債等を取扱っております。個人
預り資産は、前年同期末比12億69百万円増加して607
億15百万円となりました。
※個人預り資産＝投資信託、生命保険、外貨預金、公共債の合計

個人預り資産残高

個人預り資産残高の推移

皆さまとのお取引き状況〈預金・預り資産〉

皆さまとのお取引き状況〈融資〉

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株　 　主　 　資　　 本 評価・換算差額等

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計資 本 金

資本剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資本

合 計

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

土 地
再 評 価
差 額 金

評 価 ・
換算差額
等 合 計

資 本
準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 8,000 5,759 5,759 2,724 7,400 6,897 17,022 △365 30,416 3,347 1,898 5,246 202 35,865
当中間期変動額

剰余金の配当 △152 △152 △152 △152
中間純利益 544 544 544 544
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 △7 △7 75 68 68
土 地 再 評 価
差額金の取崩 56 56 56 56
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △86 △56 △143 △29 △172

当中間期変動額合計 ― ― ― ― ― 440 440 75 516 △86 △56 △143 △29 343
当中間期末残高 8,000 5,759 5,759 2,724 7,400 7,338 17,463 △289 30,932 3,261 1,841 5,103 173 36,209

第96期中　中間株主資本等変動計算書（単位：百万円） （2019年4月1日～2019年9月30日）

第96期中　中間貸借対照表（単位：百万円）

（2019年9月30日現在）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

第96期中　中間損益計算書（単位：百万円）

（2019年4月1日～2019年9月30日）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

科　目 金　額
経常収益 6,806
　資金運用収益 4,097
　　（うち貸出金利息） （3,342）
　　（うち有価証券利息配当金） （693）
　役務取引等収益 901
　その他業務収益 1,108
　その他経常収益 698
経常費用 6,034
　資金調達費用 66
　　（うち預金利息） （57）
　役務取引等費用 505
　その他業務費用 1
　営業経費 4,148
　その他経常費用 1,313
経常利益 771
特別損失 4
税引前中間純利益 767
法人税、住民税及び事業税 257
法人税等調整額 △34
法人税等合計 223
中間純利益 544

科　目 金　額 科　目 金　額
（資産の部）

現金預け金 83,343

買入金銭債権 476

商品有価証券 46

有価証券 185,953

貸出金 495,416

外国為替 739

その他資産 4,440

その他の資産 4,440

有形固定資産 8,681

無形固定資産 147

前払年金費用 468

支払承諾見返 9,306

貸倒引当金 △1,822

（負債の部）
預金 692,637
譲渡性預金 16,980
借用金 28,000
外国為替 0
その他負債 2,308

未払法人税等 250
リース債務 252
資産除去債務 53
その他の負債 1,750

退職給付引当金 380
偶発損失引当金 157
繰延税金負債 217
再評価に係る繰延税金負債 1,000
支払承諾 9,306
負債の部合計 750,988

（純資産の部）
資本金 8,000
資本剰余金 5,759

資本準備金 5,759
利益剰余金 17,463

利益準備金 2,724
その他利益剰余金 14,738

別途積立金 7,400
繰越利益剰余金 7,338

自己株式 △289
株主資本合計 30,932
その他有価証券評価差額金 3,261
土地再評価差額金 1,841
評価・換算差額等合計 5,103
新株予約権 173
純資産の部合計 36,209

資産の部合計 787,197 負債及び純資産の部合計 787,197

業績ハイライト　 財務のご報告（単体）
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筑邦銀行企画本部企画グループ広報チーム
〒830-0037　久留米市諏訪野町2456-1
TEL（0942）32-5331（代）
https://www.chikugin.co.jp/

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

九州芸文館は2013年４月、全国初の「公園の中の駅」として注目される九州新幹線筑後船小屋駅前に誕生
した芸術文化交流施設です。「芸術文化」「体験」「交流」の３つを活動の柱としています。
世界的な建築士である隈研吾氏が設計協力した建物は、近代的な造形の中にも地元の建築素材や風景を
取り入れるなどのアイデアが詰め込まれています。

300人程度を収容できる大交流室、料理教室も開ける教室工房、陶芸体験ができるアネックスなど、充実
した設備と特徴のある部屋で構成され、一年を通じて芸術、文化に関するイベントが開催されています。フ
ィルムステンドグラス・消しゴム判子・銀粘土アクセサリーなどの、ものづくりを体験できる講座「九州芸文
館アカデミー」も人気です。

また、ダリ、ロバート・キャパ、田崎廣助、土門拳、歌川広重、手塚治虫など様々なジャンルの特別展が
数多く開催されています。
福岡県南部の文化拠点である九州芸文館に、ぜひ足を運んでください。

表紙について （九州芸文館：福岡県筑後市）

九州芸文館ホームページ：http://www.kyushu-geibun.jp/
写真出所：九州芸文館

株式会社　筑邦銀行　登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第5号
加入協会　日本証券業協会

本館正面 アネックス

福岡県筑後市大字津島１１３１（TEL：０９４２-５２-６４３５）
　利用時間　午前９時から午後９時まで　　休館日　毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、年末年始（１２月２９日～１月３日まで）


