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皆さま方には、平素より広島銀行に対し、ご理解とご支援を賜り、誠に有り難うございます。
このたび、当行では、2018年6月27日をもちまして、池田晃治が代表取締役会長に、部谷俊雄が代表取締役頭取
に就任いたしました。
引き続き、お客さまから信頼され、真っ先にご相談いただける、頼りがいのある〈ひろぎんグループ〉として、より地

域社会の発展のお役に立てますよう全役職員とともに総力を結集してまいります。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、
お願い申し上げます。

CORPORATE DATA（2018年3月31日現在）

当行の概要
本店所在地 〒732-0804

広島市南区西蟹屋一丁目1番7号〔仮店舗〕
電 話 番 号 （082）247-5151
創 業 1878年（明治11年）11月
資 本 金 545億73百万円
預 金 7兆1,834億円
貸 出 金 5兆8,523億円
従 業 員 数 3,405名
店 舗 数 国内本支店� 151

うち振込専用支店� 1
インターネット支店� 1
出張所� 16
上海駐在員事務所
バンコック駐在員事務所
シンガポール駐在員事務所

ホームページ http://www.hirogin.co.jp/

グループネットワーク
子 会 社 ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業務

しまなみ債権回収株式会社 債権の管理・回収業務
ひろぎんリートマネジメント株式会社 資産運用業務
ひろぎんカードサービス株式会社 クレジットカード業務
ひろぎんビジネスサポート株式会社 連結決算・印刷・製本業務等
ひろぎん保証株式会社 信用保証業務
ひろぎんモーゲージサービス株式会社 担保不動産の評価業務
ひろぎんウェルスマネジメント株式会社 保険代理業務
エイチビー・アセット・
ファンディング・コーポレーション ファクタリング業務

ブルーインベストメント投資事業有限責任組合 投融資業務
しまなみ価値創造投資事業有限責任組合 投融資業務

関連会社 ひろぎんリース株式会社 リース業務
ひろぎんオートリース株式会社 オートリース業務

地域のお客さまと共に成長を続ける
『総合金融サービスグループ』を目指す

いけ　  だ      こう    じ   へ     や       とし    お
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地域のお客さまと共に成長を続ける

『総合金融サービスグループ』を目指す！
～真のファースト・コール・バンクグループとなるために～

お客さまニーズを起点とした付加価値営業の
実践に基づく収益構造の改革

地方創生への積極的なコミット

働き方改革の推進とチャレンジ精神に溢れる
組織風土の醸成

■ 基本方針（中期計画の三本柱）

親会社株主に帰属する
当期純利益

300億円以上

連結自己資本比率

10％以上

法・個人預り
資産残高（平残）

10兆円以上

非金利収入比率

40％以上

コアOHR

50％台

連結ROE

6％程度

■ 経営目標（2021年度目標）

付加価値の高いバンキング業務への取組強化

収益基盤の強化

お客さまの資産形成ニーズ等の高まりに応える
アセットマネジメント業務への取組強化

■ 重点取組項目

地域社会との
強い信頼関係で結ばれた、

頼りがいのある

〈ひろぎんグループ〉
を構築する

経営
ビジョン 地域社会との強い信頼関係で結ばれた、頼りがいのある〈ひろぎんグループ〉を構築する

経営理念

中期計画2017

行動規範

ひろぎんグループは、5つの行動規範に基づく健全経営に徹します

1		地域社会と共に歩み、その発展に積極的に	
貢献します

2		お客さまのご満足とご安心の向上に取組みます

3		企業価値の持続的な向上に努めます
4		明るく働きがいのある企業をつくります
5		高いレベルのコンプライアンスを実践します
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おかげさまで、  ひろぎんは140周年を迎えます。

トップメッセージ

  へ      や        とし     お
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おかげさまで、  ひろぎんは140周年を迎えます。
地域に寄り添い140年

　地域金融機関を取り巻く経営環境は、人口や事業

所数の減少が進む中で、低金利環境の長期化や他

金融機関に加え業種を越えた競争が激化するなど、

これまで経験したことのないほどの厳しい状況を迎え

ております。

　このような状況の下、「中期計画2017」の2年目

である2018年度においては、当行グループの総力を

結集し、現在進めている構造改革をさらに推し進める

とともに、お客さまのニーズにお応えする付加価値の

高いソリューションを提供することにより、地域のお客

さまと共に成長を続ける『総合金融サービスグループ』

を目指してまいります。

　特に、お客さまの資産形成に資するアセットマネジメ

ント業務分野においては、ひろぎん証券との連携強化

などを通じて、これまで以上にお客さま本位の業務運

営を実践してまいります。

　また、新たなデジタル技術の活用によりお客さまの

利便性向上を図るなど、FinTech分野への取組みも

積極的に進めてまいります。

　加えて、働き方改革の実践により、一人ひとりの労

働生産性の向上及びワークライフバランスの実現を図

るとともに、女性の活躍に向けた取組みの強化や高度

皆さま方には、平素より広島銀行に対し、ご理解とご支援を賜り、誠に有り難うございます。

当行は1878年（明治11年）に尾道で創業し、本年11月29日に創業140周年を迎えます。

原爆の被災や経営の根幹を揺るがす危機を乗り越え、お客さまの厚いご支援と従事者の真摯な取組みにより、

地域金融機関としての役割を果たしてくることができました。

140年にわたり営業を継続してきた、誇りと使命感を受け継ぐとともに、

お客さまへの感謝の気持ちを忘れず、今まで以上に強固なリレーションの構築に努めることで、

将来においても地域のお客さまと共に成長を続ける

『総合金融サービスグループ』を目指してまいります。

お客さまと共に成長

『総合金融サービスグループ』を目指す！
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な専門性を有した人材の採用など、ダイバーシティの

推進にも積極的に取組んでまいります。

　さらに、マネー・ローンダリング対策や振り込め詐欺

未然防止への取組みなど、お客さま保護に努めていく

とともに、社会貢献や環境保全などのCSRに関するあ

らゆる面で積極的に行動し、地域における存在価値を

一層高めてまいります。

　当行の経営ビジョンであります「地域社会との強い

信頼関係で結ばれた、頼りがいのある〈ひろぎんグ

ループ〉を構築する」を実現するため、全役職員の

先頭に立って、邁進してまいりたいと考えております。

「中期計画2017」の着実な執行と「お客さま本位の

業務運営」を徹底することにより、株主の皆さま、お

客さま、地域の皆さま、そして従業員、全てのステー

クホルダーに「夢」を与え続けられる企業を目指し、

より良い形で次の世代に引き継ぐことができるよう、

全力を挙げて注力してまいります。

　そうした取組みを通じて、企業価値の向上と地域経

済の発展・成長に寄与してまいります。

　今後もより一層のご支援、ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。

地域の発展のために

皆さまへの感謝をこめて

地域社会の未来を担う学
生の皆さまのお役に立つた
め、「応援ノート」を作成し、
贈呈しました。銀行を身近
に感じていただけるよう、
普段の学習に使用していた
だけるノートの中で、ちょっ
とした銀行の便利なサービ
ス、活用術、歴史などを紹
介しています。

地域の皆さまやお客
さまへの感謝の気持ち
を込めて、記念事業
を実施しています。

応援ノートの贈呈（6月）

皆さまへの感謝をこめて

創業140周年
記念事業

頼りがいのある〈ひろぎんグループ〉へ

トップメッセージ
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皆さまへの感謝をこめて
これまで温かいご支援をいただいた地域の皆さまへの感謝の気持ちを胸に、 役職員一同、 決意を 

新たにし、これからも地域経済の発展に貢献してまいります。

これから社会人として活躍する地元
の大学生の皆さまに向けて、「金融リテ
ラシーの向上」に資するセミナーを開
催しました。“社会人生活に役立つ金
融の知識 金融ってナンだ？”と題し、
当行の専門分野の担当者が講師とな
り、ライフプランに沿った資産運用や、
FinTech等の新しい金融サービス、経
済・金融情勢などについて講義を行い
ました。

地域の文化振興支援の一環として毎年
開催しているトゥモロウコンサートは、今年
で34回目を迎えます。また、若い世代の方
にクラシックに触れ、音楽に親しんでもらう
機会をご提供するため、しまなみコンサート
やプレミアムコンサートへ地域の小・中・高
校生、大学生の皆さまをご招待しました。

■ 5 月 27日 広響しまなみコンサート
■ 7 月 6 日 プラハ放送交響楽団

＆宮田大プレミアムコンサート
■ 11月 5 日〈ひろぎん〉

トゥモロウコンサート

クラシックコンサートの開催（5月～11月）金融セミナーの開催（6月）

皆さまへの感謝をこめて
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ま

ち・ひと・しごとが
活性

化

本業
・CS

R活動で支援

地域をもっと元気に！

地域のポテンシャルを活かして

　持続可能な成長を目指します。

地域社会の一員として、環境保全・地域の
課題解決に継続的に取り組んでいきます。

×環境・社会

が地域の課題を解決します。

地域	持続可能な
社会を実現！
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「ひろぎんの里山」整備活動

「ごみゼロ・クリーンウォーク」「クリーン太田川」への参加

郷土の豊かな自然環境を守り、
将来の世代により良く引き継いでいくために

Environment

2010年から5年間、役職員とその家族で「ひろぎんの里山」（広
島県山県郡安芸太田町）にクリ、クヌギ、ブナ、ヤマザクラの
苗木の植樹に取り組みました。2015年からは、これまで植樹
した里山の木々を生長させるため、下草刈り等の森林整備を行
っています。また、地方銀行64行が加盟する「日本の森を守る
地方銀行有志の会」が、2018年に設立10周年を迎えます。当
行は、地域と共に成長する地域金融機関として、次世代へ美し
く健全な森林を引き継ぐため、“豊かな自然を育む活動” に今後
も継続して取り組んでいきます。

広島市が実施する「～散乱ごみ追放キャン
ペーン～ごみゼロ・クリーンウォーク」、�
国土交通省が実施する「“清流といえば太田
川といわれたいね！” クリーン太田川」に、
従事者とその家族で毎年参加し、地域の�
環境美化に貢献しています。

×環境

里山面積

約9,000坪

参加人数（2017年度）

約100名

これまでの実績

植樹本数

約1,500本

「ひろぎんの森」研修所に植樹 地域清掃

2010年から「ひろぎんの森」（当行研修所）にて、新入
職員によるサクラの苗木の植樹を行っています。創業
140周年を迎える今年は、�
創業の地“尾道”で育てた苗木
を植樹しました。計54本に
なった桜の木々は、順調に育
っています。

地域の皆さまへの日ごろの感謝の気持ちを込め
て、新入職員が地域清掃を行っています。また、
各店舗周辺の
清掃活動にも
積極的に取り
組んでいます。
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地域の信頼を勝ち取り、
存在価値を高めていくために

Social
× 社会

不動産で街を元気に！
ひろぎんリートマネジメント株式会社設立

R eal 
E state 
I nvestment 
T rust

ひろぎんリートマネジメント株式会社は、地域の「まちづくり」へ積極的に関与
し、「まち・ひと・しごと」を創生することにより、地域経済の活性化を促す中で、
「地方創生」に貢献することを企図して設立しました。
地域金融機関として「地方創生」の一翼を担うなか、地域の「まちづくり」促進
の支援を強化し、地域経済の活性化に取組んでまいります。

投資地域

広島銀行の営業エリ
アである広島県・岡
山県・山口県・愛媛
県等を主たる投資地
域とする

組入れ物件
地域の「まちづくり」
に最適な物件を選定

● 「まちづくり」のコンセプトに基づいた計画の実行支援
● 優先的に地元企業を紹介し、地元雇用創出
● 広島銀行営業エリアの再開発に積極的に関与

リートは、投資家から集めた資金を不動産などに投資し、
その賃料収入などから得られた利益を投資家に分配します。

Close Up

「地域再生・活性化ネットワーク」を活用し、
様々なニーズにお応えします。

CASE STUDY

■ ひろしま地方創生リート投資法人の概要

＋

経営基盤・営業エリアが異なる地方銀行9行が連携し、各行の保有す
る様々な情報・ネットワークを相互に活用することで、新たな価値

を共創し地域経済の再生および活性化を図ることを目的に締結
した協定に基づき構築されたネットワークです。従来単一の
銀行ではできなかったサービスの機会、スピード、質を最適な
ソリューションとしてご提供します。

リートって
なに？

リートって
なに？

〔資産運用会社〕
ひろぎんリートマネジメント

（当行100%子会社）

〔親会社〕
広島銀行

不動産および
不動産信託受益権

借入金

出資金

〔貸付人〕
金融機関等

〔出資者〕
機関投資家等

〔発行引受人〕〔資産保管会社〕

〔一般事務受託者〕

当行取引先
保有不動産

出資・行員出向

資産運用委託契約

ローン実行

出資

私募取扱

配当

元利金・手数料

配当

引受手数料

資産保管委託

一般事務委託

物件組入

物件組入再開発対象
不動産

ひろしま地方創生リート投資法人

「まちづくり」の担い手

役割特徴
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“働く・住む・にぎわい”が
一体となった福山駅前に！

「〈ひろぎん〉福山駅前再生ビジョン
提携融資制度“にぎわい”」の創設！

地域の皆さまの働き方改革を推進

地方創生への取組みとして、福山市の中核事業であるリノ
ベーションを中心とした“福山駅前再生事業”へ、地域金融
機関としての積極的な関与を行うため、「福山市」と「福山ビ
ジネスサポートセンターFuku-Biz（フクビズ）」と、JR福山
駅前の再生に向けて連携する覚書を締結し、その支援の一環
として提携融資制度“にぎわい”を創設しました。

特徴として、①事業計画の策定支援、②事業計画に対するフクビズからの推
薦に基づく融資対応、③開業後の支援等を、福山営業本部の専担者が、フク
ビズのアドバイザーと連携し、事業主に対し継続的なアドバイスを実施して
いきます。

広島労働局、広島県、一般財団法人ひろぎん経済研究所と「働き方改革
に係る連携に関する協定」を締結しました。
本連携を通じて、広島県内の皆さまの働き方改革を推進し、地域振興を
図ってまいります。

1 働き方改革の推進に関すること

2 労働生産性の向上に関すること

3 若年者の県内就職促進に関すること

4 女性、若者、高齢者、障がい者など多様な人材の活躍推進に関すること

5 人材育成に関すること

6 広島労働局、広島県の施策の周知・啓発に関すること

広島銀行 × 七十七銀行（宮城県）CASE STUDY

広島県と宮城県とい
うエリアを越えた遠
方企業間のM&A案件
の成約にかかるM&A
アドバイザリーサー
ビスを提供しました。

6つの連携

お客さま

後継者不足に悩む
山口石彫 様
（広島県）

お客さま

事業拡大を目指す
松島産業 様
（宮城県）

広島銀行 七十七銀行マッチング
紹介 紹介

株式譲渡 株式譲受

10HIROGIN REPORT

010_0719928063006.indd   10 2018/06/25   11:53:01



3%

2%

1%

0%

-1%

-2%
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広島銀行とひろぎん証券で お客さまの資産を守ります。
大切な資産を預かる   からのお知らせ

ご存知ですか？ 知っておきたい2つのポイント

日本  定期預金金利

1990年初頭にバブルが崩壊して以降、
日本の金利はとても低い状態が続いてい
ます。

インフレとは、モノの価値（物価）が継続的に上がることです。
インフレが起こると、お金自体の「額」は変わらなくても、お金の
実質的な「価値」は低下することになります。

金利
0.001%

今の預貯金の金利水準である年利0.001%＊1で、100万円を預けた場合、
利息は1年後に10円しかつかず、10年後でも100円しかつきません。

低金利・インフレが続くなか、さらに「人生100年
時代」が到来すると予想されています。セカンドラ
イフをゆとりあるものにするためには、長期的視点
で上手に資産をふやし、長生きに備えてしっかり資
金を準備することが大切です。

長期化する
低金利

インフレ
（物価上昇）

1

2

定期預金金利
2017年12月
0.011%

※�定期預金金利は預入金額300万円未満、1年満期の金利。
直近値は2017年12月。右記のグラフは、過去の実績であ
り、将来の金利の推移を保証するものではありません。
　出所：日本銀行

例えば

100万円

100万円

100

100万円の資金を、0.001%の金利で
10年間預けた場合のお金の成長のイメージ

過去40年間の物価の推移 「人生100年時代」到来！

利息

出所：平成28年度版「小売物価統計調査（動向編）／総務省」

約6.3倍

1,128円

1975年 41年 2016年

ビール1パック
（350ml×6本）

180円

約3.0倍

70円

213円

1975年 41年 2016年

バス代
（一般バス（7km））

20円

約4.1倍

82円

1975年 41年 2016年

郵便料金
（封書）

＊1：��2017年6月26日現在の日本銀行
発表「普通預金の平均年利率」
参照

　※��10年間年利が変わらないと仮定
し計算したもの。利息の計算には
税金等を考慮しておりません。

さらに…
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広島銀行とひろぎん証券で お客さまの資産を守ります。
大切な資産を預かる   からのお知らせ

資産形成は“長期視点”で“利回り”を味方に
「利回り」と資産づくり

詳しくは
次ページへ

「利回り」と
「運用期間」を活用した資産運用

私たちに
ご相談ください！

運用することでお金の寿命を伸ばすことができます。下記の図は2,000万円を
毎月13万円ずつ取り崩した場合のシミュレーションです。

運用期間を長く設定し、更に金利を味方にすることで、将来大きな効果を得ることができます。

共同店舗が

　  続
々誕生！

“広島銀行”と“ひろぎん証券”が連携を一層
強化し、お客さまの目的にあった資産形成を
お手伝いします！

＊1：�公益財団法人生命保険文化センター「平成28年
生活保障に関する調査」中の老後を夫婦2人で暮
らしていく上で必要と考える「老後の最低日常生
活費」月22.0万円に「ゆとりのための上乗せ額」
月12.9万円を加えたものより、厚生労働省報道
発表資料「平成30年度の年金額」中の「サラリー
マン世帯夫婦2人の公的年金受取額」月22.1万円
を差し引いて算出した毎月の不足金額。小数点以
下は切り上げ。

＊2：�2,000万円を一定の利回りで運用しながら一定金
額を取り崩していくシミュレーションであり、特
定の商品の運用成果を保証、示唆するものではあ
りません。計算にあたっては1か月複利計算、月
末引き出しにて計算しています。課税前、複利。

　※���運用に係る税金、費用等は一切考慮しておりません。

※���算出にあたって利息
は毎月の複利計算で
算出していますが、
初期費用（税金・手
数料など）を考慮し
ていないため実際の
運用とは異なります。
また、将来の成果を
約束するものではあ
りません。

毎月3万円ずつ20年間積み立てた場合、運用利回りが高いほど、運用後の資産の差は大きくなります。（ただし、利回り
が高いほど、運用リスクを伴うことになります。）

2,000万円の手持ち資金を、毎月13万円＊1ずつ取り崩した場合のお金の寿命
（課税前、複利）＊2

利回りが0.03%の場合
約13年

利回りが2%の場合
約15年

利回りが5%の場合
約21年

2,000万円

1,500万円

1,000万円

500万円

0円
0年 5年 10年 15年 20年 25年

年率7%

年率7% 約1,579万円

積立元本 720万円積立元本

年率5% 約1,250万円年率5%年率3%

約996万円年率3%

年率1%

約801万円年率1%

年率0.1%

約728万円年率0.1%

1,600万円

1,200万円

800万円

400万円

0円
0年 10年 20年
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代理業の
流れ

お申込みご契約

信託契約の
明細・預金通帳
などを送付

書類の送付

ひろぎん
証券

（代理業者）

ひろぎん
証券の

お客さま

広島銀行
所属信託会社

所属銀行

1
24

3

5

銀
行

・
証券どちらでもOK

ひろぎん証券  周年
もっと身近に！ますます便利に！

PICK U
PNEW店舗

HIROSHIMA BANK

広島銀行	宇部支店内
平日		9：00～15：00

共同店舗 展開中！

「信託契約代理業」「銀行代理業」開始

相続に関する
ご提案、
信託商品・
普通預金の
ご説明

（ ）

広島銀行 ひろぎん証券
ゆめタウン広島出張所 ゆめタウン広島営業所

廿日市支店 廿日市支店
岡山支店 岡山営業所

2018年から続々OPEN !
三原支店 三原営業所
広島西支店 サテライトブース広島西
古市支店 サテライトブース古市
海田支店 サテライトブース海田
宇部支店 宇部支店
可部支店 可部支店
呉支店 呉支店

7月9日にNEW OPEN !
府中支店 府中支店

8月27日にOPEN予定!
今治支店 今治営業所

今後も共同店舗化を進めていきます！

宇部支店３月２
６日O

PEN
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「信託契約代理業」および「銀行代理業」の概要

信託契約代理業 銀行代理業
取扱店舗 ひろぎん証券営業統括部コンサルティング営業室

（広島、福山）
内容 遺言代用信託（家族つなぐ

信託）※１ および暦年贈与
信託（想いつづく信託）※２

に係る説明、勧誘および
申込受付

円貨普通預金口座（総合口
座）※３の開設に係る説明、
勧誘および申込受付

※  １、２、３は、広島銀行の商品です。

広島銀行預金口座からひろぎん証券口座への投資資金
の振替が簡単になりました。

お取引のイメージ

ひろぎん証券の
お客さま

1    口座振替 
指示

ひろぎん証券

証券口座

広島銀行

2  口座振替指示

3  口座振替

預金口座

かんたん口座振替サービス

広島銀行とひろぎん証券は、〈ひろぎんグループ〉として一体となり、
多様化するお客さまの資産形成ニーズにワンストップでお応えする体制を構築しています。

もっと身近に！ますます便利に！

広島銀行	可部支店内
平日		9：00～15：00

広島銀行	呉支店内
平日		9：00～15：00

平日		9：00～15：00
ひろぎん証券本店営業部の担当
者が応対します。（事前予約制）

かんたん口座振替サービス
お客さまのニーズにワンストップでお応えします。

可部支店

呉支店

サテライトブース
広島西・古市・海田

５月２
１日O

PEN

５月２
８日O

PEN

もご利用
ください！
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決算日 毎年3月31日

定時株主総会 毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催いたします

配当金受領株主確定日 期末配当金�3月31日　中間配当金�9月30日

基準日
定時株主総会　3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告する
一定の日

単元株式数
100株
※���2017年10月1日をもって当社普通株式2株を1株に
併合し、株式の売買単位となる単元株式数を1,000株
から100株に変更いたしました。

公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL�http://www.hirogin.co.jp/
ir/financial/f_index.html
（やむを得ない事由により、電子公告によることができない
場合は、中国新聞および日本経済新聞に掲載する方法に
より行います。）

株式事務のご案内

株式に関する手続きについて 証券コード��8379

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

各種お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
〒541-8502　
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
TEL　0120-094-777（通話料無料）

各種お手続きについて

住所変更、買取請求その他各種お手続きにつき
ましては、以下のとおりとなります。
●	証券会社等の口座に記録された株式
� お取引の証券会社等にお問い合わせください。
●			特別口座（三菱UFJ信託銀行の口座）に	
記録された株式

� �上記の三菱UFJ信託銀行にお問い合わせ
ください。

※��未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行
本支店でお支払いいたします。

株主さま向けインフォメーション

株主優待制度について

対象株主特定の基準日 毎年3月31日（以下、基準日）

対象となる株主さま 基準日時点の当行株主名簿に記録された
100株以上をお持ちの株主さま

取扱期間 基準日の属する年の7月上旬～翌年の6月下旬

●株主優待制度の対象となる株主さまについて

●株主優待制度の内容

コース名 コースの概要

①定期預金コース 定期預金1年ものお預入れについて、
初回満期日まで上乗せ金利を適用します。

②投資信託コース

各お取引にかかる手数料累計額（税抜）の
20％をキャッシュバックいたします。
（キャッシュバックの上限　2万円）

③相続関連サービスコース

④ひろぎん証券
　関連取引コース

●対象となる株主さまには優待券を送付いたします。
●優待券1枚につき以下の4つのコースのなかから、おひとつご選択いただけます。

※�「 株主優待制度のご案内」は、店頭およびホームページにご用意しております。詳しくは、窓口にてお問合わせください。
※各商品・サービスに係るご注意事項をお確めのうえ、ご利用ください。
※�株主優待制度は、経営環境の変化、その他要因により制度の廃止を含む優待制度そのものの見直し、または内容変更の可能性が
あることにご留意ください。
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● 所在地� 〒730-0011�広島市中区基町３-２（中央公園内）
● TEL� 082-223-2530
● ホームページ� http://www.hiroshima-museum.jp
● 開館時間� 9:00～17:00（入館は16:30まで）
� ※特別展会期中の金曜日は原則19:00まで開館

● 休館日� 特別展開催時を除く月曜日（祝日の場合は翌平日）、
� 及び年末年始（12月29日～1月2日）
� ※展示替え等のため、臨時休館日を設定する場合があります。

株主優待制度の対象となる株主さまに対し、公益財団法人ひろしま美術館の招待券を贈呈して
おります。

　公益財団法人ひろしま美術館

ひろしま美術館は、創業100周年を迎えた広島銀行が、地域とともに
歩んだ歴史の記念事業として、1978年11月に設立したものです。1945
年8月6日の原爆により廃墟と化した広島の人々の心のやすらぎの場とな
ることを願い、“愛とやすらぎのために”をテーマに、香り高い美の殿堂とし
て誕生しました。今日の広島の礎となられた原爆犠牲者の方々への鎮魂の
祈りと平和への願いがこめられています。

ドガ・モネ・ルノワール・ゴッホ・ピカソなど、19世紀半ばのロマン派から
エコール・ド・パリまでのフランス印象派を中心とするヨーロッパ近代美術
作品や、日本画を含む明治以降の日本近代美術作品、合わせて約300点を
所蔵しています。本館では所蔵作品の中から約80点を通年展示してい
ます。

概要

所蔵品

ひろしま美術館は40周年、感謝を込めた特別企画
2018年に40周年を迎えるひろしま美術館では、WiFiを利用したミュージアム・ガイダンスの導入、
記念DVDの制作、シンボルマークの一新など、様々な記念事業を実施しております！

詳しくは上記ホームページをご覧ください。

コレクション展示室
順次写真撮影を解禁

2018年度よりシンボルマーク
を一新

記念ＤＶＤの制作 コレクション展示「ミュージアム・
ガイダンス・システム」の導入

「ひろしま美術館 40周年事業」のお知らせ 独自企画の特別展も
盛りだくさんです！
ご来館を心より

お待ちしております。

２０１８年
2月1日発売
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損益の状況

貸出金の状況

当期純利益 親会社株主に帰属する当期純利益

個人ローン残高

コア業務純益

中小企業向け貸出金残高貸出金残高

58,523億円
（2017年3月末比�+2,472億円）

323億円
（前年比�△21億円）

24,263億円
（2017年3月末比�+1,328億円）

270億円
（前年比�△29億円）

258億円
（前年比�△54億円）

14,859億円
（2017年3月末比�+684億円）

（単位 : 億円）

300

2015年度 2017年度

299

2016年度

270

（単位 : 億円）

314

2015年度 2017年度

312

2016年度

258

（単位 : 億円）

2016年
3月末

2018年
3月末

13,419

9,107

3,578

■ 消費者ローン等　■ アパートローン
■ 住宅ローン 　

732

2017年
3月末

14,175

3,904
860

9,411

14,859

9,663

4,173

1,021

（単位 : 億円）

398

2015年度 2017年度

344

2016年度

323

（単位 : 億円）

2016年
3月末

2018年
3月末

21,941

2017年
3月末

22,935
24,263

（単位 : 億円）

2016年
3月末

2018年
3月末

52,672

■ 事業性貸出等　■ 個人ローン 

39,253

2017年
3月末

56,051
41,876

14,17514,17513,41913,419

58,523
43,663

14,85914,859

2017年度決算について
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※�預金等は、譲渡性預金を含んでいます。
※�ひろぎん証券の非預金商品残高は、時価ベースです。

用 語 解 説

不良債権比率

金融再生法に基づく「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」の

合計額の、銀行の与信額全体

（「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」に「正常債権」

を加えたもの）に占める割合と

して表されます。

コア業務純益

一般企業の「営業利益」に近い

「業務純益」から特殊要因で変

動する「一般貸倒引当金繰入額」

と「債券関係損益」の影響を除

いたものであり、より実質的な

銀行本来の業務による収益力を

表しております。

「コア業務純益」＝「業務純益」

＋「一般貸倒引当金繰入額」ー

「債券関係損益」

自己資本比率

銀行が保有する資産に対する�

自己資本の割合で、経営の健全

性・安全性を表す重要な指標で

す。国内基準対象行には4％以

上であることが義務づけられて

おります。

預金等の状況

金融再生法開示債権額の状況自己資本比率の状況

※�預金等は、譲渡性預金を含んでいます。

※�金融再生法開示債権額は、単位未満を四捨五入
して表示しています。

法・個人預り資産残高（ひろぎん証券含む）

不良債権比率

預金等残高

連結自己資本比率

90,706億円
（2017年3月末比�+2,677億円）

74,593億円
（2017年3月末比�+1,508億円）

1.20%
（2017年3月末比�△0.08ポイント）

11.07%
（2017年3月末比�△0.03ポイント）

（単位 : 億円）

2016年
3月末

2018年
3月末

■ 法・個人非預金商品（ひろぎん証券含む） 
■ 預金等

85,055

70,24570,245

14,809

2017年
3月末

88,029
14,943

90,706
16,113

73,08573,085 74,59374,593

（単位 : 億円）

2016年
3月末

2017年
3月末

1.37%
1.28%

■ 要管理債権 ■ 危険債権
■ 破産更生債権等 ● 不良債権比率

735

70

415

251
726

53

526

147

2018年
3月末

1.20%

714

63

483

168

（単位 :%）

2016年
3月末

2017年
3月末

11.33 11.10

2018年
3月末

11.07

国内基準（規制値）
4.00

（単位 : 億円）

2016年
3月末

2018年
3月末

21,545
70,245

44,912

3,788
2017年
3月末

22,420
73,085

46,452

4,211

■ 法人預金 ■ 個人預金 ■ 公金・金融預金

22,911
74,593

47,216

4,465
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広島駅

2021年春に
新本店ビルオープン（予定）

広島市中区紙屋町の本店建物は1965年（昭和40年）に新築して	
以来53年が経過し、老朽化が進んだため、現在地にて建替えを行っ
ています。建替えの期間、南区西蟹屋に移転し、仮店舗として営業
しています。仮店舗期間中は、皆さまにご不便・ご迷惑をおかけしま
すが引き続き変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

旧本店

仮店舗

当行が1927年（昭和2年）に旧藝備銀行として本店を置いて以来、
約90年の長きにわたって、営業してまいりました紙屋町の地を一時
離れることになりますが、2021年春（予定）、地元のお客さまにも
誇りとしていただけるような素晴らしい新本店ビルをオープンします。

〈ひろぎん〉本店営業部
仮店舗移転完了のお知らせ

新本店
完成予想図

住所 広島市南区西蟹屋一丁目1番7号

営業時間 窓口	 【平日】9：00～15：00
ATMコーナー（6台）【平日】8：00～21：00

【土・日・祝休日】8：00～19：00

駐車場 約350台（1階平面：約20台／4～7階：約330台）

公共交通機関
アクセス

広島電鉄　的場町電停より徒歩約5分
広島バス、広電バス、芸陽バス　荒神町バス停下車すぐ
JR広島駅より徒歩約8分

53年の想い出を胸に、
ひろぎん本店は生まれ変わります。
53年の想い出を胸に、
ひろぎん本店は生まれ変わります。
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