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01 HIROGIN REPORT

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

　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。
　さて、このたび平成29年3月期「ミニディスクロージャー誌」を作成いたしましたので、是非ともご高覧いただきますよう
お願い申し上げます。
　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に加え、低金利環境の長期化など、これまで経験したことの
ない厳しい状況を迎えております。
　このような状況下においても、これまで以上にお客さま本位の業務運営を実践するなかで、お客さまの成長と発展に貢献
することが、地域金融機関の責務であると考えております。
　しかしながら、その責務を果たし、お客さまと共に成長していくには、従来の延長線上の取組みだけでは困難であると
考え、平成29年度までを計画期間としておりました前中期計画を1年前倒しで終了させ、本年4月に「中期計画2017」を
スタートさせました。
　本中期計画では、
　「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」
　「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」
　「地方創生への積極的なコミット」
を三本柱として掲げ、当行グループの総力を結集し、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、ひろぎん証券との連携強化を通じた、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
を推進してまいります。
　また、女性の活躍に向けた取組みの強化や専門人材の採用によるダイバーシティの推進に加え、他業態との連携強化など
を通じて、当行のみでは提供できないサービスをワンストップで提供してまいります。
　加えて、サイバーセキュリティ管理の強化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共に、
社会貢献や環境保全といった、CSRに関するあらゆる面で積極的に行動し、地域での存在価値をさらに高めてまいります。
　これらの取組みを通じて、全てのステークホルダーから信頼される、頼りがいのある〈ひろぎんグループ〉を構築して
まいります。
　今後とも、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。

トップメッセージ
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02HIROGIN REPORT

経営ビジョン
当行グループの「目指す姿」

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

行動規範
「経営ビジョン」を具体的に 

展開する上での基本的な考え方、 
ステークホルダーとの約束

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

地域社会と共に歩み、
その発展に積極的に

貢献します

お客さまのご満足と
ご安心の向上に
取組みます

企業価値の
持続的な

向上に努めます

明るく
働きがいのある
企業をつくります

行動規範

高いレベルの
コンプライアンスを

実践します

CORPORATE DATA

当行の概要（平成29年3月31日現在）

本店所在地 〒730-0031
広島市中区紙屋町一丁目3番8号

電 話 番 号 （082）247-5151
創 業 明治11年11月
資 本 金 545億73百万円
預 金 6兆9,924億円
貸 出 金 5兆6,051億円
従 業 員 数 3,381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（平成29年3月31日現在）

子 会 社 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
ひろぎんモーゲージサービス株式会社 担保不動産の評価業務
しまなみ債権回収株式会社 債権の管理・回収業務
ひろぎんウェルスマネジメント株式会社 保険代理業務
ひろぎん保証株式会社 信用保証業務
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
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

関連会社 ひろぎんウツミ屋証券株式会社 金融商品取引業務
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

※�ひろぎんウツミ屋証券株式会社は、平成29年6月1日に当行の完全子会社としてひろぎん
証券株式会社に商号変更
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03 HIROGIN REPORT

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～

中期計画2017

　当行グループの総力を結集し、お客さま本位の業務運営を実践するなかで、新たな成長ドライバーを確立し
お客さまと共に成長していこうという思いを込めました。
　当行グループ全従事者が一丸となって「中期計画2017」に取り組み、真のファースト・コール・バンクグループ
を実現させてまいります。

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）

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
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04HIROGIN REPORT

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～

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

有価証券戦略
●  市場環境に応じた適切なリスクテイクによる安定的な収益の確保

営業戦略
● 「お客さまニーズを起点とした付加価値営業」の強化

1.   コンサルティング営業（事業性評価等）強化と総合的なソリューションの提供
2.   次世代を含めた長期継続的な取引の実現によるアセットマネジメント業務の拡大
3.   「地域開発・観光振興・地域医療対策」への取組強化

働き方改革
●  徹底した「レス化」の推進
●  Tomorrow Navi（統合営業支援システム）の活用強化による労働生産性の向上

新たなサービス展開の強化
●  FinTechを中心としたICT※への取組み
●  他業態（非金融）との連携による新たなサービス展開の強化
※		「Information	and	Communication	Technology」の略

人財戦略
●  変化に即応し、地域社会に価値を創出できる人財の育成
●  バンキング＆アセットマネジメント業務体制に対応した育成施策の実施とキャリアパスの構築
●  ダイバーシティの推進
　 1.   多様な価値観やスキルを保有した専門人材の採用
　 2.   女性のキャリアアップ支援策の実施

■ 主要戦略

■ 経営目標（平成33年度目標）

親会社株主に帰属する当期純利益

300億円以上
連結ROE

6％程度
法・個人預り資産残高（平残）

10兆円以上
コアOHR

50％台

連結自己資本比率

10％以上

非金利収入比率

40％以上
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ひろぎんの
新体制、

始動中期計画

2017

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

付加価値の高いバンキング業務への
取組強化

資産運用 
コンサルティング営業の強化

個人ローン・
カードビジネス

の強化

事業者向け資金仲介・
コンサルティング

営業の強化

アセット 
マネジメント部 法人企画部個人ローン部

新設 新設 改組

中期計画2017  戦略のポイント

HIROGIN REPORT05
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06HIROGIN REPORT

お客さまの中長期的な
資産形成・運用を私たちが

サポートします!!

アセット
マネジメント部

平成29年6月1日に当行のグループ証券会社として
《ひろぎん証券》が誕生しました。
今後、当行と同社において一層の連携を図り、価
値ある金融商品・サービスを提供し、お客さまの利
便性やご満足・ご安心の向上に努めてまいります。

● アセットマネジメント業務のイメージ

質の高いコンサルティング提案を実施

ひろぎん証券誕生
アセットマネジメント業務とは

「お客さまの資産形成ニーズ等の高まりにお応えするアセットマネジメント業務」への取組みを強化しています。お客さ
ま本位の業務運営を実践するなかで、多様なニーズにお応えするため、付加価値の高いサービスのご提供、ご提案に
努めています。豊富なラインナップによる長期分散投資のご提案を行うとともに、「ひろぎん証券」と連携することで、
より幅広い商品・サービスをご提供していきます。また、高齢化による次世代への資産移転が加速度的に進展すること
が予想されるなか、相続・事業承継対策支援にも注力しています。質の高いコンサルティング提案により、お客さまの
円滑な資産移転をサポートしていきたいと考えています。

お客さまの中長期的な資産形成をお手伝い1
円滑な資産承継のための相続・
事業承継対策を提案

2
金融資産だけでなく、不動産を含めた総合的な
コンサルティングを実施

3

お
客
さ
ま
本
位
の
業
務
運
営

相続対策 不動産有効活用

金融資産設計 事業承継対策

お客さまの
ニーズ

広島銀行 ひろぎん証券

商
品
・
サ
ー
ビ
ス

HOT
TOPICS始動
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07 HIROGIN REPORT

新しい商品や先進的な
取組みで地域の資金循環・
地方創生に貢献します!!

個人ローン部

ひろぎんのローンの窓口 広島銀行のカードラインナップ

個人ローンやカードビジネスにおいて、付加価値の高いサービスのご提供に向けた取組みを強化しています。民事信
託対応型アパートローンや住宅ローン団信の保障内容拡充など、全国の地方銀行でもめずらしい、さまざまな商品をご
提供しています。地域電子マネー「HIROCA（ヒロカ）」の運営では、HIROCA機能等を搭載した多機能ICカード（学
生証・社員証・会員証）の発行に積極的に取組んでいます。HIROCA利用による地域内の資金循環につなげ、地方
創生に貢献していきたいと考えています。

三大疾病＋がん先進医療
保障特約付住宅ローン

お借入れされる方に加
え、配偶者の方にもが
ん先進医療費の保障を
追加しました。

地域電子マネー「HIROCA」

地 域 電 子 マ ネ ー
「HIROCA」は、多機能
ICカード（社員証・学生
証・会員証）への搭載に�
より県内の加盟店や学
校や職場等、幅広い決
済シーンでご利用いた
だいております。

〈ひろぎん〉
バリューワン

「HIROCA」
カード

〈ひろぎん〉
PASPY

〈ひろぎん〉多機能ICカード
（社員証、学生証、会員証）

業界初!!

もっと便利に!!

HOT
TOPICS

種類豊富な〈ひろぎん〉の個人ローン。
あなたにとってもっと身近な存在でありたいから。
「住宅ローン」をはじめ、
なんでも相談できる個人ローンの総合窓口へ。

ひろぎんの各店に設けている｢ローンの窓口｣では、ローンに関するあら
ゆるご相談を承ります。（一部店舗を除く）
住宅ローン、マイカーローン、教育ローン、カードローンなど、是非お気軽
にご相談ください。
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08HIROGIN REPORT

地域経済や産業の把握・分析

お取引先企業の
経営力向上を全力で
サポートします！

法人企画部

事業性評価への取組み

「付加価値の高いバンキング業務」の実現に向け、事業者向けの資金仲介やコンサルティング業務に注力しています。
当行の強みである「事業性評価」を中心にお取引先の事業把握を行い、経営課題を共有するなか、必要資金のご融
資や中期計画策定支援、事業承継等、課題解決に向けたコンサルティングに繋げております。また、健康経営や防
災・BCP対策など経営にプラスとなるテーマへの、サポートと融資をパッケージ化した「コンサルティング型融資商品」
を独自の取組みとして推進しており、「いつも面白い提案をしてくれる！」「相談すれば何らかの解決策が出てくる！」と
言われる銀行を目指します！

コンサルティング型
融資商品

取引先企業の適切な評価 コンサルティング機能の発揮

さまざまなライフステージにある企業の事業内容や
成長可能性を適切に評価

「企業実態の現状分析」＋
「今後の方向性策定」

目利き（能力）

創業・ベンチャー
育成支援

●�資金供給（新規融資）
●�経営改善　等

金融支援
持続可能な

企業

継続困難な
企業

保証債務の
整理

本業支援
●�中期計画策定支援
●���事業承継、Ｍ＆Ａ、�
ビジネスマッチング�等

●�����「経営者保証に関する
ガイドライン」の活用

● 事業性評価

外部専門機関等の活用 地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）・中小企業再生支援協議会・信用保証協会・民間コンサルタント 等

お客さま
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09 HIROGIN REPORT

「仕事の進め方の見直し」や「柔軟な働き方」を推進し、働きやすい職場環境を構築！
時間を最大限に活用するなかで、より付加価値の高い金融サービスを提供します！！

徹底した「レス化」の推進 魅 力 的 な 人 が 集まる
魅 力 的な 企 業 の 実 現

労働生産性の向上

大胆かつスピーディーに

1 全従事者の意識・行動改革

2 職場ルール制定

3 会議、資料、報告レス等の推進

4 ポスター、行内誌等での啓蒙
活動

1 長時間勤務の是正に向けた
取組強化

▲

 勤務間インターバル制度の
導入等

2 ダイバーシティ推進の環境整備

「時間外勤務を前提としない働き方」の実
現のため、意識・行動改革に向けた取組
みを実施しています。

ペーパー・通帳・印鑑レスの推進や、統
合営業支援システムの導入による事務レス
を推進しています。

積極的な女性管理・監督職の登用や、キャ
リア採用を行い、ダイバーシティの推進に
向けた環境整備に取組んでいます。

〈ひろぎん〉の働き方改革
「風土」の改革 「業務」の改革 「制度」の改革

ペーパー
レス

通帳・印鑑
レス 事務レス

○○時
退社!!

中期計画 2017

〈ひろぎん〉働き方改革のイマ

平成33
年竣工予

定!!

本店部・本店建物統一	 	
早仕舞い日の一斉退行の様子

ピンパッド支払を
活用した「印鑑レ

ス取引」

パソコン自動ログ
オフ

女性活躍推進や
積極的なキャリ
ア採用を実施

中堅女性職員向けのセミナー
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築52年が経過し、老朽化が進んだ本店の建替えを決定しました。
原爆による被災を乗り越え営業を継続してきたという

当行DNAの原点である当地において、
今後も末永く地域経済の発展に貢献していきたいとの

強い想いから「現地建替え」としました。

本店ビルが新しく生まれ変わります。

お客さまとともに、地域経済の「発展」と「革新」を
実現する「ソリューション・ターミナル」を創造する

『Hiroshima's Evolution & Innovation With All』
（HEIWAプロジェクト）

仮移転について
住　所 広島市南区西蟹屋１丁目１番７号
 （旧ひろしまMALL跡地）
 1階 本店営業部・
  ビジネスローンセンター等
 2～7階 本部機能等

移転日 平成30年1～2月（予定）
  ※正式な仮店舗移転日は決まり次第、
 　別途お知らせいたします。

駐車場 約400台

新本店ビルのコンセプト

地方創生・
ＣＳＲの進化

先進的な
金融サービス

のご提供

グループ
シナジー効果

の発揮 

生産性・
効率性の向上

BCPの強化

広島駅広島駅前

広島市役所

現・本店営業部 仮店舗（旧ひろしまMALL）

県 庁

東 雲

段 原

八丁堀

大手町

三川町

銀山町

広島東

広島駅北口

平成33
年竣工予

定!!

広島市内中心部店舗ネットワーク

10HIROGIN REPORT
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損益の状況

貸出金の状況

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

コア業務粗利益

貸出金残高

891億円
（前年比	△44億円）

56,051億円
（平成28年3月末比	＋3,379億円）

344億円
（前年比	△54億円）

22,935億円
（平成28年3月末比	＋994億円）

299億円
（前年比	△1億円）

14,175億円
（平成28年3月末比	＋756億円）

（単位 : 億円）

239

300

平成26年度 平成27年度

299

平成28年度

（単位 : 億円）

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

12,808

8,8458,845

13,419

9,1079,107

3,351
3,643

14,175

9,4119,411

3,973

■ 住宅ローン　■ その他ローン

■ 消費者ローン 　

612
667

790

（単位 : 億円）

412 398

平成26年度 平成27年度

344

平成28年度

（単位 : 億円）

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

21,307 21,941
22,935

（単位 : 億円）

755

平成26年度 平成27年度

954
199 188

747

935

■ 役務取引等利益等　■ 資金利益 

平成28年度

177

714

891

（単位 : 億円）

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

51,021 52,672
56,051

■ 事業性貸出等　■ 個人ローン 

38,213
39,253

41,876

14,17514,17513,41913,41912,80812,808

平成28年度決算について
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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。

コア業務粗利益

銀行の本業での「収益」と「費用」

の差額（収支）で、経費控除前

の粗利益である業務粗利益から

債券関係損益を控除したものです。

「コア業務粗利益」＝

「業務粗利益	」ー	「債券関係損益」

コア業務純益

銀行が本業でどれだけ収益を

あげたかを示す業務純益から一般

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。

個人預り資産残高

不良債権比率

預金等残高

連結自己資本比率

54,825億円
（平成28年3月末比	＋1,346億円）

73,085億円
（平成28年3月末比	＋2,840億円）

1.28%
（平成28年3月末比	△0.09ポイント）

11.10%
（平成28年3月末比	△0.23ポイント）

（単位 : 億円）

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

■ 外債・仕組債等 ■ 公共債（国債等）

■ 投資信託 ■ 保険 ■ 個人預金

4,086

638
52,637
1,210
2,934

43,769

941
567

53,479

44,912

4,087

2,972

919
578

54,825

46,452

4,104

2,770

（単位 : 億円）

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

1.88%

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

977

89

700

188

735

70

415

251
726

53

526

147

（単位 :%）

平成28年
3月末

平成27年
3月末

平成29年
3月末

11.3311.15 11.10

国内基準（規制値）
4.00

（単位 : 億円）

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

20,580
68,035

43,769

3,686

21,545
70,245

44,912

3,788

22,420
73,085

46,452

4,211

■ 法人預金 ■ 個人預金 ■ 公金・金融預金
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株主優待制度について
株主優待定期預金

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

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

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

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。

インフォメーション株 主 さ ま け向

対象株主特定の基準日 毎年3月31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1,000株以上をお持ちの株主さま

お取扱い期間 基準日の属する年の7月上旬〜翌年の6月下旬
※具体的なお取扱い期間につきましては、株主さまに送付いたします「株主優待定期預金お取扱い優待券」に記載しておりますので、ご確認ください。

保有株数 1,000株以上5,000株未満 5,000株以上10,000株未満 10,000株以上

お預入れ限度額 300万円 400万円 500万円

適用利率

スーパー定期またはスーパー定期300の
店頭表示　年�0.3%金　　利　＋
（個人のお客さま：税引後0.239%）
（法人のお客さま：税引後0.254%）

スーパー定期またはスーパー定期300の
店頭表示　年�0.4%金　　利　＋
（個人のお客さま：税引後0.318%）
（法人のお客さま：税引後0.338%）

スーパー定期またはスーパー定期300の
店頭表示　年�0.5%金　　利　＋
（個人のお客さま：税引後0.398%）
（法人のお客さま：税引後0.423%）

お預入れ期間 1年

■ 上乗せ金利について� 上乗せ金利は、お預入れいただいた日から初回満期日までの期間のみ適用されます。
� � 満期後は自動継続扱いとなり、継続日における当行所定の店頭表示金利を適用いたします。
� � ※店頭表示金利は店頭またはホームページでもご確認いただけます。
� � 　参考�平成29年４月1日時点の店頭表示金利スーパー定期・スーパー定期300（1年物）：0.025%（個人のお客さま：税引後0.019%　法人のお客さま：税引後0.021%）
■ 税金について� 平成25年1月1日から平成49年12月31日までに受け取る利息については、復興特別所得税が追加課税され、20.315％の源泉分離課税
� � （平成28年1月1日より法人のお客さまは15.315%）が適用されます。
■ お受取り利息について� ❶�保有株数1,000株以上5,000株未満の株主さまが、300万円をお預入れいただいた場合
  （個人のお客さまの場合）� 　�300万円×（店頭表示金利0.025％＋0.3％）×1年＝9,750円� 9,750円－税金1,980円＝7,770円（税引後利息）
� � ❷�保有株数5,000株以上10,000株未満の株主さまが、400万円をお預入れいただいた場合
� � 　�400万円×（店頭表示金利0.025％＋0.4％）×1年＝17,000円� 17,000円－税金3,453円＝13,547円（税引後利息）
� � ❸�保有株数10,000株以上の株主さまが、500万円をお預入れいただいた場合
� � 　�500万円×（店頭表示金利0.025％＋0.5％）×1年＝26,250円� 26,250円－税金5,332円＝20,918円（税引後利息）
■ 中途解約について� 中途解約された場合、上乗せ金利は適用されず、当行所定の中途解約利率を適用します。
■ その他� 説明書は当行の店頭及びホームページにご用意しております。くわしくは窓口にてお問合わせください。
� � 本商品は、預金保険の対象であり、預金保険の範囲内で保護されます。
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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（一部特別展を除く）

● 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。

株主優待定期預金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、昭和53年11月に
設立したものです。昭和20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。

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。本館ではヨーロッパ近代美術作品を通年展示
しています。

概　要

所蔵品

単元未満株式について

単元未満株式（１株～９９９株）は、株主権の行使権限が限られているほか、そのままでは市場での売買ができないなどの制約があります。
当行では、買取請求制度・買増請求制度を設けております。

お手続きの詳細につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

単元未満株式をお持ちの株主さまが、当行に対して
市場価格で売却できる制度です。

単元未満株式をお持ちの株主さまが、 単元株式数
（1,000株）に不足している株式を当行から市場価格
で買い増し、単元株式にすることができる制度です。

買取請求
制度

買増請求
制度

当行に
市場価格で売却 現金化例

¥700株 700株

300 株を、当行から
市場価格で買い増し 単元株式例

700株 300株 1,000株

公益財団法人ひろしま美術館 招待券
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現在位置からの検索機能をご利用の場合は位置情報設定を 
オンにしておく必要があります。オフの場合でも〈ひろぎん〉の
店舗ATM情報検索や地図の検索機能はご利用いただけます。

人工知能を活用し、オペレータと会話をするようにお客さまの質問
に自動回答します。

店舗ATM検索をスピーディに！

ひろぎんをもっと便利に！もっと身近に！��

カンタン口座開設も！

AIサポートでらくらく操作！

■ 運転免許証をお持ちの18歳以上の方が対象です。
■   スマートフォンで運転免許証を撮影し、情報を入力するだけで申込が完了します。 
（申込書の記入不要） 
※口座開設後、印鑑票は郵送により書面でご提出いただきます。

■ 利用開始までの期間が短縮されます。（キャッシュカード到着まで約1週間）
■ 口座開設店は「ひろぎんネット支店」になります。

■ 口座開設手続き
■ ATMでのお手続き 

■ 諸手続き
■ 店舗、ATM情報　 など

ひろぎんアプリ

地域のお得な情報が配信されるアプリ。カード
会員専用サイト「〈ひろぎん〉MYログ」からは、
映画や音楽など会員限定のお得な特典をお受け
いただけます。

〈ひろぎん〉インターネットバンキング
を安心、便利にお使いいただける�
セキュリティ機能搭載のアプリです。

ひろぎんガジェット

1
2
3

インターネット
バンキングアプリ

ＰＡＳＰＹ
残高照会

ひろぎん
ＭＹログ

キャンペーン
情報

引越ししたばかりの
私には助かるわ

その他の
楽しい！便利！な

アプリ
〈ひろぎん〉公式

15 HIROGIN REPORT
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運転免許証があれば、
来店も申込書の
記入も不要！

ひろぎんネット支店の
口座開設

広 銀  太 郎

ひろぎんアプリなら、いつでも簡単に口座開設のお申込みができます。

 AIサポートが、手続き方法など
24時間いつでも答えてくれる！！

現在地に近い店舗や
ATMが一目でわかる。
道順もご案内しますので
不慣れな場所でも安心！！

店舗やATMのアイコンを
タップすると、営業時間など
詳しい情報がわかります！

  口座開設後は、ひろぎんアプリから、インターネットバンキング（スマホ版）でお取引。

  各SNSでも
  情報発信中！

「ひろぎんアプリ」の
ダウンロードは
こちらから！

さらに

「ひろぎんアプリ」 は、 当行をより便利にご利用いただくために必要な 
あらゆる機能を搭載し、日常的にご利用いただくことを目指したポータル
アプリです。
今後もより優れたIT技術を積極的に活用し、「ひろぎんアプリ」 について
も機能を充実させ、皆さまにより便利にご利用いただけるアプリへと進化
させてまいります。

便利な
機能の
ご紹介

Facebook YouTube

新社会人で忙しい僕も、口座開設から取引までスマホでできるんだ ！
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尾 道
歴史と文化を感じる、坂のまち
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尾道ラーメン 尾道焼き

情緒あふれるまちなみ

美しい海と橋と島々

「見上げれば青空、見降ろせばまちなみ」
の絶景、尾道ならではの風景

海と橋と島々がおりなす世界屈指の
絶景サイクリングコース

坂道、古寺、海岸通りに路地裏・・・映画やテレビにも数多く登
場するノスタルジックなまちなみは魅力がいっぱい。多くの作家
に愛された「文学のまち」でもあります。のんびり散策を楽しん
でみては？

徒歩や自転車でも渡れる「瀬戸内しまなみ海道」は、尾道市と愛
媛県今治市の間全長約60km、６つの大きな島を異なる形の橋で
結ぶ架橋ルート。「橋の美術館」とも呼ばれています。サイクリ
ングで心地よく風をきってみては？

瀬戸内海の魚介類をはじめとした、
新鮮な食材が集まるおのみち。

名物尾道ラーメンや尾道焼きもオススメ！

せとうち観光
活性化ファンド
が支援しています！

瀬戸内海に浮かぶ小さな宿
瀬戸内海の繊細な風景と
おだやかな旅の時間
瀬戸内周遊クルーズ船「guntû（ガンツウ）」が、10月就航。
尾道のベラビスタマリーナを発着点に、5コースを周遊。
無人島などでの船外体験も。海の色彩や稜線の移ろいを眺
めながら、ただのんびりと過ぎゆく時を愉しんでみては？

瀬戸内地域を中心とし
た金融機関と事業者の
出資により設立した株
式会社瀬戸内ブランド
コーポレーションと連
携し、瀬戸内7県で行
われる観光関連事業に
投融資します。

客室は全19室　料金は一室税込40万円〜100万円（2名利用の場合）
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（平成29年6月1日現在）1706広告審査済

平成29年3月期 ミニディスクロージャー誌（営業のご報告）

HIROGIN 
REPORT

瀬戸内探訪 尾道
ひろぎんアプリ／株主さま向けインフォメーション

便利な情報
を 知 る 編
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