
　皆さまには、日頃より高知銀行をお引き立ていただきまして、
誠にありがとうございます。
　このたび、当行に対するご理解をより一層深めていただきたく、
平成28年度のディスクロージャー誌 2017「高知銀行の現況」を作
成いたしました。当行の現況や活動内容をご理解いただくため
のご参考になれば幸いに存じます。
　平成27年4月にスタートさせた、当行の中期経営計画「地域の未
来を築く こうぎんの挑戦」は最終年度を迎えております。本計画
のなかで、目指す姿として掲げた「ベスト・リージョナル・コラ
ボレーション・バンク」すなわち「地域の発展のために、地域とと
もに最も汗を流す銀行」の永続的な実現に向けて、基本戦略とし
ております「地域密着型金融の深化」をはじめ、「財務基盤の一層
の強化」「経営管理態勢の強化」「人材力の最大発揮」につながる諸
施策の着実な実行に、役職員が一丸となって取り組んでおります。
　少子高齢化の進展による人口の減少が進むなか、地域経済は様々
な課題を抱えており、地域金融機関の経営環境も厳しくなるこ
とが予想されておりますが、課題解決に向けた地域との連携に
よる地方創生の取り組みは活発化していることから、当行の役
割はこれまで以上に重要になってくるものと考えております。
　当行はこれからも、お客さま本位の良質な金融サービスの提供に取り組み、積極的に金融仲介機能を発揮
することによって、地域経済の持続的な発展に貢献してまいる所存でございます。
　今後とも変わらぬご愛顧とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

本誌は、銀行法第21条に基づいて作成したディスクロージャー資料です。
（上表のうち※を付した項目は、銀行法および同施行規則、金融機能再生のための緊急措置に関する法律および同施行規則に定められた開示項目です。）
当行に関する情報は、インターネットのホームページ（http://www.kochi-bank.co.jp/）でもご紹介しています。
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郷土高知を照らす太陽と、「熱意」の姿勢を赤に

穏やかにそびえる山々と、「調和」への願いを緑に

躍る黒潮と、「誠実」の精神を青にたとえて

高知銀行のシンボルマークは「ビビッドK」。
右上の赤は地域の皆さまを、
右下の緑は地元企業の皆さまを、
そして、それぞれのニーズを受け止める
高知銀行を左の青で表しています。

調　和

高知銀行は、限りない熱意をもって、地域の発展と暮らしの向上に貢献します。

誠　実
高

高知銀行は、調和のとれた経営をもって、お客さまの信頼に応えます。

熱　意
高知銀行は、限りない熱意をもって、地域の発展と暮らしの向上に貢献します。

高知銀行は、調和のとれた経営をもって、お客さまの信頼に応えます。

高知銀行は、創意と誠実をもって、お客さまに奉仕します。
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