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お客さま、地域の皆さま、株主の皆さまのご支援に感謝の気持ちを表すとともに、地域活性化に向けた
取り組みのひとつとして創業９０周年記念事業を実施してまいります。

高知銀行90年の歩み
高知銀行は、2020年1月20日に創業90周年を迎えます。

昭和５年　
高知無尽
株式会社設立

昭和
元年

平成
元年

令和
元年10年 10年20年 20年 30年30年 40年 50年 60年

昭和35年
現在地に本社社屋新築移転

平成25年
東京証券取引所市場第一部上場

昭和33年
「高銀踊り子隊」よさこい鳴子踊り（第5回）に初参加

昭和26年
株式会社高知相互銀行に商号変更

昭和20年
預金業務取扱開始

平成9年
ホームページ開設

昭和11年
本社社屋新築
（現在の事務センター敷地）

営業無尽のはじまり
「無尽」は日本の相互扶助制度の1つ。

一定の口数を定めて加入者を集め、定期
的に掛け金を払い込ませて、1口ごとに
抽選・入札等の方法で順次、加入者に所定
の金額を渡す契約。鎌倉時代に始まった
とされ、庶民金融の手段として発達した。
明 治 時 代になると、
営業無尽が増加し、
庶民金融機関となって
いった。大正4年には

「無尽業法」が施行され、
営業無尽に免許制が
導入された。

昭和5年ごろのはりまや橋
付近。写真左付近に高知
無尽が誕生

昭和31年の新京橋周辺。杉皮ぶきの屋根も見られ、堀川には
浮き舟がある。翌32年にはここに中央公園が完成（現在の
当行本店前付近）

昭和26年10月20日の相互銀行
発足を伝える高知新聞広告

無尽抽選機

無尽時代からの
事務指針

高知無尽
設立当時の書類

上場の鐘

高知無尽のバッジ

▲「ふくちゃん掛金」
ふくちゃんが広報活動
に活躍

【キャッチフレーズ】
新時代も、あなたと。〜「ありがとう」こうぎん90周年〜 
当行を支えていただいた皆さまに感謝し、これからも地域の皆さま
とともに、力強い未来を築いてまいります。 
【ロゴマーク】
「感謝」「絆」「共創」「高知銀行」の4つのKで「円」を結び、地域の皆さま
とともに成長していく当行の姿勢を表現しています。

記念株主優待

記念講演会

▲「宝定期預金」
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当行株式を100株以上、継続して6カ月以上保有されて
いる株主さまに、保有株式数（2020.3.31時点）に応じ
て、クオカードや高知県特産品カタログを贈呈します。
※2019.9.30および2020.3.31時点の株主名簿に同一株主番号で連

続して記載または記録され、100株以上を保有されている株主さまを
対象とします。該当の株主さまには、2020.4下旬にご連絡いたします。

講師に辛坊治郎氏をお招き
し、2020.2.9（ 日 ）に 高 知
市文化プラザかるぽーとで

「記念講演会」を開催します。
入場無料。お申込みは、営業
店窓口へ。

皆さまに感謝の気持ちを込めて、2019年度の
一年間にわたって記念事業を実施しております。

こうぎん地域まるごとフェスタ
2019.12.14（土）〜15（日）に高知市中央公園で「こう
ぎん地域まるごとフェスタ」を開催します。こうぎんお薦め
の「うまいもん・えいも
ん」が大集合！楽しい
イベントも盛りだくさ
ん！皆さん、ぜひ遊び
に来てください。

創業90周年
記念事業のご案内

昭和47年
事務センター
の完成

昭和52年
高銀地域
経済振興
財団の設立

平成18年
東京証券
取引所市場
第二部上場

平成元年
普銀転換。株式会社高知銀行に

昭和50年
第一次
オンライン化
開始

高知銀行スタート

普銀転換ご挨拶ポスター

商品画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
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皆さまには、日頃より私ども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、２０１９年度中間期のミニディスクロージャー誌「第
１４０期　営業の中間ご報告」を作成いたしました。ご高覧
いただければ幸いに存じます。

当行は、昭和５年１月に高知無尽株式会社として創業し、
おかげさまをもちまして、令和２年１月に創業９０周年を迎え
ます。これもひとえに、皆さまからの温かいご支援の賜物で
あり、心より感謝申し上げます。

地域経済は、少子高齢化や生産年齢人口の減少による
地域間格差の拡大など、様々な課題を抱えておりますが、
こうした状況に的確に対応し、金融仲介機能を発揮していく
ことが地域金融機関である当行に課せられた重要な使命で
あると認識しております。

こうした考えのもと、当行では、昨年４月より中期経営
計画「こうぎん新創造第 Ⅰ 期：変革」をスタートさせ、「地域
の価値向上に貢献する金融インフラ」となることを10年後
の目指す姿に掲げ、役職員が一丸となって取り組んでおり
ます。

当行はこれからも、お取引先との絆をさらに深めて、課題
解決に向けた最適なソリューションを提供していくことで、
地域経済の活性化に貢献してまいりたいと考えております。

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。

ご
あ
い
さ
つ

2019年12月
取締役頭取

経営理念 シンボルマーク
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。

赤 ■ 郷土高知を照らす太陽と、「熱意」の姿勢

緑 ■ 穏やかにそびえる山々と、「調和」への願い

青 ■ 躍る黒潮と、「誠実」の精神

熱 意

調 和

誠 実

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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は、地域社会の課題解決に貢献しつつ、自らの経済的価値も追求する「地域との共通
価値の創造」を目指します。ESG（環境・社会・ガバナンス）の観点から、様々な取り組みを通じ
て、全てのステークホルダー（お客さま・株主さま・地域社会・職員）に対し、より高い価値を提供し、
持続可能な地域社会の発展に貢献したいと考えております。

ダイバーシティ推進、仕事と育児の両立支援
「準なでしこ」銘柄2019に。全国の第二地銀・四国の銀行で初
「なでしこ銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が共同で女性
活躍推進に優れた企業を選定するものです。持続的成長に向けて、

は今後も多様な人材の経験や価値観を尊重し、互いの能力
を最大限に発揮できる職場環境の整備に努め、ダイバーシティの
推進に積極的に取り組んでまいります。

美しい環境とともに新時代へ
環境保全への取り組み
太陽光や風力、バイオマスなど再生可能エネルギー資源を利用した発電事業に対する環境関連
融資を通じて、クリーンエネルギーの普及・発展に取り組んでおります。また、環境に配慮した
事業に取り組んでいるお客さまを応援する環境配慮型私募債など、環境・エコ関連商品をご用意
しております。

ガバナンス強化に向けて
執行役員制度の導入・指名報酬委員会を設置
取締役会で決定した戦略について、より機動的に遂行する態勢を整備するとともに、取締役会の
監督機能の一層の強化に繋げるため、執行役員制度を2019年4月に導入しました。また、取締役
等の選任・報酬等の公正性、透明性、客観性を確保するための諮問機関として指名報酬委員会を
設置しました。2018年6月からは独立役員を1名増員し、取締役会構成員13名のうち独立役員を
6名としてガバナンスの充実を図るとともに、経営のより一層の透明性を高めております。

地域と の
持続可能な成長の実現のために

社会

Social

ガバナンス

Go

vernance

環境

En

viro
nment
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お客さまの
ライフステージに応じた
ソリューションを提供し、
地域の活性化に貢献します。

法人の
お客さまへ

お客さまとともに、
お客さまの目線で、
共通価値の創造
に取り組んでまい
ります。

地域の一次産業の
持続的な成長と中長
期的な価値の向上に
資するため、2019年
6月、「 農林
水 産 応 援 投 融 資 」
の取扱いを開始いた
しました。 は、事業性評価を重視した融資やコン
サルティング機能を発揮し、一次産業の活性化や育成に
取り組んでまいります。

お取引先の多様なニーズにお応
えしていくために、外部機関と
の連携によるセミナーや相談会
を開催しております。
は、高知県内の税理士・弁護
士・司法書士等で構成し設立
された「ビジネスサポートこうち」と連携し、税制や法
務の専門家に協力をいただきながら、事業承継や相続
対策支援、経営改善支援など、地域の中小企業者の
皆さまの課題解決に向け、サポートしてまいります。

■ 中小企業等に対する貸出金（単体）

貸出金残高

中小企業等に対する貸出金の比率（2019年9月末）
大企業その他 22.41%

中小企業等
（中小企業、自営業、個人）

77.58%

貸出先件数

0.36%

99.63%

中小企業等に対する貸出金残高の推移
中小企業等貸出金残高（百万円） 貸出金に占める比率（%）

509,018

74.69

523,723 543,805

75.85 77.58

2017年9月 2018年9月 2019年9月

「 農林水産応援投融資」を発売 中小企業の支援体制を強化
「ビジネスサポートこうち」との連携支援
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個人の
お客さまへ

お客さまの
ライフステージに合わせた
商品・サービスを提供し、
豊かな暮らしをサポートします。

お客さまの
大切な資産のこと、

がサポー
トいたします。

2019年3月から、スマートフォンを
使用して銀行取引を利用できる「高
知銀行アプリ」の取扱いを開始しま
した。 キャッシュカードをお持
ちの方は、24時間いつでもどこでも、
預金口座の残高照会や取引明細の照
会、住所変更のお手続きなど、様々
なサービスを便利にご利用いただけ
ます。 とのお取引が初めて
の方には、スマホでインターネット支店の口座開設も
お申込みいただけます。

スマホ向け「高知銀行アプリ」登場

金融リテラシーを身に付けるためには、「知識の習得に加
え、健全な家計管理・生活設計の習慣化、金融商品の
適切な利用選択に必要な着眼点等の習得、必要な場合の
アドバイスの活用などが重要」と言われています。
は、お客さま向け金融セミナー等を積極的に開催しており
ます。本年度は創業90周年記念事業として、「自分らしい
人生100年時代の設計図とは」をテーマに、四国地区全
営業店（52会場）で金融セミナー※を開催しております。
金融にまつわるお悩みごと、お近くの に、お気
軽にご相談ください。
※2019.10.23～12.13まで。詳しくはホームページをご確認ください。

■ 個人預金の推移（単体） ■ 預り資産の推移（単体）
個人預金残高（百万円） 個人預金比率（%）

642,348

69.33

636,580

67.90

2017年9月 2018年9月

632,717

66.94

2019年9月

投資信託（百万円） 生保窓販（販売累計額）（百万円） 国債（百万円）

2017年9月

39,400

35,008

3,218
77,626

34,056

39,547
2,048
75,651

2018年9月

30,419

43,038
1,924
75,381

2019年9月

創業90周年記念
「人生100年時代　 マネーセミナー」
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中間連結財務諸表

（単位：百万円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
資産の部 負債の部
現金預け金 54,451 預金 915,257
金銭の信託 1,106 譲渡性預金 28,300
有価証券 306,183 コールマネー及び売渡手形 323
貸出金 697,490 借用金 51,467
外国為替 1,043 その他負債 10,440
リース債権及びリース投資資産 7,391 賞与引当金 361
その他資産 15,970 退職給付に係る負債 3,222
有形固定資産 15,951 睡眠預金払戻損失引当金 193
無形固定資産 302 株式報酬引当金 27
繰延税金資産 3 繰延税金負債 1,039
支払承諾見返 1,545 再評価に係る繰延税金負債 1,697
貸倒引当金 △11,816 負ののれん 94

支払承諾 1,545
負債の部合計 1,013,973
純資産の部
資本金 19,544
資本剰余金 16,699
利益剰余金 26,146
自己株式 △189
株主資本合計 62,200
その他有価証券評価差額金 6,885
土地再評価差額金 3,546
退職給付に係る調整累計額 △10
その他の包括利益累計額合計 10,420
新株予約権 38
非支配株主持分 2,991
純資産の部合計 75,651

資産の部合計 1,089,625 負債及び純資産の部合計 1,089,625
（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。

（単位：百万円）

科　　目 金　額
経常収益 11,509
資金運用収益 7,048
（うち貸出金利息） 5,035
（うち有価証券利息配当金） 1,983
役務取引等収益 1,087
その他業務収益 2,971
その他経常収益 401

経常費用 9,650
資金調達費用 225
（うち預金利息） 200
役務取引等費用 918
その他業務費用 2,513
営業経費 5,873
その他経常費用 119

経常利益 1,858
特別損失 17

固定資産処分損 2
減損損失 15

税金等調整前中間純利益 1,840
法人税、住民税及び事業税 484
法人税等調整額 75
法人税等合計 560
中間純利益 1,280
非支配株主に帰属する中間純利益 42
親会社株主に帰属する中間純利益 1,238

（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。

■ 中間連結貸借対照表 （2019年9月30日現在）

■ 貸出金（単体）
地域の中小企業を中心とする事業資金の需要に積極的にお応えするなど、
貸出金の増強に努めた結果、貸出金残高は前年同期末比104億円増加
して7,009億円となりました。

■ 預金等（譲渡性預金含む）（単体）
地域に密着した営業活動を展開した結果、預金等残高は前年同期末比
76億円増加して9,451億円となりました。

2017年9月 2018年9月 2019年9月

貸出金残高（百万円） うち高知県内貸出金残高（百万円）

681,447 690,451

458,376 465,803

700,926

472,391

2017年9月 2018年9月 2019年9月

預金等残高（百万円） うち高知県内預金等残高（百万円）

926,480 937,520

765,345 773,696

945,145

784,037

■ 中間連結損益計算書   2019年4月  1日から（ 2019年9月30日まで ）
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（単位：百万円）

科　　目 金　額
経常収益 8,898
資金運用収益 7,027
（うち貸出金利息） 5,031
（うち有価証券利息配当金） 1,966
役務取引等収益 942
その他業務収益 535
その他経常収益 393

経常費用 7,172
資金調達費用 213
（うち預金利息） 200
役務取引等費用 833
その他業務費用 282
営業経費 5,722
その他経常費用 122

経常利益 1,725
特別損失 17
税引前中間純利益 1,707
法人税、住民税及び事業税 443
法人税等調整額 74
法人税等合計 517
中間純利益 1,190

（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。

（単位：百万円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
資産の部 負債の部
現金預け金 54,066 預金 916,845
金銭の信託 1,106 譲渡性預金 28,300
有価証券 306,007 コールマネー 323
貸出金 700,926 借用金 47,026
外国為替 1,043 その他負債 7,434
その他資産 9,215 未払法人税等 438

その他の資産 9,215 リース債務 41
有形固定資産 15,841 その他の負債 6,954
無形固定資産 294 賞与引当金 353
支払承諾見返 1,545 退職給付引当金 3,190
貸倒引当金 △11,508 睡眠預金払戻損失引当金 193

株式報酬引当金 27
繰延税金負債 921
再評価に係る繰延税金負債 1,697
支払承諾 1,545
負債の部合計 1,007,860
純資産の部
資本金 19,544
資本剰余金 16,702

資本準備金 11,751
その他資本剰余金 4,951

利益剰余金 24,223
利益準備金 977
その他利益剰余金 23,245

圧縮記帳積立金 237
繰越利益剰余金 23,008

自己株式 △189
株主資本合計 60,280
その他有価証券評価差額金 6,813
土地再評価差額金 3,546
評価・換算差額等合計 10,359
新株予約権 38
純資産の部合計 70,678

資産の部合計 1,078,539 負債及び純資産の部合計 1,078,539
（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。

■ コア業務純益・経常利益・中間純利益（単体）
地域に密着した営業活動を展開し、業績の向上と経営体質改善強化に
努めた結果、コア業務純益は10億86百万円、経常利益は17億25百万円、
中間純利益は11億90百万円となりました。

■ 金融再生法開示債権の状況
金融再生法開示基準に基づく不良債権の合計は、前年同期より17億
36百万円減少して287億46百万円となり、 不良債権比率は前年同期末
比0.31ポイント低下して4.01％となりました。

■ 自己資本比率（単体）
経営の健全性の重要な指標とされる自己資本比率は、前年同期末比0.09
ポイント低下して9.58％となりました。

2017年9月 2018年9月
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570
744

2019年9月

1,725

1,1901,086

1,660

1,049
1,202

コア業務純益（百万円） 経常利益（百万円） 中間純利益（百万円）

0

500

1000

1500

2000

9.88

自己資本比率（%）

国内基準国内基準 4.0%

9.67

2017年9月 2018年9月

9.58

2019年9月

中間財務諸表
■ 中間貸借対照表 （2019年9月30日現在） ■ 中間損益計算書   2019年4月  1日から（ 2019年9月30日まで ）
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トピックス

本部組織を変更

こうぎん創業90周年記念キャンペーン 日本政策金融公庫との連携を強化

「農林水産支援室」を設置
一次産業の特性に応じたサポートの一層の充実に向けて、当
行は2019年4月、地域連携ビジネスサポート部に「農林水産
支援室」を設置いたしました。商談会への出展支援を通じた
販路拡大や六次産業化に向けた加工技術の紹介など、新た
なビジネスマッチングの手法を取り入れつつ、コンサルティン
グ機能の高度化と多様化に取り組んでまいります。

「営業チャネル戦略室」を設置
2019年4月、当行は営業企画部に「営業チャネル戦略室」を
設置いたしました。急速な拡大をみせるキャッシュレス化への
対応を含め、当行は「お客さま利便性の向上」に向けて、営業
チャネルの多様化と最適化に取り組んでまいります。

地域活性化応援連携融資
地域の商標や地域産業資源を活用した事業ならびに「高知県産
業振興計画」の地域アクションプラン認定事業等を対象とした
当行融資「 地域ブランド応援融資」と、日本政策金融公
庫の制度融資をパッケージ化し、2019年3月から「 地
域活性化応援連携融資」の取扱いを開始いたしました。

農林水産応援連携融資
2019年7月には日本政策金融公庫との連携融資第2弾として、

「 農林水産応援連携融資」の取扱いを開始いたしました。

「ありがとう」の感謝の気持ちを
込めて、「こうぎん90周年記念
キャン ペ ー ン 」（2019.10.1～
2020.3.31）を実施しております。

当行は、日本政策金融公庫と連携・協力し、地域中小企業の皆さ
まの幅広いニーズにお応えしていくため、協調融資や情報提供
などの連携事業の強化に取り組んでおります。

ローンキャンペーン“夢をカタチに”
～こうぎん暮らしの応援隊～

定期預金
「ホップ・ステップ・ジャンプ」

当行は、営業室やロビー等での禁煙を実施しておりましたが、
2019年10月1日から屋外スペースも含め全ての灰皿を撤
去し、銀行敷地内を終日全面禁煙といたしました。

健康経営の取り組みを強化

外貨定期預金　預入為替手数料90銭
ディスカウントキャンペーン



1 事業年度
　毎年4月1日から翌年3月31日まで

2 配当金受領株主確定日
　3月31日および中間配当を行うときは9月30日といたします。

3 定時株主総会
　毎年6月に開催いたします。

4 基準日
　毎年3月31日の株主名簿に記載または記録された議決権を有する
株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主と
いたします。
　その他必要があるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。

5 単元株式数
　単元株式数は100株であります。

6 株主名簿管理人等
（１）株主名簿管理人および 

特別口座の口座管理機関
（２）株主名簿管理人 

事務取扱場所
郵便物の送付先

電話照会先

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒168－0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行事務センター

 0120-782-031

7 公告方法
　公告方法は、電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない
事由によって、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞および
高知市において発行する高知新聞に掲載いたします。
　なお、当行ホームページアドレスはhttp://www.kochi-bank.co.jp/
です。

8 単元未満株式の買取・買増請求制度について
　当行では、「買取請求制度」「買増請求制度」のご利用が可能となって
おります。
　証券会社をご利用の株主さまは、お取引の証券会社へお申し出ください。
　証券会社をご利用でない株主さまは、特別口座の口座管理機関である
三井住友信託銀行へお申し出ください。

株式のご案内

高知県
45.17%

東京都
29.60%

その他
9.05%

愛媛県
5.09%

国外
3.69%

香川県
2.98%

大阪府
2.91%

徳島県
1.51%

10,244,800株

■ 株式地域別分布（普通株式）

10,244,800株

その他
国内法人
28.22%

金融機関
25.12%

個人・その他
41.18%

外国法人・個人
3.72%

地方公共団体
0.01%

自己名義
0.82%

証券会社
0.93%

■ 株式所有者別分布（普通株式）

■ 大株主の状況（普通株式）
株　　主　　名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 637 6.27 
高 知 銀 行 持 株 会 458 4.51 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 370 3.64 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 309 3.04 
四 国 総 合 信 用 株 式 会 社 206 2.03 
株 式 会 社 技 研 製 作 所 169 1.67 
株 式 会 社 ヨ ン キ ュ ウ 167 1.64 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 140 1.38 
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 137 1.35 
株 式 会 社 光 通 信 122 1.20 
(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（84,490株）を控除のうえ算出し、
小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

■ 大株主の状況（第１種優先株式）
株　　主　　名 持株数（千株） 持株比率（％）

株 式 会 社 整 理 回 収 機 構 7,500 100

普 通 株 式
発行可能株式総数 40,900,000株
発行済株式の総数 10,244,800株
株 主 数 5,735名
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部
証 券 コ ー ド 8416

第1種 優 先 株 式
発行可能株式総数 40,900,000株
発行済株式の総数 7,500,000株
株 主 数 1名

株式の状況 （2019年9月30日現在）
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■ 高知銀行グループ
　高知銀行グループは、当行および連結子会社４社で構成され、銀行業務のほか、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスに
係る事業を行っております。
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朝倉
旭 西
梅田橋

本町
県庁

北

帯屋町 東 ちより街

御座
JR土讃

線
大津
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車
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針木 朝倉南

春野

神田
南

竹島 三里

高須
葛島中央市場

長浜

高知市内

■ 店舗ネットワーク ■ ご相談窓口
住宅ローンなど各種ローンのご相談・お申込み

各種ローンや金融商品の資産運用に関するご相談・お申込み

お問い合わせ　  0120-077-085
■ 帯屋町プラザ
高知市帯屋町2丁目2-14 OKAMURA帯屋町ビル3階
営 業 日
営業時間

下記休業日を除くすべての日
午前10：30～午後7：00

※休業日：土日以外の祝日、年末年始、5月の連休

お問い合わせ　  0120-712-362
■ ローンセンター
高知市堺町5-15（高知銀行本店南側）
営業日・
営業時間

平　日  午前10：00～午後7：00
日曜日  午前10：00～午後5：00

※日曜日が祝日の場合も営業いたします。
※休業日：土曜日、日曜日以外の祝日、年末年始、

5月の連休

お問い合わせ　  0120-501-235
■ 久万川橋プラザ
高知市塩田町12-3（高知銀行久万川橋支店北隣）
営 業 日
営業時間

土日祝日
午前10：00～午後5：00

※休業日：平日、年末年始、5月の連休

ネットワーク

株式会社　高知銀行　本店ほか支店71店

連結子会社
株式会社　高銀ビジネス

こうぎん地域協働投資事業有限責任組合

株式会社　高知カード

オーシャンリース　株式会社

銀行業高
知
銀
行
グ
ル
ー
プ クレジットカード業

リース業 連結子会社

連結子会社


