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貸出金残高の推移 

（百万円） （％） 

１ 

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、 

貸出金残高は前期末比  70億円増加して 6,823億円となりました。 

  貸出金残高 
うち個人ローン 

残高 

平成２８年３月期 682,320 103,697 

平成２７年３月期 675,254 102,224 

平成２６年３月期 659,743 102,815 

平成２５年３月期 646,824 103,999 

平成２４年３月期 643,860 108,770 

（百万円） 

貸出金残高は５年連続して増加 



（百万円） （％） 

2 

中小企業等に対する貸出金 

中小企業の皆さまに対する貸出金残高は、前期末比  86億円増加して 4,964億円となりました。 

なお、中小企業や個人のお客さま向けの貸出金残高は、貸出金の 72.76％を占めております。 

中小企業等に対する貸出金の割合 

（平成28年3月末） 

貸出先件数 

貸出金残高 

大企業その他 
27.23% （残高） 

中小企業等 
（中小企業、自営業、個人） 

72.76% （残高） 

中小企業等 
（中小企業、自営業、個人） 

99.61%（件数） 

大企業その他 
0.38% （件数） 



貸出金残高に占める地元貸出金 

（平成28年3月末） 

大企業その他 
   24.57% 

その他 17.73%  

香川県 2.19%  

徳島県 3.35%  

愛媛県 9.19%  

高知県 

 67.52% 

中小企業等 
（中小企業、自営業、個人） 

      75.42% 

3 

平成28年3月末の貸出金残高 6,823億円のうち高知県内向け貸出金は 4,607億円で、当行の貸出金全体の 67.52％ 

を占め、また、高知県内向け貸出金のうち 75.42％は中小企業や個人のお客さま向けのご融資となっております。 

  貸出金残高 
うち高知県内 

貸出金残高 

平成２８年３月期 682,320 460,733 

平成２７年３月期 675,254 462,238 

平成２６年３月期 659,743 459,593 

平成２５年３月期 646,824 461,947 

平成２４年３月期 643,860 468,950 

（百万円） 貸出金残高 

6,823億円 

うち高知県内貸出金残高 

    4,607億円 

高知県内貸出金のうち 

中小企業等向け貸出金残高 

    3,475億円 
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預金等残高の推移 

（百万円） （％） 

4 

地域に密着した営業活動を展開した結果、預金等の残高は前期末比  ５億円増加して  9,06７億円となりました。 

  預金等残高 うち個人預金残高 

平成２８年３月期 906,742 636,146 

平成２７年３月期 906,202 645,348 

平成２６年３月期 898,898 644,988 

平成２５年３月期 882,414 641,862 

平成２４年３月期 873,082 634,026 

（百万円） 

預金等残高は７年連続して増加 



愛媛県 5.89%  

金融機関・政府公金 

7.02％ 

一般法人 

18.82％ 

預金等残高に占める地元預金 

（平成28年3月末） 

徳島県 5.20%  

香川県 1.31%  

その他 4.04%  

5 

平成28年3月末の預金等残高 9,067億円のうち高知県内の預金等残高は 7,575億円で、預金全体の 83.55％を占め、 

また、高知県内の預金等残高のうち 74.15％は個人のお客さまの預金となっております。 

 
14.4%  

24.3% 

（百万円） 

  預金等残高 
うち高知県内 

預金等残高 

平成２８年３月期 906,742 757,594 

平成２７年３月期 906,202 759,419 

平成２６年３月期 898,898 764,696 

平成２５年３月期 882,414 756,349 

平成２４年３月期 873,082 757,477 

預金等残高 

9,067億円 うち高知県内預金等残高 

7,575億円 

高知県内預金等残高のうち 

個人預金の残高 

   5,617億円 
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預り資産の推移 

55,394 

67,836 

50,138 50,908 

（百万円） 

(販売累計額) 

 

73,973 

  投資信託 
生保窓販 

（販売累計額） 
国 債 合 計 

平成２８年３月期 44,211 25,833 3,929 73,973 

平成２７年３月期 41,774 19,366 6,696 67,836 

平成２６年３月期 30,551 16,327 8,516 55,394 

平成２５年３月期 25,119 14,121 10,898 50,138 

平成２４年３月期 24,147 12,736 14,025 50,908 

（百万円） 

  預金等残高 預り資産残高 合 計 

平成２８年３月期 906,742 73,973 980,715 

平成２７年３月期 906,202 67,836 974,038 

平成２６年３月期 898,898 55,394 954,292 

平成２５年３月期 882,414 50,138 932,552 

平成２４年３月期 873,082 50,908 923,990 

預金・預り資産の合計 

（百万円） 

預り資産の残高は前期末比  61億円増加して  739億円となりました。 

平成３０年３月期 目標：１兆円 



有価証券期末残高の推移 

 

（百万円） 

7 

平成２８年３月期における有価証券の評価損益は、前期より ８億５５百万円減少して １００億２２百万円となりました。 

276,909 

 

279,491 

301,980 
307,979 
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（百万円） 



経  費 

(百万円) 

9 

12,339 
11,926 

平成２８年３月期の経費合計は、前期より ４億５９百万円増加して １２２億６２百万円となりました。 

11,803 

(店舗) 

従業員数・店舗数 

(人) 

平成27年5月25日開店 
 
 
 
 

12,262 



金融再生法開示基準に基づく不良債権 

10 

金融再生法開示基準に基づく不良債権の合計は 、前期より２１億２０百万円減少して３３９億６７百万円となり、 

不良債権比率は、前期比 ０．３８ポイント低下して ４．９２％となりました。 

（単位：百万円） Ｈ24年3月期 Ｈ25年3月期 Ｈ26年3月期 Ｈ27年3月期 Ｈ28年3月期 

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 13,564 8,030 5,388 4,146 4,233 

危険債権 36,033 33,607 31,578 29,105 27,460 

要管理債権 1,254 7,375 8,088 2,835 2,272 

合  計 50,852 49,013 45,055 36,087 33,967 

（％） 



（％） 

国内基準 

11 

経営の健全性の重要な指標とされる自己資本比率は、前期と同水準の１０．２１％となりました。 

なお、平成２６年３月期以降は新基準（バーゼルⅢ）にて、経過措置を適用し算出しております。 

新 基 準  

旧 基 準 新 基 準 



～ベスト・リージョナル・コラボレーション・バンクを目指して～ 

『地域の未来を築く こうぎんの挑戦』 

12 
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● 地域の活性化やサービス向上に向けた取り組み 

◇ 「こうぎん地域ブランド応援融資」の取扱いを開始 
 
地域ブランドや地域産業資源を活用した事業を対象とした融
資商品「こうぎん地域ブランド応援融資」の取扱いを、平成２８
年１月４日より開始いたしました。 
この商品は、農林水産物をはじめとした地域産業資源を活用
した様々な事業や、商標を活用した事業などをサポートしてい
くことで、地域の産業振興ならびに活性化に貢献していくことを
目的としております。 
 

◇ 「こうぎん地域協働ファンド」を設立 
 
地域事業者の皆さまを対象に、創業支援や新規事業展開、ベ
ンチャー企業の育成等を目的とした「こうぎん地域協働投資事
業有限責任組合」（通称：こうぎん地域協働ファンド）を平成２８
年４月１日に設立いたしました。 
本ファンドは、事業者の皆さまが保有している優れた技術や新
商品、サービス等を活かした事業展開に係る様々な経営課題
をサポートしていくことにより、地域経済の活性化に貢献してい
くことを目的としております。 
ファンド総額は３億円、組合員構成は当行のほか、オーシャン
リース株式会社、ＲＥＶＩＣキャピタル株式会社で、当行の営業
エリアで事業を営む、または事業を開始予定の法人のお客さ
まを対象としております。 
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◇ 「こうぎんビジネス応援団」「こうぎんはちきん応援団」の取扱いを開始 
 
個人事業主のお客さまの事業資金にご利用いただける融資商品「こうぎんビジネス応援団」の取扱いを、平成２７年１０月１日
より開始、また、女性の個人事業主のお客さまを対象とした「こうぎんはちきん応援団」の取扱いを、平成２８年４月１日より開
始いたしました。 
この商品は、第一次産業をはじめとした、より幅広い業種のお客さまのご要望にお応えしていくため、お申込み手続きの簡素
化と保証審査の迅速化を図っております。 
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◇ 高知県へ移住される方の住宅ローン等の支援について 
   ～高知県への移住を応援～ 
 
高知県が地方創生の一環として取組んでいる「ＡＬＬ高知家」によ
る移住促進活動をサポートするため、高知県へ移住される方に対
する住宅ローンや目的型消費者ローンのご融資利率を引き下げ
る取扱いを、平成２７年７月１５日より開始いたしました。 

◇ 「こうぎんビビッドファンド」の取扱いをさらに強化 
  ～成長基盤強化に向けた取組み～ 
 
地域の成長基盤強化に向けた取り組みの一環として、農商工連
携事業や医療・介護関連事業、食品加工・製造関連事業など、地
域の成長分野に取組んでいるお客さまに対する融資ファンドとして、
平成２２年１０月に総額１００億円で「こうぎん・ビビッド・ファンド」を
創設いたしました。 
同ファンドの活用を通じて成長分野への取組みを推進していくため、
ファンド総額を逐次増額しており、平成２７年１２月には、３００億円
増額して１，０００億円としております。 
本ファンドのさらなる活用を通じて、地域経済の発展をサポートし
てまいりたいと考えております。 

◇ 「空き家解体資金」の取扱いを開始 
 
「空き家」は、防災面や防犯面、衛生面等で悪影響を及ぼす可能
性があるとして、社会問題となっており、国の「まち・ひと・しごと創
生総合戦略」にも掲げられていることから、空き家対策をサポート
していくため、リフォームローンの商品内容をリニューアルし、平成
２８年２月１日より取扱いを開始いたしました。 
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◇ 外部機関との連携による地域の活性化に向けた取組み 

連 携 先 目 的 開 始 日 

㈱地域経済活性化支援機構 

（略称：ＲＥＶＩＣ） 
中小企業の皆さまに対する支援能力向上のため、「特定
専門家派遣」に関する契約を締結 

平成２７年４月１日 

㈱プロネクサス 地元企業の皆さまの海外進出サポート体制を強化 平成２７年６月１日 

独立行政法人中小企業基盤整備
機構四国本部 

地域中小企業の皆さまの新事業の展開や経営基盤の強化
に向けたサポート体制を強化 

平成２７年7月３０日 

四国税理士会高知県支部連合会 
経営相談会の開催や各種情報交換等を通じて、地域中小
企業の皆さまの育成支援に向けたサポート体制を強化 

平成２７年９月２日 

日本政策金融公庫高知支店 
創業支援や農商工連携ならびに海外展開等に関するサ
ポート体制を強化 

平成２７年１１月１９日 

いの町商工会 
仁淀川流域において、商標「仁淀ブルー」を活用した事
業の展開をサポート 

平成２７年１２月１６日 

南日本銀行 

佐賀共栄銀行 

幡多信用金庫 

東山口信用金庫 

地域金融機関による「薩長土肥包括連携協定」を締結 

各金融機関が連携し、各県の資源を有効活用していく活
動を展開していくことで地域経済の発展や活性化に貢献 

平成２８年３月３日 

仁淀ブルー観光協議会 仁淀川流域の観光振興を応援 平成２８年４月８日 



17 

 

ご参考：外部機関との連携セレモニー 

中小機構四国本部 
平成２７年７月３０日締結 

いの町商工会 
平成２７年１２月１６日締結 

仁淀ブルー観光協議会 
平成２８年４月８日締結 

日本政策金融公庫高知支店 
平成２７年１１月１９日締結 

地域金融機関による「薩長土肥包括連携協定」  
平成２８年３月３日締結 
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◇ こうぎん帯屋町プラザを開設 

お客さまの更なる利便性向上を図るため、各種個人ローンや金

融商品等の資産運用相談窓口として、「こうぎん帯屋町プラザ」を

平成２７年１０月１日に開設いたしました。 

お客さまのプライバシーに配慮しつつ、仕事帰りや休日にゆっく

りとご相談いただくことができるような営業日・営業時間としており

、事前に予約いただくことも可能です。 

 

◇ 「ちより街支店」の営業時間を延長 

個人ローンや資産の運用に関するお客さまのご相談に対しまして、より柔軟に対応していくため、これらの業務にかかる

「ちより街支店」の平日の営業時間を、平成２７年１０月１日より午後７時まで延長いたしました。 

◇こうぎん久万川橋プラザを開設 
 

お客さまの各種個人ローンや資産運用相談窓口として、「こうぎん

久万川橋プラザ」を平成２８年６月１３日に開設いたしました。 

お気軽にご利用ください。 
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◇ 「こうぎんよさこいＣＡＲＤ」 をリニューアル 

お客さまがより一層便利にご利用いただけるよう「こうぎんよさこいＣＡＲＤ」をリニューアルし、

平成２８年６月１日より取扱いを開始いたしました。 

  ・キャッシュカードとクレジットカードが１枚のカードでご利用いただけます。 

  ・クレジットカードはＪＣＢまたはＶＩＳＡのいずれかを選択いただけます。 

  ・別途、コンビニやスーパーでご利用いただける電子マネーが無料で発行いただけます。 

  ※ クレジットカードは株式会社高知カードが発行いたします。 

◇ 高知県内でクラウドファンディング事業を開始 ～ オーシャンリース株式会社 
 

当行の連結子会社であるオーシャンリース株式会社は、高知県内を対象に起業や新商品開発などの事業に必要な資金を、インターネットを

介して調達するクラウドファンディング事業を平成２８年４月６日より開始いたしました。 

オーシャンリースは、地域や地方に特化したクラウドファンディングの「ＦＡＡＶＯ」を運営する株式会社サーチフィールドと提携し、「ＦＡＡＶＯ高

知」を開設しており、当行と連携を図りながら、地域への新たな資金調達手法の提供を通じて、高知県内の産業活性化ならびに支援、育成に

取り組んでまいります。 

また、行政機関や教育機関等との連携を図りな

がら、起業意欲の促進や地域貢献活動の創出、

地域志向教育などをサポートしてまいります。 
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◇ 産学連携による「シーズ発表会」や「こども金融・科学教室」、「こどもサッカー教室」を継続開催 
 
地元企業のニーズと高知工業高等専門学校が保有している研究技術との連携を図る「シーズ発表会」や、地域のこどもたち
を対象とした様々なイベントを毎年開催しております。 



お問い合わせ先 

株式会社高知銀行 経営統括部 

ＴＥＬ：088-822-9311 ＦＡＸ：088-871-7121 

ＵＲＬ：http://www.kochi-bank.co.jp/ 

Ｅ－ｍａｉｌ：kouhou@kochi-bank.co.jp 


