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桜島VOL.1
の話

鹿児島県には多くの「島」が存在します。その中でも私たちにとって、とても身近な桜島。
今回は、そんな桜島についてご紹介します。
桜島が誕生する前、鹿児島湾（錦江湾）には巨大な穴があいていました。この穴は姶良カルデラと呼ばれ、
約29,000年前の巨大な噴火によってできたものです。ここに海水が流れ込み錦江湾となりました。このとき
の噴火で大量のマグマが流出し、南九州全土を埋め尽くし、その厚さは数十ｍにもなりました。こうしてでき
たのが、シラス台地です。その後、約26,000年前にカルデラの南部で起きた噴火で生まれたのが桜島です。

桜島には、火山を中心とした自然環境や 歴史、文化、産業、
火山と共生する人々の暮らしが広がっ ています
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桜島・錦江湾ジオパーク
日本ジオパークに認定！

平成25年9月24日に、桜島・錦江湾エリアが日本ジオパークに
認定され、「桜島・錦江湾ジオパーク」が誕生しました！！ 

「ジオ（GEO）」とは、地球や大地を意味す
る言葉で、「ジオパーク」とは、ツアーやイ
ベントなどによって、地球の素晴らしさや人
間とのつながりを体感できる場所のことで
す。現在、日本では33の地域が日本ジオ
パークに認定されており、そのうち6地域が
世界ジオパークに認定されています。

ジオパークって？

桜島・錦江湾ジオパークの最大の特徴は、60年近くにわたり活発な噴火活動を
続ける桜島の目の前に60万都市があることです。そこでは噴煙を上げ続ける活
火山を日常としながら、日本最高レベルの火山観測体制の構築や具体的な避難
計画の作成、関係機関が一体となり長年実施してきている防災訓練など、充実し
た防災対策を講じる中で、これだけ多くの人々が生活を続け発展してきたという、

「世界的に稀有な『活火山との共生』」が実現しています。

桜島・錦江湾ジオパークでは、「火山と人と自然のつながり」をメインテーマとし、
より魅力的なものとしてわかりやすく伝えるため６つのストーリーをご用意しています。

「火山と人と自然のつながり」6つのストーリー

地形・地質とのつながり
活発な火山活動による鹿児島ならではのカ
ルデラ、シラス台地、溶岩地形などが見ら
れます。

産業とのつながり
火山地帯の土地に適した桜島大根などの栽
培や錦江湾での魚の養殖、シラス製品や観
光業が盛んです。

自然とのつながり
火山灰の中、たくましく生き続ける植物たち
の生命力を感じられます。

歴史・文化とのつながり
桜島と錦江湾は鹿児島市民の心のふるさと。
ここを舞台に歴史・文化が紡がれてきまし
た。

海とのつながり
火山活動から生まれた錦江湾には、多種多
様な生き物が生息しています。

人とのつながり
火山と人が共生する鹿児島ならではの暮らし
の工夫や防災の取組みが見られます。

詳しくは鹿児島市観光サイト 「よかとこ かごんまナビ」をご覧ください。 URL  http://www.kagoshima-yokanavi.jp/
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上村基宏取締役頭取
Motoh i ro  Kamimura

Top Message ● トップメッセージ

　平成２６年度は、第５次経営戦略計画（略称「第５次マスタープラン」：平成２４年度～平成２６年度にかけ
ての経営計画）の“総仕上げ”の年であるとともに、次年度以降の新たな経営戦略を創り出す“「節目」の
一年”になります。
　第５次マスタープランでは、「地域のために尽くし、愛される銀行」をめざし、鹿児島・宮崎の地域経
済の活性化や産業振興のため、ファンド設立による金融面での支援や日置市をはじめとした地方自治体と
の事業展開などを積極的に行っております。また、金融機関として最大の差別化は「行員」であると考え
ており、人材育成の一環として畜産・医療・観光など異業種への派遣を行っております。実際に現場を
経験することで、金融の領域を超えた幅広い提案ができる、つまりお客さまにとって付加価値の高い行員
を数多く育成したいと考えております。
　これからは単に銀行業のみをやっていればいいという時代ではありません。地域のお客さま、地域の経
済を本気で支えていくためには、従来の枠を超えた事業展開や人材育成が必要です。
　本年度はこれまでの取組みをさらに強化し、第５次マスタープランの達成を実現させ、その先にさらな
る飛躍ができるよう、全役職員一丸となって努力してまいります。
　なにとぞ、一層のご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。

 平成２６年７月

「節目」の一年

Top Message ● トップメッセージ

　皆さまには、平素より格別のお引き立てを賜り厚
く御礼申しあげます。
　当行は、「健全経営」、「地域貢献」、「顧客志向」、
「企業活力」を企業理念に掲げ、今日まで業績も順
調に推移し、地域に根ざす地元金融機関としてのゆ
るぎない基盤を築いてまいりました。
　一方、金融業界を取り巻く経営環境は、少子高
齢化に伴う人口減少や低金利の長期化に加え、県
境を越えた地域金融機関の競合激化などを背景に、
一層厳しさを増しております。このような厳しい環
境の中、平成２５年度決算は「増収増益」とするこ
とができました。これもひとえに皆さまの温かいご
支援の賜物であると深く感謝申しあげます。

愛される銀行
� をめざして

■ 第５次経営戦略計画（略称：第５次マスタープラン）平成２４年４月～平成２７年３月

地域のために尽くし、愛される銀行
～地域に対して徹底的にコミットしていくステージ～

スローガン「もっと かぎん」

地域ポテンシャルの顕在化 生産性・機動性の高い企業への革新 将来にわたる存在価値の向上
地域産業振興の積極支援
トータルライフサポート
地域資金の安定運用

営業体制の革新
人材活用の革新

投資と経費の適正配分

人材開発機能の強化
ＣＳＲの推進
広報活動の充実

地域マーケットの創造 経営体質の革新 かぎんブランドの深化

ビジョン

基本戦略
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かぎんは
鹿児島ユナイテッドFCを

応援しています。

平成26年2月、鹿児島県勢として初めてJFL（日
本フットボールリーグ）に参戦する「鹿児島ユナイ
テッドFC」とオフィシャルパートナー契約を締結し
ました。2014年シーズンのホーム公式戦の試合
開始前に、当行主催のサッカー教室「鹿児島銀
行プレゼンツ鹿児島キッズドリームチャレンジ」を
開催しています。これらの取組みは、地域の子供
たちの将来の夢をサポートするものであり、鹿児
島県のスポーツ振興および地域経済の活性化を
目的としています。

鹿児島銀行プレゼンツ
鹿児島キッズドリームチャレンジ
日　時：ホーム戦開催日の試合開始前
場　所：ホーム戦が行われる競技場
定　員：約８０名／回
参加費：無料
お問合せ先：鹿児島ユナイテッドFC事務局（099-812-6370）
詳しいスケジュールは、鹿児島ユナイテッドFCオフィシャルサイト
をご参照ください。
URL  http://kagoshimaunited.com/

キミも集まれ！ かぎん主催のサッカー教室 

鹿児島銀行は、「地域貢献」という企業理念のもと、地域経済の活性化・産業振
興に少しでもお役に立ちたいと考え、さまざまな活動を行っています。今回のディ
スクロージャー誌では、平成２６年２月にオフィシャルパートナー契約を締結した 「鹿
児島ユナイテッドFC」 と、平成２４年より包括的業務協力協定を締結している 「日
置市」 について、当行との関わり合いを交えてご紹介いたします。

地域のために、「かぎん」ができること

鹿児島ユナイテッドFC かぎん

鹿児島ユナイテッドＦＣ

日置市
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地域 かぎん

日置市

宮崎県

白砂青松と湯 と窯と

日置の湯めぐり窯めぐり

　鹿児島銀行は、第５次経営戦略計画で「地域マーケットの創造」を基本戦略の一つに掲げて
います。地域に対して徹底的に関わりをもち、地域経済を支援していくという方針です。本方
針に基づき、平成２４年５月に日置市と包括的業務協力協定を締結し、新産業創出の一環とし
て、オリーブを活用した産業興しをスタートさせました。
　平成２５年１０月には、オリーブ事業調査のため、行員２名をイタリアとスペインへ約２ヶ月間
派遣し、収穫から加工まで体験してまいりました。
　将来的には、オリーブオイルや美容品等に商品化し、日置市の新たな特産品にしたいと考え
ております。

鹿児島県は2,800もの源泉数を誇り、
大分県に次いで全国第2位。県内では
霧島や指宿といった温泉地が有名です
が、実は日置にも優れた泉質の温泉が
数多くあります。桜島や霧島山、そして
開聞岳といった活火山から遠いにも関わ
らず温泉が豊富に湧出するのは、地下
の比較的新しい時代に活動した断層の

割れ目に沿って湧出しているからです。これが「非火山性温
泉」であり、日置の温泉の特徴と言えます。遠出はできない
けれどリフレッシュしたい時、少し足をのばして日置に出かけ
てみませんか。

薩摩焼は、いちき串木野市
（島平）に上陸した朴平意が
串木野窯を築窯し、その後下
伊集院村大字苗代川（現在の
日置市美山）に移住して築窯
したことに始まります。それか
ら約４００年。薩摩焼は国内は
もとより世界でも多くの人々を
魅了してきました。

火山の無い日置になぜ温泉が？ 「白薩摩」「黒薩摩」
人々を魅了するそれぞれの魅力

■   農家に対するオリーブ栽培の指導、植樹活動の推進。
■   市民向けオリーブオイルセミナーや料理教室の開催等によるオリー

ブの周知。
■   地元の農産物、水産物などを活用したオリーブオイルメニューの開発。

雇用創出・交流人口増加・地場産業育成

■   日置市におけるオリーブ事業戦略の立案。
■   加工販売の事業スキーム構築および企業誘致。
■   オリーブ観光事業スキームの構築。

● オリーブ推進係の設置
● オリーブ植樹5,000本
● 農家への栽培方法指導
● 市民向けオリーブオイルセミナー

● 海外オリーブ事業調査
● 事業スキームの確立
● 加工販売業者の誘致
● 「日置オリーブ」のブランド構築

日置市 鹿児島
銀行

日置市 当　行

かぎんのある街

日置

かつては全て藩主の手に収められ、一般の人々
の目に触れることはなかった。玉のような肌に錦
手や精巧な透かし彫が施され、芸術の域を極め
るものも多く、海外からも高く評価されている。

大衆用の日用雑器として焼かれていた陶器。鉄
分含有量が多い土を用いるため黒くなる。野趣
あふれ重厚な面持ちが特色で、黒薩摩のファン
も多い。

● 格調高い「白薩摩」

● 風格ある「黒薩摩」

2005年5月1日に伊集院町、東市来町、日吉町、吹上町の4町が 
合併して誕生した日置市。南九州西回り自動車道やJR鹿児島本線で
鹿児島市と結ばれ、好アクセスであると同時に、日本三大砂丘の一つ
である白砂青松の吹上浜と東シナ海に面し、自然と利便性の調和の 
とれた地域。あまり知られていないが、優れた泉質の温泉があるのも
魅力。

オリーブオイル鑑定士コース受講修了
（右：当行行員）
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ATM画面の盗み見防止
ATMで暗証番号を入力される際、入力画面を盗み見されないよう、
ATM画面に遮光フィルターを装着しています。

暗証番号都度配置換え（シャッフル）
ATMで暗証番号を入力される際、手元の
動きから暗証番号を盗み見されないよう、
ご利用ごとに数字が配置換えされます。

お客様のご預金をお守りするために

かぎんからの小さなおもてなし かぎんのATMは、四季折々の背景画像でお客様をお迎えしています。ご利用時 は、どんな画面になっているか、ぜひ確認してみてくださいね。

友人たちと楽しく食事に出かけ、お会計で割り勘
する時「1万円札しかないわ！ごめん！」ってこと結
構ありますよね。千円札を財布に入れておくことっ
て何かと便利です。そんなときATMで9,000円を
引き出すのもありですが、「千円札10枚で10,000
円を引き出す」方法があります。

「10千円」と入力する。
たったこれだけで千円札10枚で1万円を引き出す

ことができます！また、二千円札や五千円札を引き
出したいときは、どうするの？？そんな質問もよく耳
にします。
実はATMの中に準備されているお札は、千円札と
一万円札だけなんです。そのため、二千円札や五
千円札を引き出すことは残念ながらできないのです。

か
ぎ
ん�

を
大
解
剖
!!

■   ATMで暗証番号の変更ができます。生年月日や電話番号など他人に類推されやすい
番号をご使用されている方は、変更をお願いします。

■   暗証番号を忘れた場合は、お調べできません。窓口でカードの再発行をお願いします。

必要な
もの

■ 通帳だけではお引き出しできません、ご注意ください。
■ 例えば ···· 2万円引き出したいときに  万   0  千  円  と押

すと、1万円札が１枚、千円札が10枚出金されます。

必要な
もの

■   現金ではお振り込みできません。 
一度、口座へご入金のうえ、カードまたはカード＋振込カードにてお振込みください。

■    窓口での手数料よりオトクです！ 

必要な
もの

銀行員によるちょっと為になる話
さらに詳しくは、窓口・ATMコーナーに備え置きの

「ATMご利用ガイド」をご覧ください！

（ATMモニター画面）

詳しくは9ページの
「銀行員による
ちょっと為に
なる話」へ

■ 銀行営業日
9：00～17：00は「お取引店」へ

■ かぎんATMサービスセンター
※通話料無料・24時間365日受付（携帯もＯＫ！）

ＴＥＬ：０
ゼロハッピャク

８００－1
イチが3つの

11－４
よ い バ ン ク ！

１８９

カード・通帳の偽造・盗難・紛失に
関する受付窓口

た
い
へ
ん

参
考
に

な
り
ま
し
た

暗証番号
3

お振り込み
2

お引き出し
1

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1　お引き出し

2　お振り込み

3　暗証番号

○
月
△
日
　
か
ぎ
ん
た
ろ
う

ちょこっ
と読んで

もっと便利に
！

※ 画面をしっかり見てご入力ください。

鹿児島銀行のATMには、便利 でおトクな機能を満載しています。
意外と知らないことも多いので はないでしょうか？
ぜひチェックしてみてください。

またはカード カード 通帳

またはカード

カード

カード 振込
カード
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桜島

かぎんに
相談

ライフイベントにあわせた

マネープラン

新生活の
スタート！

祝 就職！

▶  かぎん総合口座通帳
普通預金＋定期預金口座をまとめた暮らし
に欠かせない一冊。

▶  MOZECA【キャッシュカード機能】
生体認証・ICチップで大切な預金を守り
ます。

初給料！
給与振込用に通帳を作った。
これから末永くよろしくね。

20
歳代

▶  積立定期預金ポケット
目標額･目標期間を自由にコーディネート。

▶  財形預金
お勤め先の財形制度を通じて財産作りのお
手伝い。

▶  積立型投資信託
毎月1万円（インターネットでは5千円）から
はじめられます。

将来に備えて
コツコツとがんばります！

20
歳代

▶  かぎんカードローン
必要な時にＡＴＭでお借入れ。急な出費に備えたこの１枚！

▶  MOZECA【カードローン機能】
ATMでのお借入れ＋残高不足時の自動融資機能、公共料
金の引落し日なのに通帳にお金がない！ そんなときも安心！

▶  多目的ローンほっとプラン
ライフプランに合わせてお借入れ。計画的にご返済。

▶  かぎんフリーローンスマートネクスト
来店不要。スピード審査！

飲み会・ゴルフ・
友達の結婚式・旅行etc

楽しいけれどお財布がさびしい。

30
歳代

▶ MOZECA【クレジットカード機能】
公共料金・お買い物の決済に使って
OkiDokiポイントゲット。
さらに、鹿児島県・宮崎県を主要エリ
アとしたMOZECAパートナー企業で使
うとポイント２倍！

祝！結婚！結婚式の決済にも、
南の島への新婚旅行にも使える！

30
歳代

▶  積立定期預金【マイフォト通帳】
世界に一つ、あなただけの通帳。子供の写真を入
れてもＯＫ！

▶  学資保険・医療保険・がん保険
万が一に備えて、「これから」のためにできること。
かぎんで用意しませんか？

▶  マイカーローン
新車・中古車・バイクの購入や、免許取得・車検
費用などカーライフを幅広くお手伝い。

▶  教育ローン
子供の夢を応援。「学び」いろいろ使えるローン。

待望の第一子誕生☆
家族が増える。責任も増える。

30
歳代

▶  円定期預金
退職金でのお預け入れにはうれしい金利上乗せも！

▶  投資信託
さまざまなファンドをご用意。余裕資金で分散投資。

▶ 個人年金保険・終身保険
将来の生活資金の準備や、万一のとき、大切な資
産を確実に残すために。

退職。長い間お疲れ様でした。
豊かなシニアライフに向けて。

60
歳代

▶  かぎん住宅ローン
借りてからも安心。ガンと診断されたら残
高が０円になるガン保障つき！※お借り入
れ時点で４５歳以下の方

▶  リフォームローン
マイホーム増改築から空調・水回り、イン
テリアまで。太陽光発電設備の購入・工
事が含まれると、基準金利の引き下げも。

ついに念願のマイホーム。

40
歳代

▶  かぎんeバンクサービス
銀行の窓口やATMに行かなきゃできな
かったことが、スマホやパソコンから
できる！

（主なサービス内容：入出金明細照会、
お振込、お振替、税金各種料金振込等）

忙しくてなかなか
銀行に行けない… そんな時に！

20
歳代

個人のお客様

鹿児島銀行 本店

（平成26年6月末現在）

商品・サービスの詳しい内容につきましては、当行ホームページをご覧ください。 URL：http://www.kagin.co.jp/
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上海便り

SH

ANGHAI         K
AGOSHIMA

2014

【事務所の声】
上海駐在員事務所は日本人スタッフ
2名、現地スタッフ1名の3名でお客
様の海外ビジネスサポートをさせて
頂いております。中国への進出、 
情報収集等に関するご相談はお気
軽に当行窓口へお申し付け下さい。
また、上海にお越しの際は是非、
上海事務所へお立ち寄り下さい。

上海駐在員事務所の仕事風景

鹿児島銀行上海駐在員事務所

上海駐在員事務所では上海を起点に中国本土をカバーしてお
り、お客さまの海外進出を現地からバックアップしております。

【活動内容】
● 中国関連情報の収集
● 既存進出先の現地におけるご相談窓口
● 来訪者に対するアテンド業務

上海研修視察 ～15回・150名派遣～

行員の中国・アジアに対する理解
促進、国際感覚醸成を目的に平成
25年10月から26年3月までの間、
15回・総勢150名の上海研修視
察を実施しました。

中国人留学生の採用

グローバル社会の中で重要となっ
てくるのは「お金の流通」だと考え、
それに携わる仕事がしたいと思いま
した。鹿児島の大学に留学中、楽
しい思い出がたくさんでき、今度
は仕事を通じて鹿児島へ恩返しし
たいと思っています。 張 永浩（チョウ エイコウ）

平成２６年４月
鹿児島銀行に入行
現在、本店営業部に所属

かぎ ん からの

鹿児島銀行は、海外への進出や販路拡大を
検討中のお客さまをサポートするため、上海
駐在員事務所を設置しております。
また、グローバル化に対応する人材育成にも
積極的に取り組んでおります。
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奄美大島の特産品である大島紬をＰＲしていくことを目的として、クー
ルビズ期間中に男性行員と女性行員（役付者の一部）が大島紬を使
用した半袖シャツを着用しました。

奄美群島をＰＲしていくことを目的として、プリントした写真が見る角度
によって変化する特殊技術を使用したレンチキュラー名刺を作成し、行
員の一部に配付しました。写真は、「加計呂麻島の海」と「徳之島の
闘牛」を使用しました。

大島紬を使用した半袖シャツの着用

奄美群島のＰＲに係るレンチキュラー名刺の作成

平成２５年5月

平成２５年７月

THE KAGOSHIMA BANK,LTD.

平成２５年４月  平成２６年３月

TOPICS
トピックス

平成２５年１２月２３日、「金融教育を通じた地域貢献事業」の一環とし
て、県内の高校生を対象に「第八回エコノミクス甲子園　鹿児島大
会」を開催しました。当日は、４１チーム８２名の高校生が参加し、金
融知力を競い合いました。

「第八回エコノミクス甲子園　鹿児島大会」の開催

平成２５年12月

平成２４年５月に日置市との間で締結した包括的業務協力協定に基
づき、日置市に風力発電事業会社を目的とする日置ウインドパワー
株式会社を誘致しました。事業開始は平成２７年５月を予定しており
ます。

日置市との包括的業務協力協定に基づく
風力発電事業会社の誘致

平成２５年４月８日、「営業店1
店舗で使う電力量相当を太
陽光ソーラーパネルで発電す
る」を基本コンセプトとして、
松元支店での再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度を
活用した太陽光発電設備の
運用を開始しました。

松元支店での太陽光発電設備運用開始

平成２５年4月

平成２５年５月２０日、楽しみな
がら積立をしていただく新商品
として、通帳の表紙部分に写
真を印刷できる積立定期預金

「かぎん積立定期預金マイフォ
ト通帳」の取扱を開始しました。

「かぎん積立定期預金マイフォト通帳」の取扱開始

平成２５年5月

香港を窓口としたアジア各国へ
の地元産品の輸出拡大を目的と
して、「かぎん・東亜銀行商談会
in香港」を開催しました。当日は、
当行のお取引先２１社が出展し、
香港バイヤーとの積極的な商談
が行われました。

「かぎん・東亜銀行商談会in香港」の開催

平成２５年10月

左から郡山明久専務取締役、永田文治
相談役、李国宝氏（東亜銀行会長）、ト
ミー・チャン氏（香港立法会議員）

平成２５年７月１日、鹿児島・宮崎両県を主要エリアとする企業（※）と提携し、
クレジットカードを活用した「地域優待サービス」の提供を開始しました。提携企
業において、当行・㈱鹿児島カードが発行するクレジットカード（「ＭＯＺＥＣＡ」）
でお買い物をしていただくと、ポイント優待を中心とした特典を提供します。

（※）  平成２６年３月３１日現在、８社。（㈱山形屋、㈱山形屋ストア、㈱迫田、㈱カコイエレクトロ、城山観光㈱、㈱南九州
ファミリーマート、㈱指宿白水館、㈱新日本科学）

クレジットカードを活用した地域優待サービスの開始

平成２５年７月２５日、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応する預金商品「孫ん貯め（まごんため）」の取扱を開始しました。
お預け入れいただいたご資金を教育資金のお支払いに充当された場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となります。

かぎん教育資金贈与専門口座「孫ん貯め（まごんため）」の取扱開始

平成２５年７月３０日、金銭感覚について考え、金融経済に対する興味を深めてもらうため、小学生と保護者を対象に「親子で研究！かぎん夏
休みお金の教室」を開催しました。ご当地キャラクター「薩摩剣士隼人」とともに学ぶ1日コースと題して、金融インストラクターによる授業
や外国為替取引体験を行いました。

「親子で研究！かぎん夏休みお金の教室」の開催

平成２５年７月

奄美群島 日本復帰60周年

平成２６年２月１７日、大阪支店を４階建ビルに新築いたしま
した。１～２階部分に、「鹿児島の新たな情報発信基地」を
コンセプトに鹿 児 島 の
味・物産・観光をお届け
する物産館等がテナントと
して入居し、３～４階部分
を大阪支店、大阪事務所
としました。

キャンペーン案内や企業活動情報等を配信することを目的
として、スマートフォンアプリ「ＬＩＮＥ」へ「鹿児島銀行」
のアカウントを開設しました。

大阪支店新築移転 スマートフォンアプリ「ＬＩＮＥ」へのアカウント開設

平成２6年2月 平成２6年3月

鹿児島県特産の黒牛・黒豚・黒さつま鶏を
テーマにしたオブジェ“ミートリオ”

アカウント名 鹿児島銀行

アカウントＩＤ @kagin

KAGIN magazine 2014KAGIN magazine 2014 1615

010_0112528132607.indd   15-16 2014/07/24   9:34:08



26年
3月期

32,936

22年
3月期

29,527

23年
3月期

30,172

24年
3月期

30,998

25年
3月期

31,463

790809 810 793 783

26年
3月期

22年
3月期

23年
3月期

24年
3月期

25年
3月期

24,391
20,925 21,312

22,147 22,837

26年
3月期

22年
3月期

23年
3月期

24年
3月期

25年
3月期

146
161

131

180

141

26年
3月期

22年
3月期

23年
3月期

24年
3月期

25年
3月期

11,493
9,993

10,630 11,037
11,601
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3月期

22年
3月期

23年
3月期

24年
3月期

25年
3月期

9693

71

87
77

26年
3月期

22年
3月期

23年
3月期

24年
3月期

25年
3月期

自己資本比率

不良債権額・不良債権比率の推移〈単体〉

格付け

（単位：%）

■ 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
● 不良債権比率

■ 単体　■ 連結
銀行経営の安全性・健全性のモノサシのひとつで
す。この比率が高いほど経営の健全性が高いといえ
ます。銀行に対しては、経営の健全性確保のために、
保有資産の一定割合の自己資本を有することを求め
る規制があります。これは、自己資本比率規制とよ
ばれ、次の二つの基準があります。

※  自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく金融庁告示に定められた算式に基づき算
出しております。

※平成26年6月末現在

※  当行は国内基準による自己資本比率規制の適用を受けてお
ります。

自己資本比率規制に関する告示の一部改正に伴い、26年3月末からバー
ゼルⅢ基準により自己資本比率を算出しております。

国内の銀行では上位の格付けを取得しております。
これは当行の良好な資産の質、高い自己資本比率、
鹿児島県内での高いマーケットシェアが評価されたも
のです。
※  当行では米国の大手格付機関スタンダード＆プアーズ社をはじめ、

2社から格付けを取得しています。

基　準 対象となる銀行 必要な
自己資本比率

国際統一基準 海外営業拠点を
有する銀行 8％以上

国内基準 海外営業拠点を
有しない銀行 4％以上

自己資本比率とは…

銀行ごとにその資産総額の規模が異なることから、
不良債権額そのものの比較ではなく、貸出金等の総
与信残高に占める不良債権の割合、いわゆる不良債
権比率が比較の対象となります。不良債権比率が低
いほど、資産の質は高いといえます。

銀行の信用度を表す指標で、健全な銀行をお選びい
ただくときのひとつの目安になります。
債券や預金などの元金の返済及び利息の支払が約定
どおり期日になされるかどうかの確実性を、簡潔な記
号で表した信用リスクに関する情報のことで、公正な
第三者である格付機関により決定されます。

不良債権比率について

格付けとは…

（単位：億円）

当行の概要（平成26年3月末現在）

鹿児島銀行 本店

創 　 業 ：明治12年10月６日

資 本 金 ：181億30百万円

本店所在地 ：鹿児島市金生町６番６号

店 舗 数 ：155か店
（本支店110・出張所11・代理店34）
上記ほか無人店舗　386か店

従 業 員 ：2,375人

▪かぎんオフィスビジネス㈱

▪かぎん会計サービス㈱

▪かぎん代理店㈱

▪㈱鹿児島経済研究所

▪鹿児島保証サービス㈱

▪㈱鹿児島カード

▪鹿児島リース㈱

グループ会社（平成26年3月末現在）

かぎんのプロフィール業績ハイライト

単　体

連　結

預金残高

経常収益

貸出金残高

経常利益

有価証券残高

当期純利益

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

（単位：億円）

24年3月末
旧基準（バーゼルⅡ）

13.77
14.36

25年3月末

13.43
14.05

新基準（バーゼルⅢ）
26年3月末

12.89
13.50

24年3月末

593

2.64％ 2.46％ 2.85％ 

25年3月末

570

26年3月末

706

113

200

256

118

165

421

112

193

287

スタンダード&
プアーズ社

㈱格付投資情報
センター

A A＋
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（平成26年6月末現在）

▶   各営業店　 
平日  9:00～15:00

▶   ローンセンターかぎんＷＥＬＬ 
TEL  099-239-9790 
平日  9:00～18:00 

土・日・祝日  10:00～17:00
▶   かぎんローンセンター鹿児島南 

TEL  099-813-0201 
平日  9:00～16:30 

土・日  10:00～17:00
▶   かぎんローンセンター川内 

TEL  0996-22-7722 
平日  9:00～15:00 

土・日  10:00～17:00

▶   かぎんローンセンター国分 
TEL  0995-45-4501 
平日  9:00～15:00 

土・日  10:00～17:00
▶   かぎんローンセンター鹿屋 

TEL  0994-44-7760 
平日  9:00～15:00 

土・日  10:00～17:00
▶   かぎんローンセンター宮崎 

TEL  0985-28-2171 
平日  9:00～19:00 

土・日・祝日  10:00～17:00

▶   かぎんローンセンター都城 
TEL  0986-23-3373 
平日  9:00～15:00 

土・日・祝日  10:00～17:00
▶   かぎんローンセンター延岡 

TEL  0982-32-3367 
平日  9:00～15:00 

土・日  10:00～17:00
▶   かぎんローンセンター福岡 

TEL  092-461-1631 
平日  9:00～15:00

各種個人ローン相談窓口

▶   お客様サービス室　 TEL  099-239-9766　 平日  9:00～17:00銀行へのご意見・ご要望

金融円滑化サポート態勢

中小企業金融円滑化法（以下「円滑化法」といいます。）は平成２５年３月末をもって期限が到来しましたが、当行は円滑化法の精神に
則り、地域金融のさらなる円滑化に対応するため、引き続き各営業店にてご相談を承っております。また、個人のお客さまにおきまして
も、各種ローンのご相談に休日も対応できるローンセンターを設置しておりますので、お気軽にご相談ください。

▶   各営業店　 平日  9:00～15:00金融円滑化相談窓口
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