
トマト銀行のビジネスモデル
『本業支援・最適提案』本格展開！

（経営サポート） （ライフイベントサポート）

第134期 営業のご報告
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）
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取締役社長
た か 　 ぎ 　 し ょ う 　 ご

平成28年度の業績は?Q

平素よりトマト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。
当社の平成28年度のミニディスクロージャー（営業のご報告）を作成いたしましたので、ご高覧ください。

　当期のわが国経済は、新
興国経済の減速の影響など

から輸出や生産面などに弱さが見
られた時期もありましたが、全体
として緩やかな回復基調で推移い
たしました。今後につきましても、
海外経済の不確実性などに留意が
必要でありますが、企業収益や雇
用・所得環境の改善を背景に、緩
やかな回復が続くことが期待され
ます。
　金融面におきましては、日本銀
行は、平成28年9月21日、マイナ
ス金利政策をさらに強化する形で、
新たに長期金利を０％に誘導する

「長短金利操作付き量的・質的金融
緩和」を導入し、２％の「物価安
定の目標」の実現に向けて、きわ

めて緩和的な金融環境を維持すると
しております。
　このような情勢のなか、当社は、
平成27年４月から平成30年３月ま
での３ヵ年を計画期間とした中期経
営計画「トマトみらい創生プラン 
～進化への挑戦～2018」を推し進
めており、平成28年度の経営成績
は、次のとおりとなりました。
　経常収益は、マイナス金利政策の

影響を受け、前期比6.7%減少(14
億1百万円減少)の193億44百万円
と4年ぶりの減収となりましたが、
経常利益は、与信関連費用が減少し
たことなどから、前期比0.1%増益
(5百万円増加)の28億28百万円と8
年連続の増益となりました。当期純
利益は、前期比3.9%増益(72百万
円増加)の18億81百万円と5年連続
増益の過去最高益となりました。

（単位 百万円）
当期純利益経常利益

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

1,720

937

2,167

1,169

2,713

1,616

2,822

1,809

2,828

1,881

A

経常利益・当期純利益
の推移

Top Interview
トップインタビュー
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個人のお客さまにはその一生を、
法人のお客さまには創業から発展・承継まで、
トータルにサポートするライフパートナーへ。

お客さまを深く理解し、徹底的に寄り添う

法人のお客さま
本業支援

個人のお客さま
最適提案

お客さまの喜び・満足
地域経済の活性化・発展

確固たるメイン取引先の増加と
地域シェアおよびプレゼンスの向上

徹底した総合取引の推進による収益の極大化

中期経営計画（平成27年度～平成29年度）事業者向け貸出先数の推移 トマトみらい創生プラン　～進化への挑戦～　2018

基
本
方
針

項　目 平成28年度   
 （実績）

①コア業務純益 22億円

②当期純利益 18億円

③預金残高 11,026億円

④貸出金残高 9,591億円

⑤事業者貸出先数 9,655先

⑥自己資本比率 8.66％

⑦ＲＯＥ
（当期純利益÷純資産） 4.15％

⑧金融再生法開示債権比率 2.23％

平成29年度
（目標）
20億円※

15億円※

11,300億円

10,000億円

10,000先

8％以上

3％以上※

2％台

■経営目標（単体）

地方創生・活性化への貢献

収益力（営業力・運用力）の
進化と収益源の多様化

強固な経営管理態勢の確立

組織力・人材力の強化

重 点 目 標◆お客さまの頼れるパートナーとして、
　幸福・成長・発展を多面的に支援し、 
　地域の活性化に貢献します。

◆お客さまを深く理解し徹底的に寄り
　添うことで永続する信頼関係を
　確立します。

◆収益源の多様化を図り、成長力のある
　ビジネスモデルを構築します。

◆独自性発揮への限りない挑戦により、
　社員主役の個性あふれる銀行への
　転換を図ります。

※当初目標を修正

株主の皆さま、お客さまへのメッセージQ

トマト銀行のビジネスモデル
「本業支援・最適提案」とは？Q

　中期経営計画の基本方針である「お客さ
まを深く理解し、徹底的に寄り添う」戦略

を具現化したビジネスモデル、すなわち、企業の
お客さまには創業から発展・承継までライフス
テージに応じた最適な「本業支援」を、個人のお
客さまにはその一生をトータルにサポートする

「最適提案」を進化させるべく、積極的な提案活動
に力を注いでまいりました。
　平成28年４月には、この取り組みを強化するた
めに、「本業支援アクション先活動」を導入いたし
ました。これは、お客さまの事業を理解し、お客
さまとの信頼関係のもとに｢経営レポート(事業性
評価シート)｣を作成し、経営課題にとどまらない
潜在的なニーズを含めた将来の課題解決に向けた
提案を行い、お取引先企業の「稼ぐ力」の向上や

A

　トマト銀行は、創業の原点である相互扶
助の精神に立ち、お客さまが困ったときこ

そしっかり応援できる面倒見のよい銀行を目指し、
コンサルティング機能の充実を図り、地域経済の
活性化に貢献してまいります。

A

将来ビジョンの達成を支援していく活動です。平
成29年度は、経営レポートで提案した本業支援策
を順次実行するとともに、経営レポート作成先を
約1,300先まで増やし、お客さまの真にお役に立
てるパートナーとなるべく努力してまいります。
　こうした取り組みの結果、重要目標である事業
者向け貸出先数は、平成27・28年度中に1,248
先増加し、平成29年3月末には9,655先の過去最
高に到達し、将来に向けた営業基盤の強化を図る
ことができました。 

　地域のお客さま、株主の皆さまにおかれまして
は、変わらぬご愛顧をたまわりますようお願い申
し上げます。

うち岡山県内

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500
（先）

27年3月末 28年3月末 29年3月末 30年3月末

事業者向け貸出先数（全体）

8,407

7,641

9,037

8,209

9,655

8,791

10,000
（目標）

トマト銀行のビジネスモデル
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独身世代 ファミリー世代 退職世代
シニア世代

進学・就職

旅行 ○フリーローン

独身世代におすすめの商品･サービス

マイカー購入 ○マイカーローン

結婚 ○普通預金 ○フリーローン ○積立式定期預金
○保険の見直し

○外貨両替
○外貨宅配サービス

○MOTTOカード
   （クレジットカード一体型キャッシュカード）
○プリペイドカード「NEO MONEY」

○MOTTOカード
   （クレジットカード一体型キャッシュカード）
○インターネット・
　モバイルバンキングサービス

○普通預金

○積立預金　○財形預金
○積立投資信託
○個人型確定拠出年金
○医療保険 ○がん保険
○個人年金保険

○スーパー積金
○積立式定期預金

○スーパー積金
○積立式定期預金

イベント 事前に準備 便利な商品・サービス 借りるなら

退職・
セカンドライフ

退職世代におすすめの商品･サービス

○個人年金保険
○年金受取サービス
○年金･退職金受取口座ご予約サービス
○退職金運用向け金利優遇サービス
　「セカンドプラスα」　など

イベント 事前に準備 便利な商品・サービス 借りるなら

医療・介護

相続

その他

○先進医療ローン
○セカンドライフ応援ローン
○フリーローン

シニア世代におすすめの商品･サービス

○医療保険 ○がん保険
○介護保険

○一時払終身保険
○教育資金贈与預金「みらいへのおくりもの」
○ジュニアNISA
○セカンドライフノート

○遺言 ○遺産整理
○財産承継プランニング
○相続定期預金

イベント 事前に準備 便利な商品・サービス 借りるなら 将来に備える

出産・子育て

マイホーム購入
○住宅ローン
○住宅ローン
　ご利用者向けローン

○火災保険
○保険の見直し

ファミリー世代におすすめの商品･サービス

子どもの進学 ○教育ローン
○教育カードローン

○マイカーローン
○フリーローン

○自動送金サービス

○「ももっこカード」
　保有者向け優遇制度

○積立式定期預金 ○学資保険
○個人型確定拠出年金
○ジュニアNISA ○医療保険 
○がん保険

○積立式定期預金
○学資保険
○ジュニアNISA

○取引ステージ優遇サービス
　「トマト・スマイルプログラム」

○貸金庫・全自動貸金庫
○デュエットプラン

○積立式定期預金
○財形住宅預金

○積立式定期預金

世代共通の商品･サービス

旅行 結婚
岡山県平均
約220万円

マイカー
購入

岡山県平均
約190万円

出産・
子育て

マイホーム
購入

岡山県平均
約3,210万円

子どもの
進学
全国平均

国公立 約765万円
私立 約2,216万円

進学・就職
初任給 岡山県平均
大学卒 約19.2万円
高校卒 約16.4万円

退職・
セカンドライフ

夫婦2人の生活費
1ヵ月約34.9万円

医療・介護
入院時の

自己負担費用
平均22.7万円

○NISA

相続
家庭裁判所

遺産分割事件数
全国総数

1万2,615件

イベント 事前に準備 便利な商品・サービス 借りるなら 将来に備える

○リフォームローン
○セカンドライフ応援ローン
　など

地域経済の
発展・成長

お客さまの経営力
「稼ぐ力」の向上

アクティブリスニング（積極的傾聴） 本業支援策の実行
お客さまに徹底的に寄り添い、アクティブリスニング（積極的傾聴）により、

「お客さまを知る」活動に努め、業種特性・業務の流れや真の経営課題・潜在ニー
ズ等を理解するとともに、事業内容や成長可能性等を適切に評価します。

お客さまの真の経営課題や潜在ニーズ等の解決に向けた提案やソリュ
ーションを提供し、お客さまの経営力「稼ぐ力」の向上や将来ビジョ
ンの達成を支援します。

お客さま
お客さま

本部 営業店

「経営レポート」の作成
＝「事業性評価シート」

①　お客さまを知る活動
　　・事業内容や商流
　　・業種・業界特性
　　・業務の流れ
　　・真の経営課題
　　・潜在ニーズ　など
②　方向性策定（評価）
　　・強み、弱みの把握
　　・今後の見通し
　　・将来ビジョン
　　・成長可能性　など

●　真の経営課題・潜在ニーズ等の
解決に向けた本業支援を実施

販売促進、新商品等開発支援
（産学官連携等）
生産性向上
販路拡大・仕入先・外注先紹介

（商談会等）
ビジネスマッチング
相続・事業承継対策
各種提案営業ツール　など

本業支援アクション先活動  本格展開！
〜「経営レポート（事業性評価シート）」作成先　平成30年3月　1,300先へ〜

本業支援アクション先活動とは・・・
お客さまのライフステージ（創業から事業承継）に
徹底的に寄り添い、
様々なニーズに対して全社を挙げて迅速かつ的確に
お応えすることで、
お取引先企業の業績や企業価値の向上に貢献し、
お客さまの経営力「稼ぐ力」を高めていく支援活動
です。

アクティブリスニング
(積極的傾聴) 最適なソリューションの

提供・実施

経営課題
ニーズ

経営力「稼ぐ力」
の向上

組織的対応

情報共有化

情報・ニーズの把握・分析
最適なソリューションの検討

営業店

本部・外部専門家による
多様なサポート
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独身世代 ファミリー世代 退職世代
シニア世代

進学・就職

旅行 ○フリーローン

独身世代におすすめの商品･サービス
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○フリーローン
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○貸金庫・全自動貸金庫
○デュエットプラン

○積立式定期預金
○財形住宅預金

○積立式定期預金

世代共通の商品･サービス

旅行 結婚
岡山県平均
約220万円

マイカー
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退職・
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夫婦2人の生活費
1ヵ月約34.9万円

医療・介護
入院時の
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平均22.7万円

○NISA

相続
家庭裁判所

遺産分割事件数
全国総数

1万2,615件

イベント 事前に準備 便利な商品・サービス 借りるなら 将来に備える

○リフォームローン
○セカンドライフ応援ローン
　など

『最適提案』ライフイベントサポート　本格展開！
お客さまのライフイベントに徹底的に寄り添い、トータルにサポートする最適提案を目指します。

進学・就職・子育てといった人生の節目を支える金融商品やサービスを紹介する冊子「ライフイベントサポートガイド」を作成しております。窓口へお気軽にお申し出ください。
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当社のビジネスモデルである「本業支援」の進化・発展を目的として、山形県
を地盤とするきらやか銀行と連携し、「本業支援」に係る共同研究会を発足し
ました。
2月以降、両行の営業部門が定期的に会合を開き、本業支援の成功事例を共有
するほか、効果的なサポート策を協議し、お互いの優れた点を取り入れ、お取
引先企業の更なる発展や地域経済の活性化に貢献してまいります。

＜研究会の内容＞
●本業支援に関するノウ
　ハウ、成功事例の共有
●効果的な本業支援策　
　の検討・共有
●定期的な会合、情報交
　換会
●共同研修会の開催
●本業支援に資する人材 
　育成　etc.

お取引先企業の本業支援を強化するため、西日本の地方銀行として初めて、
TKC中国会岡山県支部と「事業性評価の支援に関する覚書」を締結いたしました。
これにより、会員税理士等の専門知識と当社の情報を共有し、お取引先企業へ
のより適切な支援を行ってまいります。

TKC中国会岡山県支部と
「事業性評価の支援に関する覚書」締結

（平成28年8月9日）

地方創生に係る包括協定

平成26年8月に岡山県と連携・協力に関する包括協定を締結して以降、平成28
年3月に岡山市、倉敷市、平成28年5月につやま産業支援センター、同6月には
美作市と包括協定書を締結し、業務を通じた各種提案活動などにより各自治体
の地方版総合戦略の策定・実行を積極的に支援しております。
当社は、今後も地元自治体と一体となって、個々の課題解決に向けた地方創生
に積極的に取り組んでまいります。

きらやか銀行との
「本業支援」に係る共同研究会の発足

（平成29年2月1日）

平成28年3月　倉敷市

平成28年5月　つやま産業支援センター

平成28年3月　岡山市

平成28年6月　美作市

地域の皆さまのそばに、 いつもトマト銀行
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日ごろ来店が難しいお客さまへの保険商品のご案内やお問い合わせの対応の強
化を目的に、電話による保険販売業務を開始しました。保険商品は、説明を受

けるだけでも時間がかか
る場合が多く、後になっ
て疑問に思うことや確認
したい点があった場合も
ご利用いただけます。営
業時間は19時30分まで、
また土曜日も営業してお
ります。

「遠隔手話通訳サービス」の導入
（平成28年11月1日）

あいサポート企業に認定
（平成28年7月24日）

トマト銀行保険コールセンター開設
（平成29年1月25日）

聴覚に障がいのあるお客さまへの対応として、タブレット端末を利用した「遠
隔手話通訳サービス」を導入しました。
手話をご希望のお客さまに対して、タブレット端末のテレビ電話機能により手
話通訳のオペレーター（手話通訳士）を呼び出し、手話と音声による同時通訳
を行うサービスです。

遠隔手話通訳サービスの
ほか、携帯助聴器もご利
用いただけます。
お気軽にお申し出くださ
い。

外為WEBサービス開始
（平成28年4月4日）

外国送金のお申し込みや、輸入信用状の受付、
為替予約取引及び照会を、お客さまのオフィ
スからトマト銀行のホームページにアクセス
することで、ご来店いただくことなくお取引
ができるようになりました。
また外国送金手数料も窓口受付に比べてお得
となり、大変便利にご利用いただけます。

岡山県が進める障がいの有無にかかわらず住
みやすい社会づくり運動「あいサポート運動

（※）」の趣旨に賛同し、その普及等に取り組
む「あいサポート企業」として岡山県から認
定されました。
※あいサポート運動とは、岡山県民が、多様な障がい
の特性の理解に努め、障がいのある人に温かく接する
とともに、障がいのある人が困っているときに「ちょ
っとした手助け」を行う運動です。

●電話番号
　0120－952－907
●営業時間　
　10時～19時30分

導入店舗：竜操支店
（岡山市中区高屋366-7）
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　点字ブロックは、視覚障がい者の安全かつ快
適な移動を支援するための設備として、1965
年（昭和40年）に三宅精一氏によって考案され、

1967年（昭和42年）3月18日、岡山県立
岡山盲学校に近い国道250号原尾島交差点
周辺（現：岡山県岡山市中区）に世界で初
めて230枚が敷設されました。2017年の
今年で導入50年、半世紀を迎えました。
きっかけは道路を渡ろうとした視覚障がい
者の前を勢いよく車が走り抜ける危険な場
面を目の当たりにしたことでした。歩道の
位置や車道との境目を知らせる手段がない
かと考え、友人の視覚障がい者の「靴を履
いていても足の感触で地面の状態が分かる」
という言葉をヒントに突起があるブロック
を路上に敷くという方法を考えつきました。
　視覚障がい者の安全な歩行を支える「希
望の眼」として海外にも活用が広がり、日
本を参考に同様の点字ブロックが75を超え
る国で導入されています。

警告ブロック（点状ブロック）

 誘導ブロック（線状ブロック）

　今や点字ブロックは日常の風景に溶け込んで
いますが、いくつかの課題もあります。たとえ
ば、高齢者など足腰の弱い人がつまずいてしま
ったり、車椅子やバギーの利用者の障害になっ
たり、雨天時や氷結時に滑りやすくなったりす
るなど、問題点も指摘されています。また、景
観意識の高まりに伴って、周囲の環境と調和す
る色合いを優先し、歩道に溶け込むような同系
の色や材質の点字ブロックが増えたことによ
り、弱視や色弱者の人たちにとって識別が困難
になってしまうこともあります。そして、残念
ながら、一般の人の中には、点字ブロックの上
に、駐車・駐輪されているようなケースも多
く、視覚障がい者がぶつかったり、自転車を倒
したり、白杖を折ったりするトラブルも日常茶
飯事です。
　視覚障がい者にとっての「命綱」でもある点
字ブロックを正しく理解し、全ての人が快適に
過ごすことのできるバリアフリーな街づくりを
進めて行くためにも、点字ブロックの上には、
物を置かないようにご協力をお願いします。

目の見えづらい方が安心して
歩ける手段はないのか？

点字ブロックの上に物を置かないで！　点字ブロックは、正式名称を「視覚障がい
者誘導用ブロック」といいます。視覚障がい
者が足裏の触感覚で認識できるよう、突起を
表面につけたもので、視覚障がい者を安全に
誘導するために地面や床面に敷設されている
ブロック（プレート）のことです。

点字ブロックの違い、わかりますか？

＜資料提供：社会福祉法人 日本盲人会連合、株式会社山陽新聞社＞

トマト銀行では、店舗入口にステッカーを掲示し、お知らせしています。
トマト銀行は年齢や障がいの有無にかかわらず、全てのお客さまに安心・安全にご利用いただける銀行を
目指し、ハード面、ソフト面、サービス面の3つの側面からユニバーサルデザインの取り組みを行ってお
ります。

岡山発祥の「点字ブロック」導入50年 〜世界75か国以上で導入された希望の眼〜

「警告ブロック」は、危険箇所や
誘導対象施設等の位置を示す
ブロックです。点が並んでいる
形状をしているため、「点状ブ
ロック」とも呼ばれています。
これは、文字通り注意すべき位
置を示すブロックです。階段
前、横断歩道前、誘導ブロック
が交差する分岐点、案内板の
前、障害物の前、駅のホームの
端等に設置されています。

「誘導ブロック」は、進行方向を
示すブロックです。線が並んだ
形状をしているため、「線状ブロ
ック」とも呼ばれています。これ
は、視覚障がい者がブロックの
突起を足裏、あるいは白杖で確
認しながら突起の方向にしたが
って進むことができるように設
置されています。
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平成29年度
日本遺産認定

平成29年4月28日、文化庁は、有形、無形の文化財にまつわるストーリーを国が認定する「日本遺
産」の第3弾（平成29年度）に、倉敷市の繊維産業の成長ストーリーを認定しました。

　ジーンズの産地としての児島をもっと知ってもらいたいと、児島商工会議所、地元
メーカーが中心となり、「児島ジーンズストリート」が誕生、様々なデニム素材の商品が
揃っています。
　平成15年には、ジーンズ資料館「ジーンズミュージアム」が開館、ジーンズの歴史と、
できるまでの生産工程の紹介のほか、オーダージーンズの受付や加工作業の体験もでき
るようになっています。
　毎年春と秋の2回、繊維大即売会「せんい児島瀬戸大橋まつり」が開催され、地元繊維
メーカーなど200を超える即売テントが集合し、ジーンズや作業服が格安で提供され、
大勢の人でにぎわいます。一度来てみて、児島の繊維を着てみてはいかがですか。

来てみて、着てみて！！ ジーンズのまち、倉敷市児島

参考文献：「岡山県の繊維産業」（岡山県・平成23年）
写真提供：児島商工会議所

一輪の綿花から始まる倉敷物語 〜和と洋が織りなす繊維のまち〜

児島の織物業の始まり
　文字通り「島」であった現在の児島地域は、江
戸時代に干拓によって地続きとなりましたが、干
拓地は塩気が強く、米作りが出来なかったため、
塩気に強い綿花の栽培が盛んでした。
　この綿花から、糸を紡ぎ、機

はた
を織り、付加価値

を付けて織物にして売るようになったのが、児島
地域の織物業の始まりです。
　その後、明治政府による殖産政策のもとで、岡
山県では県北（津山）の養蚕、西部（笠岡）の製
糸とともに、児島では紡績が盛んとなり、日本最
初の民間紡績所である下村紡績を始めとして、
次々と紡績会社が設立されました。

学生服がトップシェアに　
　生活様式が着物から洋服に変化することに伴
い、学生服や作業服の製造へ転換し、染色、ミシ
ン販売、ボタン製造など周辺産業も発展していき
ました。児島で生産される綿の学生服が「運動し
やすく、丈夫で安価」と評判となり、昭和12年ご
ろにはほぼ全国の市場を独占していきました。

国産ジーンズ発祥の地
　一方、ジーンズは、戦後アメリカより輸入され
た中古ジーンズをモデルに、デニム地を輸入し
て、昭和39年に児島で縫製されたジーンズが国内
で初めて発売され、以降、児島は「国産ジーンズ
発祥の地」と言われるようになりました。その後、

デニム生地、縫い糸、ファスナー、ボタンなどの
関連材料のほか、洗い加工などの技術も生まれ、
岡山県の繊維産業の発展拡大に大きく貢献してい
ます。

伝統と革新の共存
　江戸時代からの伝統とともに、ジーンズに代表
される革新性が共存していること、集団で着用が
定められる制服から、自由な服装の代表アイテム
であるジーンズまで幅広い品目を生み出している
こと。岡山は、伝統の良さと新しいものを生み出
すパワーの両方を備えた多様な製品を作り出すこ
とのできる、懐の深い産地と言えます。
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本 店 所 在 地
創 立 年 月 日
資 本 金
預 金
貸 出 金
店 舗 数

社員数（嘱託・パート社員含む）
U R L

………
………
………
………
………
………

………
………

岡山市北区番町2丁目3番4号
1931（昭和6）年11月9日
178億1,000万円
1兆1,026億円
9,591億円
61ヵ店（岡山県53ヵ店、兵庫県
4ヵ店、広島県・大阪府・
東京都各1ヵ店、インターネット
専用ももたろう支店1ヵ店）
1,093名
http://www.tomatobank.co.jp/

※１は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
※２は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
※3は、東京証券取引所へ届出を行っている独立役員であります。

取締役社長（代表取締役）

取締役副社長（代表取締役）

専務取締役（代表取締役）

常務取締役
常務取締役
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ぎ
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悟
ご
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　 隆

たかし
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光
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司
じ

中
なか

山
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雅
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司
し

福
ふく

井
い
康
やす

人
と

取締役
取締役
取締役
取締役※１※３

取締役※１※３

横
よこ
井
い
手
で
慎
しん
也
や

坂
さか

手
て
計
かず

之
ゆき

冨
とみ

田
た
洋
ひろ

之
ゆき

小
お
川
がわ

　 洋
ひろし

上
うえ
岡
おか
美
み
保
ほ
子
こ

常勤監査役
監査役※２※３

監査役※２※３

監査役※２※３

尾
お
崎
ざき

和
かず

正
まさ

吉
よし

岡
おか

一
かず

巳
み

三
み
宅
やけ

　 昇
のぼる

佐
さ
々
さ
木
き
浩
こう
史
し

当社の概要（平成29年3月31日現在） 役 員（平成29年6月27日現在）

トマト銀行グループ

トマトビジネス株式会社 トマトカード株式会社 トマトリース株式会社
銀行業務の後方事務 クレジットカード業務 リース業務
当社出資比率　100％ 当社出資比率　100％ 当社出資比率　39.5％

トマト銀行の働き方改革
（ダイバーシティ推進への取り組み）

内容
実績

平成28年
3月末

実績
平成29年

3月末

目標
平成33年

3月末

係長以上に占める
女性の割合 13.1％ 14.4％ 20％以上

女性の融資係、
お得意さま係の
人数

12人 23人 32人

男性の育児休業
取得率 ― 42.9％

（注1）
100％

（注2）

■定量的目標・実績

（注1）平成28年度に配偶者が出産し育休を取得した男性の割合
（注2）平成32年度に配偶者が出産し育休を取得する男性の割合

トマト銀行は、『全員精鋭主義』のもと、従業員一人ひとり、すなわち年齢、性別
など多様な人材がそれぞれの持つ能力や個性をフルに発揮して、思う存分活躍で
きる環境づくりを目指します。

ダイバーシティ
戦　略

女性の活躍推進
女性のキャリア支援

育児・介護と仕事の両立支援
職員が離職せず、

働き続ける環境の整備

ワークライフバランスの
推　進

働き方改革

ライフサイクル支援
セカンドライフを

見据えた働き方の提案

障がい者雇用
障がい者が活躍できる

職場環境の整備

ダイバーシティとは
『多様性の受容』を意味します。社員一人ひとりが持つ違い(性別・宗教・
年齢・学歴・職歴など)を受け入れ、それぞれを価値として生かすこと
で企業の競争力につなげようという考え方です。

女性の職域拡大

育児休業取得者のスムーズな職場復帰の支援

ワークライフバランスの推進

●短時間勤務制度の拡充（平成28年6月1日）
　所定労働時間の６時間に加え、７時間の短時間勤務制度を新設
●育児支援給付金制度の新設（平成28年6月1日）
　育児休業期間よりも早期に復帰した職員に対して、保育にかかる
　費用の一部を支援する制度を新設
●出産休暇・育児休業中の社員に対するフォロー体制づくり
  （平成28年6月）
　出産休暇・育児休業を取得する社員に対するカウンセリングを実施

●育児休業制度の拡充（平成28年4月）
　有給で取得できる短期間の育児休業の取得可能期間を子が生後8週間
　以内から1歳1か月に達する月の月末まで延長
●子育て世代のワークライフデザインセミナーの実施

●ＯＪＴによる女性の融資係・お得意さま係の育成
●女性の活躍の場を拡げるための研修体系の整備
　・女性のための融資入門セミナー
　・岡山県信用保証協会との女性異業種交流会
　・第二地方銀行協会主催研修
　   女性役席マネジメント研修、女性法人融資基礎講座
●職員一人ひとりに向き合ったキャリア支援
　ダイバーシティ推進担当者による営業店23ヵ店への臨店実施

平成28年度の
取り組み

9　TOMATO BANK 2017.3

010_0243728062906.indd   9 2017/06/02   11:21:42



株式の状況

株式のご案内
● 決 算 日 毎年3月31日
● 定時株主総会 毎年6月に開催します。
● 基 準 日 定時株主総会　毎年3月31日　　期 末 配 当 金　毎年3月31日

中 間 配 当 金　毎年9月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

● 公 告 方 法 電子公告とします。
インターネットホームページ　http://www.tomatobank.co.jp/
ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたと
きは、日本経済新聞および岡山市において発行する山陽新聞に掲載して公告します。

●�株 主 名 簿 管 理 人 お よ び
特別口座の口座管理機関

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

●�株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

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

郵 便 物 送 付 先 〒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　証券代行部

電 話 照 会 先 0120-782-031
（インターネットホームページURL） http ://www.smtb. jp/personal/

agency/index.html

●発行済株式総数 …  18,679,030株（普通株式11,679,030株、
　　　　　　　　　  第1回A種優先株式7,000,000株）

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証券会社
宛にお願いします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、右記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株
主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しまし
た。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いします。

当期純利益経常利益

貸出金

自己資本比率・不良債権比率・ROE

項目 H27/3 H28/3 H29/3

自己資本比率 9.44 8.83 8.66

不良債権比率 2.85 2.67 2.23

ROE
（当期純利益÷純資産） 4.19 4.42 4.15

（単位：%）

預り資産

業績ハイライト（単体）

株式の状況・株式のご案内（平成29年3月31日現在）

27年3月期 28年3月期 29年3月期

5百万円増
（+0.1%）2,713

2,822 2,828

0

2,400

2,600

2,800

3,000

（単位：百万円）

27年3月期 28年3月期 29年3月期
0

1,400

1,600

1,800

2,000

（単位：百万円）

1,616
1,809

1,881 72百万円増
（+3.9%）

373億円増
（+3.1%）

0

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

10,23010,230 10,73110,731 11,02611,026

1,3581,358 1,3151,315 1,3941,394
12,04712,04711,58911,589

12,42112,421（単位：億円）

28年3月末 29年3月末27年3月末

■ 預金　■ 預金以外の預り資産

0

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000 306億円増
（+3.3%）

8,671
9,285 9,591

6,4596,459 6,7156,715 6,8636,863

■ 中小企業等向け貸出金　■ 貸出金

（単位：億円）

28年3月末 29年3月末27年3月末

【株式併合及び単元株式数変更のお知らせ】
　当社は平成28年9月30日最終の株主名簿に記録されたご
所有の当社普通株式について、平成28年10月1日付で10株
を1株に併合し、同日付で単元株式数を1,000株から100株
に変更いたしました。

＜端数株処分代金のお支払いについて＞
　株式併合の結果、1株未満の端数が生じました株主様には、
第134期中間配当金と合算のうえ平成28年12月7日にお支
払いいたしました。

＜単元未満株式の買取または買増請求について＞
　単元未満（100株未満）の株式につきましては、買取また
は買増を請求いただくことができます。そのお手続きを希
望される場合には、単元未満株式が証券会社等の口座に記
録されている株主様はお取引の証券会社等へ、特別口座に
記録されている株主様は特別口座の口座管理機関（三井住
友信託銀行株式会社　  0120-782-031）へ、それぞれ
お申し出ください。

●株 主 総 数 …  8,027名（普通株式8,008名、第1回A種優先株式19名）

・

・

業容面では、預り資産・貸出金ともに、引き続き
順調に増加しました。
損益面では、マイナス金利政策の影響を受け、
4年ぶりの減収となりましたが、与信関連費用
が減少したことなどから、経常利益は8年連続
の増益、当期純利益は5年連続増益の過去最
高益となりました。

平成28年度の業績については、
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インフォメーション
岡山県と香川県は、来年（2018年）
の瀬戸大橋開通30周年記念
事業の実行委員会を設立しました。
瀬戸大橋ツアー計画など、瀬戸内
地域の観光振興や魅力発信につな
がる事業が行われます。
ぜひお越しください。

世紀の難工事を成功に
導いた人々の団結と熱意
　橋を架けるといっても、海底50m、海上
200m、長さ10㎞の瀬戸大橋の架橋工事に
は、大変な難問が山積みでした。瀬戸内の
豊かな漁場を破壊することになると漁師から
の反対は大きく、地元での説明会は500回を
超えました。また、複雑な海底に強固な基
礎を築くためのケーソン（岩盤の上に設置し
てコンクリートを充填するための型枠）は
15階建てのビルに相当する巨大な構造物で、潮流・水圧・暗黒のなかでの設置など、最悪の条件の
中での作業は悪戦苦闘の連続でした。こうして、一つ一つの問題を粘り強く解決し、困難を乗り越え、
延べ900万人の団結と熱意により、約10年間にわたって取り組んだ一大プロジェクトでした。

岡山と四国が陸続きとなり、岡山は交通の要衝に
　そして、着工から9年6か月の工期を経て、昭和63年4月10日、大小5つの島を6つの橋で結ぶ瀬
戸大橋が完成し、本州と四国は、上部を瀬戸中央自動車道、下部はJR瀬戸大橋線として繋がり、
もはや島ではなくなりました。
　開通に合わせ、「瀬戸大橋架橋記念博覧会」が、昭和63年3月20日から8月31日まで、岡山県倉敷 
市児島で『瀬戸大橋博’ 88　岡山』として、香川県坂出市で『瀬戸大橋博’ 88　四国』として、
橋の両側で開催されました。
　この瀬戸大橋架橋という尊い経験と技術の向上躍進が、以降の多くの橋の建設を大きく後押し
したことも功績の一つに挙げられます。

100年をかけた
「夢の架け橋」構想

　本州と四国の間に橋を架けるという構
想は、約130年前の明治22年（1889年）
に香川県議会議員　大久保諶

じんのじょう
之丞が讃

さ ぬ き
岐

鉄道の開通の挨拶の際に言ったことから
と言われています。その時は夢のように
言われていましたが、昭和30年（1955
年）5月、修学旅行生を乗せた宇

う こ う
高連絡

船「紫
し う ん

雲丸」が衝突、168人の生命を奪
うという悲惨な事故が、橋の必要性を決
定的なものとしました。
　その後、神戸・鳴門ルート、尾道・今
治ルートとの着工時期をめぐる駆け引き
を経たのち、やっと昭和53年10月10日
に起工式を行い、建設に着手しました。

資料・写真提供：本州四国連絡高速道路株式会社
　　　参考文献：「ドキュメント瀬戸大橋」（山陽新聞社・昭和62年）、
　　　　　　　　「コミック版プロジェクトX挑戦者たち 男たちの不屈のドラマ 瀬戸大橋」

（NHKプロジェクトX制作班・平成15年）

　瀬戸大橋は、本州側の鷲
わしゅうざん
羽山から塩

しわく
飽諸島の島々を経由して四国の番

ば ん の す
の州まで、2層構造の道路・鉄道併用橋となっている全長9.4㎞となる6つの橋の愛称です。

　30年前（昭和62年）、本州と四国を結ぶ「夢の架け橋」は10橋すべての橋げたが連結し、昭和53年10月の起工式から8年9か月目の「七夕の日」にドッキング、
ついに本州と四国が陸続きになりました。

010_0243728062906.indd   1 2017/06/02   11:21:31


