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平成30年度上半期の業績は？Q
人口減少や少子高齢化の進行、低金利
環境の長期化など、地域金融機関に

とって厳しい環境が続いています。
　このような環境のもと、平成30年度上半期
の経営成績は、次のとおりとなりました。
　業容面では、預金残高は、流動性預金の増
加を要因に、前年度末比185億円増加して1兆
1,421億円（前年同期比303億円増加）となり、
貸出金残高は、企業向け貸出及び個人ローン
などに積極的に取り組み、前年度末比43億円
増加して9,834億円（同85億円増加）となる
など、順調に伸長いたしました。
　損益面では、低金利環境が続くなかで前年
同期比では減収減益となりましたが、経常利
益、中間純利益については計画を上回ること
ができました。経常収益は、資金運用利回りの
低下による資金運用収益の減少などにより、
前年同期比7.5％減の87億54百万円（計画比
△45百万円）となりました。経常利益は、予
防的な引当金の増加など、与信関連費用が増
加したことなどから前年同期比54.1％減の6億
36百万円（同＋36百万円）となりました。中
間純利益は前年同期比55.7％減の4億18百万
円（同＋18百万円）となりました。

前中期経営計画では「事業の本業支援」
として販路拡大支援（ビジネスマッチ

ング）やコスト削減支援、相続・事業承継支
援などに全社を挙げて取り組んできました。
　平成30年4月からスタートした新中期経営
計画では、この「事業の本業支援」に加え、
お客さまの資金繰りや財務基盤を強化する「財
務の本業支援」を新たに開始しました。「事業
の本業支援」と「財務の本業支援」、２つの「本
業支援」をセットで行うことから「二刀流作戦」
と名づけています。この取り組みを着実に実
行し、お客さまからの信頼を得て、「お客さま
の真にお役に立てるライフパートナー」とし
て認めていただき、地域での存在価値を高め
ていくことで、経営ビジョン「夢をかなえ、
地域の未来を創造する銀行」を実現していき
たいと思います。
　「本業支援」活動の成果は、事業者貸出先
数や中小企業向け貸出金残高の増加に表れて
います。平成30年9月末の事業者貸出先数は
10,368先となり、前中期経営計画がスタート
した平成27年3月末から23％増加しました。
事業者貸出先数10,368先のうちメイン先数
（貸出金シェア第1位）は2,573先で24％を占

A A

　先ずは、平成30年7月豪雨により被災された皆
さまに、謹んでお見舞い申し上げますとともに、
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

　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。
　さて、このたび平成30年度中間期のミニ
ディスクロージャー（営業の中間ご報告）を作
成いたしましたので、ご高覧いただければ幸い
に存じます。

取締役社長

Top Interview
トップインタビュー

平成30年4月からスタートした
新中期経営計画は？Q
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め、平成30年3月末から86先増加いたしまし
た。新中期経営計画では、お取引先との深耕
を図り、メイン先数を更に増やすことに注力
しています。また、平成30年9月末の中小企
業向け貸出金残高（市場性ローンを除く）は
3,195億円となり、平成27年3月末から17％
増加しました。事業者貸出先数と中小企業向
け貸出金残高は、ともに計画を上回るペース
で順調に増加しています。

株主の皆さま、お客さまへの
メッセージをお願いしますQ
平成30年度上半期は、日本各地で豪
雨、地震、台風など、多くの自然災害

が発生しました。残念ながらこれまで災害が少
なかった岡山県においても、平成30年7月豪雨
によって、県内各地に大きな被害が出ました。
被災された方の悲しみやご苦労を目の当たりに
する一方で、ボランティアの方の応援、日本各
地からの義援金による支援など多くのあたたか
い励ましをいただき、改めて人と人の「思いや
り」そして「絆」の大切さに気づかされました。
　当社の創業の原点は、困った時に助け合う
「相互扶助」の精神です。今でもその精神は当
社内に脈々と流れており、地域金融機関とし

A
地域の中小企業を応援しています

て、精一杯復興を支援し、地域の生活を支え、
産業を支え、安心・安全で豊かな生活ができる
環境づくりに貢献してまいります。
　今後とも、当社はグループを挙げて、お客さ
ま・地域・当社の持続的成長・発展の実現に向
けて全力で取り組んでまいりますので、地域の
皆さま、株主の皆さまにおかれましても、引き
続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し
上げます。

平成30年12月
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新中期経営計画
「第2次 みらい創生プラン」

2018年4月～2021年3月（3ヵ年）

ビジネスモデルの更なる深化～本業支援「二刀流作戦」の展開～

従来の「事業の本業支援」に加え、
「財務の本業支援」を新たに開始しました。

お客さまの「稼ぐ力」の向上と
お客さまの財務基盤の強化

お客さまの「稼ぐ力」の向上

主な支援メニュー

創業・新事業支援 販路開拓支援

M&A支援 事業承継支援

海外進出支援 コスト削減支援

本業支援　第2フェーズ
第2次 みらい創生プラン

（2018年度～2020年度）

本業支援　第1フェーズ
トマトみらい創生プラン

（2015年度～2017年度）

本業支援の更なる深化
（2021年度～）

事業性評価やキャッシュフローの把握などによ
り、お客さまの資金繰りや財務基盤の強化などを
支援する活動

本業支援 事業の本業支援

財務の本業支援

お客さまの将来ビジョンや課題などをしっかり
と理解し、その実現や課題解決に向けた最適な提
案を行うことで、事業の成長を支援する活動

お客さまに徹底的に寄り添い、当社のビジネスモデルである「本業支援」「最適提案」
を更に深化することで、お客さま・地域・当社の持続的成長・発展を実現する。基本方針

重点目標
1.ビジネスモデルの深化を通じた地域経済活性化への貢献および収益力の強化
2.持続的・安定的な成長を支える確固たる経営基盤の確立
3.全社員が活躍できる働き方改革の促進

事業の本業支援
＋

財務の本業支援

お客さ
まの夢

の実現
に向け

て

地域経
済の活

性化に
向けて

事業の
本業支援

二刀流作戦

夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行へ
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創業や新規事業の展開を目指すお取引先を支援するため、
本部内に相談窓口「創業支援デスク」を設置し、資金調達、
支援機関や大学等との連携や補助金の申請サポートなど、
幅広いソリューションを提供しています。
また、平成29年10月に設立した「トマト創業支援ファン
ド」では、設立から平成30年10月末までに6社へ投資を
行っています。

第4号案件（平成30年5月）
果
か ら く

樂株式会社
投 資 額：4百万円
事業内容：農業（桃生産）、農産物加工品販売

第5号案件（平成30年8月）
株式会社エナジーフロント
投 資 額：10百万円
事業内容：介護用品・衣料、雑貨の製造販売等

第6号案件（平成30年10月）
フェムトディプロイメンツ株式会社
投 資 額：20百万円
事業内容：電磁波による液体状態検査装置の開発・製造・販売

（敬称略）

創業支援ファンド取り組み事例

医療・介護分野での新規開
業などを検討されているお
取引先などに対して、本部
内に専門の担当者を配置
し、各種セミナーの開催や
経営コンサルティングを積
極的に行っています。

税理士などの専門家と
連携し、お取引先の抱
える相続・事業承継の
課題解決をサポートし
ています。

創業・新事業 成 長 成 熟

会員制情報提供WEBサイト「TOMATO BizNet」（トマトビズ
ネット）を平成30年4月に開設し、経営者の皆さまに日頃の 
ビジネスでお役立ていただける幅広い情報を発信しています。

ビジネスマッチング

経営レポート（事業性評価シート）

医療・介護分野支援

相続・事業承継

トマトアグリフードフェアー2018

経営レポート報告会

診療報酬セミナー

事業承継セミナー

相続セミナー
【無限責任組合員】 【協力機関】【有限責任組合員】

【投資対象】
原則岡山県に本社または拠点をもつ創業期の企業、
第二創業に取り組む企業

■ 出口戦略 ■
自社株買い、経営陣等への譲渡

株式上場、Ｍ＆Ａ

岡山県内企業

トマト創業支援ファンド
投資（普通株式、種類株式、新株予約権、
新株予約権付社債、普通社債）

株式売却収入
配当金・社債利息　等

管理報酬
成功報酬
分配金

出資
管理
運営

案件発掘
情報共有分配金 出資

当社が提携するさまざ
まな情報ネットワー 
クを活用し、商談会
の 開 催 や ビ ジ ネ ス 
マッチングなどによ
り、お取引先の新た
な販路拡大などをサ
ポートしています。

お取引先の売り上げ
目標や達成への課題
などをまとめた経営
レ ポ ー ト（ 事 業 性 評
価シート）を作成し、
役員や本部関係部署
と経営課題の解決に
向けた提案や支援を
検討する報告会を定
期的に開催していま
す。

トマト創業支援ファンド

会員制情報提供WEBサイト
「TOMATO BizNet」（トマトビズネット）

お客さまのライフステージに徹底的に寄り添った最適なソリューションを提供します本業支援
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独身世代 ファミリー
世代 退職世代 シニア世代

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

その他

○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

○マイカーローン
○フリーローン

○積立預金
○財形預金
○積立式定期預金
○積立投資信託
○iDeCo（イデコ）
○医療保険

○がん保険
○個人年金保険
○保険の見直し

進学・就職 出産・子育て

退職・セカンドライフマイホーム購入
医療・介護

相続
子どもの進学

マイカー購入

旅行 結婚

○普通預金
○スーパー積金
○積立式定期預金
○外貨両替
○外貨宅配サービス

○積立式定期預金
○財形住宅預金
○学資保険
○ジュニアNISA

○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

○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

○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」

○リフォームローン
○セカンドライフ応援ローン

○「ももっこカード」
　保有者向け優遇制度
○自動送金サービス

○マイカーローン
○フリーローン
○住宅ローン
○住宅ローンご利用者向けローン
○教育ローン
○教育カードローン

○積立式定期預金
○iDeCo（イデコ）
○ジュニアNISA
○医療保険
○がん保険
○学資保険

○火災保険
○保険の見直し

○保険の見直し

○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　　○NISA　　○つみたてNISA

お客さまのライフイベントに合わせた商品・サービスを提供します最適提案

夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行へ
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○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　　○NISA　　○つみたてNISA

トマト銀行アプリ

※ こちらのQRコードを
読み込んでください。

スマートフォン向け「トマト銀行アプリ」

トマトWEB完結ローン「スマト」（カードローン） インターネット専用「ももたろう支店」WEB口座開設

ネット決済・電子マネーチャージサービス

平成30年8月より、スマートフォン向けアプリ「トマ
ト銀行アプリ」の提供を開始しました。
本アプリを活用することにより、インターネットバン
キング契約のないお客さまでも、24時間・365日いつ
でも「普通預金口座」や「カードローン口座」の残高・
入出金明細照会が可能となります。また、当社ホーム
ページへのアクセス、店舗・ATM検索、ローンのお申
込みなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。

お申し込みからご契約までのお手続きをインター
ネット（WEB）上で完結できるトマトWEB完結ロー
ン「スマト」（カードローン）を取り扱っています。
トマト銀行ATMのほか、コンビニATM（セブン銀
行ATM・イーネットATM、ローソン銀行ATM）で
お借り入れやご返済（随時）が可能で、「いつでもど
こでも」便利にご利用いただけます。

当社の普通預金口座およびキャッシュカードをお持
ちの個人のお客さまは、当社の普通預金口座から直
接ネット決済および電子マネーへの即時チャージを
行うことが可能となり、インターネットショッピング
や加盟店でのショッピングの際に、現金の引出し 
やクレジットカードを利用することなく、「LINE Pay」

「Yahoo!ウォレット」「楽天Edy」でお支払をするこ
とができます。
※ご利用に際しては各社へのサービス利用申込および口座振替契約
が必要です。

インターネット専用「ももたろう支店」の口座開設には、ご印鑑を
押印した申込書を郵送していただく必要がありましたが、平成30
年7月より、口座開設手続きがWEB上で完結できるサービスを開
始しました。
また、より多くのお客さまにご利用いただけるよう、お申込みい
ただける年齢を満20歳以上から満18歳以上に引き下げました。

パソコンやスマートフォンで、トマト銀行をもっと身近に、もっと便利にご利用いただけます
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岡 山 県 の 一 級 河 川 
旭川の一斉清掃に、
平成14年から毎年、
当 社 役 職 員 が ボ ラ
ン テ ィ ア ス タ ッ フ
と し て 参 加 し て い
ます。

お預け入れ方法をATM・個人インターネットバンキングに限定した
ペーパーレス預金「トマトＥＣＯ

（エコ）定期預金」を期間限定
で取り扱っています。
お預入総額の0.1％（上限30万
円）を寄付金として「緑の募金」

（公益社団法人岡山県緑化推進
協会）に贈呈しています。

寄付金贈呈式

地元サッカーチーム応援定期預金の取り扱い

旭川一斉清掃への参加

トマトＥＣＯ（エコ）定期預金の取り扱い

お預入総額に応じてチーム強
化資金などを贈呈する金利優
遇定期預金を期間限定で取り
扱っています。
●ファジアーノ岡山応援定期預金
●岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ応援定期預金
● 吉備国際大学シャルム岡山高梁 

応援定期預金

「トマト銀行環境方針」（平成21年7月制定）に基づき、全役職員参
加による環境保全活動への取り組みを、積極的かつ継続的に行って
います。

職場・地域の仲間や家族など
で参加できる6時間リレーマラ
ソンへ第1回大会から特別協賛
しています。
平成30年10月に開催された第
8回大会には岡山県内外から約
8,000名のランナーが参加し
ました。当社グループからも
役職員約400名が参加し、大
会を盛り上げました。

第8回トマト銀行6時間リレーマラソンへの特別協賛

スポーツ支援への取り組み 環境保全への取り組み

ファジアーノ岡山 チーム強化資金贈呈式

第8回トマト銀行6時間リレーマラソン

旭川一斉清掃活動

スポーツ、教育や環境保全など、幅広い分野で地域貢献活動に取り組んでいます。
地域活性化に向けて
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私募債発行手数料の一部を教育関連物品や地元スポーツチームの強化資
金として贈呈する「学校寄付型私募債」、「スポーツチーム応援型私募債」
を取り扱っています。また、平成30年7月豪雨災害からの復興を応援す
るため、平成30年8月より、私募債発行手数料の一部を「平成30年7月
豪雨岡山県災害義援金」として寄付する「復興応援私募債」の取り扱い
を開始しました。

● 学校寄付型私募債発行企業 
（平成30年度上半期）
株式会社システムタイズ
井倉運輸株式会社　ほか

● 復興応援私募債発行企業 
（平成30年度上半期）
有限会社マーク
ヤマト住建株式会社
株式会社モミジヤ運動具店　ほか

地域の小学生の皆さまに、
金融授業や銀行窓口体験な
どを通じてお金や銀行の役
割について理解・関心を深
めていただく「夏休み！ト
マト銀行子ども探検隊」な
ど、幅広い金融教育活動を
行っています。

学校寄付型私募債贈呈式

金融教育への取り組み

キッズタウンSHUJITSU2018

夏休み！トマト銀行子ども探検隊

金融商品を通じた地域貢献の取り組み

● スポーツチーム応援型私募債発行企業 
（平成29年度～平成30年度上半期）
株式会社ピアーサーティー
株式会社MGH
東洋重機工業株式会社
ピコシステム株式会社
株式会社日建　ほか

（敬称略）
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トマト銀行全体の生産性と収益性の向上

組織の風土改革 個人の意識改革

ライフサイクル支援 障がい者雇用

●女性管理職育成
●女性総合職比率アップ
●ジョブローテーションの活性化
●コース転換制度支援
●女性のネットワークづくり
●女性職員のキャリア支援

セカンドライフを
見据えた働き方の提案

●両立支援制度の整備
●育児期間中のキャリアアップ支援
●介護休暇制度の周知と利用促進
●企業主導型保育園との業務提携

障がい者が活躍できる
職場環境の整備

●仕事と子育て・介護を
　両立しやすい環境づくり
●長時間勤務の削減
●生産性向上のための就業支援
●インターネットによる在宅学習
　システムの導入

内容 2017年3月末
実績

2018年3月末
実績

2021年3月末
目標

係長以上に占める�
女性の割合 14.4％ 15.1％ 20％以上

女性の融資係、�
お得意さま係の人数 23人 25人 32人

男性の育児休業取得率
（※） 42.9％ 51.5％ 100％

■女性活躍推進法に基づく定量的目標・実績

（※）�年度中に配偶者が出産し育児休業を取得した男性の割合

女性の活躍推進 育児・介護と仕事の両立支援 ワークライフバランスの推進

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・パート社員除く）

………

………

………

………

………

………

………

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

1兆1,421億円

9,834億円

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、

インターネット支店1ヵ店）

873名

※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。

※平成30年10月23日開催の取締役会決議に基づき、平成31年1月にトマトリース株式会社を完全子会社化する予定です。

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

髙
たか

木
ぎ
晶
しょう

悟
ご

細
ほそ

田
だ
　 隆

たかし

横
よこ

林
ばやし

光
こう

司
じ

中
なか

山
やま

雅
まさ

司
し

福
ふく

井
い
康
やす

人
と

取締役
取締役
取締役
取締役
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

延
のぶ

永
なが

邦
くに

彦
ひこ

小
お
川
がわ

　 洋
ひろし

取締役※１※３
常勤監査役
監査役※２※３
監査役※２※３
監査役※２※３

上
うえ
岡
おか
美
み
保
ほ
子
こ

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

奥
おく

田
だ
哲
てつ

也
や

当社の概要（平成30年9月30日現在） 役 員（平成30年9月30日現在）

トマト銀行グループ（平成30年9月30日現在）

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％

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・
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。

「プラチナくるみん」認定
当社は、仕事と育児の両立支援を推進する働き
やすい企業としての取り組みが評価され、平成
29年9月、中国地方の金融機関で初めて厚生労
働大臣から「プラチナくるみん」の認定を受け
ました。

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活用して、思う存分活躍できる環境づくりを目指します。

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）
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平成30年度中間期 業績ハイライト（単体）

株式の状況・株式のご案内　（平成30年9月30日現在）

平成30年度中間期の業績については、
・�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、資金運用利回りの低下による資
金運用収益の減少などにより、減収となりまし
た。また、与信関連費用が増加したことなどに
より、経常利益、中間純利益は減益となりまし
た。

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）

https ://www.smtb. jp/personal/
agency/index.html

【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左記の三井住友
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、左記の電
話照会先にお願いします。

【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、左記の電話照会先にご連絡く
ださい。

自己資本比率・不良債権比率コア業務純益
コア業務純益�　�業務純益＋一般貸倒引当金繰入額−国債等債券損益

経常利益・中間純利益

貸出金預り資産

項目 H29/9 H30/3 H30/9

自己資本比率 8.54 8.12 8.25

不良債権比率 2.09 2.06 2.04

（単位：%）

■ 預金　■ 預金以外の預り資産

28年9月末 29年9月末 30年9月末

（単位：億円）

9,000

10,000

11,000

12,000

12,82312,823

1,401

11,11711,11710,76910,769

12,62712,62712,24512,245

1,475

11,42111,421

1,509

195億円増
（+1.5%）

0

■ 貸出金　■ うち中小企業等向け貸出金

28年9月末 29年9月末 30年9月末

（単位：億円）

0
6,000

7,000

9,000

8,000
7,2377,237

（貸出金）

うち中小企業等
向け貸出金（ ）

85億円増
（+0.8%）

359億円増
（+5.2%）

9,8349,834

6,8776,8776,7606,760

9,7489,748
9,3739,373

28年9月期 29年9月期 30年9月期

（単位：百万円）

1,0991,099 1,1511,151
899899 251百万円減

（▲21.8%）

0

500

1,000

1,500

■ 経常利益　■ 中間純利益

0

400

800

1,200

1,600

1,8591,859

1,3861,386

636636

1,2731,273
947947

418418

（単位：百万円）

528百万円減
（▲55.7%）

750百万円減
（▲54.1%）

28年9月期 29年9月期 30年9月期

●株 主 総 数 …  7,683名（普通株式7,664名、第1回A種優先株式19名）

【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。

●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）
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竹林や田園が広がるのどかな風景「真備」は、奈良時代の政治家「吉
き び の ま き び

備真備」が晩年を過ごした事でも有名です。
また、ミステリー大家「横溝正史」は真備に疎開していました。真備は、歴史や文学と繋がりが深い町でもあります。

まきび公園は、昭和61年
（1986）５月、中国西安市
に吉備真備公の記念碑が建
立されたのを記念して、ま
た郷土の偉人を顕彰し後世
に伝えるため開園しました。
緑に囲まれた小さな谷の緩
やかな傾斜地を利用して、
中国風の公園が造られてい
ます。公園の入り口付近に
ある六角亭からは、池や流
水など園内を見渡すことが
できます。

横溝正史が70年以上前の疎開中に家族とともに暮らした家が、当時のたたずまいのまま保
存されています。ここでの疎開中、『本陣殺人事件』などの金田一シリーズが発表されまし
た。また、清音駅（JR伯備線・井原鉄道）を始点として、疎開宅周辺の見どころを巡り、
川辺宿駅（井原鉄道）にいたる、「金田一耕助の小径」（ウォーキングコース）の道中には、
金田一耕助シリーズ登場人物のキャラクター像が6体立っており、金田一耕助の世界を楽
しく味わうことができます。

しっかり手入れされた美しい竹林が広
がる箭田の竹林は、ゆるやかに時間が
流れるリラクゼーション空間です。
また、真備地区のたけのこは、西日本
最大の産地として知られています。掘
りたては特に甘い香りで、歯ざわりも
柔らかくて最高の旬の味です。

出典元：倉敷観光WEB、倉敷市　写真提供：倉敷市

まきび記念館
まきび公園内にあり、朱塗りの柱が中国情緒を
醸し出しています。遣唐副使として中国に留学
した際、儒教・歴史・天文学・音楽などの学問
を修め、帰国後は奈良時代の朝廷で活躍した吉
備真備公に関する資料を数多く展示しています。

吉
きびの ま き び
備真備

菅原道真と並ぶ奈良時
代の大学者、政治家で
ある吉備真備は、遣唐
留学生、遣唐副使とし
て二度にわたり入唐し、
その知識を政治文化に
反映させました。
「日本の留学生で唐で名
をなした者は吉備真備
と阿倍仲麻呂の二人の
みである」とまで称さ
れました。
真備町の町名は吉備真
備公にちなんでつけら
れています。

まきび公園 横溝正史疎開宅

箭
や
田
た
の竹林

真
ま び

備

2018年12月発行
株式会社トマト銀行　経営企画部
〒700-0811　岡山市北区番町2-3-4　TEL086-800-1830
ホームページ　http://www.tomatobank.co.jp/
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