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THE IBARAKI BANK,LTD.

創　　　業 大正10年 6月9日

設　　　立 大正10年11月1日

本店所在地 〒310－0021

茨城県水戸市南町1－3－1
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資　本　金 155億円
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預 金 残 高 7,231億円
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ＡＴＭ台数 200台（うちI-NET60台）

従 業 員 数 907人
（嘱託、臨時雇員、出向者を除いております。）　
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■目　次 ■当行の概要（平成21年3月31日現在）

■いばぎんグループの概要

㈱ 茨 城 銀 行

銀 行 業 務

その他の業務

本店ほか支店61ヵ店

㈱茨銀ビジネスサービス
　●事務受託代行業務

いばぎん信用保証㈱
　●信用保証業務

㈱いばぎんカード
　●クレジット業務

※㈱茨銀ビジネスサービスおよび㈱いばぎん
カードは、当行グループの業務を効率化す
る観点から、平成21年6月26日を効力発
生日として合併いたしました。



■事業の概況
銀行の主要な事業内容

　当行は、預金業務および貸出業務のほか、内国為替業務、外国為替
業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、公共債・投資信託・
保険の販売業務等を行い、地域社会の発展に寄与すべく積極的に金融
サービスを提供しています。

金融・経済環境

　平成20年度の経済情勢を顧みますと、年度後半、海外情勢の悪化
などを背景に輸出が大幅に減少したことから、企業収益の減少幅が拡
大、雇用、所得環境の悪化から個人消費も減少し、国内景気は大幅に
悪化しました。当行グループの主たる営業区域である茨城県内におい
ても、国内景気と同様、大幅な景気の悪化が見られました。
　金融機関を取り巻く情勢は、国際的な金融資本市場の動揺に伴う巨
額の損失計上と、それを補うための資本増強を公表する金融機関が相
次ぐなど、不安定な状況が続いています。私ども地域金融機関を取り
巻く情勢についても同様に厳しさを増し、公的資金による資本注入や
経営統合による経営体質強化を図る地域金融機関も出てくるなど、経
営体質強化を図る動きが広範化しています。

事業の経過及び成果

　平成20年度については、国内・茨城県内景気ともに厳しい環境で
したが、当行はお客さまの利便性向上のための店舗整備に取り組むと
ともに、地域金融機関としてお取引先企業の経営支援に取り組むなど
サービス面の向上を図り、金融経済環境の変化に対応するための内部
管理態勢強化に積極的に取り組みました。
　店舗網の整備については、平成20年7月に11年ぶりの新店舗とな
る「みどりの支店」を新設、平成20年9月に「波崎支店」の建替え・
リニューアルを実施、平成21年3月に「ひたち野うしく支店」を新設、
さらに年度中に店舗外ATM出張所を2か所設置するなど、お客さま
の利便性向上に努めました。
　業務運営面では、平成20年9月に取引先企業のビジネスチャンス
拡大のため「第3回いばぎんビジネス交流会」を開催し、71先の取
引先企業の参加をいただくなど、地域の事業法人向けの経営支援サー
ビスに積極的に取り組みました。個人のお客さまのためには、預金キャ
ンペーンの一環として、ボーナスシーズンにあわせ懸賞金付定期預金
キャンペーンを2回実施したほか、新たな投資信託商品1銘柄を追加、
保険業務においては医療保険・がん保険の取扱を開始するなど、お客
さまの多様な金融ニーズにお応えしました。

ご あ い さ つ
　みなさまには、ますますご清栄のこととおよろこび申しあげます。

　平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあげます。

　ここに、当行第146期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の

事業の概況と決算につきまして、ご報告申しあげます。

平成21年6月

ごあいさつ／事業の概要

取締役頭取
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　組織体制については、多様化する金融商品への対応策として、リス
ク管理部門で2つのグループを新設し、コンプライアンス業務に特化
するコンプライアンス統括部を独立させるなど、内部管理態勢強化に
努めました。
　平成20年度の預金残高は、法人向け預金が増加したこと等により
前年度末比139億42百万円増加の7,231億65百万円となりまし
た。貸出金残高は、全国緊急保証制度を中心に中小企業向け貸出金が
前年度末比109億30百万円増加したため、前年度末比92億円増加
の5,596億69百万円となりました。
　損益については、収益の確保に向け中小企業向け貸出金の増加に取
り組むとともに、有価証券運用の強化にも取り組みましたが、市場
運用環境の悪化や投資信託等販売の低迷により、経常収益は前年同期
比14億8百万円減少の204億77百万円となりました。経常費用に
おいては、お客さまの利便性向上のための設備投資を実施する一方、
積極的な経費削減に取り組んだ結果、営業経費は前年同期比1億86
百万円の増加に止まりましたが、当行も世界的な信用収縮の影響を少
なからず受け、一般貸倒引当金繰入額を含む与信関連費用が前年同期
比5億41百万円増加、さらに国内金融市場の混乱により株価が下落
し、有価証券の減損処理を7億29百万円実施したことにより、経常
費用全体では前年同期比7億32百万円の増加となりました。その結
果、経常損益は5億16百万円の経常損失となりました。
　一方、償却債権取立益を5億70百万円、株式会社関東つくば銀行
との訴訟に関する和解金3億50百万円を特別利益に計上したことに
より、税引前当期純利益を4億21百万円計上することができました
が、金融機関を取り巻く厳しい環境を考慮して繰延税金資産の計上の
前提となる将来収益を慎重に見積もり、繰延税金資産を9億7百万円
取崩したことにより、平成20年度の損益は5億29百万円の当期純損
失となりました。
　平成20年度の損益は以上の内容となり、さらに金融市場の混乱に
伴い、保有する有価証券の評価差損が37億59百万円となり前年度
末比22億45百万円拡大したことも一因となり、誠に申し訳ござい
ませんが、平成20年度末の期末配当を見送らざるを得ない状況とな
りました。株主の皆さまには多大なるご迷惑をおかけいたしますが、
何とぞご理解を賜りますようお願い申しあげます。
　なお、金融再生法に基づく不良債権比率は、平成20年3月末の
6.63％から1.19ポイント低下の5.44％に、単体自己資本比率につ
いては、平成20年3月末の7.07％から0.69ポイント上昇の7.76％
となりました。

当行が対処すべき課題

　国内景気は、今年度後半を底に持ち直すことも想定されていますが、
こうした見通しの不確実性が極めて高いと思われ、茨城県内の経済情
勢についても、今後めまぐるしく変動する可能性があります。こうし
た経済状況下、地域金融機関にはお客さまの金融ニーズに的確かつス
ピーディーに対応し、地域経済の発展に貢献していくことが求められ
ています。一方、金融機関の経営においては、会計基準の変化への対
応や内部統制の強化、リスク管理態勢・コンプライアンス態勢の強化
等、コーポレートガバナンスの一段の強化が重要な課題となっていま
す。
　こうしたなか、地域金融機関が環境の変化に対応し、今後も成長を
続け、地域経済の発展に貢献していくためには、より強固な経営基盤
を確立することが不可欠であります。当行が経営基盤を強化するため
には、営業基盤が重なり合う株式会社関東つくば銀行との経営統合が
最もシナジー効果が期待できる有効な選択肢であるため、平成21年
4月28日開催の取締役会において、今後の株主総会の承認及び監督
官庁の認可を前提に、平成22年3月1日を効力発生日として、当行
と株式会社関東つくば銀行が対等の精神に基づき合併し、新銀行「筑
波銀行」を創設することについて承認決議し、同日、両行の間で「合
併基本合意書」を締結しました。
　株式会社関東つくば銀行との合併により、重複する機能の集約化を
図りコストメリットを実現し、また、人材の融合により組織を強固な
ものとし、経営基盤の強化を図ってまいります。そして、地元の中小
企業と個人のお客さまへ、両行の英知を結集し、最高の金融サービス
を提供し、地域のお客さまとともに成長し、「地域で最も信頼される
銀行」となることを目指し、両行の役職員が一致団結して邁進してま
いります。
　何とぞ今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

事業の概要
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■いばぎんバリューアッププラン主要計数目標の実績
項目 20年3月末実績 21年3月期計画値 21年3月末実績

コア業務純益 33億円 30億円 25億円

自己資本比率 7.07％ 7.30％ 7.76％

不良債権比率 6.63％ 5.84％ 5.44％

新規企業獲得 年間1,527社 年間2,000社 年間1,814社

住宅ローン実行 年間66億円 年間100億円 年間74億円

■関東つくば銀行との合併について

■合併までのスケジュール

地域金融機関に求められるもの

リスク管理・コンプライアンス態勢の強化等コーポレートガバナンスの更なる強化、会計基準の変化への対応や内部統制の強化

より強固な経営基盤を確立することが不可欠

平成21年4月28日の取締役会において、関東つくば銀行と平成22年3月1日を効力発生日として、
対等の精神に基づき合併することを決議し、「合併基本合意書」を締結しました。

お客さまの金融ニーズに的確かつスピーディーに対応し、地域経済の発展に貢献していくこと

国内景気が悪化する中、地域の経済情勢が大きく変化する可能性がある。

地域金融機関を取り巻く情勢

●世界的な金融市場の混乱等の影響を受け、コア業務純益は計画値の86％の達成に止まりました。
●自己資本比率、不良債権比率は計画値を達成しました。
●安定収益の基盤である貸出金の増強に取組み、新規企業獲得、住宅ローン実行を重点項目として推進しましたが、急激な景気悪化の影響により、前年度実績
は上回ったものの計画未達成となりました。

合併基本
合意書締結 筑波銀行臨時

株主総会
合併契約書
締結

平成21年4月 平成21年8月 平成21年9月 平成22年3月1日

いばぎんバリューアッププラン主要計数目標の実績／関東つくば銀行との合併について
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■資産・負債の状況

■損益の状況
　損益の状況につきましては、収益の確保に向け、中小企業向け貸出金の増加に取り組むとともに、有価証券の運用強化にも取り組みましたが、
世界的な金融市場の混乱に伴う市場運用環境の悪化や投資信託販売の低迷により、銀行本来の利益を示すコア業務純益は前年同期比7億90百万
円減少となる25億98百万円となりました。
　一方、全国的にも不動産業を中心とした企業倒産が相次ぎ経済情勢が厳しさを増すなかで当行も少なからず影響を受け、不良債権処理額等の与
信関連費用は前年同期比5億41百万円増加の26億90百万円となり、更に国内金融市場の混乱により株価が下落し、有価証券の減損処理を7億
29百万円実施しました。この結果、経常損益は5億16百万円の損失となりました。
　また、株式会社関東つくば銀行からの損害賠償請求訴訟の和解金3億50百万円、償却債権取立益5億70百万円等を特別利益に計上しましたが、
金融機関を取り巻く厳しい収益環境を勘案し、繰延税金資産の計上の前提となる将来収益の見積もりを保守的に見直し繰延税金資産を9億7百万
円取り崩したため、誠に遺憾ながら、5億29百万円の当期純損失を計上することとなりました。

平成19年3月末

5,988

1,152

7,140

個人預金

0

2,000

4,000

6,000

8,000
（億円）

1,019

7,092

1,166

7,231

6,072 6,064

平成20年3月末 平成21年3月末

その他

●預金残高

3,268 3,252 3,362

5,420 5,504 5,596

貸出金

0

2,000

4,000

6,000
（億円） 中小企業向け貸出金

平成19年3月末 平成20年3月末 平成21年3月末

●貸出金残高

　平成20年度の預金残高は、法人流動性預金の増加等により前年同
期比139億42百万円の増加となりました。個人預金は、前年同期
比8億19百万円減少しておりますが、ここ2年間では流動性預金の
増加により76億57百万円増加しています。

　全国緊急保証制度を中心に、地域の中小企業向け貸出金の増加に
積極的に取組んだことから、中小企業向貸出金が前年同期比109億
30百万円増加しました。その結果、貸出金残高は前年同期比92億
円増加の5,596億69百万円となりました。

単位：百万円

金額
平成19年3月期 5,844
平成20年3月期 3,388
平成21年3月期 2,598

●コア業務純益 単位：百万円

金額
平成19年3月期 2,371
平成20年3月期   888
平成21年3月期 △529

●当期純利益単位：百万円

金額
平成19年3月期 3,044
平成20年3月期 1,623
平成21年3月期 △516

●経常利益

●コア業務純益とは？　コア業務純益とは、業務純益から一般貸倒引当金の繰入額と国債等債券の売却損益等を除いた利益です。

平成20年度決算概要
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■自己資本比率の状況（単体・連結）
　世界的な金融市場の混乱を受け、その他有価証券の評価差損を自己
資本から控除しないこととする自己資本比率算出に係る弾力化措置が
行われたことや、劣後ローンの取入れにより自己資本増強を図ったこ
とから、平成21年3月末の自己資本比率は前年度末から0.69ポイン
ト改善し、7.76％となりました。なお、連結ベースでの自己資本比
率は7.83％となりました。

単位：百万円

単体 連結

自己資本額　　　　　① 31,059 31,414

基本的項目 19,148 19,497

リスクアセット等　　② 399,820 400,730

自己資本比率　　①÷② 7.76% 7.83%

■不良債権の状況
（単位：億円）

19年3月末 20年3月末 21年3月末

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 159 91 85

危険債権 169 162 161

要管理債権 130 113 59

計 460 367 306

不良債権比率 8.43% 6.63% 5.44%

貸倒引当金及び
担保等による保全額 401 306 271

保全率 87.31% 83.52% 88.48%

　平成21年3月期は、貸出条件緩和先に対し積極的な経営改善支援を行った結果、要管理債権が前年同期比54億円減少しました。こうしたこと
から、不良債権額（金融再生法ベース）は前年同期比60億円減少し306億円となり、不良債権比率についても前年同期比1.19ポイント低下し
5.44％まで改善しました。

平成19年3月末
3.00％

5.00％

7.00％

9.00％

平成20年3月末 平成21年3月末

7.48％

単体

7.09％

7.83％

7.42％
7.07％

7.76％

連結

平成19年3月末

130

169

159

460

8.43％

91

367

6.63％

85

306

5.44％
不良債権比率

161

59
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113
要管理債権

危険債権

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

0

200

400

600

800

0.00％

4.00％

2.00％

6.00％

8.00％

10.00％

（億円）
不良債権額 不良債権比率

平成20年3月末 平成21年3月末
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■連結貸借対照表
（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 43,080 預金 722,254

コールローン及び買入手形 14,000 借用金 4,180

商品有価証券 350 外国為替 15

金銭の信託 5,355 社債 5,150

有価証券 123,869 その他負債 4,716

貸出金 560,709 賞与引当金 316

外国為替 203 退職給付引当金 2,254

その他資産 3,714 役員退職慰労引当金 164

有形固定資産 11,804 睡眠預金払戻損失引当金 24

　建物 3,420 ポイント引当金 6

　土地 7,610 利息返還損失引当金 1

　その他の有形固定資産 773 偶発損失引当金 409

無形固定資産 566 再評価に係る繰延税金負債 1,403

　ソフトウエア 374 支払承諾 1,960

　その他の無形固定資産 192 負債の部合計 742,857

繰延税金資産 5,316 　（純資産の部）

支払承諾見返 1,960 資本金 15,541

貸倒引当金 △11,860 利益剰余金 4,088

自己株式 △9

（株主資本合計） 19,620

その他有価証券評価差額金 △3,759

土地再評価差額金 328

（評価・換算差額等合計） △3,430

少数株主持分 23

純資産の部合計 16,212

資産の部合計 759,069 負債及び純資産の部合計 759,069

（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。

■連結損益計算書
（単位：百万円）

科目 金額

経常収益 20,211

　資金運用収益 17,324

　　貸出金利息 14,895

　　有価証券利息配当金 1,727

　　コールローン利息及び買入手形利息 67

　　預け金利息 633

　　その他の受入利息 0

　役務取引等収益 2,249

　その他業務収益 72

　その他経常収益 566

経常費用 20,468

　資金調達費用 2,375

　　預金利息 1,994

　　借用金利息 171

　　社債利息 208

　　その他の支払利息 0

　役務取引等費用 1,817

　その他業務費用 197

　営業経費 12,736

　その他経常費用 3,342

　　貸倒引当金繰入額 684

　　その他の経常費用 2,658

経常損失（△） △256

特別利益 970

　償却債権取立益 571

　その他の特別利益 398

特別損失 30

　固定資産処分損 30

税金等調整前当期純利益 683

法人税、住民税及び事業税 59

法人税等調整額 907

法人税等合計 967

少数株主損失（△） △27

当期純損失（△） △256

（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。

（平成21年3月31日現在） （平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

連結財務諸表
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■連結株主資本等変動計算書

科目 金額

株主資本

　　資本金

　　前期末残高 15,541

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 －

　　当期末残高 15,541

　利益剰余金

　　前期末残高 4,486

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △141

　　　当期純損失（△） △256

　　　当期変動額合計 △398

　　当期末残高 4,088

　自己株式

　　前期末残高 △8

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △0

　　　当期変動額合計 △0

　　当期末残高 △9

　株主資本合計

　　前期末残高 20,018

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △141

　　　当期純損失（△） △256

　　　自己株式の取得 △0

　　　当期変動額合計 △398

　　当期末残高 19,620

　
（単位：百万円）

科目 金額

評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 △1,513

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,245

　　　当期変動額合計 △2,245

　　当期末残高 △3,759

　土地再評価差額金

　　前期末残高 328

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 －

　　当期末残高 328

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 △1,185

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,245

　　　当期変動額合計 △2,245

　　当期末残高 △3,430

少数株主持分

　前期末残高 50

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △27

　　当期変動額合計 △27

　当期末残高 23

純資産合計

　前期末残高 18,884

　当期変動額

　　剰余金の配当 △141

　　当期純損失（△） △256

　　自己株式の取得 △0

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,273

　当期変動額合計 △2,671

　当期末残高 16,212

（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。

（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
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■第146期末　貸借対照表
（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 43,079 預金 723,165
　現金 17,013 　当座預金 11,432
　預け金 26,066 　普通預金 204,463
コールローン 14,000 　貯蓄預金 8,612
商品有価証券 350 　通知預金 4,049
　商品国債 338 　定期預金 477,747
　商品地方債 11 　定期積金 11,993
金銭の信託 5,355 　その他の預金 4,866
有価証券 123,403 借用金 4,180
　国債 39,981 　借入金 4,180
　地方債 2,450 外国為替 15
　社債 49,497 　売渡外国為替 15
　株式 4,713 社債 5,150
　その他の証券 26,760 その他負債 3,316
貸出金 559,669 　未払法人税等 75
　割引手形 6,027 　未払費用 1,387
　手形貸付 47,498 　前受収益 560
　証書貸付 462,573 　給付補てん備金 14
　当座貸越 43,569 　金融派生商品 462
外国為替 203 　その他の負債 816
　外国他店預け 203 賞与引当金 301
その他資産 3,288 退職給付引当金 2,251
　前払費用 787 役員退職慰労引当金 157
　未収収益 1,060 睡眠預金払戻損失引当金 24
　金融派生商品 0 偶発損失引当金 409
　その他の資産 1,439 再評価に係る繰延税金負債 1,403
有形固定資産 11,801 支払承諾 1,960
　建物 3,419 負債の部合計 742,335
　土地 7,610 　（純資産の部）
　その他の有形固定資産 771 資本金 15,541
無形固定資産 565 利益剰余金 3,761
　ソフトウェア 374 　利益準備金 56
　その他の無形固定資産 191 　その他利益剰余金 3,704
繰延税金資産 5,276 　　繰越利益剰余金 3,704
支払承諾見返 1,960 自己株式 △9
貸倒引当金 △10,755 （株主資本合計） 19,293

その他有価証券評価差額金 △3,759
土地再評価差額金 328
（評価・換算差額等合計） △3,430
純資産の部合計 15,862

資産の部合計 758,198 負債及び純資産の部合計 758,198

（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。

■第146期　損益計算書
（単位：百万円）

科目 金額
経常収益 20,477
　資金運用収益 17,242
　　貸出金利息 14,818
　　有価証券利息配当金 1,722
　　コールローン利息 67
　　預け金利息 633
　　その他の受入利息 0
　役務取引等収益 2,023
　　受入為替手数料 663
　　その他の役務収益 1,359
　その他業務収益 72
　　外国為替売買益 12
　　商品有価証券売買益 2
　　国債等債券売却益 57
　その他経常収益 1,139
　　株式等売却益 286
　　その他の経常収益 852
経常費用 20,994
　資金調達費用 2,376
　　預金利息 1,996
　　借用金利息 171
　　社債利息 208
　　その他の支払利息 0
　役務取引等費用 1,850
　　支払為替手数料 118
　　その他の役務費用 1,732
　その他業務費用 197
　　国債等債券売却損 1
　　金融派生商品費用 195
　営業経費 12,584
　その他経常費用 3,985
　　貸倒引当金繰入額 1,336
　　貸出金償却 1,200
　　株式等売却損 57
　　株式等償却 729
　　その他の経常費用 660
経常損失（△） △516
特別利益 969
　　償却債権取立益 570
　　その他の特別利益 398
特別損失 30
　　固定資産処分損 30
税引前当期純利益 421
法人税、住民税及び事業税 44
法人税等調整額 907
法人税等合計 951
当期純損失（△） △529
（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。

（平成21年3月31日現在） （平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）

第146期　財務諸表
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■第146期  株主資本等変動計算書

科目 金額
株主資本
　資本金
　　前期末残高 15,541
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 15,541
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　前期末残高 28
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 28
　　　　当期変動額合計 28
　　　当期末残高 56
　　その他利益剰余金
　　　繰越利益剰余金
　　　　前期末残高 4,404
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当 △170
　　　　　当期純損失（△） △529
　　　　　当期変動額合計 △699
　　　　当期末残高 3,704
　　利益剰余金合計
　　　前期末残高 4,432
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 △141
　　　　当期純損失（△） △529
　　　　当期変動額合計 △671
　　　当期末残高 3,761
　自己株式
　　前期末残高 △8
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △0
　　　当期変動額合計 △0
　　当期末残高 △9
　株主資本合計
　　前期末残高 19,965
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △141
　　　当期純損失（△） △529
　　　自己株式の取得 △0
　　　当期変動額合計 △672
　　当期末残高 19,293

　
（単位：百万円）

科目 金額
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 △1,513
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,245
　　　当期変動額合計 △2,245
　　当期末残高 △3,759
　土地再評価差額金
　　前期末残高 328
　　　当期変動額合計 －
　　当期末残高 328
　評価・換算差額等合計
　　前期末残高 △1,185
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,245
　　　当期変動額合計 △2,245
　　当期末残高 △3,430
純資産合計
　前期末残高 18,780
　当期変動額
　　剰余金の配当 △141
　　当期純損失（△） △529
　　自己株式の取得 △0
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,245
　　当期変動額合計 △2,917
　当期末残高 15,862
（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。

（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
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1．ライフサイクルに応じたお取引先企業の支援強化
重点項目 主な取組みの進捗状況（20年4月～21年3月）

創業・新事業支援機能の
強化

●お取引先企業の技術開発および新事業の支援を図るため、いばぎんビジネス交流会において、筑波大学産学リエゾン共同研究セ
ンター専用ブースを設置し、お取引先企業からの相談を受け付けました。
●創業、新事業支援関連の県の制度融資を25件、194百万円実行しました。

経営改善支援機能の
強化

●経営支援先に対する財務内容や経営の改善に向けた支援や経営改善計画の策定支援を通じて、お取引先企業の経営改善支援に取
組みました。
●20年度の実績として、79先のお取引先企業の経営改善支援に取組み、そのうち16先のお取引先企業の債務者区分が良化しま
した。

事業再生・M＆Aへの
取組み

●アドバイザリー契約を締結した外部専門家を講師として、融資副長を対象に「事業再生支援に関する研修会」を実施し、知識の
習得を図りました。
●お取引先企業の経営戦略の一環としてのM＆A（事業譲渡）を支援し、営業権売却に取組み、成約に至りました。

今後もお取引先企業の経営状況を的確に把握し、経営改善支援や事業再生支援など、状況に応じて的確な支援に積極的に取組んでまいります。

2．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底
重点項目 主な取組みの進捗状況（20年4月～21年3月）

担保・保証に過度に
依存しない融資の推進

●行内格付と外部情報機関の情報を活用した無担保融資商品「アイ・プレミアム」「アイ・チャージ」の2商品の販売を推進し、合
計19件330百万円を実行しました。

「目利き能力」の向上
●お取引先企業の強み・弱みなどを分析し、的確にアドバイスができる人材の育成をめざし、「企業審査実務研修会」（参加者数
20名）、「融資業務スキルアップ研修会」（参加者数82名）等の行内研修会を実施しました。
●第二地方銀行協会主催の「目利き能力強化研修」「再生支援能力強化研修」等の外部研修会に合計11名を派遣しました。

多様な方法を用いた
資金供給の徹底

●お取引先企業の資金調達の多様化に対応し、リース会社と提携して機械設備等の事業用動産を担保とする「動産担保保証提携融
資」の販売を開始しました。
●お取引先企業の資金ニーズに対応して、シンジケートローンを1件組成し、また、在庫を担保とするなどの動産・債権譲渡担保
融資（ABL）を2件300百万円実行しました。

今後もお取引先企業の事業価値を見極める融資手法を推進するため、行員の「目利き能力」の向上を図るなど人材の育成に取組むとともに、お取引先企
業の多様な資金ニーズに応えられる金融商品の拡充に積極的に取組んでまいります。

3．持続可能な地域経済への貢献
重点項目 主な取組みの進捗状況（20年4月～21年3月）

地域全体の活性化に
向けた取組み

●お取引先企業に対してより多くの商談の場を提供するために、ビジネス交流会を開催するなど、お取引先企業の営業支援を通じ
て、地域の活性化に取組みました。
●20年度の実績として、ビジネスマッチング取扱件数は104件ありました。
●インターネットショップの運営に関心の高いお取引先企業に対して、インターネットショップに関するセミナー＆相談会を開催
しました。

多様な金融サービスに
向けた取組み

●平日に窓口にご来店できないお客さまの利便性を確保し、顧客サービスの拡充を図るため、休日お客さま相談会を毎月継続して
開催し、20年度の総開催回数は397回となりました。
●少子高齢化が進み、高齢者が増加しており、以前にもまして高齢者の年金に関する関心が強まっていることから、年金受給対象
者向け相談サービスを拡充するため、社会保険労務士による無料年金相談会を毎月継続して開催し、20年度の総開催回数は65
回となりました。
●年金相談会で年金の受取をご予約いただいたお取引先に対して、コールセンターからフォローコールを実施するなどきめ細かな
対応に努めました。

今後も当行のネットワークを活用することにより、貸出に留まらない金融サービスの提供を通じて、地域全体の活性化に取組んでまいります。

地域密着型金融への取組み状況について（平成20年4月～平成21年3月）
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4．地域密着型金融への取組み実績（19年4月～21年3月）
（1）ライフサイクルに応じたお取引先企業の支援強化

重点項目 数値目標（19年4月～21年3月） 実績（19年4月～21年3月）

創業・新事業支援機能の強化 創業・新事業支援融資実績 数値目標設定せず 43件　337百万円

経営改善支援機能の強化
経営改善支援取組み率（※1） 3％ 3.1％

ランクアップ率（※2） 14％ 26.8％

事業再生への取組み 再生計画策定率（※3） 5％ 12.2％

※1　経営支援取組み率＝経営改善支援取組み先数／期初債務者数（正常先除く）
※2　ランクアップ率＝ランクアップした先数／経営改善支援取組み先数
※3　再生計画策定率＝再生計画が策定された先数／経営改善支援取組み先数

（2）事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底

重点項目 数値目標（19年4月～21年3月） 実績（19年4月～21年3月）

「目利き能力」の向上

企業審査実務研修会参加者数 60名 39名

融資業務スキルアップ研修会参加者数 150名 170名

外部研修参加者数 20名 23名

多様な方法を用いた
資金供給の徹底

シンジケートローン組成 3件　3,000百万円 1件　3,200百万円

動産・債権譲渡担保融資（ABL）実行 3件　150百万円 2件　300百万円

財務制限条項付融資実行 3件　150百万円 実行はありません

（3）持続可能な地域経済への貢献

重点項目 数値目標（19年4月～21年3月） 実績（19年4月～21年3月）

地域全体の活性化に
向けた取組み

ビジネスマッチング取扱件数 200件 260件

ビジネス交流会開催 3回 2回

多様な金融サービスに
向けた取組み

休日お客さま相談会開催 毎月実施 毎月開催　総開催回数519回

年金相談会開催 毎月実施 毎月開催　総開催回数136回
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■地域貢献活動
地域貢献の基本方針
　茨城銀行は、「地域で最も信頼される銀行」となることを経営理念
として掲げ、銀行業を通じて地域の発展に寄与するとともに、地域社
会の良き一員として、積極的にその責任を果たしてまいります。

■本業での地域貢献

◎銀行業の特性を活かし、次のような地域貢献を行ってまいります。

■本業以外での地域貢献（社会貢献）

　地域社会の一員として、社会的役割と責任を自覚し、環境、教育、
芸術・文化、社会福祉、スポーツ等の各分野において積極的な社会貢
献を行ってまいります。
　また、茨城銀行の役職員一人ひとりが積極的に社会貢献活動に参加
できるようにサポートしてまいります。

■預金・貸出金に占める茨城県内の割合
　平成21年3月末の預金・貸出金に占める茨城県内の割合は、預金
が89.21％、貸出金が72.52％となりました。平成20年3月末に比
べ、預金は0.10ポイント増加、貸出金は2.37ポイント低下してい
ます。

■地域振興への貢献
　当行は、地域の企業育成のために茨城県及び中小企業基盤整備機構
が組成した「いばらきベンチャー企業育成ファンド」や、地域の中小
企業を対象とした企業再生ファンドの「茨城いきいきファンド」に出
資することにより、地域経済の活性化や地域振興に貢献しております。

88.97％

79.15％

89.11％

預金

0

80

70

60

90

100
（％） 貸出金

平成19年3月末 平成20年3月末 平成21年3月末

74.89％

89.21％

72.52％

茨城県内貸出金の内訳（平成 21年 3月末）

中小企業
67.70％

個人
23.56％

地公体等
4.28％

その他大企業等
4.46％

地域への資金供給

地域への
円滑な資金供給により、
地域経済の発展に
寄与します。

地域振興への貢献

地域の企業・産業の
育成に努めます。

地域サービスの充実

地域のニーズにあった
価値あるサービスの
提供に努めます。

地域貢献活動
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■各種相談会の実施
　年金に関する様々なご質問に、社会保険労務士がわかりやすくお答
えする「年金相談会」や、休日にゆっくり相談できる「休日お客さま
相談会」を開催しております。平成20年度は、以下のような開催状
況でした。

相談会 開催回数 相談人数

年金相談会 65回 669名

休日お客さま相談会 397回 847名

■地域行事への参加
　本店行員による朝の清掃ボランティアとして、本店周辺の清掃活動
を行っております。また、支店においては、地域の清掃活動に参加す
るなど、身近な清掃ボランティアへの参加を心がけております。

■「中小企業金融  休日相談窓口」の設置
　中小企業や個人事業主の皆さまの年末および年度末の資金繰りな
ど、中小企業金融の円滑化に向けた各種ご相談にお応えするため、「中
小企業金融 休日相談窓口」を県内のローンセンター5ヵ所に設置い
たしました。

■「いばぎん野球教室」の開催
　平成21年3月21日（土）、いばぎん健保総合グラウンドにおいて、
いばぎんボランティアネットワークと当行野球部主催の第11回「い
ばぎん野球教室」を開催いたしました。地元の小学生チーム約90名
が参加し、当行野球部指導のもと、練習を行いました。

■「振り込め詐欺」被害防止で警察署より表彰
　平成20年度中に、旭支店、竜ヶ崎支店、大和支店、鉾田支店の4
カ店で振り込め詐欺の被害を未然に防止し、警察署より表彰されまし
た。
　大きな社会問題となっている振り込め詐欺の未然防止への対応は、
地域金融機関にとって大きな課題であり、今後も、お客さまが被害に
遭われないよう、注意喚起に務め、振り込め詐欺の未然防止に取り組
んでまいります。
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■医療保険・がん保険の取扱い開始
　平成20年10月1日より、これまで以上にお客さまのライフステー
ジに合わせた幅広いニーズにお応えするため、「保障性商品」である
医療保険およびがん保険の取扱いを開始いたしました。

種類 商品名（愛称） 引受保険会社

医療保険
きらめき新医療保険 三井住友海上きらめき生命保険株式会社

EVER（エヴァー） アフラック

（アメリカンファミリー生命保険会社）がん保険 がん保険f（フォルテ）

■無担保カードローン
　新商品の取扱い開始
　平成20年10月10日より、当行既存のカード
ローン商品より金利を引き下げ、限度額も増額
し、お客さまの資金ニーズにお応えできる新商
品「エブリカードローン」および「ウィズカー
ドローン」の取扱いを開始いたしました。

■波崎支店のリニューアルオープン
　店舗の美化とお客さまの利便性の向上を図るため、波崎支店の店舗
建替を行い、平成20年10月28日にリニューアルオープンいたしま
した。

■イーアスつくば出張所の設置
　お客さまの利便性の向上を図るため、平成20年10月28日、北関
東最大級の大型複合商業施設「イーアスつくば」内に店舗外ATM出
張所を設置いたしました。

■「Ｒ＆Ｉ中堅企業格付け」取得取次業務の
　取扱い開始
　国内大手の格付機関である株式会社格付投資情報センター（R&I）
と業務提携し、平成20年11月17日より、中堅・中小企業向けに開
発した企業の信用力を客観的に評価する「R&I中堅企業格付け」の取
得取次業務を開始いたしました。

■「動産担保保証提携融資」の取扱い開始
　興銀リース・昭和リース・オリックス自動車・三井住友ファイナン
ス＆リースの各保証会社と提携して、機械設備や車両などの動産を担
保とする「動産担保保証提携融資」の取扱いを平成20年12月1日よ
り開始いたしました。

■懸賞金付定期預金
　「夢結（ゆめゆい）定期」
　キャンペーンの実施
　平成20年12月1日から平成21年2月
27日まで懸賞金付定期預金「夢結定期」
キャンペーンを実施いたしました。

■ひたち野うしく支店オープン
　平成21年3月24日、常磐線ひたち野うしく駅東側に当行62番目
の店舗として「ひたち野うしく支店」をオープンいたしました。
　ひたち野うしく支店周辺は、商業施設や宅地開発等が急速に進んで
いる地域であり、今後の発展が見込まれています。

■ひたち野うしく支店オープン

IBAGIN  TOPICS
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■役員（平成21年3月31日現在）

取締役頭取　溝　田　泰　夫

取締役副頭取　中　島　昭　義

常務取締役　中　澤　民　雄

常務取締役　立　原　和　則

常務取締役　植　木　　　誠

取　締　役　豊　﨑　　　寛

取　締　役　根　本　光　男

取　締　役　渡　辺　　　実

常勤監査役　五　島　裕　輔

監　査　役　林　　　博　義

監　査　役　友　常　信　之

■資本金・株式の状況（平成21年3月31日現在）

●資本金の推移

20年3月末 21年3月末

資本金 15,541百万円 15,541百万円
（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。

●株式の状況
（１）株式数　　　　発行可能株式総数 200,000千株
　　　　　　　　　発行済株式の総数 141,710千株
　　（注）株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

（２）平成21年3月末株主数 6,966名

■株式のご案内
事業年度
　　4月1日から翌年3月31日
定時株主総会
　　毎年6月
定時株主総会の基準日
　　毎年3月31日
　　その他必要のあるときは、あらかじめ公告して基準日を定めます。
剰余金配当基準日
　　期末配当　　3月31日
　　中間配当　　9月30日
株主名簿管理人
　　〒103－8202　東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
　　　　　　　日本証券代行株式会社
　　同事務取扱場所
　　〒103－8202　東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
　　　　　　　日本証券代行株式会社　本店

　　〒137－8650　東京都江東区塩浜二丁目8番18号
日本証券代行株式会社　　　代理人部
（住所変更等用紙のご請求）　　0120－707－842
（その他のご照会）　　　　　　0120－707－843
株式お手続用紙のご請求をインターネットでもお受け
いたしております。
日本証券代行株式会社のホームページアドレス
http://www.jsa-hp.co.jp/name/index.html
（一部の用紙は、お手持のプリンターで印刷できます。）

同取次所　　日本証券代行株式会社　支店（全国各支店）
　　　　　　なお、単元未満株式の買取り・売渡しは、上記株主名簿

管理人が取扱っております。
公告方法　　電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事

由によって電子公告による公告をすることができない
場合は、水戸市において発行する「茨城新聞」に掲載
して行います。

郵便物送付先・お問合せ先

役員／資本金・株式の状況／株式のご案内
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茨城県 名称 住所 電話番号 ATM営業時間
平　日 土･日･祝日

水 戸 市●本店営業部 水戸市南町1-3-1 029(231)3171 8:00～21:00 9:00～17:00
●大工町支店 水戸市大工町3-6-6 029(231)4225 8:45～19:00 9:00～17:00
●水戸駅南支店 水戸市城南1-3-31 029(221)0011 8:45～19:00 9:00～17:00
●見和支店 水戸市見川2-50-33 029(226)3211 8:45～19:00 9:00～17:00
●渡里支店 水戸市堀町962-1 029(225)6151 8:45～19:00 9:00～17:00
●平須支店 水戸市平須町1828-210 029(243)4181 8:45～19:00 9:00～17:00
●吉田支店 水戸市元吉田町1479-3 029(248)1511 8:45～19:00 9:00～17:00
●赤塚支店 水戸市河和田1-1812-6 029(255)1511 8:45～19:00 9:00～17:00

石 岡 市●石岡支店 石岡市府中1-3-3-101 0299(22)5141 8:45～19:00 9:00～17:00
稲 敷 市●江戸崎支店 稲敷市江戸崎甲2720 029(892)2531 8:45～19:00 9:00～17:00

●新利根支店 稲敷市柴崎5571-1 0297(87)3553 8:45～19:00 9:00～17:00
牛 久 市●牛久支店 牛久市中央3-17-4 029(873)3133 8:00～20:00 9:00～17:00

●ひたち野うしく支店 牛久市ひたち野東2-12-1 029(871)8833 8:45～19:00 9:00～17:00
笠 間 市●笠間支店 笠間市笠間1178-1 0296(72)1233 8:45～19:00 9:00～17:00

●友部支店 笠間市美原1-1-1 0296(77)7971 8:45～19:00 9:00～17:00
鹿 嶋 市●鹿島支店 鹿嶋市宮中7-10-23 0299(82)2431 8:45～19:00 9:00～17:00
神 栖 市●神栖支店 神栖市木崎2842-2 0299(93)0971 8:45～19:00 9:00～17:00

●波崎支店 神栖市波崎7682-5 0479(44)8021 8:45～19:00 9:00～17:00
古 河 市●古河支店 古河市本町1-3-19 0280(32)4611 8:45～19:00 9:00～17:00

●総和支店 古河市上辺見2793 0280(32)0055 8:45～19:00 9:00～17:00
桜 川 市●真壁支店 桜川市真壁町飯塚997-1 0296(55)1155 8:45～19:00 9:00～17:00

●大和支店 桜川市阿部田216-59 0296(58)7113 8:45～19:00 9:00～17:00
高 萩 市●高萩支店 高萩市東本町2-32 0293(22)2028 8:45～19:00 9:00～17:00
筑 西 市●下館支店 筑西市甲930-4 0296(22)5246 8:45～19:00 9:00～17:00
つくば市●研究学園都市支店 つくば市松代1-9-7 029(855)6921 8:45～19:00 9:00～17:00

●みどりの支店 つくば市花島新田4-7 029(836)7811 8:45～19:00 9:00～17:00
つくばみらい市●伊奈支店 つくばみらい市板橋2259-1 0297(57)0100 8:45～19:00 9:00～17:00
土 浦 市●土浦支店 土浦市大和町5-5 029(822)5117 8:45～19:00 9:00～17:00

●神立支店 土浦市中神立町14-9 029(832)1223 8:00～20:00 9:00～17:00
取 手 市●取手支店 取手市白山6-24-5 0297(74)1171 8:45～19:00 9:00～17:00
那 珂 市●菅谷支店 那珂市菅谷2362-1 029(295)1211 8:45～19:00 9:00～17:00
行 方 市●麻生支店 行方市麻生171-8 0299(72)0781 8:45～19:00 9:00～17:00
坂 東 市●岩井支店 坂東市岩井2938-1 0297(35)9341 8:45～19:00 9:00～17:00
日 立 市●日立支店 日立市神峰町1-10-6 0294(22)6111 8:45～19:00 9:00～17:00

●多賀支店 日立市千石町1-4-18 0294(36)1161 8:45～19:00 9:00～17:00
●大みか支店 日立市大みか町2-22-26 0294(53)1066 8:45～19:00 9:00～17:00

常陸太田市●太田支店 常陸太田市東一町2301-2 0294(72)2231 8:45～19:00 9:00～17:00
常陸大宮市●大宮支店 常陸大宮市中富町1005-1 0295(52)3171 8:45～19:00 9:00～17:00
ひたちなか市●勝田支店 ひたちなか市元町3-8 029(273)9111 8:00～20:00 9:00～17:00

●佐和支店 ひたちなか市高野600-1 029(285)2121 8:45～19:00 9:00～17:00
●ひたちなか支店 ひたちなか市中根890-3 029(276)2503 8:45～19:00 9:00～17:00

鉾 田 市●鉾田支店 鉾田市鉾田1569-13 0291(33)3131 8:45～19:00 9:00～17:00
●造谷支店 鉾田市玉田1046-103 0291(37)3225 8:45～19:00 9:00～17:00

守 谷 市●守谷支店 守谷市けやき台1-25-1 0297(48)4651 8:45～19:00 9:00～17:00

茨城県 名称 住所 電話番号 ATM営業時間
平　日 土･日･祝日

結 城 市●結城支店 結城市結城13619 0296(33)0881 8:45～19:00 9:00～17:00
龍ヶ崎市●竜ヶ崎支店 龍ヶ崎市米町4020-3 0297(62)1234 8:45～19:00 9:00～17:00

●佐貫支店 龍ヶ崎市佐貫町555-1 0297(66)5331 8:45～19:00 9:00～17:00
稲 敷 郡●荒川沖支店 阿見町住吉2-14-7 029(842)9771 8:00～20:00 9:00～17:00

●美浦支店 美浦村大谷486-1 029(885)5560 8:45～19:00 9:00～17:00
久 慈 郡●大子支店 大子町大子755-6 0295(72)1151 8:45～19:00 9:00～17:00
猿 島 郡●境 支 店 境町78-11 0280(87)5555 8:45～19:00 9:00～17:00
那 珂 郡●東海支店 東海村舟石川駅東2-1-47 029(284)0081 8:45～19:00 9:00～17:00
東茨城郡●大洗支店 大洗町桜道178 029(267)0111 8:45～19:00 9:00～17:00

●常北支店 城里町石塚2301-7 029(288)7555 8:45～19:00 9:00～17:00

千葉県 名称 住所 電話番号 ATM営業時間
平　日 土･日･祝日

旭 市●旭 支 店 旭市口965-6 0479(62)1115 8:45～18:00 －
柏 市●北柏支店 柏市根戸483-177 04(7132)3831 8:45～19:00 9:00～17:00
銚 子 市●銚子支店 銚子市双葉町6-20 0479(22)8633 8:45～18:00 －
松 戸 市●小金支店 松戸市小金きよしヶ丘3-12-13 047(342)1191 8:45～18:00 －

栃木県 名称 住所 電話番号 ATM営業時間
平　日 土･日･祝日

宇都宮市●宇都宮支店 宇都宮市一番町1-31 028(633)1361 8:45～19:00 9:00～17:00
小 山 市●小山支店 小山市駅南町4-13-25 0285(28)7011 8:45～19:00 9:00～17:00
鹿 沼 市●鹿沼支店 鹿沼市銀座1-1878-5 0289(62)4163 8:45～18:00 －

東京都 名称 住所 電話番号 ATM営業時間
平　日 土･日･祝日

足 立 区●綾瀬支店 足立区綾瀬4-16-8 03(3620)3191 8:45～18:00 9:00～17:00

いばぎん
コンサルティングプラザ 名称 住所 電話番号 営業時間

平　日 土･日･祝日

水 戸 市●コンサルティング
プラザ

水戸市南町1-3-3
(茨城銀行南町新館1F）

0120(443)398 9:00～17:00 事前予約制○

ローン
センター 名称 住所 電話番号 営業時間

平　日 土･日･祝日

水 戸 市●ローンセンター
水戸

水戸市南町1-3-3
(茨城銀行南町新館1F)

029(233)2951 9:00～17:00 9:00～17:00○

牛 久 市●ローンセンター
ひたち野うしく

牛久市ひたち野東2-12-1
(ひたち野うしく支店内）

029(871)8962 9:00～19:00 9:00～16:30○

神 栖 市●ローンセンター
神栖

神栖市木崎2842-2
(神栖支店内）

0299(93)1480 9:00～17:00 9:00～16:30○

つくば市●ローンセンター
つくば

つくば市松代1-9-7
(研究学園都市支店内）

029(855)8184 9:00～17:00 9:00～16:30◎

守 谷 市●ローンセンター
守谷

守谷市けやき台1-25-1
(守谷支店内）

0297(46)3331 9:00～17:00 －

那 珂 郡●ローンセンター
東海

東海村舟石川駅東2-1-47
(東海支店内）

029(284)0660 9:00～17:00 9:00～16:30○

※○印は日曜日のみの営業
　◎印は土曜日・日曜日の営業となります。

店舗網のご案内（当行のATMは、一部店舗を除き365日稼働しております。） （平成21年6月5日現在）
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茨城県 設置場所 平　日 土･日･祝日

水 戸 市 いばぎんコンサルティングプラザ出張所  8:00～21:00 9:00～17:00

西原出張所  8:45～19:00 9:00～17:00

ダイユーエイト茨城水戸店  8:45～18:00 9:00～17:00

ロゼオ水戸ショッピングセンター 10:00～21:00 10:00～19:00

イオンモール水戸内原 10:00～21:00 10:00～19:00

水戸京成パーキングプラザ 9:00～19:00 9:00～17:00

下市ジャスコ 10:00～19:00 10:00～17:00

コープフレール水戸 10:00～19:00 10:00～17:00

茨城県庁 9:00～18:00 －

水戸駅ビル 8:00～21:00 9:00～17:00

山新グランステージ水戸 9:00～19:00 9:00～17:00

石 岡 市 セイブ若松店 9:30～19:00 9:30～17:00

石岡ショッピングセンターぱれっと 9:00～19:00 9:00～17:00

八郷総合支所 9:00～18:00 9:00～17:00

潮 来 市 潮来ホームジョイ本田 9:00～19:00 9:00～17:00

潮来アイモア 10:00～19:00 10:00～17:00

稲 敷 市 江戸崎ショッピングセンターパンプ 10:00～19:00 10:00～17:00

しんとねＣＯＭ 10:00～19:00 10:00～17:00

牛 久 市 牛久愛和総合病院 8:45～18:00 9:00～17:00

エスカード牛久 10:00～19:00 10:00～17:00

笠 間 市 岩間支所 9:00～18:00 －

笠間市役所 9:00～18:00 －

伊勢甚友部スクエア 10:00～19:00 10:00～17:00

笠間ショッピングセンターポレポレ 9:00～19:00 9:00～17:00

鹿 嶋 市 鹿島チェリオ 10:00～19:00 10:00～17:00

かすみがうら市 千代田ショッピングプラザ 9:00～19:00 9:00～17:00

神 栖 市 ベイシア神栖店 10:00～19:00 10:00～17:00

古 河 市 古河支所 8:45～18:00 －

古河イトーヨーカドー 9:30～19:00 9:30～17:00

常 総 市 石下庁舎 9:00～18:00 9:00～17:00

高 萩 市 高萩サティ 9:00～19:00 9:00～17:00

筑 西 市 日立化成工業下館 9:00～18:00 －

つくば市 イーアスつくば 10:00～21:00 10:00～19:00

つくばショッピングセンターアッセ 10:00～19:00 10:00～17:00

クレオスクエア 10:00～20:00 10:00～17:00

茨城県 設置場所 平　日 土･日･祝日

土 浦 市 土浦ピアタウン 9:30～19:00 9:30～17:00

土浦イトーヨーカドー 9:30～21:00 9:30～17:00

新治さん・あぴお 9:30～19:00 9:30～17:00

取 手 市 取手駅西口 8:45～18:00 9:00～17:00

那 珂 市 那珂町ジャスコ 9:00～19:00 9:00～17:00

行 方 市 麻生庁舎 9:00～18:00 －

日 立 市 日立市役所十王支所 8:45～18:00 9:00～17:00

日立イトーヨーカドー 9:00～20:00 9:00～17:00

常陸大宮市 常陸大宮ショッピングセンターピサーロ 10:00～19:00 10:00～17:00

ひたちなか市 湊出張所 8:45～19:00 9:00～17:00

勝田ジャスコ 10:00～19:00 10:00～17:00

那珂湊セイブ 10:00～19:00 10:00～17:00

那珂湊総合支所 9:00～18:00 9:00～17:00

勝田長崎屋 10:00～19:00 10:00～17:00

ひたちなかジョイフル本田 9:00～19:00 9:00～17:00

鉾 田 市 鉾田市役所 9:00～18:00 9:00～17:00

守 谷 市 ロックシティ守谷 10:00～21:00 10:00～19:00

龍ヶ崎市 フードオフ・ストッカー佐貫店 8:45～18:00 9:00～17:00

龍ヶ崎市役所 9:00～18:00 9:00～17:00

竜ヶ崎ショッピングセンターリブラ 9:00～19:00 9:00～17:00

北竜台ショッピングセンターサプラ 9:00～19:00 9:00～17:00

稲 敷 郡 阿見ショッピングセンター 9:30～19:00 9:30～17:00

医療大学付属病院 9:00～18:00 9:00～17:00

美浦村役場 9:00～18:00 －

久 慈 郡 大子町役場 9:00～18:00 9:00～17:00

猿 島 郡 境ショッピングモールフィズ 10:00～19:00 10:00～17:00

那 珂 郡 茨城東病院 8:45～18:00 －

東海ジャスコ 10:00～19:00 10:00～17:00

東海村役場 9:00～18:00 9:00～17:00

東茨城郡 茨城町役場 9:00～18:00 9:00～17:00

※土・日・祝日欄の時刻に下線＿がある設置場所は土曜日のみ稼動となります。

※　　=I-NET共同出張所

※I-NET共同出張所については、1月1日～1月3日および5月3日～5月5日（原則）はお取扱いを
　休止させていただきます。

店舗外キャッシュコーナーのご案内 （平成21年6月5日現在）
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