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THE IBARAKI BANK,LTD.
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設　　　立 大正10年11月1日
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■関東つくば銀行との合併について
経　緯

　当行と株式会社関東つくば銀行は、経営環境の変化に対応しうる強
固な経営基盤を確立するため、平成21年4月28日に開催しました両
行の取締役会において、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し、新銀行「筑波銀行」を創設することについ
て承認決議し、両行の間で「合併基本合意書」を締結しておりましたが、
平成21年8月10日開催の両行の取締役会において、当行と関東つく
ば銀行との吸収合併契約書の承認を決議し、同日、「吸収合併契約書」
を締結しました。また、平成21年9月18日に開催しました両行の臨
時株主総会において「吸収合併契約書」は承認されました。なお、本
合併は監督官庁の認可を前提としております。

合併の目的

　昨年来の世界金融危機後、取り巻く経営環境がめまぐるしく変化し、
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、地域金融機関として強く求められており
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になっております。
　これまで、関東つくば銀行は茨城県土浦市に、当行は茨城県水戸市
に本店を置き、ともに茨城県全域及び周辺地域を営業エリアとして事
業を展開してまいりましたが、両行ともに、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、地域においてより強固な経営基盤を確立していくことが重要で
あることを認識しておりました。
　経営基盤の強化には、営業基盤が重複する両行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り、両行トップによる話し
合いを進めた結果、統合のベストパートナーであるという確信を持っ
たことから、合併のための基本合意及び吸収合併契約書の締結に至っ
たものであります。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
力をより強固なものとし、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、「茨城県
になくてはならない銀行」となることを目指してまいります。

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。

　当行は平成21年9月30日をもって、第147期（平成21年4月1日から平成

22年3月31日）の前半を終了いたしました。ここに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12月
取締役頭取

ごあいさつ／関東つくば銀行との合併について
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■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を中心に、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おります。

金融・経済環境

　平成22年3月期の中間期における国内経済は、米国をはじめとす
る世界経済の回復の影響を受け、輸出や生産が回復傾向を示したこと
から景気は持ち直しの動きが見られました。また、国内金融市場にお
いても、世界的に景気回復基調となったことを背景に日経平均株価は
上昇基調となりました。
　こうしたなか、当行グループの主たる営業地域である茨城県内でも、
輸出、生産は持ち直しに転じました。一方、住宅投資、設備投資は大
幅な減少が続き、個人消費についても家計の雇用・所得環境が厳しさ
を増していることから総じて弱めの動きとなりました。また、県内企
業の倒産件数、負債総額はともに前年実績を上回るなど当行の主要な
取引先である茨城県内の中小企業を取り巻く経営環境は引続き厳しい
状況が続きました。

事業の経過及び成果

　業務面におきましては、平成21年4月から平成21年5月まで「茨
城相互銀行」から普通銀行へ転換して20周年を迎えたことに伴い、
「懸賞金付金利上乗せ定期預金」および「ぴったりフィットローンⅡ
型の特別金利の適用」の2本立てとなる「普銀転換20周年記念キャ
ンペーン」を実施いたしました。また、多様化するお客さまの資金運
用ニーズにお応えするため、平成21年6月から平成21年9月まで懸
賞金付定期預金「夢結（ゆめゆい）定期Ⅱキャンペーン」を実施する
とともに、新たな投資信託商品2銘柄を追加いたしました。
　預金につきましては、個人や公金の定期性預金が増加したことや、
公金預金の流動性預金が増加したこと等により、預金全体では前年同
期比210億21百万円増加の7,343億46百万円となりました。
　貸出金につきましては、全国緊急保証制度融資を中心に中小企業
向け貸出が増加しましたが、住宅ローン等の個人向け貸出が伸び悩
んだこと等により、貸出金全体では前年同期比87億5百万円増加の

5,598億74百万円となりました。
　損益につきましては、安定した収益の確保に向け貸出金の増強に取
組むとともに、手数料収入の増加や有価証券運用の強化にも取組んで
まいりました。経常収益においては、金融市場の持ち直しに伴い有価
証券利息配当金が増加したこと等により、資金運用収益は前年同期
比65百万円増加して86億86百万円となりました。また、金融派生
商品収益の増加によりその他業務収益は前年同期比2億円増加しまし
た。一方、投資信託販売の減少を主因として役務取引等収益が前年同
期比92百万円減少したほか、株式等売却益の減少を主因としてその
他経常収益は前年同期比6億60百万円減少しました。これらの結果、
経常収益は前年同期比4億86百万円減少して103億21百万円とな
りました。
　経常費用においては、預金利回りの低下により資金調達費用が前年
同期比3億10百万円減少し9億58百万円となったほか、物件費を中
心とした経費節減に取組んだことから営業経費は前年同期比85百万
円減少しました。また、不良債権処理額等の与信関連費用が前年同期
比16億11百万円減少したことを主因に、その他経常費用は前年同
期比16億22百万円減少しました。これらの結果、経常費用は前年
同期比20億72百万円減少して89億8百万円となりました。
　以上により、平成22年3月期の中間期については、経常利益は14
億12百万円、中間純利益は14億14百万円を計上することになりま
した。
　当中間期の配当につきましては、平成21年8月10日に株式会社関
東つくば銀行と締結した合併契約書において、契約締結日以降に配当
を実施した場合には合併比率が変動するおそれがあるため、合併契約
書締結日から合併日までの間に配当することができないこととしてお
ります。従いまして、株主の皆さまには誠に申し訳ございませんが、
当中間期の配当は実施しないことといたします。
　また、平成22年3月期の期末配当につきましては、平成22年3月
1日に株式会社関東つくば銀行と合併し、新銀行「筑波銀行」を創設
することを予定しておりますが、平成22年3月期の「筑波銀行」の
業績予想が22億円の当期純損失となる見込みであることから、誠に
申し訳ございませんが、配当を見送らせていただく予定であります。
株主の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますこと、衷心より深くお詫
び申し上げます。
　なお、お取引先の経営改善支援等に積極的に取り組んだ結果、金融
再生法に基づく不良債権比率は、平成21年3月末の5.44％から0.16
ポイント改善し5.28％に低下いたしました。また、単体自己資本比
率は0.37ポイント上昇の8.13％となりました。

事業の概況
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■筑波銀行の経営ビジョン
　筑波銀行は「お客さま」、「株主さま」、「地域社会」、「従業員」という全てのステークホルダーに満足していただき、「茨城県になくてはならない銀行」
を目指します。

■合併の狙い
　合併によって、お客さまにより貢献できる新銀行が誕生いたします。

■筑波銀行のシンボルマーク及び和文ロゴ
　「筑波山」は関東を代表する名峰で、古く万葉の時代には「富士山」とも比肩されました。また、「筑波」の名前は約300に及ぶ研究機関・企
業が集積する研究学園都市の地名としても広く知られています。
　こうした歴史と伝統があり、さらに新しさも兼ね備えた「筑波」を新銀行の名称としました。

　5つのシルエットは茨城の5つの地域（県北、県央、鹿行、県南、県西）と地域に暮らす人びとを表し、筑波銀行が、茨城県
を中心とした地域のお客さま一人ひとりに満足していただける質の高い金融サービスを提供していくことを約束しています。
　シンボルマークで使用している色のブルーは空や海、湖を、グリーンは木や森といった茨城の豊かな自然をイメージしてい
ます。そして、筑波山の頂のように2つの頂上を併せ持ち、グリーンだけを結ぶと「TSUKUBA」の「T」の文字となり、筑
波銀行の目指す安定感と行員の躍動感を感じさせるデザインにもなっております。

① 永年築き上げてきた優れたノウハウや人材、特色や強みを持つ営業基盤等を遺憾なく発揮し、質の高いサービスをお客さまに提供し、こ
れまで以上にお客さまから支持される地域金融機関を目指します。
②収益力の強化と健全な財務基盤の確立を図ることで、企業価値の拡大を図り、株主価値の向上を図ります。
③金融機関としての社会的責任を自覚し、地域経済活性化のために惜しみない貢献を行います。
④従業員が持てる能力をいかんなく発揮し、働きがいがあり、公正に処遇される自由闊達な組織を目指します。

筑波銀行の経営ビジョン

●システム統合、店舗統廃合等により効率化が可能です。

● 県南・県西で強い関東つくば銀行、県央・県北で強い茨城銀行
の間でエリア補完ができます。

●人材の融合により組織力をより強固なものとできます。

●両行の英知を結集し、最高の金融サービスを提供します。

合併のメリット

● 両行とも、地域密着型金融を実践し、茨城県の地場産業を支え
てきた長い歴史を持っております。

● 両行の企業風土・企業文化・行風に多くの類似点を持っており、
高い親和性があります。

両行の相性の良さ

平成21年4月28日 「関東つくば銀行と茨城銀行の合併に関する基本合意」発表 平成22年3月1日 株式会社茨城銀行と株式会社関東つくば銀行が合併し、

平成21年8月10日 吸収合併契約書締結 株式会社筑波銀行が誕生

平成21年9月17・18日 臨時株主総会（両行）、種類株主総会（関東つくば銀行）開催 平成22年5月4日㈷ システム統合予定

筑波銀行として経営統合へ

筑波銀行の経営ビジョン／合併の狙い／筑波銀行のシンボルマーク及び和文ロゴ
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■資産・負債の状況

■損益の状況
　収益の確保に向け貸出金の増強に取組むとともに、手数料収入の増加や有価証券の運用強化にも取組んでまいりました。今期は、金融市場の回
復を受け有価証券運用収益が増加したことや、預金利回りの低下により資金調達コストが減少したことから資金利益が前年同期比3億73百万円
増加しました。また物件費を中心に営業経費を抑制したことから、銀行本業の収益力を示すコア業務純益は前年同期比7億4百万円増加の21億
82百万円となりました。
　また、前年度までに自己査定の厳格化と併せて予防的な与信費用を計上したことや、新たな企業倒産等の発生が少なかったこと等により与信
関連費用が前年同期比16億11百万円減少し、4億96百万円に止まったことから、経常利益は前年同期比15億85百万円増加の14億12百万円、
中間純利益は前年同期比19億70百万円増加の14億14百万円となりました。
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●貸出金残高

　個人預金が、定期性預金を中心に前年同期比24億円増加したこ
と、公金預金・法人預金等その他の預金が前年同期比186億円増加
したことから、預金全体では、前年同期比210億円の増加、前年度
末比111億円の増加となりました。

　住宅ローンは、新規住宅着工件数の低下や雇用・所得環境の厳し
さから前年同期比10億円の減少となりました。中小企業向け貸出金
は、全国緊急保証制度に係る融資を積極的に取組んだことから、前
年同期比120億円の増加となりました。その結果、貸出金残高は、
前年同期比87億円増加、前年度末比2億円の増加となりました。

単位：百万円

金額

平成19年9月期 2,170

平成20年9月期 1,477

平成21年9月期 2182

●コア業務純益 単位：百万円

金額

平成19年9月期  △77

平成20年9月期 △555

平成21年9月期 1,414

●中間純利益単位：百万円

金額

平成19年9月期 　187

平成20年9月期 △173

平成21年9月期 1,412

●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21年度中間決算概要
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■自己資本比率の状況（単体・連結）
　中間純利益14億14百万円で計上したことにより、中核的な自己
資本のTierⅠが同額増加し、単体自己資本比率は0.37ポイント上昇
の8.13％になりました。国内基準の4％を4.13ポイント上回ってお
ります。
　連結ベースにおいても、同様の理由により、連結自己資本比率は
0.39ポイント上昇の8.22％になりました。

単位：百万円

単体 連結

自己資本額　　　　　① 32,417 32,872

基本的項目 20,594 21,043

リスクアセット　　　② 398,490 399,453

自己資本比率　　①÷② 8.13% 8.22%

■不良債権の状況
　破産更生債権等、要管理債権の減少等により、不良債権
は前年度末比8億円、前年同期比38億円減少しました。
　この結果、不良債権比率は前年度末から0.16ポイント
低下し、5.28％となりました。

平成20年3月末 平成20年9月末 平成21年3月末 平成21年9月末
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■中間連結貸借対照表
（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 39,595 預金 733,601

コールローン及び買入手形 26,000 借用金 4,180

商品有価証券 319 外国為替 30

金銭の信託 5,332 社債 5,150

有価証券 129,894 その他負債 4,235

貸出金 560,792 賞与引当金 369

外国為替 469 退職給付引当金 2,377

その他資産 3,739 役員退職慰労引当金 201

有形固定資産 11,615 睡眠預金払戻損失引当金 23

無形固定資産 489 ポイント引当金 8

繰延税金資産 5,313 利息返還損失引当金 1

支払承諾見返 1,794 偶発損失引当金 416

貸倒引当金 △11,423 再評価に係る繰延税金負債 1,403

支払承諾 1,794

負債の部合計 753,793

（純資産の部）

資本金 15,541

利益剰余金 5,595

自己株式 △9

（株主資本合計） 21,127

その他有価証券評価差額金 △1,346

土地再評価差額金 328

（評価・換算差額等合計） △1,018

少数株主持分 29

純資産の部合計 20,138

資産の部合計 773,932 負債及び純資産の部合計 773,932

（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。

■中間連結損益計算書
（単位：百万円）

科目 金額

経常収益 10,472

　資金運用収益 8,723

　　（うち貸出金利息） 7,294

　　（うち有価証券利息配当金） 1,212

　役務取引等収益 1,098

　その他業務収益 384

　その他経常収益 264

経常費用 8,963

　資金調達費用 958

　　（うち預金利息） 769

　役務取引等費用 864

　その他業務費用 －

　営業経費 6,352

　その他経常費用 787

経常利益 1,508

特別利益 168

　償却債権取立益 168

　その他の特別利益 －

特別損失 148

　固定資産処分損 2

　減損損失 0

　その他の特別損失 145

税金等調整前中間純利益 1,528

法人税、住民税及び事業税 17

法人税等調整額 2

　法人税等合計 20

少数株主利益 0

中間純利益 1,507

（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9月30日現在） （平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

中間連結財務諸表
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■中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

　資本金

　　前期末残高 15,541

　　　当中間期変動額合計 －

　　当中間期末残高 15,541

　利益剰余金

　　前期末残高 4,088

　　当中間期変動額

　　　中間純利益 1,507

　　　土地再評価差額金の取崩 0

　　　当中間期変動額合計 1,507

　　当中間期末残高 5,595

　自己株式

　　前期末残高 △9

　　当中間期変動額

　　　自己株式の取得 △0

　　　当中間期変動額合計 △0

　　当中間期末残高 △9

　株主資本合計

　　前期末残高 19,620

　　当中間期変動額

　　　中間純利益 1,507

　　　自己株式の取得 △0

　　　土地再評価差額金の取崩 0

　　　当中間期変動額合計 1,507

　　当中間期末残高 21,127

　
（単位：百万円）

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 △3,759

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2,412

　　　当中間期変動額合計 2,412

　　当中間期末残高 △1,346

　土地再評価差額金

　　前期末残高 328

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △0

　　　当中間期変動額合計 △0

　　当中間期末残高 328

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 △3,430

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2,412

　　　当中間期変動額合計 2,412

　　当中間期末残高 △1,018

少数株主持分

　前期末残高 23

　当中間期変動額

　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 6

　　当中間期変動額合計 6

　当中間期末残高 29

純資産合計

　前期末残高 16,212

　当中間期変動額

　　中間純利益 1,507

　　自己株式の取得 △0

　　土地再評価差額金の取崩 0

　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2,419

　　当中間期変動額合計 3,926

　当中間期末残高 20,138

（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4月1日から平成21年9月30日まで）
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■第147期中　中間貸借対照表
（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 38,845 預金 734,346

コールローン 26,000 借用金 4,180

商品有価証券 319 外国為替 30

金銭の信託 5,332 社債 5,150

有価証券 129,928 その他負債 2,937

貸出金 559,874 　未払法人税等 48

外国為替 469 　その他の負債 2,888

その他資産 3,295 賞与引当金 354

有形固定資産 11,613 退職給付引当金 2,373

無形固定資産 488 役員退職慰労引当金 198

繰延税金資産 5,273 睡眠預金払戻損失引当金 23

支払承諾見返 1,794 偶発損失引当金 416

貸倒引当金 △10,335 再評価に係る繰延税金負債 1,403

支払承諾 1,794

負債の部合計 753,209

（純資産の部）

資本金 15,541

利益剰余金 5,175

　利益準備金 56

　その他利益剰余金 5,119

　　繰越利益剰余金 5,119

自己株式 △9

（株主資本合計） 20,707

その他有価証券評価差額金 △1,346

土地再評価差額金 328

（評価・換算差額等合計） △1,018

純資産の部合計 19,689

資産の部合計 772,898 負債及び純資産の部合計 772,898

（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147期中　中間損益計算書
（単位：百万円）

科目 金額

経常収益 10,321

　資金運用収益 8,686

　　（うち貸出金利息） 7,260

　　（うち有価証券利息配当金） 1,211

　役務取引等収益 997

　その他業務収益 384

　その他経常収益 253

経常費用 8,908

　資金調達費用 958

　　（うち預金利息） 769

　役務取引等費用 880

　その他業務費用 －

　営業経費 6,272

　その他経常費用 796

経常利益 1,412

特別利益 167

特別損失 146

税引前中間純利益 1,433

法人税、住民税及び事業税 15

法人税等調整額 2

　法人税等合計 18

中間純利益 1,414

（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9月30日現在） （平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）

第147期　中間財務諸表

8 MiniDisclosure



■第147期中　中間株主資本等変動計算書

株主資本

　資本金

　　前期末残高 15,541

　　　当中間期変動額合計 －

　　当中間期末残高 15,541

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 56

　　　　当中間期変動額合計 －

　　　当中間期末残高 56

　　その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 3,704

　　　　当中間期変動額

　　　　　中間純利益 1,414

　　　　　土地再評価差額金の取崩 0

　　　　　当中間期変動額合計 1,414

　　　　当中間期末残高 5,119

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 3,761

　　　当中間期変動額

　　　　中間純利益 1,414

　　　　土地再評価差額金の取崩 0

　　　　当中間期変動額合計 1,414

　　　当中間期末残高 5,175

　自己株式

　　前期末残高 △9

　　当中間期変動額

　　　自己株式の取得 △0

　　　当中間期変動額合計 △0

　　当中間期末残高 △9

　株主資本合計

　　前期末残高 19,293

　　当中間期変動額

　　　中間純利益 1,414

　　　自己株式の取得 △0

　　　土地再評価差額金の取崩 0

　　　当中間期変動額合計 1,414

　　当中間期末残高 20,707

　
（単位：百万円）

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 △3,759

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2,412

　　　当中間期変動額合計 2,412

　　当中間期末残高 △1,346

　土地再評価差額金

　　前期末残高 328

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） △0

　　　当中間期変動額合計 △0

　　当中間期末残高 328

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 △3,430

　　当中間期変動額

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2,412

　　　当中間期変動額合計 2,412

　　当中間期末残高 △1,018

純資産合計

　前期末残高 15,862

　当中間期変動額

　　中間純利益 1,414

　　自己株式の取得 △0

　　土地再評価差額金の取崩 0

　　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 2,412

　　当中間期変動額合計 3,827

　当中間期末残高 19,689
（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4月1日から平成21年9月30日まで）
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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9月末の預金・貸出金に占める茨城県内の割合は、預金
が89.12％、貸出金が72.40％となりました。平成21年3月末に比
べ、預金は0.09ポイント、貸出金は0.12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。

89.11％

74.00％

89.21％

預金

0

80

70

60

90

100
（％） 貸出金

平成20年9月末 平成21年3月末 平成21年9月末

72.52％

89.12％

72.40％

茨城県内貸出金の内訳（平成21年9月末）

中小企業
68.10％

個人
23.50％

地公体等
3.95％

その他大企業等
4.45％

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21年度上期は、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 33回 318名

休日お客さま相談会 189回 480名

■特別養護老人ホーム訪問
　新入行員研修の一環として昭和53年より特別養護老人ホーム「西
山苑」（常陸太田市）で奉仕活動を行っております。平成21年4月に
は56名の新入行員が参加し、清掃活動、介護体験等を行いました。
当行では、お年寄りとのふれあいを通して、やさしい心、人をいたわ
る心をもった人材の育成をめざしております。

■地域行事への参加
　地域の行事に積極的に参加しております。平成21年度上期は「水
戸黄門まつり」などの行事への参加協力を通じて地域の皆さまとの交
流を深めております。

■私募債の受託
　多様化する企業の資金ニーズにお応えするため、平成21年6月19
日に「銀行保証付私募債」を、平成21年7月17日および平成21年
8月20日に「信用保証付私募債」および「銀行保証付私募債」を受
託いたしました。今後も両私募債の取扱いを通じて、地元企業の発展
に貢献してまいります。

11MiniDisclosure



■「普銀転換20周年記念キャンペーン」の実施
　平成21年4月1日から平成21年5月29日まで、「普銀転換20周年
記念キャンペーン」として「懸賞金付金利上乗せ定期預金」、個人向
け無担保ローン「ぴったりフィットⅡ型」特別金利適用をそれぞれ取
扱いました。

■ロゼオ水戸ショッピングセンターへの
　店舗外ATM出張所設置
　平成21年4月2日、お客さまの利便性の向上を図るため、「ロゼオ
水戸ショッピングセンター」に店舗外ATM出張所を設置いたしまし
た。

■外貨宅配サービスインターネット受付開始
　平成21年5月18日より、当行ホームページから24時間365日お
申込みいただける外貨宅配サービスのインターネット受付を、三井住
友銀行との提携に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Ⅱ」
　キャンペーンの実施
　平成21年6月1日から平成21年9月30日まで、懸賞金付定期預金
「夢結定期Ⅱ」キャンペーンを実施いたしました。

■「エコカー」新車購入限定オートローンの
　特別金利の取扱い
　「エコカー」購入のお客さまをバックアップするため、平成21年6
月1日から平成22年2月26日までの期間限定で、「エコカー」新車
購入に限定した特別金利の取扱いを実施しております。

IBAGIN  TOPICS
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■「資源国高金利ソブリンファンド」の
　取扱い開始
　平成21年6月22日より、「BBB格相当以上（投資適格）」の格付
けを得ている資源国のうち、相対的に金利水準の高い10カ国の現地
通貨建てソブリン債に概ね均等配分となるように投資する「資源国高
金利ソブリンファンド」の取扱いを開始いたしました。

■関東つくば銀行およびあおぞら銀行との
　戦略的業務提携に関する基本合意について
　平成21年8月20日、相互補完の観点から、株式会社関東つくば銀
行および株式会社あおぞら銀行との間において、各行の強みを最大限
に発揮し、競争力・収益力の強化を通じた顧客基盤の拡充を実現する
ために、戦略的業務提携を行うことについて基本合意いたしました。

■関東つくば銀行との合併に向けた
　店舗名称および店番号・口座番号の変更
　平成22年3月1日の株式会社関東つくば銀行との合併に向けた準
備作業の一環として、平成21年10月19日に19ヵ店の店舗名称を
変更いたしました。また、平成21年12月14日には3ヵ店の店番号・
口座番号の変更を予定しております。

　平成22年3月1日の合併時に、店舗名称や店番号が重複した場合、
お客さまとのお取引において、店名や店番号の確認のための混乱が懸
念されます。お客さまとのお取引を万全な態勢で新銀行へスムーズに
移行するために変更させていただくこととなりました。

　事務手続に関するお問い合わせ先
　フリーダイヤル：0120-227-035
　受　付　時　間：午前9時～午後5時（土日祝日を除く）

店舗名称変更対象店（変更日：平成21年10月19日）
店番 変更前店舗名称 店番 変更後店舗名称 （フリガナ）
121 日立支店 121 日立中央支店 ヒタチチュウオウ
122 多賀支店 122 多賀駅前支店 タガエキマエ
123 大みか支店 123 大みか駅前支店 オオミカエキマエ
124 ひたちなか支店 124 勝田東支店 カツタヒガシ
141 土浦支店 141 土浦駅前支店 ツチウラエキマエ
142 荒川沖支店 142 荒川本郷支店 アラカワホンゴウ
143 研究学園都市支店 143 松代支店 マツシロ
145 伊奈支店 145 伊奈板橋支店 イナイタバシ
151 石岡支店 151 石岡駅前支店 イシオカエキマエ
154 取手支店 154 西取手支店 ニシトリデ
155 牛久支店 155 牛久中央支店 ウシクチュウオウ
156 守谷支店 156 守谷けやき台支店 モリヤケヤキダイ
159 美浦支店 159 美浦南支店 ミホミナミ
163 鹿島支店 163 鹿嶋南支店 カシマミナミ
165 神栖支店 165 神栖東支店 カミスヒガシ
174 総和支店 174 総和南支店 ソウワミナミ
177 岩井支店 177 岩井西支店 イワイニシ
178 境支店 178 境東支店 サカイヒガシ
312 小山支店 312 小山東支店 オヤマヒガシ

店番号・口座番号変更対象店（変更日：平成21年12月14日）
支店名 変更前店番号 変更後店番号
銚子支店 201 181
旭支店　 202 182
北柏支店 212 184
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■役員（平成21年12月1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　友　常　信　之

監　査　役　小　野　邦　夫

役員
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■資本金・株式の状況（平成21年9月30日現在）

●資本金の推移

21年3月末 21年9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9月末株主数 6,958名

（３）大株主
発行済株式（自己株式を除く。）の総数の10分の1以上の数の株
式を有する株主は、該当ありません。

株主の氏名又は名称
当行への出資状況

所有株式数 持株比率

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口4） 5,350 3.77

㈱みずほコーポレート銀行 4,755 3.35

茨城銀行従業員持株会 3,430 2.42

㈱三井住友銀行 3,011 2.12

ニッセイ同和損害保険㈱ 2,916 2.05

豊﨑　寛 2,556 1.80

大内　哲之 2,223 1.56

佐川　清一 2,156 1.52

茨城いすゞ自動車㈱ 2,073 1.46

㈱常陽銀行 2,042 1.44

注1．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　2．持株比率は、少数第3位以下を切り捨てて表示しております。

■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

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●石岡駅前支店 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●牛久中央支店 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●鹿嶋南支店 鹿嶋市宮中7-10-23 0299(82)2431 8:45～19:00 9:00～17:00
神 栖 市●神栖東支店 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

●総和南支店 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●松代支店 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●伊奈板橋支店 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●土浦駅前支店 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●西取手支店 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●岩井西支店 坂東市岩井2938-1 0297(35)9341 8:45～19:00 9:00～17:00
日 立 市●日立中央支店 日立市神峰町1-10-6 0294(22)6111 8:45～19:00 9:00～17:00

●多賀駅前支店 日立市千石町1-4-18 0294(36)1161 8:45～19:00 9:00～17:00
●大みか駅前支店 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
●勝田東支店 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●守谷けやき台支店 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●荒川本郷支店 阿見町住吉2-14-7 029(842)9771 8:00～20:00 9:00～17:00

●美浦南支店 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●境東支店 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●小山東支店 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
(神栖東支店内）

0299(93)1480 9:00～17:00 －

つくば市●ローンセンター
つくば

つくば市松代1-9-7
(松代支店内）

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
(守谷けやき台支店内）

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 －

※○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。

（平成21年12月1日現在）

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。）
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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 9:30～19:00 9:30～17:00

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 －

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。

（平成21年12月1日現在）

店舗外キャッシュコーナーのご案内
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〒310-0021  水戸市南町1丁目3番1号
TEL. 029-231-3171  FAX. 029-231-3144

URL  http://www.ibagin.co. jp/


