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TOP MESSAGE
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ごあいさつ

平素より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当行の経営内容や業績等をミニ・ディスクロージャー誌にまとめ

ました。ご高覧いただければ幸いに存じます。

当行が営業基盤とする千葉県は、2021年3月末の人口が627
万人を超えております。また、インフラ面では首都圏の交通混雑の
緩和や地域の活性化を図ることを目的に計画された圏央道など
の整備が着実に進むなど成長を拡大できるポテンシャルを有して
おります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大・
長期化による経済活動への影響が懸念されるのみならず、中
長期的には人口減少トレンドへの転換・少子高齢化への進展が
見込まれております。また、低金利環境が当面継続することに加え、
県内中小企業の経営課題や個人のお客さまのニーズがますます
多様化・高度化していくことを背景に、金融技術の進展等他業態
を含めた金融競合の拡大が予想されます。

このような環境の中、当行は2022年3月に創立70周年を迎えます。
今年度（2021年度）が最終年度となる中期経営計画「コンサルティ
ング考動プロジェクト 2022 ～より近く。より深く。ともに未来へ。～ 」
を着実に履行し、お客さまを第一に考える“コンサルティング考動”
を通して高収益コンサルティング・バンクへの進化をさらに強め、
収益・自己資本の一層の向上をめざしてまいります。

また、地元経済活動・地域社会生活を支えるための柔軟かつ迅
速な対応が地域金融機関として最大の責務と認識しております。
資金支援のみならず、お取引先の未来を創るコンサルティングに
注力し、コロナ後を見据えたビジネスモデルの変革、人材不足へ
の対応、働き方改革、デジタル・トランスフォーメーション、ＩＴ化への
取組み等の事業支援にも努めてまいります。

株主、お取引先、地域のみなさまからのご期待にお応えできる
よう、役職員一丸となって諸課題に取り組んでまいります。引き続き、
ご指導、ご協力のほどお願い申し上げます。

2021年6月

取締役頭取・CEO

梅田 仁司



重点項目（マテリアリティ）は右記をご覧ください。
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SUSTAINABILITY

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針において、 当行は地域社会に対する責務として
社会・環境問題をはじめとするサステナビリティへ 適切に対応することとしております。

地域経済・産業・社会の持 続的な発展・繁栄のために

ちば興銀サステナビリティ・ステートメント　
当行の基本的価値観である企業理念「地域とともに お客さま

のために 『親切』の心で」の実践に向けて、長期的な視点に立ち、
「サステナビリティ」重点項目に取り組むことで、さまざまなステーク
ホルダーの価値創造に配慮した経営と当行の持続的かつ安定
的な成長による企業価値の向上を実現し、その結果、地域の
経済・産業・社会の持続的な発展・繁栄に貢献してまいります。

サステナビリティ重点項目（マテリアリティ）
設定の考え方
地域金融機関として、千葉県の持続可能性を実現することこ

そが、当行およびステークホルダーの成長と発展につながってい
くという考えのもと、次世代が誇れるような光り輝く千葉へさらに
飛躍するために千葉県の諸課題の中から、当行が持つ強みを
発揮することで解決に寄与できる項目を優先課題として抽出し、
重点項目へ絞り込みました。

持続可能な開発目標（SDGs）とは･･･
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を
めざす国際目標です。
貧困の撲滅や自然環境の保全等、世界が持続可能な発展を実現す

るための17の目標と169のターゲットから構成されております。

長期的な視点に立った企業理念に基づく事業活動の
展開により、持続可能な開発目標（SDGs）の達成にも寄与
してまいります。

産業の活性化と千葉の魅力創造 地域資源を活用した特
産品の開発や地場産業の
育成などを通して地域経
済を活性化させ、千葉の
新たな魅力創造に取り組
みます。

マテリアリティ 1

千葉の未来を担う人材の育成 地域の成長を支える人
材の育成に取り組むととも
に、一人ひとりの働きがいと
経済的な質の向上に取り
組みます。

マテリアリティ 2

安心して暮らせる豊かな千葉の実現 地域の防災・防犯への
備えや医療体制の整備を
はじめ、環境への負荷を軽
減する取組みを通じて、安
心して暮らせる豊かなまち
づくりに取り組みます。

マテリアリティ 3
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1ちば興銀
TOPICS

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。
※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

WEB口座開設
お手元のパソコン、スマートフォンから、当行ホームページにアクセ

スしていただくことで、普通預金口座や、投資信託振替決済口座
（NISA口座含む）の新規の口座開設が可能です。
ご自宅などからいつでも簡単にお申込みができ、窓口へお越し
いただくことなく、手続きが完了します。また、WEB口座のため、通帳
の保管や記帳などの手間がいらず、紛失・盗難の心配もありません。

ちば興銀アプリ
キャッシュカードをお持ちの個人の
お客さまならスマートフォンで簡単に
普通預金口座の残高・入出金明細が
ご照会いただけます。ちば興銀アプリ
では、入出金明細を1,000明細保存
でき、1入出金明細毎に最大100文字
までメモのご入力が可能です。また、
入出金取引発生のお知らせや、各種
キャンペーン・ご案内などお得な情報
をスマートフォンに通知いたします。

おうち de 
ちば興銀

外出が難しい今、
「おうち」でさまざまなお取引が可能です

ちば興銀ダイレクト（インターネットバンキング）
預金残高や入出金明細のご照会はもちろん、お振込・お振替、定期

預金のお預入れ・満期解約予約、積立式定期預金のお預入れ・払出、
投資信託のご購入・ご解約等、さまざまなサービスをご利用いただけます。

WEB完結ローン
当行ではカードローン・フリーローン・マイカーローンにWEB完結
型を導入しております。
お申込みから審査、ご契約締結までの手続きをWEB上で完結

できるため、契約書の記入・捺印が不要となり、窓口へお越しいた
だくことなく24時間365日お申込みいただけるなど、お客さまの利便
性向上および迅速な融資実行が可能となります。

ちば興銀WEB遺産整理
みずほ信託銀行株式会社の信託代理店として、遺産整理WEB受

付サービス「ちば興銀WEB遺産整理」の取扱いを開始いたしました。
本サービスは、完全非対面で相続手続きを完了することが可能で

あり、24時間・場所を選ばず、相続手続きを進めることができます（日本
国内の居住者に限ります）。
お客さまはパソコンやスマートフォンで当行のホームページに掲載さ

れている本サービスのご案内・お申込みフォームから簡単にお申込み
いただけ、手続き完了まで、窓口へお越しいただく必要はございません。
また、みずほ信託銀行担当者によるLINE、電子メール等での相続相
談の受付体制も整備しております。

■ お申込みまでの業務フローイメージ 

相続手続きでのご来店、
お電話によるご連絡等

広告物の交付または郵送、
商品説明ページのご案内

スマートフォン等による
商品説明ページの閲覧

商品の
お申込み

千
葉
興
業
銀
行

（
販
売
会
社
）

LINE、電子メール等による相続に関するご相談

千葉興業銀行
商品説明ページ

■ お申込み後の業務フローイメージ

LINE、電子メール、電子
私書箱、郵送等を用いて
非対面で手続き

各種相続
手続きの代行

各相続人と
委任契約締結

手続き状況報告・
完了確認

1
2

43

5
6

7

お
客
さ
ま（
相
続
人
）

み
ず
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銀
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）
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）

各
金
融
機
関
等

み
ず
ほ
信
託
銀
行（
受
任
者
）
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2ちば興銀
TOPICS

当行行員による県産品消費推進の取組み
ならびにホームページを活用した
県産品・県内観光の情報提供

コロナ禍において消費が落ち込んでいる県産品の消費拡大に
向けて、県内企業を応援することを目的に、当行行員による県産
品の消費推進の取組みを行っております。本取組みでは、行員が
実際に購買した県産品等について写真や感想のコメントを行内
イントラに掲示し、行員同士での情報共有を図ることにより、さら
なる消費につなげることをめざしており、これまでの掲載件数は
70件を超えております。
お客さまにも情報をご活用いただけるよう、当行ホームページ内

に、千葉県ホームページや、公益社団法人千葉県観光物産協会
が運営するサイトへのリンクを設け、県内の観光・物産品情報、
農林水産物情報、グルメ情報等の提供をしております。ぜひ一度
ご覧ください。

千葉県産品の
消費応援

コロナ禍でわたしたちにできること

気に入った投稿に「いいね！」を付けることや、コメントを書き込むことができ、活発な
情報共有がされています。

県産花きを活用したフラワーアレンジメント展示
千葉県などが推進する「公共施設等における花きの活用拡大
支援事業」に協力し、県内全店舗の店頭に県産花きを活用した
フラワーアレンジメントを展示いたしました。
本事業は、コロナ禍において需要が減退している花きの活用
拡大を支援し、日常的な花きの活用を促進する取組みです。当行
も地域金融機関としてこの取組みに賛同し、店頭にフラワーアレン
ジメントを飾り、ご来店されたお客さまをおもてなしいたしました。

「ちばと一緒に！」宣言
千葉県は現在「ちばと一緒に！」キャンペーンを展開し、県産農林
水産物の販売促進等に取り組んでおります。当行は、行員による
県産品消費推進の取組みやホームページでの県産品・県内観光
の情報提供、県産花きを活用したフラワーアレンジメントの展示を
実施していることから本キャンペーンに賛同し、実施内容を「ちば
と一緒に！」宣言として発表しております。

■ 「ちばと一緒に！」宣言 特集サイト
https://chibatoisshoni-cp.com/company/

色とりどりの県産花きを活用したフラワーアレンジメント

千葉県は全国第２位の産出額を誇る花の生産県です。
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3ちば興銀
TOPICS

プラチナくるみん認定 えるぼし（最上位）取得

「わたし」らしく
働く

フレックスタイム制の導入
テレワークによる働き方の変化や勤務時間管理に対する意識
の変革が進んでいることを踏まえ、一層の業務の効率化と生産性
の向上、またワークライフバランスをめざす観点から、勤務時間
について行員の自主性に任せ、柔軟に設定できる「フレックスタ
イム制」を2021年1月より導入いたしました。
「フレックスタイム制」は、1日の就業時間を固定的に定めず、
月間の所定勤務時間の範囲で行員が自らの業務量に応じて
勤務日の就業時間を自主的に決められる勤務制度です。
個々の予定・業務量に合わせて計画的に働けるようになるため、
効率的に業務を行うことや、通勤時間のピークを避けて出退勤
することで、満員電車等のストレスを緩和することができます。また、
プライベートにおいても育児や介護、自己啓発等にかける時間が
でき、仕事とのバランスが取りやすくなります。

効率性・生産性を追求し、
エンゲージメント・ES No.1の組織へ

■ 通常の労働時間制度

■ フレックスタイム制（イメージ）

ダイバーシティ推進への取組みに関する認定
当行のダイバーシティ推進に向けたさまざまな取組みが評価

され、これまでに以下の認定を受けております。

ES（従業員満足度）向上策の展開
ES（従業員満足度）を高めることは、行員の意欲やパフォーマン

スの向上につながり、より質の高いサービスをお客さまにご提供
できると考えております。そのため、当行は、ワークスタイルのシフト
による効率性・生産性を追求し、エンゲージメント・ES No.1の組織
をめざしております。
テレワーク推進のほか、ES向上策として、これまでに以下の
取組みを実施しております。

副業・兼業の解禁
就業時間外に行員自らが、起業・自営により業を営む「副業・
兼業」を解禁いたしました。
副業・兼業の解禁により、さまざまな挑戦をする機会を設けるこ

とで、行員が銀行や職場内だけでは得られないような経験を通し
てさらなる成長を実現するとともに、多様な価値観をもたらし、職場
内のイノベーション創出につなげることを目的としております。
可能な副業・兼業の事業例としては、中小企業診断士など保有
資格を活かした講演や講義、外国語講師の個人事業、スポーツ
の審判員等が挙げられます。

■ オフィスカジュアルおよび通年ノーネクタイの開始

■ 福利厚生クーポンサイト「ＦＵＫＵＲＩ」の導入

■ フレックスタイム制の導入

■ 副業・兼業の解禁

勤務時間 勤務時間休憩

フレキシブル
タイム

フレキシブル
タイムコアタイム コアタイム休憩

いつ出社しても
よい時間帯

（6:00～10:00）

いつ退社しても
よい時間帯

（15:00～22:00）

必ず勤務しなければならない時間帯
（10：00～15:00）

必ず勤務しなければならない時間帯
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自己資本比率（バーゼルⅢ）

経常利益

当期純利益

経常利益・当期純利益

開示債権比率（金融再生法基準）

預金

個人預金

預金残高

貸出金

中小企業
向け貸出金

住宅ローン

貸出金残高

貸出金残高は、前年同期比1,383億円増加の2兆2,976億円となり
ました。このうち、中小企業向け貸出金残高は同1,030億円増加、
住宅ローン残高は同302億円増加しました。
預金残高は、前年同期比2,224億円増加の2兆7,816億円となりま
した。このうち、個人預金残高は同1,339億円増加の2兆670億円
となりました。

経常利益は、前年同期比7億29百万円増加の66億45百万円、当
期純利益は、同4億18百万円増加の46億79百万円となりました。
銀行単体の自己資本比率は、前年同期比0.14ポイント上昇の
8.31％となりました。
金融再生法基準の開示債権残高は、前年同期比88億円増加の
374億円となりました。

年金保険等

外貨預金

投資信託等

公共債
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預り資産

グラフ等に記載の計数および解説文中の計数は単位未満切捨て表示となっております。
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格付け 役員（2021年6月25日現在） 　

　当行は、中立的な第三者による評価を取得し公表することで、投資
家のみなさまやお取引先のみなさまに財務内容の健全性や収益性な
どについてご理解いただくため、2006年１０月に株式会社日本格付研
究所（JCR）から長期発行体格付（※）を取得し公表しております。

役員の状況 　

（※）
長期発行体格付：債務者
（発行体）の債務全体を包
括的に捉え、その債務履行
能力を評価したものです。 A-

当行
AAAAAA

AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D

「Ａ－（シングルＡマイナス）」【据え置き】格　付　け

「安定的」【据え置き】格付け見通し

（格付けの公表：2020年10月12日）

ガバナンス委員会

取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会を設置しております。
ガバナンス委員会については社外役員を中心に構成され、取締役
および監査役等の役員の指名および選任ならびに報酬に関する事項
等について、公正・客観的な視点で委員会の機能を最大限発揮する
仕組みを構築しており、取締役会の実効性向上、ひいては当行の持続
的成長と中長期的な企業価値の向上を図っております。
本委員会の委員は、代表取締役３名、社外取締役３名、社外監査役

２名の計８名で構成されており、委員長は独立社外取締役としており
ます。

取締役の人数

うち
社外取締役

監査役の人数

うち
社外監査役

独立役員の
人数

9名

3名

4名

2名

5名

（注）取締役戸谷久子氏、取締役山田英司氏、取締役杉浦哲郎氏、監査役坂本淳一氏、
監査役菊川隆志氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2にいう独
立役員であります。

監査役

常勤監査役

加藤 重人

常勤監査役

横山 均

監査役

坂本 淳一

菊川 隆志
監査役

取締役頭取（代表取締役）・CEO

梅田 仁司

専務取締役・専務執行役員

立野 嘉明

常務取締役・常務執行役員

白井 克己

取締役

山田 英司

取締役会長（代表取締役）

青柳 俊一

取締役副頭取（代表取締役）・ＣＯＯ

松丸 隆一

常務取締役・常務執行役員

神田 泰光

取締役

戸谷 久子

取締役

杉浦 哲郎

取締役

独立
役員

独立
役員

独立
役員

独立
役員

独立
役員



1615

四街道市

店舗外キャッシュコーナー
ヤックススーパーマーケット四街道店駐車場内 8：00～21：00平 日土

043-312-7661　四街道支店 284-0009 四街道市中央5

我孫子市

店舗外キャッシュコーナー
ＪＲ湖北駅北口
ＪＲ我孫子駅南口

8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

04-7182-2171　我孫子支店 270-1143 我孫子市天王台1-4-1

柏市

豊四季支店前
スーパーベルクス豊四季店入口横
ららぽーと柏の葉１階
ヤオコー柏高柳駅前店１階

8：00～21：00
10：00～21：00
10：00～21：00
9：30～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

店舗外キャッシュコーナー

04-7167-4101
04-7173-1161
04-7143-1131

●柏支店
　逆井支店
　豊四季支店

277-0005
277-0045
277-0863

柏市柏1-2-37
柏市東逆井1-17-17
柏市豊四季200-2

松戸市

8：00～21：00平

店舗外キャッシュコーナー
スーパーベルクス五香店駐車場内
イオンフードスタイル新松戸店正面入口
聖徳大学正門守衛室横
マルエツ上本郷店駐車場
新京成八柱駅前 

10：00～21：00
8：00～21：00
9：00～17：00
8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

日土

平 日土

平 日土

047-362-0151
047-385-2151
047-710-2211
047-341-5111
047-345-3321

　松戸支店
　六実支店
　東松戸支店
●小金支店
　馬橋支店

271-0077
270-2204
270-2225
270-0014
271-0046

松戸市根本6-8
松戸市六実4-6-1
松戸市東松戸3-2-1アルフレンテビル２階
松戸市小金3
松戸市西馬橋蔵元町174

流山市

店舗外キャッシュコーナー
流山市文化会館そば
ライフガーデン流山おおたかの森２階 駅連絡通路入口そば

8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

04-7154-2181
04-7159-5721
04-7152-2500

　江戸川台支店
●南流山支店
　おおたかの森支店

270-0111
270-0163
270-0138

流山市江戸川台東2-4
流山市南流山1-7-1
流山市おおたかの森東1-3-6

野田市

店舗外キャッシュコーナー
イオンノア店
東武梅郷駅東口
野田保健所そば
イオンタウン野田七光台内
小張総合病院正面玄関横
清水公園駅東口

8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
9：00～19：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

日土

平 日土

04-7125-2111
04-7125-4101

●野田支店
●梅郷支店

278-0037
278-0022

野田市野田283
野田市山崎1892

8：00～20：00平

店舗等一覧

店舗外キャッシュコーナー
マリンピア１階
ミハマ・ニューポート・リゾート内
幕張ベイタウン内パティオス11番街
メッセ・アミューズ・モール１階
イオンモール幕張新都心グランドモール１階
イオンスタイル幕張ベイパーク店1階

9：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
10：00～21：00
8：00～21：00
9：00～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

043-243-2121
043-278-1211
043-274-8911

●本店営業部
　真砂支店
●幕張テクノガーデン支店

261-0001
261-0011
261-8501

千葉市美浜区幸町2-1-2
千葉市美浜区真砂4-2-6
千葉市美浜区中瀬1-3 B-1

店舗外キャッシュコーナー
都賀かねたや家具店前 8：00～21：00平 日土

イコアス千城台 9：00～20：00平 日土

若葉区
043-231-0211
043-237-1711

　小倉台支店
●千城台支店

264-0006
264-0003

千葉市若葉区小倉台4-18-1
千葉市若葉区千城台南1-1-1

店舗外キャッシュコーナー
山王病院正面玄関横
ＪＲ稲毛駅東口
ジョイフル本田千葉店内

8：00～18：00
8：00～21：00
9：00～19：00

平 土

平 日土

平 日土

稲毛区
043-254-1111　稲毛支店 263-0043 千葉市稲毛区小仲台2-10-9

平 日土

店舗外キャッシュコーナー
ＪＲ千葉駅東口１階
千葉県庁新館５階ラウンジ内
千葉市役所１階
千葉大学医学部付属病院１階
柏戸病院正面玄関前
千葉そごう８階
ペリエ西千葉店内
仁戸名坂上バス停そば
JR千葉駅西口
寒風台バス停そば（旧白旗支店跡地）

8：00～21：00
8：45～18：00
9：00～17：00
8：00～21：00
9：00～17：00
9：00～20：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平

平

平 日土

日土

平 日土

日土平

平 日土

平

土9：00～18：00平

中央区
043-227-2141
043-227-6251
043-265-7111
043-265-1261

●千葉支店
　千葉駅前支店
●蘇我支店・白旗支店
　浜野支店

260-0014
260-0015
260-0834
260-0824

千葉市中央区本千葉町4-5
千葉市中央区富士見1-1-17
千葉市中央区今井2-10-4
千葉市中央区浜野町703-3

花見川区

店舗外キャッシュコーナー
ＪＲ新検見川駅構内
最成病院１階ロビー
イトーヨーカドー幕張店１階

8：00～21：00
9：30～17：00
9：00～21：00

平 日土

平

日土平

043-273-7181
043-274-2051
043-259-0281

　検見川支店
　幕張本郷支店
　花見川支店

262-0025
262-0033
262-0046

千葉市花見川区花園1-21-17
千葉市花見川区幕張本郷1-3-4
千葉市花見川区花見川3-27-101

昼休業時間 11：30～12：30
昼

緑区
043-292-5811
043-294-8621

　鎌取支店
●土気南支店

266-0031
267-0066

千葉市緑区おゆみ野3-23-7
千葉市緑区あすみが丘3-1-6

店舗外キャッシュコーナー
イオン鎌取店１階
ミスターマックスおゆみ野ショッピングセンター内 
イオンタウンおゆみ野１階
JR土気駅北口
あすみが丘ブランニューモール内
大椎台団地内
介護老人保健施設「総和苑」玄関横

9：00～21：00
10：00～21：00
10：00～21：00
8：00～21：00
9：00～21：00
8：00～21：00
8：00～17：00

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

日土8：00～20：00平

千葉市
美浜区

市川市
047-326-8111
047-335-3161

店舗外キャッシュコーナー
千葉商科大学３号館入口
ニッケコルトンプラザ内
京葉ガス記念館1階
行徳ガーデナー通り
曽谷バス停そば

9：00～17：00
10：00～21：00
9：00～17：00
8：00～21：00
8：00～21：00

土

日土
8：45～19：00
10：00～20：00
8：00～20：00

平

平

平 日土

平 日土

平 日土

●市川支店
　八幡支店

272-0034
272-0021

市川市市川1-3-18
市川市八幡4-4-10

・●は外貨両替取扱店、■は外国為替取扱店、   は昼休業実施店 　・ 　 平日、　 土曜日、　 日曜日・祝日の稼働時間です。印のない時間帯は稼働しておりません。
・ 店舗内キャッシュコーナーの営業時間　　　　　8：00～21：00 東京支店　  9：00～17：00

昼
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習志野市

店舗外キャッシュコーナー
日鉄SGワイヤ（株）習志野製造所入口横

●習志野支店 047-472-7111275-0011 習志野市大久保4-1-22

8：00～21：00平 日土

八千代市

店舗外キャッシュコーナー
ジョイフル本田八千代店入口横
イオンモール八千代緑ヶ丘１階
スーパーチェーンカワグチ米本店そば
村上中央商店街内

●八千代支店
　新八千代支店・米本支店
●勝田台支店・村上支店

047-484-2181
047-486-5511
047-487-3111

276-0031
276-0042
276-0020

八千代市八千代台北1-11-1
八千代市ゆりのき台4-1-15
八千代市勝田台北1-1-1

8：30～19：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

鎌ケ谷市

店舗外キャッシュコーナー
新京成鎌ヶ谷大仏駅ビル３階 

　鎌ケ谷支店 047-443-6911273-0122 鎌ケ谷市東初富6-9-24

8：00～21：00平 日土

白井市

店舗外キャッシュコーナー
白井ラパモール１階
トウズ白井駅前店駐車場内
白井聖仁会病院１階

　白井支店 047-491-1561270-1424 白井市堀込1-1-35

9：00～21：00
9：30～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

印西市

店舗外キャッシュコーナー
ジョイフル本田千葉ニュータウン店内
イオン千葉ニュータウン店1階
順天堂大学さくらキャンパス内 

　千葉ニュータウン支店 0476-46-1611270-1340 印西市中央南1-6-2

9：00～19：00
9：00～21：00
9：00～21：00

平 日土

平 日土

平 土

浦安市

店舗外キャッシュコーナー
　MONA新浦安１階

　浦安支店 047-354-3711279-0002 浦安市北栄3-26-17

8：00～21：00平 日土

木更津市

店舗外キャッシュコーナー
清見台2-7-20
イオンモール木更津１階

　木更津支店 0438-22-2156292-0831 木更津市富士見1-5-22

8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

富津市
店舗外キャッシュコーナー
ＪＲ青堀駅西口 8：00～21：00平 日土

君津市
　君津支店 0439-55-3011299-1151 君津市中野1-7-31

館山市

店舗外キャッシュコーナー
イオンタウン館山
オドヤスーパーセンター館山店
安房地域医療センター入口横

　館山支店  0470-22-4164294-0045 館山市北条1880-7

8：00～21：00
8：00～21：00
9：00～17：00

平 日土

平 日土

日土9：00～20：00平

鴨川市

店舗外キャッシュコーナー
亀田総合病院K棟１階
亀田総合病院クリニック棟１階
イオン鴨川店１階
亀田医療大学学生会館１階

●鴨川支店 04-7092-2221296-0001 鴨川市横渚1067-1

8：00～21：00
8：00～21：00
9：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平

日

土

平 土

平 日土

大網白里市
　大網支店 0475-73-2031299-3236 大網白里市みやこ野2-2-7

東金市

店舗外キャッシュコーナー
浅井病院入口横
八鶴湖入口

●東金サンピア支店 0475-52-6811283-0068 東金市東岩崎8-16

8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

茂原市

店舗外キャッシュコーナー
JR茂原駅東口
公立長生病院本館玄関横
茂原アスモ正面入口横

　茂原支店 0475-23-5111297-0022 茂原市町保1

8：00～21：00
9：00～17：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

土9：00～18：00平

カインズホーム茂原店正面入口横
茂原471-1

9：00～20：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

袖ケ浦市

店舗外キャッシュコーナー
主婦の友長浦店駐車場

　袖ケ浦支店 0438-62-7511

8：00～21：00平 日土

299-0261 袖ケ浦市福王台1-1-7
船橋市

店舗外キャッシュコーナー
ＪＲ船橋駅南口 
新京成二和向台駅ビル１階 
ＪＲ東船橋駅前 
Luz船橋店内 
ＪＲ西船橋駅南口前 
西友新北習志野店 
ららぽーとTOKYO-BAY南館１階

●船橋支店
　中山支店
　原木中山支店
　津田沼支店
　薬円台支店
　高根支店
　
　夏見支店

047-422-2145
047-334-1717
047-335-2121
047-475-2141
047-463-2221
047-467-2351

047-425-1551

273-0005
273-0035
273-0035
274-0825
274-0077
274-0814

273-0865

船橋市本町3-1-19
船橋市本中山1-8-7
船橋市本中山7-22-8
船橋市前原西2-13-16
船橋市薬円台5-5-14
船橋市新高根2-14-1

船橋市夏見4-23-35

8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

平 日土

昼休業時間 12：00～13：00
昼

勝浦市
　勝浦支店 0470-73-7811299-5225 勝浦市墨名651-1

昼休業時間 11：30～12：30
昼

いすみ市
　大原支店 0470-62-1131298-0004 いすみ市大原8757-1

昼休業時間 12：00～13：00
昼

8：00～21：00平 日土

市原市

店舗外キャッシュコーナー
千葉労災病院１階
マルエツ国分寺台店横
レオ市原店内
ヤックスドラッグストア姉崎店入口横

●辰巳台支店
　国分寺台支店
　光風台支店

0436-74-3391
0436-23-1011
0436-36-5211

290-0003
290-0074
290-0242

市原市辰巳台東3-9-2
市原市東国分寺台1-10-13
市原市中高根849-1

9：00～20：00
8：00～21：00
9：00～21：00
8：00～21：00

平

　五井支店 0436-22-1146290-0081 市原市五井中央西2-24-37

店舗外キャッシュコーナー
九十九里ホーム病院１階
カインズホームスーパーセンター八日市場店入口横 

　八日市場支店 0479-72-1561289-2144 匝瑳市八日市場イ2571

9：00～18：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

匝瑳市

店舗外キャッシュコーナー
旭中央病院１階

●旭支店 0479-62-0880289-2516 旭市口1251-1

8：00～21：00平 日土

旭市

東武新鎌ヶ谷駅改札横 8：00～21：00平 日土

ヤマダ電機市原店隣り
せんどう国分寺台店駐車場内

8：00～21：00平 日土
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店舗News

千葉市が推進するシェアサイクル事業に賛同し、本店営業部
ＡＴＭコーナー横へのシェアサイクルステーション（専用駐輪設備）
設置に協力いたしました。
千葉市では、「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」に基

づき、公共交通の機能を補完する新たな交通サービスとして、
市民や来街者の利便性・回遊性向上や地域活性化等を目的に、
シェアサイクル事業を推進しています。

本店営業部に
シェアサイクルステーション設置

茂原支店は、茂原駅高架下商業施設「アルカード茂原」内に
移転いたしました。相談ブースを拡充し、コンサルティング機能を
強化しております。またデジタル化を推進し、口座開設等のお手
続きができるタブレット端末を設置することで、お客さまの利便性
向上を図っております。

茂原支店の店舗移転

両替出張所（外貨両替）
0476-33-2905282-0004 成田市古込字古込1-1 成田国際空港

第２ターミナルビル内１階
●成田空港
　第２出張所

●成田空港
　出張所

0476-33-1701282-0011 成田市三里塚字御料牧場1-1 成田国際空港
第１ターミナルビル内４階南ウイング

店舗外キャッシュコーナー
カスミ八街店駐車場
イオン八街店内

　八街支店 043-443-8811289-1115 八街市八街ほ224-21

8：00～21：00
8：00～21：00

平 日土

平 日土

八街市

店舗外キャッシュコーナー
ライフ佐倉店入口横
ユーカリプラザ２階

　佐倉支店 043-486-3141285-0811 佐倉市表町3-2-4

8：00～21：00
10：00～21：00

平 日土

平 日土

佐倉市

店舗外キャッシュコーナー
ジョイフル本田富里店内宝くじ売場横 9：00～19：00平 日土

富里市

店舗外キャッシュコーナー
成田ユアエルム１階
イオンモール成田１階
イオンタウン成田富里店１階

●成田支店
　成田西支店

0476-22-1231
0476-26-2131

286-0033
286-0017

成田市花崎町533-2
成田市赤坂2-1-37

10：00～21：00
9：00～21：00
9：00～21：00

平 日土

平 日土

平 日土

成田市
　佐原支店 0478-52-3181287-0003 香取市佐原イ74-18
香取市

店舗外キャッシュコーナー
ココス松岸店駐車場

●銚子支店 0479-22-8050288-0041 銚子市中央町15-5

8：00～21：00平 日土

銚子市

東京都
■東京支店

　西葛西支店

103-0012

134-0088

東京都中央区日本橋堀留町2-3-3 
堀留中央ビル5階
東京都江戸川区西葛西6-10-6
第二中兼ビル5階

03-5695-1311

03-6808-6416

昼休業時間 11：30～12：30

昼

ちば興銀コンタクトセンター

ちば興銀ホームページ

9：00～17：00（　　　　を除きます）土 祝日

043-203-4612（通話料はお客さま負担）携帯電話は
こちらから

0120-89-7850（音声ガイダンス2番）

　千葉ローンプラザ
　柏ローンプラザ
　津田沼ローンプラザ

千葉駅前支店内２階
柏支店内２階
津田沼支店内２階 

043-227-6791
04-7167-6163
047-475-2541

日土 10：00～17：0010：00～18：00営業時間 平
ローンプラザ

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/
ちば興銀 検 索

■ シェアサイクル利用方法の詳細については
　 千葉市のホームページをご覧ください。
https://www.city.chiba.jp/
sogoseisaku/miraitoshi/tokku/
share-cycle_riyouhouhou.html

バンクは      チ  バ  コ  ウ

（2021年6月30日） 新店舗イメージ図



■プロフィール（2021年3月31日現在）

名　　　称 株式会社千葉興業銀行
 〔英文表示〕 
 The Chiba Kogyo Bank, Ltd.

本店所在地 千葉市美浜区幸町二丁目１番2号

設立年月日 1952年1月18日（営業開始：1952年3月3日）

資　本　金 621億2,053万3,949円

店　舗　数 74店舗（県内72店舗、
 都内2店舗）

従 業 員 数 1,342名

21

■株式のご案内

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
配当受領株主
確定日

期末配当：毎年3月31日
中間配当：毎年9月30日

定時株主総会 毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催

100株

基準日

単元株式数

公告方法

定時株主総会については、毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日

電子公告
（当行ホームページ https://www.chibakogyo-bank.co.jp/）
ただし、事故その他の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、日本経済新聞に掲載いたします。

株式事務
取扱場所

株主名簿
管理人

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

同事務
取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店 証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座
管理機関）

みずほ信託銀行株式会社
お問い合わせ先（郵便物送付先）
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-288-324
ご利用時間 9：00～17：00 土・日・祝日除く

単元未満株式の
買取請求について

単元未満株式をご所有の場合、その単元未満株式を当行が
買い取らせていただく制度（買取制度）がございますので、どう
ぞご利用ください。
特別口座に記録された株式の買取請求については、上記株
主名簿管理人（特別口座管理機関）において受け付けており
ます。また、証券会社等の口座に記録された株式の買取請求
については、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

特別口座株式の
ご売却について

特別口座にて管理されている単元株式を売却されるには、事
前に証券会社等の口座を開設し、その後振替手続を行ってい
ただく必要があります。お手続き等の詳細は上記株主名簿管
理人（特別口座管理機関）にお問い合わせください。

日頃のご支援に感謝の意をこめて、ご優待制度をご用意して
おります。
2021年3月31日現在で、千葉興業銀行の株式を100株以上
所有されている個人・法人の株主さまを対象に「株主優待定期
預金」の制度をお取扱いしております（2021年7月1日～2022年
3月31日）。
「さわやかハロー24」（※）ともども、ご利用くださいますようお願い
申し上げます。
（※）「さわやかハロー24」：当行の株主さまに無料で、健康や医療に関するご相談

をベテランの医師などが電話でお受けするサービスです。健康・医療相談のほ
か、夜間・休日診療の医療機関のご案内、医療機関情報のご提供、介護など
シルバー情報のご提供についてご利用になれます。

■株主優待制度
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〒261-0001 
千葉市美浜区幸町二丁目1番2号
TEL.043-243-2111（代表）
https://www.chibakogyo-bank.co.jp/
2021年6月発行




