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本誌は池田泉州ホールディングスグループをもっと便利にご利用いただくことを目的に

発刊いたしました。当社グループは、地域の皆さまとの“ご縁”と“リレーション”を大切に、

地域活性化に資する取組みを全力で進めております。

本誌をご覧いただき、お役に立てそうなことがありましたらご相談いただければ幸いです。
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百舌鳥・古市古墳群

特集　インバウンド効果で大阪観光急上昇

Hello OSAKA!

地域の皆さまの働き方改革をサポート

Vol.1 地域の文化・スポーツを応援する
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ランくん
好奇心いっぱいのいたずらっ子。
おちゃめなダンスでみんなを楽しませるのが得意。

ラブちゃん
オシャレ大好きなおませさん。

かわいいダンスでみんなを笑顔にするのが得意。

ファミリア生まれの 「ラン&ラブ」が
イメージキャラクター に加わりました。
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『SIHD MAGAZINE』発刊にあたって

この度、池田泉州ホールディングスでは、魅力ある 
「地域情報」を発信するとともに、私どもの日頃の取組み 
を広く知っていただくため、『SIHD MAGAZINE』を
発刊いたしました。
私どもは、かねてより『地域が成長して初めて池田泉
州ホールディングスも成長できる』との認識の下、 
地域活性化に向けて、さまざまな取組みを実施しており 
ます。

私どもの取組みの中には、銀行らしからぬユニークな
ものもございますので、本誌では、それらをご紹介し
てまいりたいと存じます。

地元経済の現状と課題

私どもの営業エリアである大阪ベイエリアは、東京都
に匹敵する人口や事業所が集積し、３つの空港と４つ
の政令指定都市がある、魅力的で、非常に特色豊かな
全国有数の恵まれたエリアです。
昨今では、インバウンド需要が旺盛で、関西国際空港
でLCC第２ターミナルがオープン、各地でホテルの建設 
が進むなど、活況をきたしております。また、統合 
型リゾート（IR）・大阪万博誘致など将来に亘って楽し
みな大型イベントも目白押しです。
他方では、大企業本社の東京移転、東京への一極集中
が進むとともに、エリアの人口減少・高齢化が一段と
進行しております。このエリアは全国有数の中小企業
が集積している地域ですが、地域の中小企業オーナー
の高齢化も深刻な問題です。

ト
ッ

プ
ー

ッ
セメ ジ

地域金融
グループの
成長力へ

地域のパワー・
ポテンシャル

地域力の拡大

地域活性化
への貢献

地域への
貢献力・

影響力向上

地域との「共存共栄」サイクル

“ 関西 No. １のリレーションシップ 
地域金融グループ ” を目指して
創業のこころ『親切で・新しい』
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本誌では、幅広いネットワークを活用したさまざまな
取組み事例を掲載しておりますので、こんなこともや
っているのかという目線でご覧いただければ幸いです。

最後に

私どもは、これからも幅広いネットワークを使い、地
域の中小企業をサポートし、私どもの取組みが地域の
活性化の一助になるよう全力で取り組んでまいります。
今後も、皆さまと一緒に、この地域の活性化に資する
取組みを進めていきたいと考えておりますので、ご支
援ご愛顧のほどよろしくお願いします。

地域の中小企業の元気を応援

私どもは、将来に亘って、この地域を一層盛り上げて
いくには、地域の中小企業にもっと元気になっていた
だくことが必要だと考えております。
地域の中小企業をサポートする、それが私どもの役割
であり、使命でもあります。
中小企業の抱える悩みや課題は千差万別、当然それぞ
れ違います。全ての中小企業に効く万能の処方箋のよ
うなものはなく、資金を供給するだけでは何も解決で
きません。また、私ども銀行だけでできることも限ら
れております。

産学官金労言のネットワークを活かして
“地域”創生を

私どもは、「たとえ銀行だけではできなくとも、地域全
体で知恵を出し力を出し合えば、可能性は無限になる」
と考えております。
銀行がハブとなり、地域の「産」「学」「官」「金」「労」

「言」、さまざまなネットワークを駆使することで、私
どもが地域の中小企業のお役に立てる幅は格段に拡大
します。

池田泉州ホールディングス社長

藤田 博久

地域の未来 を考える
地元の未来を豊かにす るために出来ること

経営理念
「幅広いご縁」と「進取の精神」を大切に、
お客様のニーズに合ったサービスを提供し、地域の皆様に「愛される」 金融グループを目指します。

経営方針
（1）  人と人とのふれあいを大切にし、誠実で親しみやすく、お客

様から最も「信頼される」金融グループを創ります。
（2）  情報収集と時代の先取りに励み、先進的で高品質なサービス

の提供によって、地域での存在感が最も高い金融グループを
創ります。

（3）  健全な財務体質、高い収益力、経営効率の優位性を持つとと
もに、透明性の高い経営を行い、株主の信頼に応えます。

（4）  産・学・官のネットワークを活用し、様々なマッチングを通
して、「地域との共生」を進めます。

（5）  法令やルールを厳守し、環境に配慮した企業活動を行うこと
によって、社会からの信頼向上に努めます。

（6）  グループ行員に、自由闊達に能力を発揮し、また能力向上を
図れる職場を提供するとともに、よき市民としての成長を支
援していきます。

［東京圏に移転した企業の転入元］

道府県
2016年

件数 構成比（％）
1 大阪府 75 ⬆ 24.2
2 愛知県 31 ⬆  10.0
3 北海道 20 ⬆  6.5
4 茨城県 19 ⬇  6.1
5 静岡県 17 ⬆  5.5
6 福岡県 16 ⬇ 5.2
7 山梨県 13 ⬆ 4.2
8 宮城県 12 ⬆ 3.9
8 群馬県 12 ⬇ 3.9
8 兵庫県 12 ⬆ 3.9

［インバウンド消費］

出典：帝国データバンク「１都３県・本社移転企業調査（2016年）」
※ 矢印は前年と比較した構成比の増減を表す
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地域との
共存共栄を目指して
産学官金労言のネットワークを活かし、我々の使命である
“ 地域 ” 創生を進めていきます。

■ 産業界　 P7、P9、P15 へ

■ 大学・研究機関　 P7、P9 へ

■ 政府・地方公共団体
　 P7、P9、P15 へ

P19 へ

■ 労働界　 （働き方改革）　 P17 へ

■ マスメディア　 P11 へ

■ 金融機関



　樹脂が硬化することについて、これまでは硬化前と硬化
後とにおける違いの評価手法に留まっていたのに対して、広
く産業分野において樹脂の硬化状況を連続的に把握するこ
とが必要とされていることから、同社が独自に改良を続け
てきた「樹脂が硬化する際の収縮率を連続的に測定する測
定方法」について、標準化を進め
ています。
　弊行は、本件を機とした今後の
企業規模拡大を見込み、人材マッ
チングを行うなど、継続して同社へ
のサポートを実施しています。

　水素社会の実現に向けて整備が進められている水素ス
テーション用の容器に関して、より高い安全性への対応
が期待されるアルミライナーに炭素繊維強化プラスチック
(CFRP) を用いた「高性能複合蓄圧器の性能特性評価等」
について、標準化を進めています。
　弊行は、ものづくりサポートの
一環として技術マッチングや、人材
マッチングを行うなど、継続して同
社へのサポートを実施しています。

地域の皆さまのものづくりを
サポートいたします
池田泉州銀行では、地域の元気を応援するため、
さまざまな形で「ものづくり」をサポートしております。

「ものづくりサポート」 「創業サポート」

pick up

地元企業の優れた技術・製品を全国・世界へ

池田泉州銀行の「標準化サポート」
　標準化の活用は、新しい技術や優れた製品を速やかに普
及させるための重要なビジネスツールです。経済産業省は
中小企業の皆様の標準化の活用を応援するための「新市場
創造型標準化制度」を創設しています。
　池田泉州銀行は、同制度の地元中小企業の皆様への普及
を目的に、「標準化活用支援パートナー機関」として標準化
のサポートを行っています。平成 28 年３月に全国第１号案
件をサポートして以来、これまでに３件をサポートしていま
す。
　今後とも、池田泉州銀行は、優れた技術を持つ中小企業
の皆様の研究開発から市場化までトータルでサポートして
まいります。

当行支援
2 件目

当行支援
3 件目

平成 28 年 10 月11日

株式会社アクロエッジ様

先進テクノ推進部　
谷川　雄紀

先進テクノ推進部　
松浦　建

企業と学生を結ぶ
高等職業技術専門校
合同企業説明会を開催

優れた技術を持つ学生とものづく
り企業との出会いの場を創出する
ことを目的に合同企業説明会「企
業研究セミナー」の開催などの取
組みを行っております。

平成 28 年 11月 30 日

サムテック株式会社様
　誰もが共通に使うルールや仕様など「標準」を作って活用
することが「標準化」です。標準化は製品の互換性確保・仕
様統一や新しい技術・製品の性能評価方法が対象になります。

例：乾電池の場合
Before After

標準化とは？

標準化することで
用途が拡大！

独自仕様では
用途が限られる…

疑問解決やポイントをご紹介
補助金説明会を開催

公的機関による各種補助金など各
種説明会を開催することで補助金
交付に向けた各種サポートを行っ
ております。

皆さまの悩み・不安を解消
創業サポートセミナー

創業時における悩みごとを解決するため、
創業者のためのセミナーを適宜開催してお
ります。

皆さまの創業を応援する
助成金サポート

平成 15 年度より新規性・独創性あるビジネスプ
ランに対して、助成金をお贈りし、地域の皆さま
の新たなビジネスのお手伝いを行っております。

シーズと産業界の橋渡し
大学発ベンチャー向け
投資ファンド

関西の主要大学と連携した投資ファンドを通じ
て、大学発のベンチャーに投資を行っております。

皆さまのビジネスチャンスに
スピーディーに応える
公的機関とのサポート

産業技術総合研究所など、大学・公設試
験研究機関との連携ネットワークを生か
し、共同セミナーの開催など地域のイノ
ベーションの創出をサポートしております。

創業
サポート

ものづくり
サポート 標準化

サポート

pick up

A 社の製品

C 社 D 社

B 社の製品

A 社

E 社

B 社

F 社

標準化

産 学 官

平成 29 年 10 月 23 日、池田泉州銀行は、
地元中堅・中小企業へのサポートとして取
り組んでいる工業製品の標準化推進の活
動が評価され、経済産業省が実施する平
成 29 年度工業標準化事業表彰において、

「産業技術環境局長表彰」を受賞いたしま
した。

金融機関初 !
平成 29 年度工業標準化事業

「産業技術環境局長表彰」受賞！
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地域との共存共栄を目指して



ビジネス・
エンカレッジ・
フェア2016

関西のものづくりが未来を描く

池田泉州銀行は、地元関西の「仕事の創造」、「競争力の
強化」のお役に立ちたいという想いのもと、2000 年よ
り「ビジネスマッチングフェア」を開催してまいりました。
2011 年からは、「ビジネス・エンカレッジ・フェア」
と改め、それぞれのお取引先さまが持つ、特徴ある技術、
製品やサービス等の発信の場としてお役立ていただいて
います。

開催概要

出展分野
1  環境・省エネ　 2  医療・健康　 3  先端産業　
4  防災・セキュリティ　 5  新市場創出

出展機関
企業：126 社　公的機関：33 団体　大学：18 校　高専：7 校

特別企画
A    池田泉州銀行提供ラジオ番組「日本一明るい経済電波新聞」

公開収録
B  公的補助金等活用相談コーナー
C  熊本県・鳥取県物産展　など　 復興応援

ステージプログラム
11/9（水）

●   平成 28 年度ニュービジネス助成金 授与式
●   池田泉州銀行提供ラジオ番組 
「日本一明るい経済電波新聞」公開収録 
ゲスト：コシノ ヒロコ 氏 （ファッションデザイナー）

●   『仕事をつくる』 
講師：安藤 忠雄 氏 （建築家／東京大学特別栄誉教授）

11/10（木）

●   『ロボット革命の期待と課題』 
講師：本田 幸夫 氏

●   『野球、人生、教育、夢などをテーマとしたトークショー』 
講師：赤星 憲広 氏 （野球解説者）

日本一明るい経済電波新聞
公開収録

ニュービジネス助成金 
“地域創生”大賞授与の様子

熊本県・
鳥取県物産展 2F フロアイメージ

VR( バーチャルリアリティ )
体験ゾーン

“ くまもん ” も奮闘

A B

C

元阪神タイガース 
赤星氏の講演

公的補助金等
活用相談コーナー

引退後も社会貢献活動を
積極的に行う赤星さんに、

夢や人生について
語っていただきました。

地域創生大賞受賞企業は
「株式会社OKファイバーテクノロジー」。

関西のものづくりを元気にする
ビジネスを期待しています！

来場者に大人気のくまもん。
製品の PR も一生懸命手伝って

くれました。

書類の作成から申請方法までを
トータルサポート。

震災に負けない
熊本・鳥取の魅力を
大いに発信しました。

 声の主

2017 年も
「ビジネス・エンカレッジ・フェア
2017」を開催しました！
日時：平成 29年11月８日（水）、９日（木）
場所：マイドームおおさか
　出展企業数　205 社
　来場者数　9,600 人

イベント担当：先進テクノ推進部　青田　強

昨今、企業間連携や産学官連携を積極的に進める“オー
プンイノベーション ” の重要性がますます高まってい
ます。本フェアは、企業のご出展に加え、大学・研究
機関等が持つ先進的な技術、シーズが一堂に会するこ
とも特徴のひとつです。普段は中々触れ合うことのな
い産・学・官の出会いの場として、多面的なビジネス
チャンスの創出につながっていると実感しています。

3F フロアでも多数のイベントを開催しました

ゲストはトップデザ イナーの 
コシノヒロコさん。夢に向かって 
前進する挑戦などビジネスに役立つ

お話をお聞きしました。

▲

番組の詳細は P11 へ

出展企業数
114 社

5,700 人
来場者数

出展企業数
205 社

9,600 人
来場者数

産 学 官

2000 20092004 20132002 20112006 20152001 20102005 20142003 20122007 20172008 2016

2000年

2017年
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池田泉州銀行では、関西の元気な中小企業を
紹介するラジオ番組「日本一明るい経済電波
新聞」を提供しています。
毎回、中小企業の社長に出演いただき、成功
事例や失敗事例を交えながらその会社の歴史
やビジョンについて話していただくとともに、
地域に関わる情報やビジネスに役立つ情報を
ご紹介しております。

日本一明るい経済新聞編集長
昭和２３年１０月２９日生まれ大阪府出身 
昭和４６年３月　関西大学社会学部マスコミ学科卒 

大阪商工会議所会員紙「大商ニュース（日本一明るい企業情報）」編集協力。 
平成２２年７月から吉本お笑い総合研究所コンサルティングフェロー、
NHKテレビ「おはよう関西」元気な中小企業コーナーに出演中。

Profile

竹原 信夫
編集長

高井 美紀
アナウンサー

MC アシスタント

MBSアナウンサーProfile

1967 年 12 月 28 日生まれ　兵庫県出身 
1990 年　ＭＢＳ入社 

ほかの担当番組は、「子守康範　朝からてんコモリ（金）」「住人十色（土）」
「皇室アルバム（日）」「ザ・リーダー（第二日）」
食べ歩きと猫に夢中。いつも鼻歌を歌っている！と言われる。

出演
企業
の

声
リスナーの声

応援するラジオ
関西の� を元気

MBSラジオ（AM1179 / FM90.6）
毎週日曜日　AM8：30～放送

日本一明るい経済電波新聞の
ホームページはこちらから

http://www.mbs1179.com/akarui/URL

過去の放送も
聴けます！

メッセージ
募集中！

みなさんからの
ご意見ご感想も
募集しております。

〒 530-8304 ＭＢＳラジオ
「日本一明るい経済電波新聞」

おはがき

akarui@mbs1179.com
メール

関西
の“
ええ
とこ
”“
ええ
もん
”を

紹介
する
ラジ
オC
Mを
放
送中
！

詳しくは
次ページへ！

（60 代：男性）

日曜日の朝に、いろんな分野で活躍
されている企業さんのお話を聴いて、
刺激をいただいています。自分の働い
ている分野とは違う企業さんの話を
聴く機会はないので、とても新鮮です。
また、番組の合間に流れるＣＭが関
西や大阪の活気を感じることができ
て、元気をもらいます。

（50 代：女性）

いつも楽しみに聴かせても
らっています。 竹原さんの 
インタビューにはほっこりし、
ゲストの方のお話は、気付か
される事も多く、とても興味
深く面白い番組です。

大阪府Ａ社

リスナープレゼントに対し多数の
応募があり驚いた。
収録後、取引先からの評価が高
くなったが、それ以上に社員や
その家族からの反響もすごく、
社員の結束が深まり意識高揚に
も役立った。

言
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大阪、そして関西を再発見！
1 分間でほっこり観光気分。

あの場所、あの味、あのモノを
ご紹介する CM ギャラリーです。

百舌鳥エリア・古市エリアには、4 世紀後半から 6 世紀前半にかけて 200 基
を超える古墳が築造され、現在でも 89 基の古墳が残っています。

京
KYOTO

都

兵
HYOGO

庫

大
OSAKA

阪

17  甲子園編
16  灘五郷編

18  三田永沢寺花しょうぶ園編
19  神戸北野異人館街編
20  鴨川納涼床編

3  逸翁美術館編

5  大阪天満宮編

8  黒門市場編

11  岸和田だんじり祭編
12  花火編
13  河内ワイン編
14  堺泉北臨海工場地帯編
15  海水浴場編

10  岸和田編
9  百舌鳥・古市古墳群編

7  町工場編
6  御堂筋イルミネーション編

4  摂津峡編

2  箕面公園編
1  妙見山編 ● 昆布編

● 大阪寿司編
● 水なす編
● 真田幸村編
● 河内音頭編
● えべっさん編
● ふぐ編
● 八尾若ごぼう編

日本最大の仁徳天皇陵古墳
は、世界最大級の墳墓です。
エジプトのクフ王のピラミッ
ドや中国の秦の始皇帝陵と比
べてみても、大きな規模であ
ることがわかります。

世界と比べると…

全長 約486m 約230m 約350m

高さ 約35.8m 約146m 約76m

体積 約140万㎥ 約260万㎥ 約300万㎥

巨大な古墳が集中！特徴 1

古墳には、さまざまな形のものがあります。
百舌鳥・古市古墳群の特徴として、「大型の前方後円墳が集中して造営されていること」や、「大小さまざまな形をした古墳がある
こと」があげられます。

種類がさまざま！特徴 2

世界文化遺産を大阪に

百舌鳥・古市 古墳群 大阪南部の堺市の「百舌鳥」と羽曳野市・藤井寺市の「古市」の 2 つの
エリアからなる巨大古墳群です。

百舌鳥・古市古墳群とは？
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仁徳天皇陵古墳 応神天皇陵古墳

墳丘長国内古墳の大きさランキング

仁徳天皇陵古墳 クフ王のピラミッド 秦の始皇帝陵

古墳豆知識

円形の古墳。
日本の古墳では一番多い形状
です。

四角形の古墳。
古墳時代を通してつくられてい
ますが、古墳時代後半（6 世紀
末以降）には、大王の墓も方
墳に変わっていきました。円墳

円（円墳）と四角（方墳）を連結
させたような形で、上から見ると
鍵穴の形をしています。
代表的なものには、日本最大の
仁徳天皇陵古墳があります。
巨大な古墳のほとんどは前方

後円墳で、古墳時代を通して造られましたが、これは日本独自
の形状で、なぜこのような形になったのかはわかっていません。

前方後円墳

方墳

前方後円墳の一種で、前方部
を短くした古墳です。
主に、古墳時代の中期に造ら
れています。
一説では、前方後円墳のよう
な前方部をつけることを、大

王にやめさせられたことが原因でこのような形になったと考え
られています。

帆立貝形墳

池田泉州ホールディングスも世界文化遺産登録を応援します！

仁徳天皇陵古墳（堺市） 486m

応神（おうじん）天皇陵古墳（羽曳野市） 425m

履中（りちゅう）天皇陵古墳（堺市） 365m

ニサンザイ古墳（堺市） 300m

仲姫命（なかつひめのみこと）陵古墳（藤井寺市） 290m

1

2

3

CMはこちらから聴けます！
http://www.mbs1179.com/akarui/cm/

ラジオCM放送中！
ラジオCMギャラリー

堺市提供 羽曳野市提供

百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議提供

百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議提供

も ず ふ る い ち

14

11

言

古墳 PR 動画を 
ホームページへ掲載

  「百舌鳥・古市古墳群」の世界文化
遺産登録を応援するための PR 動画
を池田泉州銀行 HP に掲載。（動画
再生 1 回につき 1 円寄付）

「百舌鳥古墳群」を巡る
ツアー開催

  関連会社の自然総研主催で、堺の古
代文化遺産「百舌鳥古墳群」を堺観
光ボランティアガイドのご案内で巡
るツアーを開催。

「世界文化遺産登録応援
融資ファンド」の設定

  ファンド実行額の 0.02％を寄付

天引投信積立キャンペーン

  キャンペーン期間中の新たな天引投信
積立１件につき100 円を寄付

名刺にシンボルマークを表記

  堺市・羽曳野市・
藤井寺市の店舗
職員の名刺にシン
ボルマークを追加

堺支店
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■ 関西国際空港の入国者数

▲  大阪観光局と「観光振興に関する連携協定」締結▲  民泊サービスの本格展開をサポート▲  自動外貨両替機の設置

池田泉州銀行では、“地域”創生、地域活性化に
向けて、地域の観光を応援しています。

2位　大阪城
3位　ユニバーサルスタジオ

4位　梅田スカイビル空中展望台
5位　観覧車（HEP FIVE、天保山）

関西国際空港の入国者数は
年々大きく増加。

池田泉州銀行では、地域の皆さま、海外からの旅行者の皆さまの両替ニーズに対応するため、
さまざまな場所に自動外貨両替機を設置しています。

池田泉州銀行は、2025日本万国博覧会誘致委員会
「オフィシャルパートナー」として、万博誘致を応援します。

店舗名 住　所 営業時間 取扱通貨数

なんば 大阪市中央区難波5-1-60
南海電鉄難波駅構内ラピート乗り場すぐ横

6:30～22:00
(年中無休)

販売   7通貨
買取 12通貨

神戸
ベイ・シャトル

神戸市中央区神戸空港10番
神戸空港島「海上アクセスターミナル

（神戸－関空ベイ・シャトル）」公共待合所
6:30～22:00

(年中無休)
販売   7通貨
買取 12通貨

川西
川西市栄町20-1

（阪急宝塚線川西能勢口1階川西支店
ATMコーナ内）

平日　 7:00～21:00
土日祝 8:00～21:00

（年中無休）
販売   7通貨
買取   8通貨

からすま京都ホテル 京都市下京区烏丸通四条下ル
からすま京都ホテル 1階

9:00～21:00
（年中無休） 買取 12通貨

2013～2016年度の関西の
年平均成長率1.2％中

0.2％が
インバウンド消費の効果！

出典：日本銀行　関西におけるインバウンド消費の経済効果

出典：大阪観光局 平成28年度 関西国際空港 外国人動向調査結果

インバウンド効果で大阪観光急上昇

Hello OSAKA!
特 集

訪れた場所ランキング
外国人観光客の方に聞いた

大阪は
ええとこ、ええもん

いっぱい！

2013年 2014年 2015年 2016年

202
269

409

661

池田泉州銀行の取組み

宿泊需要の大幅な高まり
〈外国人延べ宿泊数（1日当たり）〉

2012年

1.7万泊

3.1万泊増！ 2016年

4.8万泊

経済効果
約1.9兆円

成田空港を上回ったことも!
格安航空会社（LCC）の
増便などにより、
インバウンドが急増。

■ 2017年8月
1位 関西国際空港 61.5万人
2位 成田国際空港 60.4万人

出典：総務省統計局 港別出入国者数

道頓堀（心斎橋・難波）1位

大阪万博も
誘致

（単位：万人）

おかげさまで

外貨両替

地銀No.1
2016年度 当社調べ

◆開催概要

◆テーマ

【開催期間】 2025年５月３日～11月３日 
 全185日間

【開催場所】 夢洲（大阪・関西）
【入場者想定規模】 約2,800万人～3,000万人

『いのち輝く未来社会のデザイン』�
（Designing Future Society for Our Lives）

サブテーマ： 
◆多様で心身ともに健康な生き方 
◆持続可能な社会・経済システム

そ
の
結
果
…

産 官

16SIHD MAGAZINE15 SIHD MAGAZINE

地域との共存共栄を目指して



地域の皆さまの
働き方改革を
サポート

地域の皆さまの
働き方改革を
サポート

池田泉州銀行のダイバーシティ推進プロジェクト

大阪労働局と「働き方改革にかかる包括連携協定」
を締結しました

大阪大学へ出向

地元大学発の研究成果を用いた新たなビジネス創生への取組み
　私は大阪大学産学共創本部に出向しており、学内のさまざまな研究成果をベンチャー
企業として事業化するため、さまざまな支援活動を行っています。
　地域経済の発展には新たなビジネス創出が欠かせません。関西に密集する研究機関か
ら生まれる先進技術への期待は非常に大きくなっています。
　大阪大学は、民間金融機関（銀行・ベンチャーキャピタル等）等と緊密に連携してお
り、有望な学内研究シーズの発掘・育成や、起業家人材等のネットワーク作りに取り組
んでいます。

田邊　秀聴

殿垣　佑允

池田市役所へ出向

出向先において地域に貢献
　私は池田市役所総合政策部政策広報課に出向しており、市政の基本計画や重要施策の
企画立案、また広報誌等による市政情報の発信などの業務を行っています。
　池田市では「10 万人総活躍のまち池田」の実現に向け、市内各地域の特色を生かした
活力ある中長期的なまちづくり構想の策定と総合計画の一部見直しを予定しています。
　これらの策定支援を通じ、地域とのネットワーク深化を図り、地域の活性化に貢献で
きるよう今後も取り組んでいきます。

さまざまな “ 働き方 ”で地域に貢献！！
出向者の声を紹介します

銀行初！

ダイバーシティ推進室長
井戸元　勇二

大阪労働局と連携し、地元中小企業に対して働き方改革、
労働生産性向上に向けた助成金制度、その他国の施策・方
針についてアドバイスを行います。

人材活躍応援融資 “ 輝きひろがる ” の取扱いを
開始しました

「健康経営」や「働き方改革」を実践する中小企業を対象
にご融資の金利を当行所定金利から年 0.10％金利を優遇
します。

働き方を考える企業を応援します！

ご利用いただける方

以下どちらかに該当する中小企業者

1 ～ 5 いずれかの認定取得
1：健康経営優良法人
2：「くるみん」もしくは「プラチナくるみん」
3：えるぼし
4：ユースエール
5：大阪市女性活躍リーディングカンパニー

※   雇用関係助成金、業務改善助成金、職場意識改善助成金、受動喫煙
防止対策助成金、小規模事業場産業医活動助成金、ストレスチェッ
ク助成金、職場環境改善計画助成金、心の健康づくり計画助成金

労働局が取扱う助成金※の受給

知見を交換

地元中小企業

大阪労働局 池田泉州銀行

● 助成金制度等のアドバイス
● 大阪労働局の広報・啓発

池田泉州銀行の取組み

ダイバーシティ推進室長に聞く！！

Q. なぜ池田泉州銀行ではダイバーシティ推進をするの？

A.  業績・競争力を維持・向上させ、企業として持続的に

成長し、地域の皆様のお役に立つためです。

当行では、多様化するお客様のニーズに対応するためには、

従来の枠にとらわれない「新たな人材の活用」「新たな働

き方」が必要不可欠だと考えています。

多様な人材が活躍でき、それぞれの職員が 100％の実力

を発揮することが出来る環境を整えていきます。

Q. 取組みの成果は？

A. 外部機関より幾つか表彰や認定を受けました。

「大阪市女性活躍リーディングカンパニー市長表彰」では、

女性が働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組む企業

として、大阪市内に事業所を持つ金融機関としては初めて

「最優秀賞」を受賞しました。

また、女性活躍推進法に基づく優良企業「えるぼし」認定

において、最上位「三つ星レベル」の取得に加え、本年 7

月には、厚生労働大臣が「子育てサポート企業」を認定する

「くるみん認定」も取得しました。池田泉州銀行は、これか

らも多様な人材の育成

と活躍を推進すること

で、企業価値の向上と、

お客さまへのより質の

高い金融サービスの提

供を図っていきます。

Q. 具体的にはどんな取組みをしているの？

A. ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組みを紹

介します。女性の育児休業からの早期復帰や男性の育児参

画への期待を込めて、職員のお子様誕生祝いとして頭取の

直筆メッセージカードを贈っています。

また、Kids バンキングカレッジ

と称して職員家族の職業体験

イ ベ ン ト を 実 施 し て い ま す。

ほかにも、仕事と介護の両立や

イクボスをテーマとしたセミ

ナーや、夫婦参加型のセミナー

などを開催しています。

労
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　池田泉州 TT 証券は、金融リテラ
シー向上を目的に、日本証券業協会
のご協力のもと、小学校への「出前
授業」を行っております。平成 29
年６月には、堺市立登美丘西小学校
において、６年生を対象に株式会社
の仕組みやお金の流れ（資金調達）
を体験する「出前授業」を行いました。

　平成 29 年 11 月に宝塚歌劇団を退団する宙組娘役 伶美 うらら（れいみ う
らら）さんに代わり、新しいイメージガールに宝塚歌劇団星組 有沙 瞳（ありさ 
ひとみ）さんを起用いたします。

　池田泉州銀行では、宝塚歌劇団の創設者である小林一三翁が旧池田銀行の相談役であったご
縁もあり、昭和 43 年より、宝塚歌劇団からイメージガールを起用。
　有沙 瞳さんは、池田泉州銀行で 3 代目（旧池田銀行から合わせて第 11 代目）のイメージガー
ルになります。

～池田泉州 TT 証券 
金融リテラシー向上への取組み～

小学校への「出前授業」
に協力

～池田泉州銀行 新イメージガール決定～

宝塚歌劇団 星組娘役 有沙 瞳さんを起用！

　平成29年5月13日(土)・14日(日)に、池田泉州銀行本店がある梅田・
茶屋町一帯をハリウッドのように華やかに盛り上げるイベント「チャリ
ウッド 2017」が開催され、今年から池田泉州銀行も参加。
　銀行をもっと身近に感じていただくことをテーマに、「クイズ！チャリ
ウッド経済甲子園」と題した「お金」にまつわるクイズ大会や「樹海迷路」、

「1 億円（模擬紙幣）持ち上げ体験」などを行いました。

チャリウッド
　「チャリウッド」とは、茶屋町を舞台に、訪れた人が、
現実の街や施設を “ ステージやスタジオセット ” として
利用する、新しいスタイルの回遊型エンタテインメント
企画です。例年、約 18 万人が訪れており、茶屋町エリア
の商業施設・学校・鉄道・放送メディア等の 19 の事業所
及び団体が参加し、さまざまなイベントを企画しました。

第 24 回泉州国際
市民マラソン大会を
応援、お手伝い !!
　平成 29 年 2 月 19 日に「第 24 回泉州国際市民
マラソン大会」が開催され、ランナーのすそ野拡大
を目指して昨年新設された 10 キロマラソンとフル
マラソンの部を合せ、5,582 人ものランナーが、早
春の泉州路を快走しました。 
　当日は 215 名の池田泉州銀行ボランティアが大
会のお手伝いをし、のべ 50 名を超える私設応援団
が、のぼりや法被を揃えスタート会場、泉州営業部
前、31 キロ地点、フィニッシュ会場の 4 ヶ所で、
ランナーの皆さんに熱い声援を送りました。 

池田泉州銀行の職員も、フルマラソンの部に 61 名、
10 キロの部に 22 名がエントリーし、男子フルマ
ラソンの部では傳野選手が登録の部で 8 位に入るな
ど、地元企業として大会を盛り上げました。 

また、今年も本大会を共催する 9 市 4 町の皆さんと
ともに物産展ブースを出展し、来場者の方々に協賛
企業様の自慢の商品をチャリティ販売いたしました。 

「第 24 回泉州国際市民マラソン」スタート地点

樹海迷路

100 万円（模擬紙幣）つかみ取りチャレンジ

泉州営業部前応援風景 職員も参加

出前授業

　大会を盛り上げようとの主旨に賛同いただいた地元企業６社
様（旭電機化成株式会社様、コーマ株式会社様、株式会社サワショ
ウ様、タカビシ化学株式会社様、有限会社ビバテック様、まい
にち株式会社様）の商品を展示・販売し、売上金全額を泉州国
際市民マラソン実行委員会にご寄付いただきました。  
　株式会社竹中製作所様のロボットアルファ君も参加し、お客
様とじゃんけん大会を行い、ブースを盛り上げていただきまし
た。 

アルファ君
株式会社竹中製作所様の
ロボットアルファ君

池田泉州銀行物産展ブース

PICK UP

地域との共存共栄を目指して

Vol.

1

What's?

地域の文化・スポーツを応援する

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 通信

有沙 瞳さんプロフィール
【名　前】有沙 瞳（ありさ ひとみ）
【身　長】161 ㎝
【出　身】三重県鈴鹿市
【出身校】鈴鹿高校
2010年 宝塚音楽学校入学（第 98 期生）
2012年 宝塚歌劇団入団 初舞台 雪組配属
2014年  宝塚大劇場『一夢庵風流記 前田慶次』

新人公演初ヒロイン
2015年 バウホール『銀二貫』初ヒロイン
2016年  宝塚大劇場『るろうに剣心』初エトワール

同年12月、星組へ組替え
2017年  宝塚大劇場『THE SCARLET 

PIMPERNEL』新人公演ヒロイン
 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ
／日本青年館ホール『阿弖流為－
ATERUI －』ヒロイン

マラソン会場の地域物産展に
池田泉州銀行も出展

地域の
イベントを

応援

地域の
文化を応援

地域の
教育を応援

「チャリウッド 2017」に参加 !
イベントを盛り上げました

地域の
スポーツを

応援

CSR
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業績ハイライト

よく知る

グループ個人総預り資産残高親会社株主に帰属する当期純利益

池田泉州ホールディングスグループを
便利に使って頂ける情報をお届けします。

マイナス金利影響が大きく資金利益が減少、米国債などの
資産運用リスクを圧縮した結果、親会社株主に帰属する当
期純利益は 122 億円。

地元中小企業に対する集中的な複合提案により、取引の
「幅」「額」とも拡大。中小企業向け貸出金の残高は年間
888 億円増加、先数も1,733 先増加。

25 年 9 月の会計基準改正により、新たに定義された用語で、
従来の「当期純利益」に相当。当該事業年度における企業の

「儲け」を示す指標です。

池田泉州銀行が、お客さまからお預りしている預金、投資信
託などの預り資産の中から、個人のお客さまからお預りして
いる資産を切り出し、池田泉州 TT 証券が個人のお客さまか
らお預りしている資産と合わせた指標です。

地元を中心に、預金・貸出金とも順調に推移。預金は年間
706 億円増加、貸出金は年間 591 億円増加。

銀証連携、着実な個人預金の伸びにより、グループ全体の
個人総預り資産残高は年間 866 億円増加。

1兆3,500億円

25年3月末 26年3月末 27年3月末 28年3月末 29年3月末

10,835 11,029
11,677

12,612
13,500

15,062 15,725
16,772

18,122
19,855

（億円）

25年3月末 26年3月末 27年3月末 28年3月末 29年3月末

45,128
46,173

47,725 47,776 48,482

35,630 35,848
36,560

37,520
38,111

（億円）

25年3月末 26年3月末 27年3月末 28年3月末 29年3月末

36,195

1,865

4,472

421

36,628

1,810

4,844

354
405

37,440

1,943

4,898

237
613

37,267

1,838

5,010

177
726

37,838

1,906

5,080

128
934

42,955
44,042

45,133 45,021
45,887

■池田泉州 TT 証券　■公共債　■保険　■投資信託　■個人預金●先数　■残高
（億円）

4兆5,887億円
グループ個人総預り資産残高（銀行単体＋証券子会社）

25年3月期 26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期

101

166 175
164

122

（億円）

池田泉州ホールディングス

設 立 日 平成 21 年 10 月１日
本社所在地 大阪府大阪市北区茶屋町 18 番 14 号
資 本 金 1,029 億円
従 業 員 数 116 名
上場取引所 東京証券取引所

設 立 日 平成 25 年１月 30 日
本社所在地 大阪府大阪市北区茶屋町 18 番 14 号
資 本 金 12 億 5,000 万円
預り資産残高 1,058 億円
店 舗 数 ４ヵ店
従 業 員 数 95 名

池田泉州ＴＴ証券

設 立 日 昭和 26 年９月１日
本社所在地 大阪府大阪市北区茶屋町 18 番 14 号
資 本 金 613 億円
預 金 ４兆 8,482 億円
貸 出 金 ３兆 8,111 億円
店 舗 数 141 ヵ店
従 業 員 数 2,471 名
格 付 格付投資情報センター（R&I） A －

日本格付研究所（JCR） A －

池田泉州銀行

会社概要（平成 29 年 3月 31日時点）

も っ と

用語解説

4兆8,482億円預 金 残 高
※

122億円 3兆8,111億円貸出金残高
※

預貸金推移親会社株主に帰属する
当期純利益※

中小企業向け貸出金の残高※

前期比
－ 42億円

前期末比
＋888 億円

前期末比
＋866億円

■預金残高　■貸出金残高 前期末比
＋706億円

前期末比
＋591億円

※池田泉州ホールディングス連結

※池田泉州銀行単体

※池田泉州銀行単体

ホームページ  
池田泉州ホールディングスグループでは、
ホームページを通じて、さまざまな情報を
お知らせしております。

口座開設アプリ バンキングアプリ

アプリ  

Facebook も随時更新しております。
ホームページとあわせてご覧ください。

▲池田泉州ホールディングス

▲池田泉州銀行

▲池田泉州ＴＴ証券

Facebook  

アプリのダウンロードは
各ストアから




