
2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度
コア業務粗利益 922 916 886 895 856
　資金利益 817 814 790 773 744
　役務取引等利益 97 93 87 110 105
　その他（除く、債券関係損益） 7 8 8 11 7
経費 583 567 566 562 561
コア業務純益 339 349 319 332 295
与信費用 19 (5) 47 23 79 
有価証券関係損益 8� 27� 89� 108� 117 
　債券関係 8� 8� (32)� (42)� （27）
　株式関係 0� 18� 121� 150� 144 
その他 12� 15� （15）� （32）� (13)
経常利益 342� 397� 345� 385 319
特別損益 (4) (3) （2） (10) (4)
法人税等 120� 128� 90� 114� 105 
当期純利益 216� 266� 252 260� 209 

業績サマリー（群馬銀行） （単位 : 億円）

貸借対照表サマリー（群馬銀行）
資産の部合計 75,211 76,121 79,727 79,874 81,225
　貸出金 48,388 50,473 52,242 55,186 55,654
　有価証券 23,040 21,300 20,891 17,624 17,018
負債の部合計 70,150 71,136 74,642 74,735 76,141
　預金 61,187 62,936 64,973 66,691 68,084
純資産の部合計 5,060 4,984 5,085 5,138 5,084
　株主資本合計 3,552 3,714 3,871 4,054 4,168
　その他有価証券評価差額金 1,365 1,124 1,068 941 773

業績サマリー（連結）
コア業務純益（*） 376 386 352 375 334
経常利益 390 436 365 424 357
当期純利益（親会社株主帰属分） 259 286 263 283 233
*: 債券関係損益および臨時費用処理の経費を除いて算出しております。

財務指標等（連結）
総自己資本比率（国際統一基準） （%） 13.37 12.62 12.58 12.41 12.25
Tier1 比率（国際統一基準） （%） 11.76 11.81 11.94 11.90 11.52
普通株式等 Tier1 比率（国際統一基準） （%） 11.76 11.81 11.93 11.83 11.45
1 株当たり配当金 （円） 11.00 12.00 12.00 13.00 13.00
配当性向 （%） 19.5 18.8 20.2 19.9 24.0
株主還元（配当総額 + 自己株式取得額）率 （%） 67.5 41.0 39.7 40.1 41.9
ROE （%） 5.3 5.6 5.1 5.4 4.4

年度末データ
日経平均株価（円） 19,206.99 16,758.67 18,909.26 21,454.30 21,205.81
為替相場（米ドル : 円） 120.17 112.68 112.19 106.24 110.99

業績と財務状況《主要財務データ》

コーポレート・データ
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当期純利益 / 親会社株主に帰属する当期純利益
　日本銀行によるマイナス金利政策に伴う資金利益の
減少に際しては、リテール貸出や手数料ビジネスの増
強を図り、政策株式削減にも取組んだ結果、利鞘縮小
の減益効果を一部相殺することができました。
　こうしたなか、2018 年度は、大口先の突発破綻等に
伴う与信費用の増加などから、当期純利益は前年度比
50 億円減少の 209 億円、親会社株主に帰属する当期
純利益は233 億円となりました。

株主還元
《株主還元方針》
　利益の株主還元につきましては、財務体質の強化に
努めるとともに安定的な配当を継続する基本方針の下、
業績連動型の株主還元を実施することとしております。
なお、配当と自己株式取得額を合わせた株主還元率は、
当面、単体当期純利益の40%を目安としております。

連結純利益に対する寄与度（2018 年度）

各社利益 連結純利益 (注 1)

群馬銀行 209 209

群馬信用保証 12 12

ぐんぎんリース 7 3 注 2

ぐんぎん証券 2 2

その他 4 7 注 3

計 234 億円 233 億円

連結純利益に対する寄与度は、以下の通りとなりました。

（注）�1: 親会社株主帰属分
� 2: 連結利益の取込比率�55.2%。
� 3: 持分法適用子会社株式のグループ持分を一部引き上げたことに
�������������よる増加を含んでいます。

政策株式の状況
　政策株式の削減に取組んでいますが、残高は簿価・
時価ともに順調に減少し、2019 年 3月末の単体 Tier1
に対して、簿価で12%、時価で28.9%となりました。

19.3期

13

18.3期17.3期16.3期

131212

1 株あたり年間配当金（円）

19.3期18.3期17.3期16.3期

41.0% 39.7% 40.1% 41.9%

55

32474655

565354

■自己株式取得額（億円）　■配当総額（億円）
　　 株主還元率（％）

配当総額、自己株式取得額、株主還元率

株主優待制度
　当行では、株主優待制度を設けていますが、地域経
済の活性化に貢献するため、優待品は地元特産品とし
ています。
　地元特産品には、地域の食材・工芸品や地元取引先
の製品などを多数取り揃えています。また、2019年 3月
末基準からはSDGs達成に貢献する「寄付コース」を導
入しました。なお寄付先は、本編23頁記載の「自然環境・
世界遺産等の保護活動を支援する投資信託」と同様です。

《株主優待制度（3 月末基準）》（地元特産品等）
1,000 株以上　5,000 株未満������ 2,500 円相当
5,000 株以上 10,000 株未満������ 4,000 円相当
10,000 株以上������������ 6,000 円相当

19.3期末18.3期末17.3期末16.3期末

1,373

569613683704

1,6001,6591,526

■簿価　■時価
　　 時価　　　 簿価

36.1% 36.6% 33.5%

28.9%

16.6% 15.1% 12.8%
12.0%

（単位：億円）

《政策株式残高と単体 Tier Ⅰ対比》
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（注）連結従業員数�3,185 人（群馬銀行単体 2,995 人、子会社等 190 人）
　　���なお群馬銀行単体�2,995 人は、「海外現地採用および受入出向者」を含み、「出向者」等を除いた就業ベースの従業員数。

名　称� 株式会社群馬銀行（The�Gunma�Bank,Ltd.）� （2019 年 3月末現在）
設　立� 1932 年 9月
本店所在地� 群馬県前橋市元総社町 194 番地
資本金� 486 億円
従業員数� 3,072 人（除く、臨時雇用）
拠点数� 国内 154 店舗�（群馬県内 106、県外 48）
� 海外�1 店舗�（ニューヨーク）
� 　　�2 事務所�（上海、バンコク）
子会社� 国内�7 社
� 海外�1 社�（香港）
関連会社� 国内�1 社

総資産� 8 兆 1,225 億円
預　金� 6 兆 8,084 億円
貸出金� 5 兆 5,654 億円
純資産� 　　5,084 億円
総自己資本比率（国際統一基準）
� 連結 12.25%、単体 11.84%
格　付� 日本格付研究所（JCR）� AA
� 格付投資情報センター（R&I）� A+
� ムーディーズ（Moodys）� A2
� スタンダード&プアーズ（S&P）� A-

会社概要

当行グループの概要
　当行グループは、当行、連結子会社 6社、持分法適用の非連結子会社 2社および持分法適用の関連会社 1社で構
成され、銀行業を中心にリース業などの幅広い金融商品・サービスを提供しています。�

銀行業 ・・・・・・ (株）群馬銀行　　　群馬財務（香港）有限公司

リース業 ・・・・・・ ぐんぎんリース（株）

その他 ・・・・・・ 群馬中央興業（株）　　ぐんぎん証券（株）　　群馬信用保証（株）　　　ぐんぎんコンサルティング（株）　
(株）群銀カード　　　ぐんぎんシステムサービス（株）　　スカイオーシャン・アセットマネジメント（株）

連結子会社等

会社名 主要業務内容 所在地 設立
資本金 当行グループによる

議決権所有割合
*1 （百万円） （%）当行所有 子会社等所有分

群馬中央興業（株） 連・子 物品等輸送、現金自動�
設備の保守管理業務等

群馬県前橋市
元総社町 226

1971 年
2月24日 10 100.0 100.0 -

ぐんぎん証券（株） 〃 �証券業務 群馬県前橋市
本町 2-2-11

2016 年
2月12日 3,000 100.0 100.0 -

群馬財務（香港）有限公司 〃 金融・証券業務 *2 1991 年
2月19日

30
（百万米ドル） 100.0 100.0 -

ぐんぎん
コンサルティング（株） 〃

コンサルティング業務 群馬県前橋市
元総社町 194

2018 年
4月18日 100 100.0 100.0 -

ベンチャーキャピタル業務

群馬信用保証（株） 〃 �保証業務 群馬県前橋市
元総社町 194

1983 年
9月28日 30 100.0 45.4 54.5

ぐんぎんリース（株） 〃 �リース業務 群馬県前橋市
元総社町 171-1

1973 年
10月1日 180 61.1 47.9 13.1

（株）群銀カード 持・子 �クレジットカード業務 群馬県前橋市
元総社町 194

1982 年
3月12日 30 75.0 31.6 43.3

ぐんぎん
システムサービス（株） 〃 �ソフトウェアの開発販売 群馬県前橋市

元総社町 171-1
1986 年
7月26日 30 75.0 20.0 55.0

スカイオーシャン・アセット
マネジメント（株） 持・関 �投資信託委託業務 神奈川県横浜市西区

みなとみらい3-1-1
2014 年
11月25日 300 15.0 15.0 -

（注）*1: 連・子（連結子会社）、持・子（持分法適用子会社）、持・関（持分法適用関連会社）
　　��*2: 香港九龍チムサーチョイ　25カントンロード　ハーバーシティ　ゲートウェイ　タワー 1�608 号室

会社概要

コーポレート・データ
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主要な業務の内容

 預金業務
�預金

当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、�

外貨預金などを取扱っています。

�譲渡性預金 �譲渡可能な定期預金を取扱っています。

 貸出業務
�貸付 �手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っています。

�手形の割引 �銀行引受手形、商業手形および荷付為替手形の割引を取扱っています。

 商品有価証券売買業務 国債等公共債の売買業務を行っています。

 有価証券投資業務 �預金の支払準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しています。

 内国為替業務 �振込および代金取立などを取扱っています。

 外国為替業務 �輸出、輸入、外国送金、外貨両替など外国為替に関する各種業務を行っています。

 投資信託等の窓口販売 �国債等公共債および投資信託の窓口販売を行っています。

 社債受託業務および
 発行・支払代理人業務

�担保付社債信託法による社債の受託業務、公共債の募集受託および発行・支払代理人業務に

�関する業務を行っています。

 信託業務
�遺言代用信託、土地信託、不動産管理信託、特定贈与信託、公益信託を取扱っています。

�併営業務として、相続関連業務（遺言信託・遺産整理業務）を取扱っています。

 確定拠出年金取扱業務 �確定拠出年金法における運営管理業務を行っています。
 附帯業務

�（1）�代理業務

�①日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店業務、

�②地方公共団体の公金取扱業務、③勤労者退職金共済機構などの代理店業務、

�④株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利金の支払代理業務、

�⑤日本政策金融公庫などの代理貸付業務、⑥年金信託などの信託代理店業務

�⑦損害保険代理店業務、⑧生命保険代理店業務

（2）貸金庫業務　　　　　　　�（5）金融商品仲介業務　　　　　　　�（8）金利、通貨などのデリバティブ取引�

（3）有価証券の貸付�　　　　　（6）公共債の引受　　　　　　　　　�（9）コマーシャルペーパー等の取扱い�

（4）債務の保証（支払承諾）�　��（7）クレジットカード業務

大株主の状況（2019 年 3 月末現在）

氏名又は名称 所有株式数
（千株）

所有割合
（%）

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 19,291 4.51

　日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 17,344 4.06

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 9) 16,051 3.76

　株式会社三井住友銀行 12,148 2.84

　群馬銀行従業員持株会 11,983 2.80

　明治安田生命保険相互会社 11,056 2.59

　住友生命保険相互会社 10,657 2.49

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 4)　 7,754 1.81

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 5)　 7,723 1.80

　日本生命保険相互会社 7,608 1.78
（注）1. 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
　　��2. 所有割合は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算し、小数点第 3位以下を切り捨てて表示しています。
　　��3. 発行済株式総数（453,888 千株）、自己株式数（27,065 千株）。
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前橋市
● 本店営業部
● 前橋市役所（出）
● 前橋・日吉町（出）

 ●
 
竪町

●
 
下小出（出）

●
 
県庁

●
 
前橋東

●
 
前橋北

●
 
光が丘

● 大利根（出）
● 前橋駅南
● 総社
● 広瀬
● 片貝
● 駒形
● 大胡
● 粕川
● 富士見

高崎市
● 高崎
● 高崎市役所（出）
● 高崎田町・高崎北

 高崎駅（出）
● 高崎東
● 高崎栄町
● 高崎西
● 中居

● 倉賀野
● 豊岡
● 金古
● 中泉
● 箕輪
● 新町
● 室田
● 吉井

伊勢崎市
● 伊勢崎
● 伊勢崎市役所（出）
● 伊勢崎西
● 伊勢崎南
● 豊受

● 伊勢崎北
● 境
● 赤堀
● あずま

太田市
● 太田
● 太田市役所（出）
● 太田中央・太田西（出）
● 強戸
● 宝泉
● 韮川
● 高林
● 毛里田（出）
● 大原
● 尾島
● 新田

館林市
館林
● 館林南

玉村 ●

佐波郡

● 富岡 上里

本庄・本庄南
 

　深谷
● 深谷上柴 籠原

熊谷
● 妻沼

行田
吹上

鴻巣

上尾

大宮

与野

浦和
武蔵浦和

戸田 川口

羽生

足利
佐野

田沼

葛生
栃木・岩舟（出）

小山

● 宇都宮東

春日部

越谷● 川越

●
立川

●
荻窪

所沢

東京

上野
池袋

四谷

八王子

邑楽郡

● 板倉・板倉ニュータウン（出）
● 邑楽町

● 千代田
● 明和（出）

北群馬郡

● 吉岡
● 榛東

桐生市
桐生

● 新桐生
● 桐生南あいおい

● 新里

みどり市

● 

大間々

渋川市

渋川・渋川中央（出）

金井（出）

● 敷島

●伊香保（出）

沼田市

沼田・沼田駅前

利根郡

● 月夜野

水上

● 尾瀬

吾妻郡

● 中之条
● 原町● 長野原

● 嬬恋

● 草津

安中市

富岡市

安中

● 磯部
● 松井田

多野郡 万場 ● 

藤岡市

 藤岡・藤岡北

鬼石 ●

甘楽郡 下仁田

● 甘楽町

● 宇都宮

長野県
店舗数　　　　  1か店
● 上田

大阪府
店舗数　　　　  1か店
● 大阪

海外
店舗数　　　　  1か店
● ニューヨーク

足利南

笠懸

大泉・大泉東（出）●

● 松戸
● 足立

千葉県
店舗数　　  1か店

群馬県
店舗数　106か店

栃木県
店舗数     10か店

埼玉県
店舗数 　 23か店

東京都
店舗数　　  9か店

神奈川県
店舗数　　  3か店

●

相模原
横浜

川崎
●

●

●

●

＊群馬県の店舗数には、インターネット支店、コンビニエーテ
ィーエム支店、振込集中支店およびプラザ支店、プラザ支
店前橋みなみモール出張所が含まれております。

＊（出）は出張所です。

店舗の概要 （2019 年 6月 30日現在）

コーポレート・データ
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あぁ　いつか　記憶の中　旅してた
忘られぬ　水の匂い　風の音

目を閉じればそこに
やさしい天使が手を振る
	 	 	 	
あこがれた　都会の空　泳ぎたい
そうここは　色あせない　いつまでも
物語はつづく　あの地平線に向かって

悲しみさえもララ鳥は歌うよ
山に沈む太陽をみて思うよ
きざんだ　胸にいつまでも
この道はかがやく

澄みきった　赤城の空　吸い込んだ
思い出す　利根の川瀬　尾瀬ヶ原
清らかな水が　僕らの身体に流れる

胸おどらせてララ僕は歌うよ
夜空にひかる星をみて思うよ

やがてのぼる　朝日を目指して

この道はかがやく

「この街で」
作詞・作曲 / 吉田ゐさお

群馬銀行 イメージソング

当行ホームページでお聴きいただけます。

http://www.gunmabank.co.jp/info/song/  

公式 SNS でも、さまざまな情報を発信しています。

LINE ID： 
@gungin

ユーザー ID： 
@gunma_bank
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