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作詞・作曲　吉田ゐさお

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

　群馬銀行は、多くの方に親しみを持っ
ていただき、より愛される銀行となるこ
とを目的として、2017年にイメージソン
グを制作しました。群馬県出身の作曲
家である吉田ゐさお氏が手掛けた「こ
の街で」は群馬県の風景を織り込み、誰
もが持つ郷愁と、明るい
未来への希望を込めた
曲です。

群馬銀行 企業理念

地域社会の発展を常に考え行動すること
これが私たちの事業です
私たちは地域の一員としての責任を自覚し、広く皆さまとの信頼関係を深め、地域繁栄の担い手になりたいと
考えています。そのために金融サービスの向上に努め、さらに活動分野を拡げながら健全な成長を続けます。
そして産業・文化の発展と豊かな生活づくりのお役に立ちたいと願っています。

お客さまとの創造的な関係を深めること
これが私たちの仕事の原点です
私たちはお客さまとの心のきずなを大切にし、お客さまにとって何が最良なのかを考え創りだしていきます。
そのために何をすればよいのか、私たちの仕事はここから始まります。
お客さまとともに未来を築いていく、これが私たちの願いです。

よき企業人であるためによき市民であること
これが私たちの活動の基本です
私たちはよき市民でありたいと思います。それが皆さまから共感と信頼を得られる第一歩となります。
そのために良識を大切にし、社会における役割を積極的に果たしてまいります。
私たちはよき市民として日々の仕事に取組んでいきます。

一人ひとりの顔が見える表情豊かな組織であること
これが私たちの大切にする企業風土です
私たちは個性を生かした活力あふれる組織を創ります。
そのためにお互いの人間性を尊重し、充分な能力発揮の機会と的確な評価を大切にします。
そして働きがいのある企業風土を培っていきます。

群馬銀行のご案内
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海外拠点と業務提携先

〈中国〉
香港上海銀行
中国工商銀行

〈香港〉
香港貿易発展局

〈インド〉
インドステイト銀行

〈インドネシア〉
バンク・ネガラ・インドネシア銀行

〈フィリピン〉
メトロポリタン銀行

〈シンガポール〉
ユナイテッドオーバーシーズ銀行

ホーチミン
駐在員事務所（2名）

〈ベトナム〉
HDバンク（1名）
エグジムバンク
ベトナム投資開発銀行
外国投資庁/海外労働管理局

香港駐在員事務所（2名）

上海駐在員事務所（2名）

バンコク駐在員事務所（4名）

〈タイ〉カシコン銀行/バンコック銀行

海外拠点
業務提携先

〈メキシコ〉
バナメックス銀行
アグアスカリエンテス州
ハリスコ州・グアナファト州
ヌエボ・レオン州

ニューヨーク支店
（12名）

ニューヨーク支店

香港駐在員事務所 上海駐在員事務所

バンコク駐在員事務所 ホーチミン駐在員事務所

780 Third Avenue,
6th Floor New York,
NY 10017

Suite 1803, Tower 1, The Gateway, 
Harbour City, 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong

18th Floor, Hang Seng Bank Tower, 
1000 Lujiazui Ring Road,
Pudong New Area, Shanghai, 
P.R. China

689 Bhiraj Tower at 
EmQuartier,16th Floor Unit 
1612,Sukhumvit Road,
Klongton-nue,Wattana,
Bangkok 10110 Thailand

Zen Plaza 904, 54-56 Nguyen 
Trai St., Ben Thanh ward, Dist. 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam

（2021 年 6 月 30 日現在）

群馬銀行イメージソング

「この街で」

目次

	 頭取メッセージ ････････････････････････････････2

	 群馬銀行グループ ･･････････････････････････････6

	 アライアンスへの取組み ････････････････････････6

	 群馬銀行グループの活動 ････････････････････････7

	 ESG への取組み･･････････････････････････････ 10

	 財務情報ハイライト ･･････････････････････････ 14

	 非財務情報ハイライト ････････････････････････ 15

	 店舗の概要 ･･････････････････････････････････ 16

作詞・作曲　吉田ゐさお

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

　群馬銀行は、多くの方に親しみを持っ
ていただき、より愛される銀行となるこ
とを目的として、2017年にイメージソン
グを制作しました。群馬県出身の作曲
家である吉田ゐさお氏が手掛けた「こ
の街で」は群馬県の風景を織り込み、誰
もが持つ郷愁と、明るい
未来への希望を込めた
曲です。

群馬銀行 企業理念

地域社会の発展を常に考え行動すること
これが私たちの事業です
私たちは地域の一員としての責任を自覚し、広く皆さまとの信頼関係を深め、地域繁栄の担い手になりたいと
考えています。そのために金融サービスの向上に努め、さらに活動分野を拡げながら健全な成長を続けます。
そして産業・文化の発展と豊かな生活づくりのお役に立ちたいと願っています。

お客さまとの創造的な関係を深めること
これが私たちの仕事の原点です
私たちはお客さまとの心のきずなを大切にし、お客さまにとって何が最良なのかを考え創りだしていきます。
そのために何をすればよいのか、私たちの仕事はここから始まります。
お客さまとともに未来を築いていく、これが私たちの願いです。

よき企業人であるためによき市民であること
これが私たちの活動の基本です
私たちはよき市民でありたいと思います。それが皆さまから共感と信頼を得られる第一歩となります。
そのために良識を大切にし、社会における役割を積極的に果たしてまいります。
私たちはよき市民として日々の仕事に取組んでいきます。

一人ひとりの顔が見える表情豊かな組織であること
これが私たちの大切にする企業風土です
私たちは個性を生かした活力あふれる組織を創ります。
そのためにお互いの人間性を尊重し、充分な能力発揮の機会と的確な評価を大切にします。
そして働きがいのある企業風土を培っていきます。

群馬銀行のご案内

名　称	 株式会社群馬銀行（The	Gunma	Bank,Ltd.）
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	 3,006 人（除く、臨時雇用）
拠点数	 国内 158 店舗（群馬県内 110、県外 48）
	 海外１店舗（ニューヨーク）
	 ４事務所（香港、上海、バンコク、ホーチミン）
子会社	 国内８社
	 海外１社（清算中）
関連会社	 国内１社

総資産	 10 兆 5,987 億円
預　金	 7 兆 7,527 億円
貸出金	 5 兆 7,496 億円
純資産	 5,170 億円
総自己資本比率（国際統一基準）
	 連結　12.74％　単体　12.18％
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）	 A3
	 スタンダード＆プアーズ（S&P)	A-

（2021 年 3月31日現在）

（注）連結従業員数　3,175 人（群馬銀行単体 2,976 人、子会社等 199 人）
なお群馬銀行単体 2,976 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。
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私たちはよき市民として日々の仕事に取組んでいきます。

一人ひとりの顔が見える表情豊かな組織であること
これが私たちの大切にする企業風土です
私たちは個性を生かした活力あふれる組織を創ります。
そのためにお互いの人間性を尊重し、充分な能力発揮の機会と的確な評価を大切にします。
そして働きがいのある企業風土を培っていきます。

群馬銀行のご案内
海外拠点と業務提携先

〈中国〉
香港上海銀行
中国工商銀行

〈香港〉
香港貿易発展局

〈インド〉
インドステイト銀行

〈インドネシア〉
バンク・ネガラ・インドネシア銀行

〈フィリピン〉
メトロポリタン銀行

〈シンガポール〉
ユナイテッドオーバーシーズ銀行

ホーチミン
駐在員事務所（2名）

〈ベトナム〉
HDバンク（1名）
エグジムバンク
ベトナム投資開発銀行
外国投資庁/海外労働管理局

香港駐在員事務所（2名）

上海駐在員事務所（2名）

バンコク駐在員事務所（4名）

〈タイ〉カシコン銀行/バンコック銀行

海外拠点
業務提携先

〈メキシコ〉
バナメックス銀行
アグアスカリエンテス州
ハリスコ州・グアナファト州
ヌエボ・レオン州

ニューヨーク支店
（12名）

ニューヨーク支店

香港駐在員事務所 上海駐在員事務所

バンコク駐在員事務所 ホーチミン駐在員事務所

780	Third	Avenue,
6th	Floor	New	York,
NY	10017

Suite	1803,	Tower	1,	The	Gateway,	
Harbour	City,	25	Canton	Road,
Tsim	Sha	Tsui,	Kowloon,	
Hong	Kong

18th	Floor,	Hang	Seng	Bank	Tower,	
1000	Lujiazui	Ring	Road,
Pudong	New	Area,	Shanghai,	
P.R.	China

689	Bhiraj	Tower	at	
EmQuartier,16th	Floor	Unit	
1612,Sukhumvit	Road,
Klongton-nue,Wattana,
Bangkok	10110	Thailand

Zen	Plaza	904,	54-56	Nguyen	
Trai	St.,	Ben	Thanh	ward,	Dist.	1,
Ho	Chi	Minh	City,	Vietnam
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