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　皆さまには、平素より格別のお引き立てを
賜り厚く御礼申しあげます。
　このたび、当行に対するご理解を一層深め
ていただくため、「AKITA BANK REPORT」
を作成いたしました。本レポートでは、当行
の経営方針、地域やお客さま向けの取組み、
最 近の業 績などについてご紹介しておりま
す。ご高覧のうえ、ご参考にしていただけれ
ば幸いに存じます。

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、長
期間にわたり皆さまの生活や地域経済に大
きな影 響を及 ぼしております。感 染 者 数の
減少によって、今後社会・経済活動は徐々に
回復していくことが期待されますが、従前の
安定を取り戻すまでは一定の時間を要する
と考えられます。当行としましては、引き続
き地域における金融仲介機能をしっかりと
発揮し、資金繰りのご支援に万全を期すとと
もに、事業者の皆さまがそれぞれ抱える経
営課題に向き合い、その解決に向けてとも
に前進し、地域金融機関としての責務を果
たしてまいります。

新型コロナウイルス
感染症への対応

地域経済の成長を
促進する

　����年度から進めている中期経営計画
「価値共創～Grow with Our Community

～」においては、当行のすべての活動の起点
を「地域経済の成長および地域課題の解決」
としております。これを前に進め、地域と当
行の持続可能性を高めていく事業を「地域
価値共創事業」と位置付け、これまで地域商
社事業、人材総合支援事業、事業後継者不
在への対応、起業・創業の促進など従来の
金融分野にとらわれることなく、さまざまな
取組みを進めております。

●地域商社事業
　����年�月に新たに設立した地域商社

「詩の国秋田株式会社」では、同年��月、台
湾に台北支店を設立し、現地におけるマー
ケティングやプロモーション、販路開拓など
を可能とするよう支援体制を強化いたしま
した。さらには、「生産者の思い」や「モノづく
りの背景にあるストーリー」の発信をコンセ
プトとするＥＣショップ「詩の国商店」を開設
し、地域の資源である優れた産品の販売を
通じて秋田の魅力を全国に発信していく仕
組みを整えました。地域商社事業において
は、これらの体制や仕組みを活用しながら地
域の事業者の皆さまの所得向上、地域のブ
ランド価値向上の両立を目指し、多角的に
事業を進めてまいります。

  0201 AKITA BANK REPORT 2021

■2021年 中間期ディスクロージャー誌〈情報編〉 p01_p02 （A4仕上がり）



TOP MESSAGE

価値共創
地域の皆さまとともに
新たな価値を
創造してまいります

取締役頭取

目  

次
01 ◎トップメッセージ 05 ◎持続可能な社会の実現

SDGｓへの取組み

07 ◎法人のお客さまへ
ビジネスステージにあわせたコンサルティングの提供

09 ◎個人のお客さまへ
ライフイベントにあわせた金融サービスの提供

11 ◎業績ハイライト
収益性・健全性／貸出等資産の健全性／預金・預り資産の状況／貸出金の状況

　皆さまには、平素より格別のお引き立てを
賜り厚く御礼申しあげます。
　このたび、当行に対するご理解を一層深め
ていただくため、「AKITA BANK REPORT」
を作成いたしました。本レポートでは、当行
の経営方針、地域やお客さま向けの取組み、
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行の持続可能性を高めていく事業を「地域
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社事業、人材総合支援事業、事業後継者不
在への対応、起業・創業の促進など従来の
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した。さらには、「生産者の思い」や「モノづく
りの背景にあるストーリー」の発信をコンセ
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す。そのため当行では、先に申しあげてきた
とおり、地域経済の成長と地域課題の解決
を重要な経営課題と位置付け、取り組んで
おります。一 方で、気 候 変 動 への対 応 など
SDGs/ESGに対する関心は日を追うごとに
高まっており、地域の社会課題や環境問題の
解決に向けた地方銀行に対する期待も一段
と大きくなっていると考えております。当行で
は、����年�月に「秋田銀行グループ サステ
ナビリティ経営方針」を制定し、当行グルー
プが取り組む重点課題を整理したうえで、地
域社会の一員としてこれまで以上に地域の
持続的な発展に貢献していくことを表明い
たしました。
　この方針において重要課題のひとつに設
定した「地球環境への貢献」については、気
候 変 動 へ の 対 応 として 、� � � � 年 � � 月 に
TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォー
ス ）提 言 に 賛 同 する ととも に 、カ ー ボン
ニュートラルに関する方針を公表いたしまし
た。気候変動や脱炭素社会への移行にとも
なうリスク・機会を分析のうえ、当行の経営
戦略に適切に織り込むとともに、取引先およ
び地域の脱炭素化の実現に向けて取り組ん
でまいります。また、設備の効率化や再生可
能エネルギーの積極的な活用を通じて、当
行グループ全体のCO�排出量を����年度
に��％削減（����年度比）、����年に実質
ゼロとすることを目指し、事業活動における
環境負荷低減に努めてまいります。

　����年��月に岩手銀行との間で包括業
務提携「秋田・岩手アライアンス」を締結い
たしました。当行と岩手銀行は、秋田県・岩
手県を主要な営業基盤とする地域金融機関
として両地域の発展に努め、それぞれの地
域で厚いご支持をいただいてまいりました。
一方で、両行はＡＴＭの相互開放や商談会
の共同開催など幅広く協業を進め、��年来
の協力関係を築き、成果を上げてまいりま
した。今般それぞれが地盤とする地域のさら
なる発展に向け、これまでの協力関係を深
化させるべく包括業務提携の合意にいたり
ました。今後経営の独立性および健全な競
争関係を維持しながら、地域経済・地域社
会の持続的な発展に貢献する各種の取組
みをアライアンスを通じて進化させるととも
に、それぞれが中・長期的に目標とする金融
グループ像の実現につなげ、企業価値の向
上をはかってまいります。

　当行は、地域経済の成長と地域課題の解
決に貢献し、地域の皆さまとともに新たな価
値を創 造することができるよう、役 職 員 一
同、今後も努力を重ねてまいります。皆さま
には、変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよ
うお願い申しあげます。

●人材支援事業
　地方を取り巻く雇用環境は、生産年齢人
口の減少等を背景に人手不足が深刻さを増
しており、今後コロナ禍からの経済回復の局
面でも重しになる可能性があります。当行で
は、地域の人手不足に対応し、優秀な人材
確保による企業競争力の向上をはかるべく、
����年��月に人材紹介事業に参入し、この
課題解決に取り組んでおります。����年度
は、秋田県内の企業と就職希望者をマッチ
ングする就職・採用ポータルサイト「キャリピ
タＡＫＩＴＡ」を立ち上げ、����年�月から求
人企業および求職者の登録を開始いたしま
す。地方銀行では前例のないチャレンジとな
りますが、魅力ある地域企業の情報を求職
者の皆さまに広く分かりやすく発信していく
ことで、地域の雇用安定ひいては地域人口
の社会減の抑制につなげてまいりたいと考
えております。

●事業承継・Ｍ＆Ａ事業
　高齢化の進展等にともない、地域におけ
る事業後継者の不足・不在も大きな課題の
ひとつとなっております。当行では、「事業承
継支援室」および「Ｍ＆Ａチーム」を本部内に
設置するとともに、秋田県内全域の営業店
へ専門資格「Ｍ＆Ａシニアエキスパート」を
保有する行員を配置し、この課題にきめ細か
く支援できる体制を整備しております。また、
秋田県内の信用金庫・信用組合と情報共有
し連携する枠組みを構築しているほか、秋田
県 医 師 会と医 業 承 継の分 野で連 携するな
ど、実効性のある支援に努めております。

　地域に根を下ろし、地域で事業を展開する
地方銀行にとって、地域経済・地域社会の持
続可能性はビジネスモデル存続に直結しま
　

地域社会の持続可能性を
向上する

取組みを進化させる
秋田・岩手アライアンス

皆さまとともに
新たな価値を創造する
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へ専門資格「Ｍ＆Ａシニアエキスパート」を
保有する行員を配置し、この課題にきめ細か
く支援できる体制を整備しております。また、
秋田県内の信用金庫・信用組合と情報共有
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持続可能な社会の実現

秋田銀行グループ サステナビリティ経営方針
　秋田銀行グループは、「地域共栄」の経営理念のもと、本業を通じた「地域経済の質の向上」ならびに「住みよい
地域社会の創造」に主体的に取り組み、地域と当行の価値共創を実現するとともに、地域の一員として社会貢献
活動に積極的に参画することで持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。
　こうした取組みにより地域と当行の価値を高め、地域から必要とされる金融グループになることを目指します。

サステナビリティ経営方針で掲げた５つの重要課題

地球環境への貢献地球環境への貢献

「カーボンニュートラルに関する方針」の表明

『カーボンフリー店舗・湯沢支店』

����年��月、脱炭素社会の実現に向けて、設備の効率化や再生可能エネルギー電力の積極的な活用などを通じて、当行グループ全体のＣＯ２
排出量を����年度に��％削減（����年度比）、����年に実質ゼロとすることを目指す方針を表明しました。

「特定事業等に対する融資方針」の制定
����年��月、環境課題や社会課題の解決、持続可能な社会の実現に資する事業等に対して積極的に支援するとともに、融資に取り組むことで
環境や社会にマイナスの影響を与える可能性がある特定の事業等に対して、次の融資方針を定めております。

石炭火力発電所の新規建設を資金使途とする融資は、原則として取り組みません。
発電効率など、環境への十分な配慮をともなう案件については、環境に対する影響等を総合的に勘案し、慎重に検討します。

����年�月に新築移転を予定している湯沢支店は、消費する電力のすべてを地元・湯沢市高松地区にある「上の岱地熱発電
所」でつくられた再生可能エネルギーで賄うカーボンフリー店舗です。

SDGsへの取組み
秋田銀行では、「秋田銀行グループ サステナビリティ経営方針」のもと
本業や社会貢献活動を通じて、地域と当行の価値共創および
持続可能な地域社会の実現に取り組んでおります。　

SDGs

地域経済の質的向上

地域商社「詩の国秋田」設立
����年�月、地域とともに新たな価値を共創するブランディングに取り組
み、地域経済の成長と地域の持続可能性向上をはかることを目的に、地
域商社「詩の国秋田株式会社」を設立しました。
また、同年��月には同社台北支店を開設し、現地におけるマーケティング
やプロモーション、販売開拓などの支援体制を強化しております。

「ＴＣＦＤ提言」への賛同
����年��月、気候変動への対応をより一層強化し、地域の持続的な発展に貢献し
ていくため「ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言」に賛同しました。
※ＴＣＦＤ(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)とは

����年��月、金融市場安定化をはかる観点から、金融安定理事会(FSB)によって設置された企業の気候変動
リスク・機会の情報開示を推奨する作業部会。ＴＣＦＤは、すべての企業が気候関連のリスクと機会を評価し、経
営戦略・リスク管理へ反映するとともに、財務上の影響を把握・開示することを推奨する提言を公表している。

オリジナルエンディングノート「長活きノート」の制作ラボ
（あきぎん長活き学校・株式会社ＡＬＬ－Ａ連携事業）

「詩の国秋田株式会社」設立セレモニー

カーボンフリー店舗とする湯沢支店（����年�月��日（月）オープン予定） 上の岱地熱発電所（東北電力㈱提供資料）

住みよい地域社会の創造

〈あきぎん〉長活きプロジェクト
年齢を重ねても活き活きと元気に活躍する「長活
き」をコンセプトに、メイン事業である「あきぎん長
活き学 校 」の運 営やリビングラボ運 営 会 社「 株 式
会社ＡＬＬ－Ａ」の設立などを通じて、高齢化に対
応した活力ある地域づくりに取り組んでおります。

PICK UP!

●環境への影響

１．気候変動への対応

違法な森林伐採や生物多様性の毀損につながる開発等、環境に重大なマイナスの影響を与える可能性のある融資は、取り組み
ません。

�．環境の保全

人身売買、児童労働または強制労働に関与する事業者に対する融資は、資金使途を問わず、取り組みません。

●社会への影響

１．人権侵害等の防止

対人地雷、クラスター弾等の非人道的な兵器の製造に関与する事業者に対する融資は、資金使途を問わず、取り組みません。
２．非人道的兵器の排除

地域経済の
質的向上

住みよい
地域社会の創造

地球環境への
貢献

より良い
金融サービスの

提供

働きがいと
人材価値の

向上
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持続可能な社会の実現

秋田銀行グループ サステナビリティ経営方針
　秋田銀行グループは、「地域共栄」の経営理念のもと、本業を通じた「地域経済の質の向上」ならびに「住みよい
地域社会の創造」に主体的に取り組み、地域と当行の価値共創を実現するとともに、地域の一員として社会貢献
活動に積極的に参画することで持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。
　こうした取組みにより地域と当行の価値を高め、地域から必要とされる金融グループになることを目指します。

サステナビリティ経営方針で掲げた５つの重要課題

地球環境への貢献地球環境への貢献

「カーボンニュートラルに関する方針」の表明

『カーボンフリー店舗・湯沢支店』

����年��月、脱炭素社会の実現に向けて、設備の効率化や再生可能エネルギー電力の積極的な活用などを通じて、当行グループ全体のＣＯ２
排出量を����年度に��％削減（����年度比）、����年に実質ゼロとすることを目指す方針を表明しました。

「特定事業等に対する融資方針」の制定
����年��月、環境課題や社会課題の解決、持続可能な社会の実現に資する事業等に対して積極的に支援するとともに、融資に取り組むことで
環境や社会にマイナスの影響を与える可能性がある特定の事業等に対して、次の融資方針を定めております。

石炭火力発電所の新規建設を資金使途とする融資は、原則として取り組みません。
発電効率など、環境への十分な配慮をともなう案件については、環境に対する影響等を総合的に勘案し、慎重に検討します。

����年�月に新築移転を予定している湯沢支店は、消費する電力のすべてを地元・湯沢市高松地区にある「上の岱地熱発電
所」でつくられた再生可能エネルギーで賄うカーボンフリー店舗です。

SDGsへの取組み
秋田銀行では、「秋田銀行グループ サステナビリティ経営方針」のもと
本業や社会貢献活動を通じて、地域と当行の価値共創および
持続可能な地域社会の実現に取り組んでおります。　

SDGs

地域経済の質的向上

地域商社「詩の国秋田」設立
����年�月、地域とともに新たな価値を共創するブランディングに取り組
み、地域経済の成長と地域の持続可能性向上をはかることを目的に、地
域商社「詩の国秋田株式会社」を設立しました。
また、同年��月には同社台北支店を開設し、現地におけるマーケティング
やプロモーション、販売開拓などの支援体制を強化しております。

「ＴＣＦＤ提言」への賛同
����年��月、気候変動への対応をより一層強化し、地域の持続的な発展に貢献し
ていくため「ＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言」に賛同しました。
※ＴＣＦＤ(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)とは

����年��月、金融市場安定化をはかる観点から、金融安定理事会(FSB)によって設置された企業の気候変動
リスク・機会の情報開示を推奨する作業部会。ＴＣＦＤは、すべての企業が気候関連のリスクと機会を評価し、経
営戦略・リスク管理へ反映するとともに、財務上の影響を把握・開示することを推奨する提言を公表している。

オリジナルエンディングノート「長活きノート」の制作ラボ
（あきぎん長活き学校・株式会社ＡＬＬ－Ａ連携事業）

「詩の国秋田株式会社」設立セレモニー

カーボンフリー店舗とする湯沢支店（����年�月��日（月）オープン予定） 上の岱地熱発電所（東北電力㈱提供資料）

住みよい地域社会の創造

〈あきぎん〉長活きプロジェクト
年齢を重ねても活き活きと元気に活躍する「長活
き」をコンセプトに、メイン事業である「あきぎん長
活き学 校 」の運 営やリビングラボ運 営 会 社「 株 式
会社ＡＬＬ－Ａ」の設立などを通じて、高齢化に対
応した活力ある地域づくりに取り組んでおります。

PICK UP!

●環境への影響

１．気候変動への対応

違法な森林伐採や生物多様性の毀損につながる開発等、環境に重大なマイナスの影響を与える可能性のある融資は、取り組み
ません。

�．環境の保全

人身売買、児童労働または強制労働に関与する事業者に対する融資は、資金使途を問わず、取り組みません。

●社会への影響

１．人権侵害等の防止

対人地雷、クラスター弾等の非人道的な兵器の製造に関与する事業者に対する融資は、資金使途を問わず、取り組みません。
２．非人道的兵器の排除

地域経済の
質的向上

住みよい
地域社会の創造

地球環境への
貢献

より良い
金融サービスの

提供

働きがいと
人材価値の

向上
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創業期

転換期

成長期

成熟期

法人のお客さまへ

お客さまのビジネスステージにあ わせた
コンサルティングをご提 供します。

人材支援事業
雇用の確保、優秀な人材の採用
など、お取引先の経営課題を解
決する人材支援事業に取り組ん
でいます。

県内企業と就職希望者をマッチングする就職・採用ポータルサイト
「キャリピタ  ＡＫＩＴＡ」を立ち上げ、���� 年１月より求人企業お
よび求職者の登録を開始します。

起業・創業支援
起業家の発掘・育成からビジネスモデルの確立までを
一 貫して支 援する起 業・創 業プラットフォーム「〈あき
ぎん〉S T A R T U P 
L a b 」や営 業 店 に
設 置する「 創 業サ
ポ ートデスク」を
通じて、将 来 の 秋
田 県 経 済 を 担 う
事 業 者 の 創 出 に
取り組みます。

〈あきぎん〉ビジネスコンテスト����-����

販路拡大に向けた支援
当行ネットワークを活用し、お取引先企業におけるビジネスチャンスの拡大を支援します。

地域商社事業
地域商社「詩の国秋田」では、地域の優れた資源や産品を活かした
商 品 開 発やマーケティング、ブランディング、販 路 拡 大 などのプロ
デュースを行い、新たなビジネス機会の創出をサポートします。

生産者の思いやモノづくりの背景にあるストーリーの発信
をコンセプトとしたＥＣショップ「詩の国商店」を開設し、地
域ブランド価 値の向 上に向 けて、秋 田の魅 力を広く発 信し
ていきます。

事業承継・Ｍ＆Ａ事業
後継者不在等に対応し、地域の事業・雇用を守るため、専門部署「事業承継支援
室」や「Ｍ＆Ａチーム」を設置するとともに、専門資格「Ｍ＆Ａシニアエキスパート」
を保有する行員を県内全域の営業店へ配置しています。

事業再生サポート

㈱玉川温泉への
エグジットファイナンス※実施

審 査 部 内に設 置している「企 業 経 営 支 援 室」を中 心に、事 業 再 生や
経営改善支援をはじめとした各種ソリューションの提供を行います。

� � � � 年より、地 域 経 済 活 性 化 支 援
機 構（R E V I C）とともに㈱ 玉 川 温 泉
の事 業 再 生 支 援を行ってきました 。
その再生に一定の目処が立ったこと
から、当 行、商 工 組 合 中 央 金 庫およ
び日 本 政 策 金 融 公 庫と協 調し、ＲＥ
ＶＩＣが再生支援のため保有するす
べての 株 式 の 買 戻し等 に必 要 な 資
金を支援しました。

就職・採用ポータルサイト
「キャリピタ ＡＫＩＴＡ」の開設

【人材紹介における基本的なフロー】

ＥＣサイト「詩の国商店」オープン

アクセスは
こちら！

PICK UP!

地方銀行による
就職情報サイトの

開設は全国初！

求人企業 求職者

❶

（お取引先企業）

求人
ニーズ

❷
情報
連携

❸
求人
紹介

❹
応募

❺
人材紹介 提携人材紹介事業者

お客さま
税理士法人

などの
外部提携先

各種提案

相談

連携本部

営業店

事業承継支援室 M＆Aチーム

国内外への販路開拓をサポートする
「地域振興室」

「海外ビジネスサポート室」

台湾進出や輸出入を支援する
「台北駐在員事務所」

「詩の国秋田台北支店」

地域産品を国内外へ売り込む
地域商社「詩の国秋田」

首都圏企業・
大手流通業者をつなぐ

「東京ビジネスサポートセンター」

販路拡大支援

PICK UP!

PICK UP!

※経営再建中の企業が早期に再生するために受ける融資のこと。

玉川温泉（仙北市）

台湾事業者と県内事業者をつなぐ
オンライン商談の模様（台北駐在員事務所）

あきた未来塾
将 来の秋 田 県 経 済を担う人 材の育 成および輩
出を目 的に、若 手 経 営 者・後 継 者を対 象とした
経営塾「あきた未来塾」を開講しています。

第�期あきた未来塾開講式

����年の開講以来、卒業生���名を輩出！
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創業期

転換期

成長期

成熟期

法人のお客さまへ

お客さまのビジネスステージにあ わせた
コンサルティングをご提 供します。

人材支援事業
雇用の確保、優秀な人材の採用
など、お取引先の経営課題を解
決する人材支援事業に取り組ん
でいます。

県内企業と就職希望者をマッチングする就職・採用ポータルサイト
「キャリピタ  ＡＫＩＴＡ」を立ち上げ、���� 年１月より求人企業お
よび求職者の登録を開始します。

起業・創業支援
起業家の発掘・育成からビジネスモデルの確立までを
一 貫して支 援する起 業・創 業プラットフォーム「〈あき
ぎん〉S T A R T U P 
L a b 」や営 業 店 に
設 置する「 創 業サ
ポ ートデスク」を
通じて、将 来 の 秋
田 県 経 済 を 担 う
事 業 者 の 創 出 に
取り組みます。

〈あきぎん〉ビジネスコンテスト����-����

販路拡大に向けた支援
当行ネットワークを活用し、お取引先企業におけるビジネスチャンスの拡大を支援します。

地域商社事業
地域商社「詩の国秋田」では、地域の優れた資源や産品を活かした
商 品 開 発やマーケティング、ブランディング、販 路 拡 大 などのプロ
デュースを行い、新たなビジネス機会の創出をサポートします。

生産者の思いやモノづくりの背景にあるストーリーの発信
をコンセプトとしたＥＣショップ「詩の国商店」を開設し、地
域ブランド価 値の向 上に向 けて、秋 田の魅 力を広く発 信し
ていきます。

事業承継・Ｍ＆Ａ事業
後継者不在等に対応し、地域の事業・雇用を守るため、専門部署「事業承継支援
室」や「Ｍ＆Ａチーム」を設置するとともに、専門資格「Ｍ＆Ａシニアエキスパート」
を保有する行員を県内全域の営業店へ配置しています。

事業再生サポート

㈱玉川温泉への
エグジットファイナンス※実施

審 査 部 内に設 置している「企 業 経 営 支 援 室」を中 心に、事 業 再 生や
経営改善支援をはじめとした各種ソリューションの提供を行います。

� � � � 年より、地 域 経 済 活 性 化 支 援
機 構（R E V I C）とともに㈱ 玉 川 温 泉
の事 業 再 生 支 援を行ってきました 。
その再生に一定の目処が立ったこと
から、当 行、商 工 組 合 中 央 金 庫およ
び日 本 政 策 金 融 公 庫と協 調し、ＲＥ
ＶＩＣが再生支援のため保有するす
べての 株 式 の 買 戻し等 に必 要 な 資
金を支援しました。

就職・採用ポータルサイト
「キャリピタ ＡＫＩＴＡ」の開設

【人材紹介における基本的なフロー】

ＥＣサイト「詩の国商店」オープン

アクセスは
こちら！

PICK UP!

地方銀行による
就職情報サイトの

開設は全国初！

求人企業 求職者

❶

（お取引先企業）

求人
ニーズ

❷
情報
連携

❸
求人
紹介

❹
応募

❺
人材紹介 提携人材紹介事業者

お客さま
税理士法人

などの
外部提携先

各種提案

相談

連携本部

営業店

事業承継支援室 M＆Aチーム

国内外への販路開拓をサポートする
「地域振興室」

「海外ビジネスサポート室」

台湾進出や輸出入を支援する
「台北駐在員事務所」

「詩の国秋田台北支店」

地域産品を国内外へ売り込む
地域商社「詩の国秋田」

首都圏企業・
大手流通業者をつなぐ

「東京ビジネスサポートセンター」

販路拡大支援

PICK UP!

PICK UP!

※経営再建中の企業が早期に再生するために受ける融資のこと。

玉川温泉（仙北市）

台湾事業者と県内事業者をつなぐ
オンライン商談の模様（台北駐在員事務所）

あきた未来塾
将 来の秋 田 県 経 済を担う人 材の育 成および輩
出を目 的に、若 手 経 営 者・後 継 者を対 象とした
経営塾「あきた未来塾」を開講しています。

第�期あきた未来塾開講式

����年の開講以来、卒業生���名を輩出！
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〈あきぎん〉積立投信は、資産づくりの目標にあわせて
２つのコースから選ぶことができます。

資産づくりの目標
２つのコースから選ぶ

個人のお客さまへ

対
象
ロ
ー
ン

お客さまのライフスタイルにあわせた保険商品や
各種ローンを取り揃えています。

投資信託による資産づくりをご案内します。

アプリを活用した便利な機能をご紹介します。

■ご利用いただける主な機能

●
●
●
●

●
●
●

※祝日が土日に重なる場合は営業いたします。

土日 9:00～16:00

秋田県内の〈あきぎん〉ローンプラザ／保険プラザ７か所で各種ローン・保険の
ご相談を承っています。

個人ローンＷｅｂ完結サービス スマートフォン・タブレット端末等を使って、ご来店せずに
個人ローンのお申込みからご契約までお手続きいただけるサービスです。

遺言代用信託は、遺言書を作成いただくことなく、お預りした金銭をあらかじめ指定した方へスムーズに引き継ぐことができる商品です。
「〈あきぎん〉明日へつなぐ想い」を通じて、ご指定された方へ遺産分割協議前に簡単な手続きで、財産を引き継ぐ準備ができます。

お客さまの大切なご資産を次世代に引き継いでいく
様々なサービスをご用意しています。

遺言代用信託「〈あきぎん〉明日へつなぐ想い」の取扱開始

あきぎんアプリは、スマートフォンを通じて、いつでも手軽に預金口座等の残高や入出金明細を
照会できるサービスです。

残高・入出金
明細照会
リアルタイムで口座残高や入
出金明細の照会ができます。

明細エクスポート
口座ごとの明細情報と明細
に登録しているメモについ
て、ＰＤＦまたはＣＳＶファイ
ルとして出力・保存できます。

お知らせ機能
当行の商品・サービス・キャンペーン
等のお得な情報や重要なお知らせ
が受け取れます。

まとめて資産管理
当行口座の入出金や資産情報
に加えて、金融関連サービス
の入出金や利用明細等を照会
できるサービスです。

●信託財産の受取りは、〈一時金型〉と〈年金型〉が選べます。

●「遺贈寄付」にも対応できます。（一時金型のみ）

●元本補てん契約のある金銭信託にお預け入れいただきます。

●法定相続人のほか、お子さまやお孫さまの配偶者など
　幅広い受取人の指定が可能です。

（注）当行キャッシュカードを発行している普通預金口座をお持ちで、
��歳以上の個人の方（国内に居住）がご利用いただけます。

当行ホームページまたは「あきぎんアプリ」から
お申込みいただけます！ くわしくはこちら♪

Webからご来店日時をご予約いただけます

フリーコースの特徴 期間設定コースの特徴

フリーコース
少額から長期で資産づくりをするなら

期間設定コース
まとまった資金を分割して投資するなら

結婚・子育て
資金贈与

教育資金
贈与遺産整理

相続時
戸籍取得

代行サービス
生命保険

民事信託

遺言信託

主な特徴

※遺贈寄付先は提携先法人に限定します。
提携法人先（����年��月�日現在 ）：国立大学法人秋田大学、公立大学法人秋田県立大学、
　　　　　　　　　　　　　　　   公立大学法人国際教養大学、日本赤十字社秋田県支部

\ ＰＩＣＫ  ＵＰ！ /

 

（水曜日・祝日は休業）
平日 9:00～16:00

営業時間

月10万円なら一般NISAとぴったり！

月1千円からなら手軽にできそう!

アプリ

〈あきぎん〉ローンプラザ／保険プラザ

投資信託は預金ではなく、当行でご購入いただいた場合、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。投資信託は、銘柄ごとに設定された申込手数料(最高�.��%、消費税込み)、信託報酬(最高�.���%、消
費税込み)および信託財産留保額(最高�.�%)等の諸費用がかかります。また、投資信託は価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに費用等およびリスクは異なりますので、最新の投資信託説明書
(交付目論見書)等をよくお読みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   株式会社秋田銀行　登録金融機関　東北財務局長(登金)第�号　加入協会／日本証券業協会

〈投資信託に関する留意事項〉

●月�,���円から手軽に資産づくりを　　　　　　　
はじめられます。

●積立期間は無期限ですので、　　　　　　　　　　
長期の資産づくりが可能です。

●インターネット投資信託サービスから　　　　　　
いつでもお申込み可能です。

●月５万円からしっかり資産を　　　　　　　　　　
積み上げられます。

●積立期間は１年、２年、３年から選べます。

●���万円を月��万円ずつ��回に分けて投資するな
どまとまった資金の時間分散投資に活用できます。

●積み立てた投資信託は、積立期間終了後も継続して
保有いただけます。

09 10AKITA BANK REPORT 2021

■2021年 中間期ディスクロージャー誌〈情報編〉 p09_p10 （A4仕上がり）
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投資信託による資産づくりをご案内します。

アプリを活用した便利な機能をご紹介します。

■ご利用いただける主な機能

●
●
●
●
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●
●

※祝日が土日に重なる場合は営業いたします。

土日 9:00～16:00

秋田県内の〈あきぎん〉ローンプラザ／保険プラザ７か所で各種ローン・保険の
ご相談を承っています。

個人ローンＷｅｂ完結サービス スマートフォン・タブレット端末等を使って、ご来店せずに
個人ローンのお申込みからご契約までお手続きいただけるサービスです。

遺言代用信託は、遺言書を作成いただくことなく、お預りした金銭をあらかじめ指定した方へスムーズに引き継ぐことができる商品です。
「〈あきぎん〉明日へつなぐ想い」を通じて、ご指定された方へ遺産分割協議前に簡単な手続きで、財産を引き継ぐ準備ができます。

お客さまの大切なご資産を次世代に引き継いでいく
様々なサービスをご用意しています。

遺言代用信託「〈あきぎん〉明日へつなぐ想い」の取扱開始

あきぎんアプリは、スマートフォンを通じて、いつでも手軽に預金口座等の残高や入出金明細を
照会できるサービスです。

残高・入出金
明細照会
リアルタイムで口座残高や入
出金明細の照会ができます。

明細エクスポート
口座ごとの明細情報と明細
に登録しているメモについ
て、ＰＤＦまたはＣＳＶファイ
ルとして出力・保存できます。

お知らせ機能
当行の商品・サービス・キャンペーン
等のお得な情報や重要なお知らせ
が受け取れます。

まとめて資産管理
当行口座の入出金や資産情報
に加えて、金融関連サービス
の入出金や利用明細等を照会
できるサービスです。

●信託財産の受取りは、〈一時金型〉と〈年金型〉が選べます。

●「遺贈寄付」にも対応できます。（一時金型のみ）

●元本補てん契約のある金銭信託にお預け入れいただきます。

●法定相続人のほか、お子さまやお孫さまの配偶者など
　幅広い受取人の指定が可能です。

（注）当行キャッシュカードを発行している普通預金口座をお持ちで、
��歳以上の個人の方（国内に居住）がご利用いただけます。

当行ホームページまたは「あきぎんアプリ」から
お申込みいただけます！ くわしくはこちら♪

Webからご来店日時をご予約いただけます

フリーコースの特徴 期間設定コースの特徴

フリーコース
少額から長期で資産づくりをするなら

期間設定コース
まとまった資金を分割して投資するなら

結婚・子育て
資金贈与

教育資金
贈与遺産整理

相続時
戸籍取得

代行サービス
生命保険

民事信託

遺言信託

主な特徴

※遺贈寄付先は提携先法人に限定します。
提携法人先（����年��月�日現在 ）：国立大学法人秋田大学、公立大学法人秋田県立大学、
　　　　　　　　　　　　　　　   公立大学法人国際教養大学、日本赤十字社秋田県支部

\ ＰＩＣＫ  ＵＰ！ /

 

（水曜日・祝日は休業）
平日 9:00～16:00

営業時間

月10万円なら一般NISAとぴったり！

月1千円からなら手軽にできそう!
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投資信託は預金ではなく、当行でご購入いただいた場合、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。投資信託は、銘柄ごとに設定された申込手数料(最高�.��%、消費税込み)、信託報酬(最高�.���%、消
費税込み)および信託財産留保額(最高�.�%)等の諸費用がかかります。また、投資信託は価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに費用等およびリスクは異なりますので、最新の投資信託説明書
(交付目論見書)等をよくお読みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   株式会社秋田銀行　登録金融機関　東北財務局長(登金)第�号　加入協会／日本証券業協会

〈投資信託に関する留意事項〉

●月�,���円から手軽に資産づくりを　　　　　　　
はじめられます。

●積立期間は無期限ですので、　　　　　　　　　　
長期の資産づくりが可能です。

●インターネット投資信託サービスから　　　　　　
いつでもお申込み可能です。

●月５万円からしっかり資産を　　　　　　　　　　
積み上げられます。

●積立期間は１年、２年、３年から選べます。

●���万円を月��万円ずつ��回に分けて投資するな
どまとまった資金の時間分散投資に活用できます。

●積み立てた投資信託は、積立期間終了後も継続して
保有いただけます。
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不良債権の状況

　貸倒引当金の算定方法を一部変更し、予防的な引当の増加を
はかったことから与信関係費用は増加しましたが、コア業務純益
の増加に加え、国債等債券損益と株式等関係損益も好転したこと
により、経常利益は9億円増加の32億円となり、中間純利益は
3億円増加の21億円となりました。

　当行は、日本格付研究所（ＪＣＲ）から長期発行体格付について
格付けランクの上位に位置する「Ａ＋」を取得しております。
　「Ａ」は、「債務履行の確実性は高い」と定義されており、当行の
財務内容の健全性が評価されていることを示しております。

　2021年9月末の自己資本比率は、分母であるリスク・アセッ
トは減少し、分子である自己資本は、利益の積上げにより増加した
ことから、前期末比0.19ポイント上昇の11.81％となりました。
　従来に引き続き国内基準行に求められる４％を大きく上回っ
ております。

※1 【破産更生債権及びこれらに準ずる債権】
　破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の
申し立て等の事由により、経営破綻に陥っている
お取引先に対する債権およびこれらに準ずる債
権です。

※2 【危険債権】
　お取引先の財政状態および経営成
績が悪化し、契約にしたがった債権の
元本回収および利息の受取りができ
ない可能性の高い債権です。

※3 【要管理債権】
　3か月以上延滞債権および貸出
条件緩和債権（金利の減免や利息の
支払い、元本の返済を猶予した貸出
金など）です。

　2021年9月期において、与信費用は貸倒引当金の算
定方法を一部変更し、予防的な引当の増加をはかったこと
から、前年同期比7億円増加し、16億円となりました。
　2021年9月末の不良債権額（金融再生法開示債権ベー
ス）は439億円でありますが、対象債権額合計に占める
不良債権比率は2.40％となり、2021年3月末に比べて

0.23ポイント上昇いたしました。
　この不良債権が将来回収不能となった場合の備えである
保全額（貸倒引当金、担保、保証）は371億円、保全率は
84.35％と高く、貸出等資産の健全性維持に努めておりま
す。

貸出等資産の健全性収益性・健全性

　コア業務純益（※）は、資金利益や役務取引等利益が増加し、
経費は減少したことにより、前年同期比8億円増加の36億円
となりました。
【コア業務純益】
　銀行本来の業務（預金、貸出、為替、有価証券など）から得られた利益であ
る「業務純益」から、期ごとに特殊な要因で大きく変動する「一般貸倒引当金
繰入額」と「国債等債券損益」を除いたもので、「銀行の基本的な利益」を示
します。

用
語
解
説

【自己資本比率】
　貸出金などの資産（リスク・アセット）に対する自己資本の割合で、銀行の
健全性を示す指標のひとつです。海外に営業拠点を有する銀行は国際統一
基準で8％以上、海外に営業拠点を持たない銀行（当行）は国内基準で4％以
上を維持することが求められています。

用
語
解
説

用
語
解
説

【格付け】
　格付けとは企業が発行する債券が「約束通りに元本および利息が支払わ
れる確実性の程度」を利害関係のない第三者（格付け会社）が判断し、その
結果を簡潔な記号にしたものです。なお、このランクが上位に位置するほど
安全性が高いとされています。

用
語
解
説

コア業務純益（※）…36億円

自己資本比率（※）（単体）…11.81％

経常利益…32億円 中間純利益…21億円

格付け（※）…A＋
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不良債権の状況
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はかったことから与信関係費用は増加しましたが、コア業務純益
の増加に加え、国債等債券損益と株式等関係損益も好転したこと
により、経常利益は9億円増加の32億円となり、中間純利益は
3億円増加の21億円となりました。
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ております。
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語
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用
語
解
説
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■ 預金残高

（単位：億円）

　個人預金、法人預金および公金が増加したことにより、前年
同期末比1,347億円増加し、3兆361億円となりました。
　2021年9月末の預金・譲渡性預金残高に占める秋田県
内残高の割合は91.9％となっております。
　また、秋田県内における当行取引シェアは、59.0％と高い
水準を維持しております。
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■ 貸出金残高

（単位：億円）

　事業先向け貸出は減少したものの、国・地公体向け貸出が増加
したことにより、前年同期末比571億円増加し、1兆8,039億円
となりました。
　2021年9月末における貸出金残高に占める中小企業等向
け貸出金の割合は55.3％となっております。
　また、秋田県内における当行取引シェアは、51.6％と高い
水準を維持しております。
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（単位：億円） 公共債 投資信託 生命保険

　預り資産は、前年同期末比32億円減少し、
2,253億円となりました。

■ 個人ローンの推移■ 預り資産残高の推移

【預り資産】用
語
解
説

　公共債、投資信託、生命保険など金融商品を総称して
「預り資産」と呼んでおります。また、個人年金保険、一時
払終身保険を総称して「生命保険」と呼んでおります。

　個人ローンは、住宅ローンが47億円増加したこと
を主因として、前年同期末比37億円増加し、
3,810億円となりました。

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

（単位：億円） 個人ローン うち住宅ローン

2021年9月末2020年9月末

■ 県内外別 ■ 県内外別
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9月末

2019年9月末

●他行／都銀・地銀・第二地銀
●その他／信用金庫・信用組合
 ［資料：預金・貸出金一覧〈（株）日本金融通信社〉ほか］

2021年9月末

県内向け貸出金内訳

秋田県内向け
13,017億円
72.1%

秋田県外向け
5,021億円
27.8%

秋田県内
27,916億円
91.9%

秋田県外
2,445億円
8.0%

2021年9月末

県内預金内訳

●他行／都銀・地銀・第二地銀
●その他／信用金庫・信用組合
●譲渡性預金は含まれておりません。　
　［資料：預金・貸出金一覧〈（株）日本金融通信社〉ほか］
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その他（地公体ほか）
5,086億円
（39.0％）

■ 秋田県内シェア（金融機関別） ■ 預金者別 ■ 秋田県内シェア（金融機関別） ■ 貸出先別
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18,414億円
（65.9％）
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6,732億円
（24.1％）

その他
2,769億円
（9.9％）
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