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「リアルとデジタルの融合」
による真の競争力　
2020年度決算ハイライト

いつでもどこでも
スマホでカンタンお取引

宮崎と「一緒に」魅力ある地域産品を全国に発信し、

未来を創出いたします！

地域商社「Withみやざき」設立

有限会社有田牧畜産業さまと当行の農業法人
「夢逢いファーム」で生産したアボカド“森の
銀子”のコラボレーション企画でアボカド
バーガーを期間限定で販売しました。

※本アプリは無料でご利用いただけますが、ダウンロードや利用時にかかる通信料はお客さまのご負
担となります。

※AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録された、Apple Inc.の商標です。App Storeは
Apple Inc.のサービスマークです。

※Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogleLLC.の商標です。

詳しくはみやぎんアプリの公式
ウェブページをご確認ください。 検索みやぎんアプリ

2021年6月現在

ご利用可能時間
●メンテナンスのための定期休止時間（日曜AM0:00～AM6:00）を
除き、原則24時間ご利用可能です。

●ただし、お振替・お振込のご利用時間は右の表のとおりです。手続き
は当日扱いのみとなり、お振替・お振込日の指定はできません。

※他金融機関へのお振込については、
上記利用時間内でも各金融機関の
ご利用時間によりお手続きができ
ない場合がございますのでご了承く
ださい。

土日・祝日

8：00～
　21：00

お振替

お振込

平 日

7：00～21：00

7：00～23：00



[宮崎銀行 2020年度決算ハイライト]

株式についてのご案内

◎2020年度の詳細な決算情報が記載されたディス
クロージャー誌「資料編」は、2021年7月末に当行
ホームページに掲載いたします。

□事業年度／毎年4月1日から翌年3月31日
までの1年といたします。

□定時株主総会／毎年6月に宮崎市で開催
いたします。

□配当金／期末配当金は、毎年3月31日現
在の株主の皆さままたは登録株式質権
者さまに定時株主総会終了後、お支払い
いたします。中間配当を行う場合は、取締
役会の決議により毎年9月30日現在の株
主の皆さままたは登録株式質権者さま
に、お支払いいたします。

　なお、配当金のお受け取りには、当行本支
店、出張所の預金口座へのお振り込みを
ご利用いただきますと、早くて便利です。

□基準日／定時株主総会については3月31
日といたします。

　その他必要があるときは、あらかじめ公
告して定めます。

□公告方法／当行ホームページへ掲載いた
します（電子公告）。ただし、事故その他や
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、宮崎
日日新聞および日本経済新聞に掲載いた
します。

□株主名簿管理人／東京都中央区日本橋
茅場町一丁目2番4号

　日本証券代行株式会社
□同事務取扱場所／福岡市中央区天神二
丁目14番2号

　日本証券代行株式会社 福岡支店　
　☎（092）741-0284
□郵便物送付先・お問い合わせ先／〒168-
　8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
日本証券代行株式会社 代理人部

　　 0120-707-843
□各種手続のお申し出先／①未払配当金の
お支払いについては、株主名簿管理人に
お申し出ください。

　②住所変更、単元未満株式の買取・買増、
配当金受取方法の指定等については次の
とおりお願いいたします。

　（1）証券会社をご利用の株主の皆さまは、
お取引の証券会社へお申し出ください。

　（2）証券会社をご利用でない株主の皆さ
まは、特別口座の口座管理機関である日
本証券代行株式会社へお申し出くださ
い。
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経常収益トップインタビュー
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コア業務純益

471億円
（前年度比 △30億円）

2018年度 2019年度

132135127

2020年度

（億円）

0

40

80

120

160

200

500

600

700

400

300

200

132億円
（前年度比 △3億円）

経常利益

2018年度 2019年度

110110
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（億円）

当期純利益

110億円
（前年度比 ±0円）

2018年度 2019年度
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72億円
（前年度比 △4億円）

貸出金残高

2018年度末 2019年度末 2020年度末

（億円）

中小企業等貸出金残高

2兆1,577億円
（前年度末比 ＋811億円）

2018年度末 2019年度末
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（億円）

1兆7,473億円
（前年度末比 ＋1,248億円）

貸出金利息

2018年度 2019年度
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2020年度

（億円）

預金等残高

267億円
（前年度比 ＋7億円）

2018年度末 2019年度末 2020年度末

（億円）

2兆8,200億円
（前年度末比 ＋2,264億円）
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　皆さまには、平素から宮崎銀行
をご利用、お引き立ていただき、
誠にありがとうございます。また、
新型コロナウイルス感染拡大に
よって多大な影響を受けられた皆
さまに対して、心よりお見舞いを
申し上げます。

　地域社会が新型コロナウイルス
感染症の拡大により未曾有の危機
に直面する中、地方銀行は、資金
提供や金融サービスを通じてお客
さまや地域を支えるという「真価」
が問われています。当行は、コロ
ナ禍の影響を受けられたお客さま
への資金繰り支援を最優先に対応
することに加え、課題解決や経営
改善等のコンサルティング機能を
提供するための態勢を強化するこ
とで、お客さまの事業継続を支え
てまいりました。引き続き、コロ
ナ禍からの一日も早い復興に向け、
役職員一丸となって誠心誠意取り
組んでまいる所存です。

　さて、2020年度は中期経営計画
「With You」の初年度として、計
数面、施策面ともに順調な滑り出
しができた1年間であったと評価し
ています。地域商社「With みやざ
き」の設立、人材紹介業への参入等、
お客さまや地域とともに成長する
取り組みを積極的に展開してきま
した。また、環境省との「国立公
園オフィシャルパートナーシップ」
の締結や脱炭素への取り組み等、
SDGsへの対応を加速させ、地域社
会の持続的な成長に貢献してまい
りました。

　一方で、地方銀行を取り巻く環
境に目を向けると、人口や事業者
数の減少等による地方経済の縮小
という中長期的な課題に加え、新
型コロナウイルス感染拡大に伴う
景気低迷、ニューノーマルへの対
応等、複雑性·不確実性が一層増し
ております。こうした環境の中、
地方銀行はビジネスモデルの変革
が求められており、「リアルとデジ
タルの融合」が一つの解であると
考えています。

　「リアル」においては、中期経営
計画「With You」の基本方針の一
つである「With Customer ～お客
さまとともに」の精神で、多様化
するお客さまのニーズにお応えす
るコンサルティング営業を徹底的
に実践することで、地域から信頼
される「ファーストコールバンク」
を目指します。
　
　「デジタル」においては、「デジ
タルトランスフォーメーション
（DX）」への取り組み強化が鍵とな
ります。昨年度は、「みやぎんアプ
リ」の提供開始やAI･ビックデータ
の活用、ペーパーレス化を起点と
した業務改革を積極的に進めてき
ました。引き続き、DXを通じた金
融サービスの高度化、既存業務の
抜本的な効率化を図ってまいりま
す。

　そして、これらの「リアル」と「デ
ジタル」が、「お客さま·地域」と
いう軸で融合することで、真の競
争力を持つ地方銀行へ進化できる
と確信しています。

　当行はこれからも地域のリー
ディングカンパニーとして、お客
さまと地域の「新しい未来」の実
現に向け、果敢にチャレンジして
まいります。引き続き、宮崎銀行
をご愛顧賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

杉田  浩二（すぎた こうじ）

取締役頭取

「リアルとデジタルの融合」による真の競争力
お客さまと地域の「新しい未来」の実現に向け、果敢にチャレンジしてまいります。



　2020年10月、環境省と企業が相互に協力
し、国立公園の魅力を世界に向けて発信し、
地域の活性化につなげることを目的に、環境
省と「国立公園オフィシャルパートナーシッ
プ」を締結しました。今後、「霧島錦江湾国立
公園」「阿蘇くじゅう国立公園」の魅力向上·
誘客支援に加え、当行のホームページや広告
媒体での情報発信、コンテナホテルやグラン
ピング等の施設整備の支援を行っていきます。

　2020年7月、投資信託全商品および保険商品の一部商品に
ついて、受付から契約までをペーパーレスで対応できる仕組み
を導入しました。タブレットによるマーケット情報等の説明や、
お客さまの書類への記入負荷を削減できます。また、2021年
1月、住宅ローンの電子契約サービスの運用を開始しました。
住宅ローンの電子契約では、お客さまに契約書の印紙代が不要、
契約時間の短縮、契約書データの即時取得･閲覧ができるなど
のメリットがあります。ペーパーレスを通じて、紙資源コスト
の削減、業務の効率化を図っています。

　2020年度「Safety Driveキャンペーン」を実施し、
2020年11月、上半期の収益の一部を「宮崎県交通安全
対策推進本部」「公益財団法人鹿児島県交通被災者たす
けあい協会」に寄付しました。また、「エコカー」「サポ
カー」に対するマイカーローンのお申し込みでは、金利
を特別金利からさらに優遇しています。環境や交通安全
への働きかけ、交通被災者への寄付等の取り組みを通し
て、笑顔のあふれる社会づくりに貢献しています。

　宮崎県のスギ丸太の生産量は、30年連続(2020年)日本一です。森林環境保
全等へ向けた取り組みを金融面から支援することを目的に、2020年4月
「SDGs林業応援ローン『山のちから』」の取り扱いを開始しました。環境保全
に取り組む民間団体(「NPO法人ひむか維森の会」、「鹿児島県CRL認証委員会」)
主導の認証制度に加え、宮崎県、鹿児島県が定める「意欲と能力のある林業経
営者」と認定された企業等を支援しています。2021年3月末現在で、22件2
億32百万円のご利用をいただいており、宮崎･鹿児島両県の林業の発展に貢献
しています。

環境省と「国立公園オフィシャル
パートナーシップ」締結しました！

ENVIRONMENT
環境

SOCIAL
社会

森林環境保全に向けた取り組み

ペーパーレス化を推進しています！
マイカーローンで交通安全運動事業を支援

　2020年6月「みやぎんSDGs応援私募債(With未
来)」、同年10月「みやぎん寄付型私募債(感謝とエー
ルを込めて)」の2商品の取り扱いを開始しました。発
行時にいただく引受手数料の一部は、「SDGsの概念に
資する活動をしている団体」や「医療従事者･介護事
業者」の活動を支援するために当行名義で金銭寄付を
行っています。2021年3月末現在で、「With未来」は
28件(総額19億円)、「感謝とエールを込めて」は引受
総枠10億円に迫るご利用をいただいており、私募債の
引き受けを通じて、社会貢献活動を応援しています。

私募債で社会貢献活動の輪が広がっています！

　2020年4月、株式会社肥後銀行、株式会社大分銀行、
株式会社鹿児島銀行と「災害相互支援に関する協定」
を締結しました。また、2021年1月には、株式会社宮
崎太陽銀行とも災害･感染症発生時における事業継続体
制の強化を目的として「災害時における相互協力に関
する協定」を締結いたしました。各行連携した相互支
援により、地域のお客さまへの応急対応力を強化し、
災害の影響を最小限に止め、早期の復旧･復興を可能と
します。

災害時相互支援に関する
協定を締結しました

　2020年12月、宮崎県内の高校生を対象に「エ
コノミクス甲子園」宮崎県大会を開催しました。
クイズを通じて金融経済の仕組みを学習でき、
地方大会優勝者には、全国大会の出場権および
奨学金(総額200万円･返済不要)への応募権が
付与されます。今後も、若者が将来経済的に自
立し、より良い暮らしの実現を可能とするため、
地域の未来を担う子どもたちの金融知識の育成
をお手伝いします。

高校生の金融リテラシー向上のお手伝い

※写真はイメージです
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宮崎銀行は、持続可能な開発目標「SDGs」の趣旨に賛同し、
その目標達成に向けて、役職員一人ひとりが主体的に取り組んでまいります。



　4回目となる今回は、宮崎大学の大学生･院生だけでなく宮
崎県内の大学･短大･高専生を対象にビジネスプランを募集
し、2020年10月「宮崎･学生ビジネスプランコンテスト」(旧:
宮崎大学ビジネスプランコンテスト)を開催しました。本コン
テストで宮崎大学長賞を受賞した「タイミンググッド～吃音
者のQOL爆揚げプロダクト」は、2020年12月開催の「第
20回九州･大学発ベンチャー･ビジネスプランコンテスト」に
おいてグランプリを受賞、2021年3月の「第17回キャンパ
スベンチャーグランプリ全国大会」においては、審査委員会
特別賞を受賞しました。引き続き、宮崎から世界を視野に活
躍する若者の挑戦を後押ししていきます。

「宮崎･学生ビジネスプランコンテスト」を開催しました！

　銀行という社会インフラを適正に維持するという
観点において、感染症拡大防止に対する取り組みも
強化しています。自治体の警報レベルに合わせた独
自の行動原則の策定や在宅勤務制度の活用、スプリッ
トオペレーションの導入等、感染拡大防止と業務継
続の両立を図っています。また、災害･感染症発生時
における金融インフラ機能の継続を目的として、九
州の近隣地銀や株式会社宮崎太陽銀行と相互支援に
関する協定を締結しました。

　新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動の制
限によって多くの方々に多大な影響が出る中、当行
は地元経済の復興支援を目的とした活動を積極的に
展開してきました。地元飲食店への弁当注文や県産
品の花卉を行内に飾る取り組み、「みやざき元気実行
委員会」への協賛等を通じ、地産地消による復興支
援を実施しました。

4年連続で「健康経営優良法人」に
認定されました！

地域商社を設立しました！

　当行は、持続的な成長および中長期
的な企業価値の向上を図る観点から、
意思決定の透明性･公平性を確保して
います。また、保有する経営資源を十
分有効に活用し、迅速･果断な意思決
定により経営の活力を増大させること
がコーポレート･ガバナンスの要諦で
あると考え、2016年6月に監査等委
員会設置会社への移行、さらに2019
年6月には委任型執行役員制度を導入
し、指名報酬委員会を設置しました。
コーポレート･ガバナン
スのより一層の充実を
図っています。

コーポレートガバナンス体制

GOVERNANCE
企業統治

宮崎銀行女子陸上部は
2021年度で創部9年目

を迎

えました。2021年4月
には新たなメンバー 2

名が加

わり、本年度も9名の明
るく元気なチームで、

創部

当初からの目標である
、全日本実業団対抗女

子駅伝

(クイーンズ駅伝)出場
を目指します。新型コ

ロナウ

イルス感染症の影響に
よる競技会中止などの

逆境に

屈することなく、皆さ
まの温かいご声援を胸

にチー

ム一丸となって練習に
励んでまいります。

頑張れ、陸上部!!

　地元経済が新型コロナウイルス感染拡大により甚
大な影響を受ける中、当行は地域金融機関の役割を
果たすべく、お客さまの資金繰り支援を最優先に対
応してきました。専用相談窓口の設置や株式会社宮
崎太陽銀行と共同ファンドの立ち上げを行い、お客
さまの事業継続を資金面から支えています。また、
事業再生、M&A･事業承継等、事業内容や企業ニー
ズに即したきめ細やかな支援を可能にする体制の構
築を進め、コロナ禍の影響を受けられたお客さまの
事業支援や地域経済の復興に役職員一丸となって努
めています。

　2021年1月、魅力ある地域産品を全国に発信し、
宮崎と「一緒に」未来を創出することを目的に、当
行の100％出資で地域商社「Withみやざき」を設
立しました。当行の農業法人「夢逢いファーム」で
生産したアボカド「森の銀子」のブランディング･
販売を開始し、お取引をいただいたミシュラン三ツ
星店「祇園佐ゝ木」さまには、「雑味がなく非常に
濃厚な味わい」と高い評価をいただきました。また、
2021年3月から5月、有限会社有田牧畜産業さまと
のコラボレーション企画でアボカドバーガーを期間
限定で販売しました。これからも、地域の隠れた商
品を発掘し、販路拡大･商品開発支援に取り組んで
いきます。

　当行では、「みやぎん健康宣言」を策定し、従業員の
健康を重要な経営資源の一つとして位置づけています。
2020年10月から11月、宮崎県公式アプリ「SALKO」
を利用したウォーキング大会を開催し、従業員とその
家族465名が歩数を競い合いました。このような取り
組みが評価され、2021年1月、スポーツ庁より「スポー
ツエールカンパニー 2021」に宮崎県内の企業で初の
認定を受け、同年3月には、経済産業省および日本健
康会議より、「健康経営優良法人」に4年連続で認定さ
れました。これからも、従業員とその家族一人ひとり
の心身の健康維持･増進に取り組んでいきます。

影響を受けられたお客さまへの支援

新型コロナウイルス感染症拡大に対する取り組み

感染拡大防止と業務継続の両立

地域経済の復興支援
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選任・解任

解任

2021年6月現在

※会計監査人の名称　有限責任監査法人トーマツ

指示

会計監査

内部監査

報告

連携

連携

監査等委員会室

指名報酬委員会

内部監査部門
監査部

代表取締役

株主総会

本部・営業店

業務執行

会計監査人

顧問弁護士

監査等委員会
（監査等委員である取締役）

指示

取締役
（業務執行取締役）

法令等遵守委員会
リスク管理委員会
ALM委員会

頭取・専務・常務・関係部長

常務会

執行役員会議

専務・常務
頭取

報告

頭取・執行役員



InformationInformation

Inform
ation 2021

20212021

明日の夢、人から人へ。あなたの「みやぎん」を目指して明日の夢、人から人へ。あなたの「みやぎん」を目指して

宮崎銀行情報マガジン宮崎銀行情報マガジン

宮
崎
銀
行
情
報
マ
ガ
ジ
ン

宮崎銀行ディスクロージャー誌◎情報編宮崎銀行ディスクロージャー誌◎情報編
宮
崎
銀
行
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
誌
◎
情
報
編

ご自由に
お持ち帰り下さい
ご自由に

お持ち帰り下さい

InformationInformationInformation
202120212021

明日の夢、人から人へ。あなたの「みやぎん」を目指して明日の夢、人から人へ。あなたの「みやぎん」を目指して明日の夢、人から人へ。あなたの「みやぎん」を目指して

宮崎銀行情報マガジン宮崎銀行情報マガジン宮崎銀行情報マガジン

宮崎銀行ディスクロージャー誌◎情報編宮崎銀行ディスクロージャー誌◎情報編宮崎銀行ディスクロージャー誌◎情報編

トップメッセージ

「リアルとデジタルの融合」
による真の競争力　
2020年度決算ハイライト

いつでもどこでも
スマホでカンタンお取引

宮崎と「一緒に」魅力ある地域産品を全国に発信し、

未来を創出いたします！

地域商社「Withみやざき」設立

有限会社有田牧畜産業さまと当行の農業法人
「夢逢いファーム」で生産したアボカド“森の
銀子”のコラボレーション企画でアボカド
バーガーを期間限定で販売しました。

※本アプリは無料でご利用いただけますが、ダウンロードや利用時にかかる通信料はお客さまのご負
担となります。

※AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録された、Apple Inc.の商標です。App Storeは
Apple Inc.のサービスマークです。

※Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogleLLC.の商標です。

詳しくはみやぎんアプリの公式
ウェブページをご確認ください。 検索みやぎんアプリ

2021年6月現在

ご利用可能時間
●メンテナンスのための定期休止時間（日曜AM0:00～AM6:00）を
除き、原則24時間ご利用可能です。

●ただし、お振替・お振込のご利用時間は右の表のとおりです。手続き
は当日扱いのみとなり、お振替・お振込日の指定はできません。

※他金融機関へのお振込については、
上記利用時間内でも各金融機関の
ご利用時間によりお手続きができ
ない場合がございますのでご了承く
ださい。

土日・祝日

8：00～
　21：00

お振替

お振込

平 日

7：00～21：00

7：00～23：00


