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平成 21 年 8 月 20 日 
各   位 

        会社名 株式会社関東つくば銀行 

代表者名 取締役頭取 木村 興三 

（コード番号  ８３３８ 東証第一部） 

問合せ先  上席執行役員総合企画部長 

木 城  洋 

（℡．029-821-8111） 

（URL http://www.kantotsukuba-bank.co.jp） 

 
関東つくば銀行グループ、茨城銀行グループ並びにあおぞら銀行グループ三行の 

戦略的業務提携に関する基本合意について 
 

株式会社関東つくば銀行（取締役頭取: 木村 興三、本店：茨城県土浦市／以下「関東つくば

銀行」）、株式会社茨城銀行（取締役頭取: 溝田 泰夫、本店：茨城県水戸市／以下「茨城銀

行」）並びに株式会社あおぞら銀行（取締役社長兼最高経営責任者(CEO)： ブライアン Ｆ．プリ

ンス、本店：東京都千代田区／以下「あおぞら銀行」）は、相互補完の観点から、各行の強みを最

大限に発揮し、競争力・収益力の強化を通じた顧客基盤の拡充を実現するために、戦略的業務

提携（以下｢本提携｣）を行うことについて、本日、基本合意いたしました。 
 

1. 本提携の背景と目的 
 

関東つくば銀行グループは、茨城県内を中心に、地域に深く根ざした幅広い店舗網を有し、

「地域とともに歩むハートフルバンク」を中期経営計画に掲げて、地域の皆様の信頼のもとに、存

在感のある銀行を目指し、地域経済の発展と活性化に貢献しております。 
茨城銀行グループは、同じく茨城県内を中心に、地域のお客様の多様なニーズにお応えして

良質な金融サービスを提供することにより、「地域で最も信頼される銀行」を目指し、大正 10 年の

創立以来、地域経済へ貢献しつつ、地域の発展と共に着実な歩みを進めております。 
関東つくば銀行と茨城銀行は、地域においてより強固な経営基盤を確立していくことが重要で

あるとの共通認識に基づき、平成 21 年 8 月 10 日付で合併契約書の締結に至った旨を発表して

おります。 
あおぞら銀行は、平成 21 年 7 月 1 日に株式会社新生銀行（以下「新生銀行」）との合併に関し

て合意に至った旨を発表しており、強固な自己資本の有効活用と国内事業金融を中心とするビジ

ネスモデルへの転換を進める一方で、地域金融機関との強力なネットワークをベースとした戦略

的提携を志向しております。 

 
本提携は、このような三行グループの経営戦略が合致したものであり、関係当局等への必要な

手続の完了を前提として、各行相互に経営資源及び事業ノウハウを提供し共同して新たな業務

展開に取り組むことで、三行グループのお客様に対して、より付加価値の高い、幅広い金融商品・

サービスの提供を行うことを目指してまいります。 
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2. 業務提携の概要 
 

関東つくば銀行グループ、茨城銀行グループ並びにあおぞら銀行グループは、実効性のある

業務提携を実現させるために、各段階における人材交流の活発化を図ると共に、関係部署の実

務者を中心に具体的検討を行い、様々な分野における提携を共に推進していく予定です。 
現時点で検討している具体的な提携業務は、以下のとおりです。 
 

（1） シンジケーション業務 

（2） 証券化業務 

（3） 金融債等の金融商品仲介業務 

（4） 預金代理業務（定期預金、仕組預金等） 

（5） 内部管理体制（リスクマネジメント、J-SOX 対応等）サポート業務 

（6） 個人向け金融商品・サービスの共同開発業務 

（7） ビジネスマッチング業務 

（8） M&A（事業承継対策等）業務 

（9） 企業再生業務 

(10)事業性ローンへの共同取組み 

 

 

3. 今後の戦略の方向性 
 

関東つくば銀行と茨城銀行は、茨城県を中心とした顧客・事業基盤の更なる拡充と金融サービ

スの一層の向上を目指して、両行が経営統合することについて合併契約書の締結に至った旨を、

平成 21 年 8 月 10 日付で発表しております。合併は平成 22 年 3 月を予定しておりますが、合併

行は、地元の中小企業と個人のお客様へ、両行の英知を結集し、最高の金融サービスを提供し、

地域のお客様とともに成長し、「茨城県になくてはならない銀行」となることを目指してまいります。 
 
一方、あおぞら銀行は、新生銀行と合併に向けて合意した旨を平成 21 年 7 月 1 日付で発表し

ております。合併行は、経営の安定性を確保するとともに、それぞれの得意分野を強化し、日本経

済に真に求められる金融機関を目指してまいります。地域金融機関との関係においては、これま

でに培われた幅広いネットワークをベースに戦略的提携等への対応力を強化し、メガバンクでも

地域金融機関でもないユニークかつ革新的な銀行グループを目指してまいります。 
 
本提携は、各行が、今後他の金融機関と同様の業務提携を行うことを妨げるものではありませ

んが、本提携を皮切りに、三行はさらなる提携業務の拡大等について協議を継続してまいります。 
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4.  会社概要（単体：平成 21 年 3 月末現在） 
 
（1）商号 株式会社関東つくば銀行* 株式会社茨城銀行* 株式会社あおぞら銀行 

（2）代表者 取締役頭取 木村 興三 取締役頭取 溝田 泰夫 取締役社長兼最高経営

責任者 ブライアン Ｆ．

プリンス 1 

（3）所在地 茨城県土浦市中央

2-11-7 
茨城県水戸市南町 

1-3-1 
東京都千代田区九段南

1-3-1 

（4）設立年月 昭和 27 年 9 月 大正 10 年 11 月 昭和 32 年 4 月 

（5）主な事業内容 銀行業務 銀行業務 銀行業務 

（6）決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 

（7）従業員数 1,041 人 907 人 1,440 人 

（8）主な事業所 本店／茨城県土浦市 
茨城県を中心に本支店

76 有人出張所 9 

本店／茨城県水戸市 
茨城県を中心に本支店

62 

本店／東京都千代田区

国内本支店 19  
海外駐在員事務所 3 

（9）資本金 31,368 百万円 15,541 百万円 419,781 百万円 

（10）株主構成及

び所有割合 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 9.07％

ジェイピー モルガン クリアリ

ング コープ セク    2.61％

関東つくば銀行行員持株会 

1.77%

株式会社広沢製作所  1.77%

株式会社みずほコーポレート

銀行            1.64% 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口 4） 3.77％

株式会社みずほコーポレート

銀行            3.35％

茨城銀行従業員持株会 2.42％

株式会社三井住友銀行 2.12％

ニッセイ同和損害保険株式会

社              2.05％

サーベラス エヌシービー ア

クイジション エルピー ジェネ

ラル・パートナー サーベラス・

アオゾラ・ジーピー・エルエル

シー            45.49％

株式会社あおぞら銀行 9.45％

オリックス株式会社   9.09％

ジェイピー モルガン クリアリ

ング コープ セク    4.36％

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口 4G） 

2.31％

1 現在の職位を記載。平成 21 年 3 月末時点の職位は、執行役員社長代行兼最高経営責任者代行。 

 

*関東つくば銀行と茨城銀行は、平成 21 年 8 月 10 日付で、株主総会の承認及び監督官庁の認

可を前提に、平成 22 年 3 月 1 日を効力発生日として、対等の精神に基づき合併し、「筑波銀行」

を創設することについて合併契約書を締結しております。 

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

株式会社 関東つくば銀行 総合企画部 経営企画 G ℡029-821-8111 
株式会社 茨城銀行 総合企画部 企画 G ℡029-231-3250     
株式会社 あおぞら銀行 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室 ℡03-5212-9252    

 


