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平成 23年 8月 26日 
各 位 

上場会社名 株式会社山口フィナンシャルグループ 
代表者の役職氏名 取締役社長 福田 浩一 
コード番号 8418 （東証第１部） 
問い合わせ先 総合企画部長 柳田 清史 
電話番号 083-223-5517 

 
子銀行の役員報酬制度の見直し及び子銀行の取締役に対する 

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ 
 
当社は、平成 23 年 8 月 26 日開催の取締役会におきまして、子銀行（山口銀行、もみじ銀行、北

九州銀行（仮称）、以下子銀行とは上記をいう）の役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制

度の廃止と、業績連動型報酬および株式報酬型ストック・オプションの導入について、平成 23 年 9

月開催予定の子銀行各社の取締役会と臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 
 

記 

 

１．目的 

役員報酬制度の透明性をより高めるとともに、当社連結業績の向上や企業価値増大への貢献

意欲、および従来以上に株主さま重視の経営意識を高めることを目的とします。 
 

２．内容 

（１） 業績連動型報酬の導入 

   子銀行の取締役の業績向上への意欲や士気をより高めるため、当期純利益を基準とした業

績連動型報酬を導入します。 

   従来、役員賞与については、毎期山口銀行では株主総会にて決定しておりましたが、この

役員賞与を、業績との連動性をより明確にした業績連動型報酬として導入するものです。ま

た、設立を予定しております北九州銀行（仮称）においても、同様に業績連動型報酬を導入

いたします。 

    なお、社外取締役および監査役については、極端に功利主義的な経営判断を、俯瞰した立

場から牽制することが期待されており、業績連動とは切り離した報酬体系をとることが妥当

と考えられるため、基本報酬のみとし、業績連動型報酬の対象とせず、全て確定金額報酬と

いたします。 

 

（２） 役員退職慰労金制度の廃止 

山口銀行およびもみじ銀行については、役員退職慰労金制度を本年９月に開催予定の臨時

株主総会をもって廃止し、臨時株主総会後も引き続き在任する取締役および監査役に対し、

在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給し、同株主総会において承認を得たうえで、

対象取締役および監査役の退任時以降に支給いたします。 
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（３） 株式報酬型ストック・オプション制度の導入 

山口銀行およびもみじ銀行においては役員退職慰労金制度の廃止に伴い、また、設立を予

定しております北九州銀行（仮称）については就任を予定しております取締役に対して、株

式報酬型ストック・オプション（権利行使価額を１円に設定した新株予約権）を割り当てま

す。当該制度導入の目的は、当社の連結業績と株式価値との連動性を一層強めることにより、

子銀行取締役の当社連結業績向上へのインセンティブ効果並びに株主さまとの利益の共有に

よる中長期の株主価値向上の経営意識を従来以上に高めることです。なお、社外取締役につ

いては本制度の対象とはいたしません。 

 

子銀行の取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権は以下の

内容といたします。 

 

１．新株予約権の総数及び目的となる株式の種類および数 

    新株予約権の個数   ４，０００個を１年間の上限とする。 

    目的となる株数    普通株式４００，０００株を１年間の上限とする。 

     新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下｢付与株式数｣という。）は100株とする。

なお、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割、株式併合等により、付与株式数

を変更することが適切な場合は、必要と認める調整を行う。 

２．新株予約権の払込金額（発行価額） 

     新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権の割り当てに際して算定された新株予

約権の公正価格を基準とした価額とする。 

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

     新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行又は

移転される株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

  ４．新株予約権を行使できる期間 

     新株予約権の割当日の翌日から 30 年以内とする。 

  ５．新株予約権の主な条件 

     対象者は、前記４の期間内において、子銀行取締役の地位を喪失した日の翌日から 10 日

を経過する日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。 

  ６．その他新株予約権の内容 

     新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役

会において定めることとする。 

以 上 
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（ご参考） 

１．子銀行役員報酬制度の新旧比較 

① 取締役（除く社外） 

 現   行 変更後 

山口銀行 
基本報酬+役員賞与+ 

役員退職慰労金 

基本報酬+業績連動型報酬+株式報酬型ｽﾄｯｸｵ

ﾌﾟｼｮﾝ 

もみじ銀行 基本報酬+役員退職慰労金 基本報酬+業績連動型報酬+株式報酬型ｽﾄｯｸｵ

ﾌﾟｼｮﾝ 

北九州銀行（仮称）  基本報酬+業績連動型報酬+株式報酬型ｽﾄｯｸｵ

ﾌﾟｼｮﾝ 

② 監査役 

 現   行 変更後 

山口銀行 基本報酬+役員賞与+ 

役員退職慰労金 

基本報酬 

もみじ銀行 基本報酬+役員退職慰労金 基本報酬 

北九州銀行（仮称）  基本報酬 

③ 社外役員 

 現   行 変更後 

山口銀行 基本報酬+役員賞与 基本報酬 

もみじ銀行 基本報酬+役員退職慰労金 基本報酬 

北九州銀行（仮称）  基本報酬 

 

2. 業績連動型報酬 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

～ 60 億円以下 0 百万円
60 億円超 ～ 90 億円以下 20 百万円
90 億円超 ～ 120 億円以下 30 百万円
120 億円超 ～ 150 億円以下 40 百万円
150 億円超 ～ 180 億円以下 50 百万円
180 億円超 ～ 210 億円以下 60 百万円
210 億円超 ～ 240 億円以下 70 百万円
240 億円超 ～ 80 百万円

当期利益水準（単体） 報酬枠
山口銀行

～ 40 億円以下 0 百万円
40 億円超 ～ 60 億円以下 15 百万円
60 億円超 ～ 80 億円以下 21 百万円
80 億円超 ～ 100 億円以下 27 百万円
100 億円超 ～ 120 億円以下 33 百万円
120 億円超 ～ 140 億円以下 39 百万円
140 億円超 ～ 160 億円以下 45 百万円
160 億円超 ～ 51 百万円

もみじ銀行
当期利益水準（単体） 報酬枠

～ 0 億円以下 0 百万円
0 億円超 ～ 10 億円以下 4 百万円
10 億円超 ～ 20 億円以下 8 百万円
20 億円超 ～ 30 億円以下 12 百万円
30 億円超 ～ 40 億円以下 16 百万円
40 億円超 ～ 50 億円以下 20 百万円
50 億円超 ～ 60 億円以下 24 百万円
60 億円超 ～ 28 百万円

北九州銀行（仮称）
当期利益水準（単体） 報酬枠


