
 

 

 

平成29年1月27日 

各   位 

会 社 名 株式会社 池田泉州ホールディングス 

代表者名 取締役社長 藤 田 博 久 

(コード番号 ８７１４  東証第１部） 

問合せ先 企画部長 入 江  努 

(ＴＥＬ ０６－４８０２－００１３) 

 

 

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループとの業務連携協定締結について 

～大阪圏と東京圏を“つなぐ”東阪業務連携協定～ 

 

 

株式会社池田泉州ホールディングス（代表取締役社長 藤田博久）ならびに当社の完全子会社である株

式会社池田泉州銀行（取締役頭取 藤田博久）と、株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ（代表取締

役社長 味岡桂三）ならびに同社の完全子会社である株式会社東京都民銀行（取締役頭取 坂本隆）、株式

会社八千代銀行（取締役頭取 田原宏和）及び株式会社新銀行東京（代表取締役社長執行役員 常久秀紀）

は、それぞれが地盤とする大阪圏・東京圏という二大都市圏の経済社会の発展・活性化に資することを目

的に、都市型地銀グループ同士による「大阪圏と東京圏を“つなぐ”東阪業務連携協定」を締結しました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

具体的な連携活動は、池田泉州銀行、東京都民銀行、八千代銀行及び新銀行東京の地域銀行４行におい

て進めてまいります。 

 

記 

 

1. 本連携の経緯及び目的 

 日本における少子高齢化の進展は、今後、地域社会・地域経済に深刻な影響を及ぼすことが懸念されて

います。このような中、地域社会と密接な関係にある地域銀行は、地域経済全体の浮揚と持続的発展を実

現するための重要な役割を担っており、地域経済を支えている地元中小企業への経営支援の取組強化や地

域住民へのサービス向上が求められています。その実践に当たり、志を同じくする他エリアの地域銀行と

連携し、それぞれが有する特性や強み、人的・物的・知的資源を有効に活用することで、お取引先への支

援・サービスの深化・拡充を図ることが、地域経済社会の発展・活性化にとって効果的であると考えてお

ります。 

 

 本連携により、双方の地銀グループがハブとなり日本の中でも巨大な人口規模・市場規模を持つ大阪圏・

東京圏を “つなぐ”ことで、それぞれのお取引先のビジネスチャンスの増大が期待でき、“しごと”“企業”

“ひと”の交流・循環をサポートする、新たな地方創生のビジネスモデルを目指してまいります。 

 

2. 本連携の内容 

 大阪圏・東京圏の産業や企業の稼ぐ力を高め、地域住民の皆さまに対するサービス向上を図るため、今

後、池田泉州ホールディングスと東京ＴＹフィナンシャルグループの子会社である地域銀行４行は、“つな

ぐ”をメインテーマとした下記記載の連携を積極的に実施・検討してまいります。 

 

 

 

 

 



 

（1）しごとを“つなぐ” 

  ● 商談会・交流展などを活用したビジネスマッチング支援 

     双方のお取引先のニーズに応じたビジネスマッチングを個別に行うほか、双方で実施する 

商談会や交流展をそれぞれのお取引先に案内し、直接的な商談機会の創出を図ります。 

 

  ● 中国・東南アジア拠点の相互活用 

中国をはじめ東南アジア各国における幅広いネットワークを活用し、海外での商談会開催等によ

り双方のお取引先のビジネスマッチング支援など海外ビジネスのトータルサポートをきめ細かく行

います。 

 

（2）企業を“つなぐ” 

  ● Ｍ＆Ａサポート 

     中小企業の後継者問題の解決や雇用維持のため、または事業拡大や新たな成長戦略の構築のため

に有力な手段であるＭ＆Ａを、双方の専門チームにより強力にサポートします。 

また、それぞれのお取引先に向けたＭ＆Ａに関するセミナーの共催も企画・検討します。 

 

（3）ひとを“つなぐ” 

  ● 地域住民の皆さまへのサービスの共同開発 

     大阪圏・東京圏の地域住民の皆さまに対する相続関連などのサービスや転勤・出張・旅行者への

サポートなどを共同で企画・検討してまいります。 

  

3. 本連携の相手先の概要 

平成 28 年 9 月 30 日時点 

商号 株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 

本店所在地 東京都新宿区新宿五丁目 9番 2号 

代表者 代表取締役会長 高橋 一之 

代表取締役社長 味岡 桂三 

事業内容 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経

営管理及びこれに付帯関連する一切の業務 

資本金 275 億円 

設立年月日 平成 26 年 10 月 1 日 

 

（参考：東京ＴＹフィナンシャルグループ子会社） 

平成 28 年 9 月 30 日時点 

 東京都民銀行 八千代銀行 新銀行東京 

本店所在地 東京都港区 東京都新宿区 東京都新宿区 

資本金 556 億円 437 億円 200 億円 

総資産 2 兆 7,833 億円 2 兆 3,437 億円 4,661 億円 

純資産 1,073 億円 1,102 億円 618 億円 

預金 2 兆 3,494 億円 2 兆 1,363 億円 3,057 億円 

貸出金 1 兆 8,498 億円 1 兆 5,262 億円 2,322 億円 

従業員数 1,603 名 1,598 名 166 名 

店舗数 78 店舗 85 店舗 1 店舗 

 

4. 協定書締結日 

  平成 29 年 1 月 27 日（金） 

以上 
 

 

 

＜本件に関する問い合わせ＞ 

 株式会社池田泉州ホールディングス 企画部 広報室 

              TEL 06-4802-0013 



池田泉州銀行 東京都民銀行
八千代銀行
新銀行東京

“東阪”連携～二大都市圏を“つなぐ”

大阪圏 東京圏
大阪府 兵庫県
京都府 奈良県

東京都 神奈川県
埼玉県 千葉県

転出数（東京圏⇒大阪圏） 6.1万人（H27年）

旅客数 のべ約14万人/1日

【 人口 】 全国1億2,589万人
大阪圏1,808万人（14.4％）
東京圏3,526万人（28.0％）

【 事業所数 】 全国593万社
大阪圏 86万社（14.5％）
東京圏153万社（25.8％）

【 ＧＤＰ 】 全国509兆円
大阪圏 70兆円（13.8％）
東京圏164兆円（32.2％）

単位：万人 単位：兆円単位：万社

 東京圏・大阪圏を合わせると日本の人口・事業所数・ＧＤＰいずれも40％を超える巨大マーケット
 一日当たりの旅客数はのべ14万人と最も多い

合計5,334万人
42.4％

合計239万社
40.3％

合計234兆円
46.0％

両金融グループが地盤とする“二大都市圏”をつなぎ、「地元中小企業の活性化」「地域住民に対する
サービス向上」への取組みを行い、地方創生につなげる

※出典：総務省・内閣府・ＪＲ東海

転出数（大阪圏⇒東京圏） 8.3万人（H27年）



東京ＴＹ

池田泉州

ベトナム
投資開発

銀行

中国・東南アジア拠点及び
提携銀行

『つなぐ』をメインテーマとした業務連携内容

“企業”をつなぐ “ひと”をつなぐ

ビジネス・エンカレッジ
・フェア

ビジネス商談会

双方が開催するフェア・交流展へのお取引先の出展

取引先向け事業承継・
Ｍ＆Ａセミナー

ビジネス商談会・交流展

中国・東南アジア拠点の相互活用

蘇州事務所

小売業バイヤー等へのお取引先紹介

中国・東南アジアでのビジネスをトータルサポート

セミナー＆交流会

進出企業向け情報提供、ビジネスマッチング

東阪の「売り手企業」と
「買い手企業」を

マッチング

・中小企業の後継者問
題や雇用維持
・事業拡大や成長戦略
構築

商品企画

利便性の向上

・転勤・出張・旅行者へ
のサービス

・相続関連サービス

地域の特産品を活かし
た商品企画

検討

検討

実施中

ビジネス交流展

都民銀商務諮詢
(上海)有限公司

“しごと”をつなぐ

Ｍ＆Ａ 地域住民の
皆さまへのサービス

蘇州

拠点 提携銀行
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