
 

2019 年 10月 29 日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社  島 根 銀 行 

代表者名 取締役頭取 鈴木 良夫 

（コード番号 7150 東証第一部） 

問合せ先 人事財務グループ部長 片寄 直樹  

（℡ 0852‐24‐1234）  

 

SBI グループとの業務提携に関する連携の具体化についてのお知らせ 

  

 2019年９月６日公表の「資本業務提携契約の締結、第三者割当による普通株式及び優 

先株式の発行、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」

にてお知らせしておりましたとおり、SBIグループの取り扱う幅広い金融商品・サービス

の当行顧客への提供などの具体化に向けて SBI ホールディングス株式会社と連携協議会

を設置し連携の具体化を進めておりましたが、本日付けで以下のとおり業務提携、基本合

意書の締結および基本合意を行いましたので、お知らせいたします。 

 

 

1. 業務提携、基本合意書の締結、基本合意を行った理由 

別添１～３の資料に記載のとおり、株式会社 SBI 証券との業務提携、住信 SBI ネット

銀行株式会社との基本合意書の締結および SBI マネープラザ株式会社との基本合意を

行っております。 

 

2. 業務提携、基本合意書および基本合意の内容等 

別添１～３の資料に記載のとおりです。 

 

3. 今後の見通し 

本件に関し、現時点で当行の業績に与える影響は軽微であると考えていますが、今後 

の状況及び業績に与える影響について開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお 

知らせいたします。 

 

以上 
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SBISBISBISBI 証券証券証券証券（地方事業承継室）（地方事業承継室）（地方事業承継室）（地方事業承継室）とのとのとのとのＭ＆Ａ業務に係る業務提携Ｍ＆Ａ業務に係る業務提携Ｍ＆Ａ業務に係る業務提携Ｍ＆Ａ業務に係る業務提携についてについてについてについて    

 株式会社島根銀行（頭取 鈴木 良夫）は、株式会社 SBI 証券(本社 東京都港区 代表取締役社長 髙

村正人、以下「SBI 証券」)とＭ＆Ａ業務に係る業務提携を行うこととなりましたので、下記の通りお

知らせいたします。 

1．業務提携の背景 

2025 年にリタイア適齢期を迎える中小企業経営者は 245 万人、そのうち約 5 割の 127 万人が後継者未定とも言

われ、昨今大きな社会問題となっており、ＳＢＩ証券では、この事業承継問題を M&A の観点から解決すべく、昨年 7

月に地方事業承継室を創設し、全国の事業承継問題に対して専門的かつ高品質なサービスを提供されています。 

このような中、2019 年 9 月 6 日に SBI グループと資本業務提携を契約し、当行の収益力強化とそれに伴う企業価

値向上への取組を開始し、その一環として法人のお客さま向けサービスとして、M&A 業務に係る業務提携に至ったも

のであります。 

2．業務提携の内容 

本日以降、本業務提携により、ＳＢＩ証券地方事業承継室の事業承継・Ｍ＆Ａ支援に関する専門的かつ高品質な

サービスを、当行を通じて法人のお客さまに提供することが可能となりました。 

今後、事業承継・Ｍ＆Ａ支援に関し、共同提案等を行い、法人のお客さま向けサービスの向上を図るとともに、地方

創生に貢献することを目指してまいります。 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先 

島根銀行 SBI 未来共創プロジェクト推進室 

担当：森脇誠、高瀬博隆 ℡(0852) 24－1239 

ＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳ    ＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥ    

別添 1
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住信 SBI ネット銀行との基本合意書の締結について 

〜山陰の金融機関で初めて同社住宅ローンの取扱を検討〜 

 株式会社島根銀行（頭取 鈴木 良夫）は、住信 SBI ネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表

取締役社長：円山法昭、以下「住信 SBI ネット銀行」という。）と、住信 SBI ネット銀行を所属銀行、

当行を銀行代理業者として、当行のお客様へ、住信 SBI ネット銀行の多様な住宅ローンの提供に向け

た基本合意書を締結致しました。今後、関係官庁との調整、取引に関する最終的な合意内容を定めた

契約等の締結を経て、2020 年 1 月を目途として提供開始する予定となりましたので、お知らせ致しま

す。 

当行では、山陰両県でお客様のニーズの高い 2 段階固定金利型住宅ローン「安心 III（トリプル）」

を中心に商品をライナップし、多くのお客様から好評いただいております。加えて、変動金利型や全

期間固定金利型といった商品ラインナップの拡充に対するかねてからのお客様のニーズに対し、2019

年 9 月 6 日に発表した SBI グループとの資本業務提携における、個人のお客様向けの取組みの第一弾

として、銀行代理業者として、お客様のニーズに応えた新しい商品の提供ができると考えております。

今般の合意により、住信 SBI ネット銀行の「ミスター住宅ローン REAL」(※1)、「フラット３５（買

取型）」(※2)、「フラット３５（保証型）」（※3）をお取扱する予定です。魅力的な変動金利に加

え、金利上乗せなしで全疾病保障や交通事故傷害補償といった充実した保障が付帯された住信 SBI ネ

ット銀行の「ミスター住宅ローン REAL」と、ずっと金利が変わらない安心感が特徴の「フラット３５

(買取型)」、金利は変わらない安心感はそのままに魅力的な金利である「フラット３５(保証型)」に

ついて、当行店舗を通じて当行行員に直接ご相談、お申込みいただくことが可能となる予定です。 

今後も SBI グループとの連携強化によって、当行のお客様に対して、幅広い金融商品・サービスの

提供を行ってまいります。 

※1：「ミスター住宅ローン REAL」は銀行代理業専用商品であり、住信 SBI ネット銀行が取り扱う「ミスター住

宅ローン」、「ネット専用住宅ローン」とは異なる商品です。「ミスター住宅ローン REAL」は銀行代理業の店

舗を通じてのみお申込みいただくことができます。 

※2：「フラット３５（買取型）」は、住宅金融支援機構と住信 SBI ネット銀行が提携して提供している長期固定

金利住宅ローンです。住信 SBI ネット銀行の「フラット３５」は、機構団信（住宅金融支援機構が提供する

「機構団体信用生命保険特約制度」）に加え全疾病保障にも加入いただける安心感を提供致します。 

ＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳ    ＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥ    

別添 ２



※3：「フラット３５（保証型）」は、住宅の建築費または購入価額の一定割合の自己資金をご用意いただくこ

とで、住信 SBI ネット銀行がお取扱いしている「フラット３５（買取型）」より低い金利でご提供する全期

間固定金利の住宅ローンです。さらに、SBI 生命保険株式会社が提供する先進医療特約付団体信用生命保険に

加え、全疾病保障にもお客さまのご負担なく加入いただけます。 

 

 

以 上 

 

 

 
  

 本件に関するお問い合わせ先 

島根銀行 SBI 未来共創プロジェクト推進室 

担当：森脇誠、高瀬博隆 ℡(0852) 24－1239 
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SBI マネープラザとの共同店舗運営の基本合意について 

〜中国地区金融機関で初めての試み〜 

 株式会社島根銀行（頭取 鈴木 良夫）は、株式会社 SBI 証券(本社 東京都港区 代表取締役社長 髙

村正人、以下「SBI 証券」という。)の子会社である SBI マネープラザ株式会社(本社 東京都港区 代

表取締役執行役員社長 太田智彦、以下「SBI マネープラザ」という。)と、松江市において共同店舗の

運営を開始することを検討する旨の基本合意をいたしました。今後、関係官庁との調整、取引に関す

る最終的な合意内容を定めた契約等の締結を経て、2019 年 12 月末までを目途として実施する予定と

なりましたので、お知らせ致します。 

当行では、2000 年よりお客様のニーズを踏まえ、投資信託や国債の窓口販売を行っております。2019

年 4 月には、SBI 証券との金融商品仲介業サービスを開始し、SBI 証券が取り扱う様々な金融商品・サ

ービスを提供することにより、お客様の資産形成をサポートすることが可能となっております。 

この度の合意を踏まえ、今後、お客様に対する SBI 証券の幅広い金融商品・サービスをワンストッ

プで提供する共同店舗「島根銀行 SBI マネープラザ」を設置し、当行および SBI マネープラザの双方

から専門的知識を有する担当者を配置し、直接、対面による多種多様な金融商品・サービスを質の高

いコンサルティング営業により提供することを予定しております。 

本件により、2019 年 9月 6 日に発表した SBI グループとの資本業務提携における個人・法人のお客

様向けの取組みの第一弾として、SBI グループの幅広い金融商品・サービスをフェイス・トゥ・フェイ

スで提供し、お客様のニーズによりきめ細やかに対応していけるものと考えております。 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先 

島根銀行 SBI 未来共創プロジェクト推進室 

担当：森脇誠、高瀬博隆 ℡(0852) 24－1239 

ＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳＮＥＷＳ    ＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥＲＥＬＥＡＳＥ    

別添 ３
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