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「株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ」の設立およびグループ内組織再編のお知らせ

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ（取締役社長 加藤 貞則、以下「当社」といいます。）

は、本日、単独株式移転の方式により株式会社中国銀行（取締役頭取 加藤 貞則）（以下「中国銀行」

といいます。）の持株会社として設立され、東京証券取引所プライム市場に上場しました。

また、当社は、本日開催の取締役会において、当社子会社となる中国銀行の保有する、中銀リース株式

会社、中銀証券株式会社、中銀カード株式会社、中銀アセットマネジメント株式会社、株式会社ちゅうぎ

んキャピタルパートナーズ、株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ、株式会社Ｃキューブ・コ

ンサルティング及び株式会社せとのわの株式を、中国銀行から現物配当を受ける方法等を用いて同日付で

取得し、当社の直接出資会社とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループの設立について

（１）株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループの概要

①商号
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

（英文名称：Chugin Financial Group,Inc.）

②代表者

取締役社長 加藤 貞則（中国銀行 取締役頭取）

専務取締役 寺坂 幸治（中国銀行 専務取締役）

専務取締役 原田 育秀（中国銀行 専務取締役）

③本店所在地 岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番 20号

④設立年月日 2022年 10月３日

⑤設立方法 単独株式移転による完全親会社（持株会社）の設立

⑥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および  

これに付帯する一切の業務

・前号の業務のほか銀行法により銀行持株会社が行うことができる業務

⑦設立の目的

経営環境の変化に柔軟に対応しながら、地域社会・お客さまと相互に発展する持

続可能なビジネスモデルを確立し、金融を中心とした総合サービス業へ進化する

ことによって、地域社会の持続的な発展への貢献と当社グループの企業価値の向

上を目指します

⑧資本金 160億円

⑨上場取引所 東京証券取引所プライム市場（証券コード 5832）



（２）役員体制

   当社の役員体制は次のとおりであります。

役職名 氏名 グループ会社における役職名

取締役社長 加藤 貞則 中国銀行 取締役頭取

専務取締役 寺坂 幸治 中国銀行 専務取締役

専務取締役 原田 育秀 中国銀行 専務取締役

取締役会長 宮長 雅人 中国銀行 取締役会長

取締役 小寺 明

取締役（監査等委員） 大原 浩之

取締役（監査等委員） 西藤 俊秀

取締役（監査等委員） 田中 一宏

取締役（監査等委員） 清野 幸代

執行役員 谷口 晋一 中国銀行 常務取締役

執行役員 山本 総一 中国銀行 常務取締役

（注）取締役のうち、小寺明氏及び取締役(監査等委員)のうち、西藤俊秀氏、田中一宏氏、清野幸代氏

は会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２．グループ内組織再編について

（１）目的

  グループ内の連携やシナジーの更なる強化等の観点から、中国銀行の連結子会社である、中銀リース

株式会社、中銀証券株式会社、中銀カード株式会社、中銀アセットマネジメント株式会社、株式会社ち

ゅうぎんキャピタルパートナーズ、株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ及び株式会社Ｃキ

ューブ・コンサルティングの計７社と非連結子会社である株式会社せとのわについて、当社の直接出資

会社とするものです。

新たなグループ経営形態のもと、経営環境の変化に柔軟に対応しながら、地域社会・お客さまと相互

に発展する持続可能なビジネスモデルを確立し、金融を中心とした総合サービス業へ進化することによ

って、地域社会の持続的な発展への貢献と当社グループの企業価値の向上を目指してまいります。

（２）当社の直接出資会社となる子会社の概要

中銀リース株式会社

①商号 中銀リース株式会社

②所在地 岡山市北区丸の内一丁目14番 17号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 西明寺 康典

④事業内容 リース業

⑤資本金 50百万円

⑥設立年月日 1982年４月８日

⑦取得後の当社出資比率 55％（※）

（※）当社出資比率は2023年３月期内に100％とする予定です。



中銀証券株式会社

①商号 中銀証券株式会社

②所在地 岡山市北区本町２番５号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 渡辺 輝謹

④事業内容 金融商品取引業

⑤資本金 2,000百万円

⑥設立年月日 2010年５月６日（※）

⑦取得後の当社出資比率 100％

（※）前身の津山証券株式会社は1944年８月15日に設立

中銀カード株式会社

①商号 中銀カード株式会社

②所在地 岡山市北区柳町二丁目11番 23号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 三谷 泰輔

④事業内容 クレジットカード業務、貸金業、保証業

⑤資本金 50百万円

⑥設立年月日 1987年２月２日

⑦取得後の当社出資比率 100％

中銀アセットマネジメント株式会社

①商号 中銀アセットマネジメント株式会社

②所在地 岡山市北区柳町二丁目11番 23号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 中西 啓介

④事業内容 投資顧問業務

⑤資本金 120百万円

⑥設立年月日 1987年 11月９日

⑦取得後の当社出資比率 100％

株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ

①商号 株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ

②所在地 岡山市北区丸の内一丁目15番 20号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 小橋 栄紀

④事業内容 ファンド運営及び管理業務

⑤資本金 50百万円

⑥設立年月日 2022年４月１日

⑦取得後の当社出資比率 100％



株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ

①商号 株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ

②所在地 岡山市北区本町２番５号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 西宇 建雄

④事業内容 職業安定法に基づく有料職業紹介事業等

⑤資本金 50百万円

⑥設立年月日 2022年５月 30日

⑦取得後の当社出資比率 100％

株式会社Ｃキューブ・コンサルティング

①商号 株式会社Ｃキューブ・コンサルティング

②所在地 岡山市北区本町２番５号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 西原 立

④事業内容 コンサルティング事業

⑤資本金 100百万円

⑥設立年月日 2022年９月１日

⑦取得後の当社出資比率 100％

株式会社せとのわ

①商号 株式会社せとのわ

②所在地 岡山市北区本町２番５号

③代表者の役職・氏名 取締役社長 小林 靖典

④事業内容 地域商社

⑤資本金 50百万円

⑥設立年月日 2020年 11月 25日

⑦取得後の当社出資比率 70％

（３）日程

   当社取締役会決議      2022年 10月３日（月）

   中国銀行臨時株主総会    2022年 10月３日（月）

   効力発生日（現物配当）   2022年 10月３日（月）

３．今後の見通し

   本件は、当社グループ内の取引であり、当社及び連結の純資産に変更を生じさせるものではなく、

業績に与える影響はございません。

2023年３月期通期（2022年４月１日～2023年３月 31日）の連結業績予想及び2023年３月期の期

末配当予想につきましては、精査の上、中国銀行の第２四半期決算とともに公表いたします。

以 上



【ご参考】グループ内組織再編後の当社グループストラクチャー

（１）単独株式移転直後の当社グループ体制

  

（２）グループ内組織再編実施後の当社グループ体制

(注)1 このほかに非連結子会社である中銀投資事業組合４号、ちゅうぎんイノベーションファンド投資

事業有限責任組合、ちゅうぎん農業ファンド、ちゅうぎん晴れの国インフラファンド投資事業有

限責任組合、ちゅうぎんブリッジファンド投資事業有限責任組合、ちゅうぎんインフィニティフ

ァンド１号投資事業有限責任組合、ちゅうぎん未来共創ファンド投資事業有限責任組合の７社が

あります。

(注)2 このほかに関連会社でおかやまキャピタルマネジメント株式会社があります。

(注)3 株式会社せとのわは非連結子会社です。

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

（持株会社）

株式会社ＣＢＳ

中銀事務センター株式会社

中銀保証株式会社

株式会社せとのわ

株式会社Ｃキューブ・コンサルティング

株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ

株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ

中銀アセットマネジメント株式会社

中銀カード株式会社

中銀証券株式会社

中銀リース株式会社株式会社中国銀行

株式会社ちゅうぎんヒューマンイノベーションズ

株式会社中国銀行

株式会社Ｃキューブ・コンサルティング

株式会社せとのわ

株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ

中銀アセットマネジメント株式会社

中銀カード株式会社

中銀証券株式会社

中銀リース株式会社

中銀保証株式会社

中銀事務センター株式会社

株式会社ＣＢＳ

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

（持株会社）


