
目指す姿
従来の銀行を超える新しい金融企業へ
1.  先進的かつ期待を超えるサービスの提供
2.  新たなビジネスラインの構築
3.  持続的な成長の実現

MISSION

VISION

VALUE

すべての役職員が共有すべき
価値観・行動指針
1.  お客さま満足の最大化
2.  挑戦と迅速果敢な行動
3.  職責の全う

経営理念
お客さまに信頼され、地域にとってなくてはならない金融グループとして、
1.  お客さまの豊かな人生、事業の発展に貢献します。
2.  地域社会の持続的な発展に貢献します。
3.  従業員が誇りを持って働ける魅力ある会社であり続けます。
4.  持続的に成長し、企業価値を向上させます。

「コンコルディア(Concordia)」とは、ラテン語で、「Con（一緒に、共に)」と「Cordia(こころ)」を語源とし、

調和、協調を意味します。

財務情報 非財務情報

情報開示コミュニケーション

有価証券報告書・決算
短信・決算説明会資料

当社ホームページ

統合報告書 SDGsブックレット

詳しくは、 当社ホームページをご覧ください。
https://www.concordia-fg.jp

  コンコルディア・フィナンシャルグループ 検索

Management
Philosophy
コンコルディア・フィナンシャルグループは、以下の経営理念体系をグループ経営の基本とし、

企業活動をしていくうえでの拠りどころと位置づけています。
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編集方針
本統合報告書では、当社が「お客さまに信頼され、地域にとってなくてはならない金融グループ」としてあり

続けるため、その思いや具体的な取り組みをすべてのステークホルダーの皆さまにわかりやすくお伝えするこ

とを目的に、財務情報に加えて、持続的な成長のための価値創造やサステナビリティなどの非財務情報を統合

的にまとめています。なお、編集にあたっては、国際統合報告評議会（ＩＩＲＣ）が提唱する「国際統合報告

フレームワーク」および経済産業省による「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス」などを参照して

います。

本統合報告書（本編・資料編）は、銀行法第21条および第52条の29にもとづいて作成したディスクロージャー

誌です。本統合報告書に将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証す

るものではなく、経営環境の変化等により、実際の数値と異なる可能性があります。
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社会のできごと

従来の銀行を超える
新しい金融企業

　地域とともに100年。次の100年も地域にとっ　　　　てなくてはならない金融グループでありたい。

コンコルディア・フィナンシャルグループのあゆみ コンコルディア・フィナンシャルグループを知る

横浜銀行キャラクター
はまペン

東日本銀行キャラクター
ポンくま

グループの目指す姿

・横浜最大の普通銀行であった
　七十四銀行の経営危機を受け、
　横浜財界が中心となって
　「横浜興信銀行」を設立

・震災以降仮設店舗で営業して
　いた本店を横浜市中区住吉町
　4丁目に移転

・新たな時代を迎える横浜・
　神奈川の発展を期して、
　行名を「横浜銀行」に変更

・預金残高 約7,000億円地方銀行第１位に、
　地方銀行のトップバンクへ

・ 創立70周年記念事業の一環
として本店を現在のみなと
みらい21地区へ移転

・横浜駅前住宅ローンセンター開設

・住宅ローンセンターの設置
　を開始

・地方銀行として初めて
　預金残高10兆円突破

・浜銀TT証券設立

・地方銀行で唯一の
　上海支店を開設

・シンガポール支店開設

・横浜銀行創立100周年

・関東大震災を契機とする金融
　危機に対応するため、茨城県
　水戸市に「常磐無尽」を設立

・相互銀行法の施行にともない、
　行名を「常磐相互銀行」に変更

・東証第一部へ指定替えし、
　行名を「ときわ相互銀行」に変更

・本店を東京都中央区
　日本橋に移転

・ 「東日本銀行Sunrise Plan〜Next 100〜」
の策定

・スカイオーシャン・
　アセットマネジメント設立

・障がい者雇用に向けた取り組みとして
　「はまぎんビジネスチャレンジド」発足

・「千葉・横浜パートナーシップ」を締結

・スマホ決済サービス
　「はまPay」取扱開始

・相互銀行から普通銀行への転換にともない、
　行名を「東日本銀行」に変更

・横浜銀行とシステム共同利用を開始

・「東日本銀行Sunrise Plan」の策定

・スカイオーシャンアセット
　マネジメントとの連携開始

・浜銀TT証券との連携開始

● コンコルディア・フィナンシャルグループ誕生
● 株主優待制度導入
● フュデューシャリー・デューティー宣言制定

● 新たな中期経営計画を策定、新しい金融企業へ
　転換していく「変革」の３年間がスタート
● ストームハーバー証券の株式取得
● TCFD提言へ賛同

・神奈川県とSDGs推進に
　関する協定締結

● セクターポリシー制定
● サステナビリティ長期KPIの策定

● CO2排出量削減目標の上方修正
カーボンニュートラル目標の策定

● コーポレートガバナンス基本方針の策定

● P.T.Bank Resona Perdaniaの株式取得
　およびりそな銀行との国際業務における 
　相互連携に関する基本合意

・東日本銀行創立100周年へ

・1ドル360円の
　レート設定

・横浜市が全国5つの
　政令指定都市に指定

・横浜スタジアムオープン ・横浜博覧会開催
・横浜ベイブリッジ開通

・神奈川県の人口が
　800万人を突破

・ペイオフ全面解禁 ・横浜港開港150年 ・日銀が「量的・
　質的金融緩和」を導入

・ラグビーワールドカップ日本大会
　決勝戦は横浜で開催
・消費税10%に引き上げ

・相互銀行法施行 ・円、変動相場制に移行
・第一次オイルショック

・プラザ合意、急激な円高へ ・ 消費税
導入

・日本版金融ビッグバン
　金融機関の合併等が
　相次ぐ

・リーマンショック発生 ・東日本大震災発生 ・神奈川県がSDGs
　未来都市に選定

・新型コロナウイルスの
　感染拡大
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2018 2019 202020172016
健康経営を実践して
いる企業「ホワイト
５００」を取得

中小企業向け融資（平残・２行合算）

2018 2019 202020172016

5兆605億円

国内預金（末残・２行合算）

ROE（株主資本ベース・連結）

2.3％

OHR（連結）

資産家向け融資（平残・横浜銀行）

グループ投資型商品（末残）

普通株式等Tier1比率（連結）

業務粗利益RORA（連結）

2018 2019 202020172016

2兆7,605億円

2018 2019 202020172016

17兆9,126億円

2018 2019 202020172016

2兆3,510億円

2018 2019 202020172016

12.40％

2018 2019 202020172016

2.3％

2018 2019 202020172016

67.7％

サステナブルファイナンス実行額 CO2排出量の削減率

金融教育受講者数 女性役職者比率

独立社外取締役比率 格付け情報

32.6％
（2021年3月末）

10,520名
（2019年度〜2020年度）

24.6％
（2013年度→2020年度）

42.8％
（2021年6月末）

1兆621億円
（2019年度〜2020年度）

国内外のイニシアチブへの賛同

外部評価

女性の活躍推進が優
良な企業「えるぼし」
の最高ランクを取得

従業員の子育てを高い水準
でサポートする企業「プラ
チナくるみん」認定を取得

横浜銀行および浜銀TT
証券は、投資信託の販売
体制の外部評価を取得

横浜銀行 浜銀TT証券

グループ財務・グループ非財務ハイライト コンコルディア・フィナンシャルグループを知る

※　連結ROE ＝ 親会社株主に帰属する当期純利益
（期首株主資本合計＋期末株主資本合計）÷2 ×100
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Moody’s R&I JCR

コンコルディア・
フィナンシャルグループ A3 A＋ AA

横浜銀行 A2 AA－ AA

東日本銀行 - - AA

（2021年6月30日現在）社外社内




