平成 26 年３月 24 日
各

位
株式会社 池田泉州銀行

～近畿財務局から顕彰～

地域密着型金融に関する取組みが評価されました
株式会社池田泉州銀行（頭取：藤田博久）は、近畿財務局よりアジアチャイナ
ビジネスを中心とする海外展開のサポートに関する取組みが、地域密着型金融の取組み
として「特に先進的な取組み」、
「広く実践されることが望ましい取組み」との評価をうけ、
平成 26 年３月 31 日付で顕彰されることとなりましたのでお知らせいたします。
当行では、今後とも地域のお客さまとの「リレーション」を大切にしながら、
「地域との共生」を目指し地域のお客さまのニーズに幅広くお応えできるよう、地域
活性化への様々な取組みを行ってまいります。
記
＜顕彰について＞
（１）日

時

平成 26 年３月 31 日（月）
（２）場

10 時 30 分～11 時 00 分

所

池田泉州銀行

本店

（大阪市北区茶屋町 18 番 14 号）
（３）出席者
[近畿財務局]

局長

枝廣

直幹

[池田泉州銀行]

頭取

藤田

博久

（４）顕彰対象の取組み
顧客のアジアチャイナビジネスを中心とする海外展開のサポートについて
（別紙ご参照ください）
以 上

別

紙

＜顕彰対象の取組みの概要＞
顧客 のア ジア チャ イナ ビ ジネ スを 中心 とす る海 外 展開 のサ ポー トに つい て

○ 当 行の アジ アチ ャイ ナ本 部の 取組 みに つい て
・推 進担 当者 15 名 を配 置し 、当 行営 業エ リア の お客 さま を本 部の 専門 家 が直 接サ ポー トで きる
体制 を確 立
・ア ジア の 13 ヶ国 につ いて 、一 人ず つ専 門担 当 を育 成し より 深い 情報 提 供・ 現地 アテ ンド を実 施
・2010 年５ 月の 新銀 行 設立 以降 、累 計で 1,700 件以上 の海 外 ビジ ネス サポ ート を実 施
（海 外進 出支 援、 販路 開 拓、 仕入 れ先 開拓 、現 地 通貨 建決 済に よる 為替 リ スク ヘッ ジ等 ）
・ 顧客 の海 外視 察時 に 、日 本か ら推 進担 当者 が 帯同 し、 個別 に現 地ア テ ンド 実施 （10 件以 上 ）
○ 蘇 州駐 在員 事務 所の 取組 みに つい て
・2006 年 ９月 、日 系 企業 の製 造拠 点設 立が 上 海か ら蘇 州に 移る 中、 池 田市 との 友好 都市 25 周 年
とな る中 国蘇 州市 から の 強い 要請 もあ り、 地方 銀 行唯 一の 蘇州 拠点 とし て 設置
・蘇 州を 中心 とし た華 東 地域 にお ける 日系 企業 の 進出 サポ ート 、現 地な ら では の情 報提 供等 を実 施
・2006 年９ 月開 設以 降、 サポ ート 総数 1,898 件
○ 海 外シ ンポ ジウ ム
・2012 年 ９月 、蘇 州 市に おい て、 関西 の国 立 ３大 学（ 京都 大学 、大 阪 大学 、神 戸大 学） と中 国 の
有力 ５大 学の 総長 、 学長 が一 堂に 会し シン ポ ジウ ムを 開催
・2013 年 12 月 、ベ トナ ム・ ハノ イに おい て 、関 西の 国立 ３大 学（ 京 都大 学、 大阪 大学 、神 戸 大学 ）
とベ トナ ムの 有力 ３ 大学 の総 長、 学長 が一 堂 に会 しシ ンポ ジウ ムを 開 催
○ 海 外ビ ジネ スネ ット ワー クに つい て
・９行 10 ヶ国 にて 海外 現地 銀行 と業 務提 携締 結
スタ ンド バイ L／C、ビ ジネ スマ ッチ ング 、口 座 開設 サポ ート など を実 施
・国 内に おい ては 、国 際 協力 銀行 、日 本貿 易保 険 、東 京海 上日 動火 災保 険 、日 本通 運、 リー ス会 社
６社 ほか 専門 家な どと 業 務提 携
○ 顧 客の 進出 支援 ・販 路開 拓イ ベン トに つい て
・① アセ アン 全体 の概 要 セミ ナー 、② 国別 勉強 会 、③ 現地 視察 ミッ ショ ン と一 貫し たサ ポー トを 行 う
『ア セア ン進 出３ ステ ッ プセ ミナ ー』 など 、新 銀 行発 足後 、計 24 回 の海 外進 出セ ミナ ー開 催
・中 国、 タイ 、ベ トナ ム 、イ ンド ネシ ア、 カン ボ ジア など 計 12 回の 海外 視察 ミッ ショ ンを 開催
・中 国昆 山輸 入ブ ラン ド 品フ ェア への 出展 サポ ー トな ど計 ４回 の海 外展 示 会出 展サ ポー トを 実施
○ 金 融サ ポー ト体 制に つい て
・海 外現 地法 人向 け直 接 融資

香 港向 けド ル建 ２ 件、

タイ 向け タイ バー ツ建 １ 件（ 近畿 地銀 初）
・韓 国外 換銀 行と 連携 し 、韓 国ウ ォン 建送 金を 開 始（ 近畿 地銀 初）
・中 国工 商銀 行と 連携 し た、 当行 スタ ンド バイ L／C に よる 日系 企 業向 け人 民元 建融 資２ 件

【池田泉州銀行のネットワーク】

【池田泉州銀行の海外銀行ネットワーク】

