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池田泉州銀行の事業再生支援強化に向けた取組みについて 

 

池田泉州銀行は、「地域第一主義」を掲げ、関西を代表する独立系の地方銀行として、『地域のため、

地域の皆さまのお役に立ちたい』との思いのもと、地域活性化と事業再生支援を経営の重点課題と位置

付けて取組んでまいりました。 

中小企業金融円滑化法はこの３月末をもって期限が到来しますが、当行はこれまでどおり、円滑な資

金供給に努めるとともに、借り手の立場に立ってそれぞれの経営課題に応じた最適なソリューションを

提案し、十分時間をかけて支援してまいる所存です。 

今般、関係当局からの認可取得等、先日発表致しました事業再生子会社の業務開始準備が整ったこと

を踏まえ、金融円滑化への取組みをこれまで以上に充実させるべく、事業再生子会社の役員体制を大幅

に強化するとともに、当行の本部組織についても一部見直しを行うことと致しましたので、お知らせ致

します。 

当行は、「地域第一主義」「お客さま第一主義」の理念を大切に「地域の皆さまからのご支持 No.1」

のご評価を頂けるよう、引き続き、全力で取組んでまいります。 

 

記 

 
１．事業再生子会社の役員体制強化 

当行は、オリックス株式会社（以下、「オリックス」という。）及び株式会社ジェイ・ウィル・パ

ートナーズ（以下、「ジェイ・ウィル・パートナーズ」という。）と業務提携を行い、会社分割の手

法を通じて、年初に設立した2社の事業再生子会社に、業務提携先が持つそれぞれの強みを最大限

発揮できるポートフォリオを移管し、当行がこれまで培った取引先とのリレーションやノウハウに

加え、業務提携先が持つ企業再生に関して有する高度なノウハウや人材、ネットワーク等の機能を

最大限に活用したお取引先の経営改善支援・企業再生支援強化の準備をすすめておりました。 

このたび、関係当局の認可取得や会社分割の効力発生等、事業再生子会社が業務を行うための準

備がすべて整ったことを踏まえ、別紙のとおり、事業再生子会社の役員体制を大幅に見直し、事業

再生支援子会社を通じた活動を本格的に開始することと致しました。 

今回、事業再生子会社の新役員には、当行融資部門において経験を積み、事業再生支援に関して

様々なノウハウを有し、当行グループの経営の重責を担う取締役等を指名致しました。当行グルー

プ一丸となり、全力で事業再生支援、地域の活性化に取組んでまいります。 

 

２．本部組織の一部見直しについて 

当行と事業再生子会社との連携をより一層密にして、グループとして問題解決能力の発揮、取引

先経営改善支援機能の更なる強化、金融円滑化対応の強化を図るべく、融資部ソリューション支援

室を「ソリューション部」に昇格させることと致しました。 

また、これに合わせて融資企画部を廃止し、本部組織のスリム化を図ることで、業務の効率化も

進めてまいります。 



（別紙）事業再生子会社の概要 

① 池田泉州ターンアラウンド・パートナーズ株式会社の概要 

 

② 池田泉州コーポレート・パートナーズ株式会社の概要 

 

※1：就任日は平成25年 3月 25日、※2：就任日は平成25年 3月 27日

会社名 
池田泉州ターンアラウンド・パートナーズ株式会社 

（エス・アイ・ティー・ピー準備株式会社から平成25年 3月 25日付で名称を変更） 

提携先 オリックス株式会社 

住所 大阪府大阪市北区豊崎3丁目2番 1号 

設立日 平成 25年 1月 4日 

分割期日 平成 25年 3月 25日 

役員 代表取締役社長 森畠 弘和※1 （現 当行常務執行役員） 

 取締役 藤田 博久※1 （現 当行代表取締役頭取） 

 取締役 田原 彰 ※1 （現 当行常務取締役 融資本部長） 

 取締役 八木 俊嗣※1 （前 当行融資部 審査役） 

 取締役 西條 光彦※2 （現 オリックス 事業投資本部副本部長） 

 取締役 川田 隆行※2 （現 オリックス マネージングディレクター） 

 取締役 山田 倫久※2 （前 オリックス シニアヴァイスプレジデント）

 監査役 瀧川 明秀※１ （前 当行専務取締役 融資本部長） 

会社名 
池田泉州コーポレート・パートナーズ株式会社 

（エス・アイ・シー・ピー準備株式会社から平成25年 3月 25日付で名称を変更） 

提携先 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 

住所 大阪府大阪市北区豊崎3丁目2番 1号 

設立日 平成 25年 1月 4日 

分割期日 平成 25年 3月 25日 

役員 代表取締役社長 森畠 弘和※1 （現 当行常務執行役員） 

 取締役 藤田 博久※1 （現 当行代表取締役頭取） 

 取締役 田原 彰 ※1 （現 当行常務取締役 融資本部長） 

 取締役 安達 雅敏※1 （前 当行融資部 審査役） 

 取締役 大野 滋 ※2 （現 ジェイ・ウィル・パートナーズ パートナー）

 監査役 瀧川 明秀※1 （前 当行専務取締役 融資本部長） 



平成24年6月28日現在

ソリューション支援室

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括室

事務集中センター

池田泉州銀行　本部　組織図　　＜変更前＞

7 本部 ・ 15 部 ・ 1 地区本部 ・ 2 事務所 ・ 1 センター ・ 2 室

（　部内 ： 1 センター ・ 9 室　）

　担当役員を配置する組織
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以  上 
平成25年4月1日　実施　（予定）

池田泉州銀行　本部　組織図　　＜変更後＞
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　担当役員を配置する組織

人事部
7 本部 ・ 15 部 ・ 1 地区本部 ・ 2 事務所 ・ 1 センター ・ 2 室

企画部

（　部内 ： 1 センター ・ 8 室　）


