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池田泉州銀行のプロフィール

設立日 昭和26年9月1日

所在地 大阪市北区茶屋町18番14号

資本金 507億円

預金 4.4兆円

貸出金 3.5兆円

店舗数 141ヶ店

（平成23年9月末現在）

2010年5月1日
合併
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ビジネスマッチングフェア

技術・サービスに特色をもつ企業に商談の場を提供

2000年９月～年１回、計10回開催

（～2009年10月まで実施）

延べ
出展団体数

企 業 1,010先

大 学 86先

公的機関 86先

合 計 1,182先

延べ来場者数

約71,000人
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ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ
池田泉州ｷｬﾋﾟﾀﾙ

大阪中小企業投資育成
日本ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ

経済団体
関西経済連合会

大阪商工会議所など

民間企業
三菱商事、大阪ｶﾞｽ、
ｼｬｰﾌﾟ、ｵﾑﾛﾝなど

公的金融機関
日本政策投資銀行
商工組合中央金庫

大 学
京都大学 大阪大学

神戸大学 大阪府立大学
大阪市立大学 関西学院大学

同志社大学 など

公的支援機関
近畿経済産業局

中小企業基盤整備機構
大阪府

大阪産業振興機構 など

「助成金制度」と「産･学･官ネットワーク」
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研究機関
産業技術総合研究所

大阪府立産業技術総合研究所
大阪市立工業研究所 など
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徹底した効率化
（統合・合併シナジー効果の早期実現）

多方面のアライアンス戦略
（開かれたＨＤ・銀行）

アジアチャイナ本部

先進テクノ本部 プライベート
バンキング本部

３つの独自戦略

【 勝 ち 残 り 戦 略 】

新銀行の独自戦略
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関西活性化シンポジウム（２０１０．６．１１）

産・学・官の代表が活力ある明日の関西へ向け提言！

構 成
・基調講演
「関西経済の活性化に向けて」
近畿経済産業局長 深野弘行氏

・パネルディスカッション
「明日の関西を考える」
京都大学 松本総長
大阪大学 鷲田総長
神戸大学 福田学長
近畿経済産業局 深野局長
大阪ガス 尾崎社長
塩野義製薬 手代木社長

参加者数

約1,400人
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２０１１．３．１１ ＰＭ２:４６
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イベント名 ビジネス・エンカレッジ・フェア２０１１
～東日本大震災からの復興 今、日本の力をひとつに～

主 催 池田泉州ホールディングス、池田泉州銀行

共 催 但馬銀行

特別参加 岩手銀行 東北銀行 七十七銀行 東邦銀行

後 援 近畿経済産業局 公益社団法人関西経済連合会
大阪府商工会議所連合会 関西広域連合
社団法人東北経済連合会

日 時 2011年12月13日（火） １０：００～１７：００
12月14日（水） １０：００～１６：００

会 場 大阪国際会議場３階（展示会） １２階（開会式、講演会）

事業概要
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○近畿経済産業局○近畿経済産業局 ○関西経済連合会○関西経済連合会
○京都府○京都府 ○大阪府○大阪府 ○兵庫県○兵庫県 ○京都市○京都市 ○大阪市○大阪市 ○堺市○堺市 ○神戸市○神戸市
○産業技術総合研究所○産業技術総合研究所 関西ｾﾝﾀｰ関西ｾﾝﾀｰ ○中小企業基盤整備機構○中小企業基盤整備機構 近畿支部近畿支部
○新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）○新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 関西支部関西支部
○大阪府立産業技術総合研究所○大阪府立産業技術総合研究所 ○大阪市立工業研究所○大阪市立工業研究所
○財団法人関西文化学術研究都市推進機構（けいはんな）○財団法人関西文化学術研究都市推進機構（けいはんな）
○大阪府外の公設試（８先）○大阪府外の公設試（８先） （公的機関２３）（公的機関２３）

○京都大学○京都大学 ○大阪大学○大阪大学 ○神戸大学○神戸大学 ○和歌山大学○和歌山大学

○東北大学○東北大学 関西センター関西センター ○大阪府立大学○大阪府立大学 ○大阪市立大学○大阪市立大学
○兵庫県立大学○兵庫県立大学 ○同志社大学○同志社大学 ○関西大学○関西大学 ○関西学院大学○関西学院大学
○甲南大学○甲南大学 ○龍谷大学○龍谷大学 ○近畿大学○近畿大学 （大学１４）（大学１４）

○オムロン○オムロン ○シャープ○シャープ ○ダイキン工業○ダイキン工業 ○関西電力○関西電力
○日本政策投資銀行○日本政策投資銀行 ○商工組合中央金庫○商工組合中央金庫

○東北３県・４銀行及び関係団体（１７先）○東北３県・４銀行及び関係団体（１７先）
○但馬銀行取引先（１０先）○但馬銀行取引先（１０先） ○当行取引先（４５先）○当行取引先（４５先） 計 １１５社・団体

出展団体
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池田泉州ホールディングス取締役社長兼ＣＥＯ 池田泉州銀行 頭取兼ＣＥＯ 服部 盛隆

ダイキン工業株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ
公益社団法人関西経済連合会 副会長 井上 礼之 様

近畿経済産業局長 長尾 正彦 様

大阪商工会議所 会頭 大阪府商工会議所連合会 会長 佐藤 茂雄 様

但馬銀行取締役頭取 倉橋 基 様 （写真左より）

開会式
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会場の様子
参加者数

6,200人
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東北出展ブース
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展示例
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セミナー

「自然災害に対する心構えと備え」
関西大学社会安全学部長・教授
河田 惠昭 氏

東日本大震災復興構想会議委員
中央防災会議
「東北地方太平洋沖地震を教訓とした

地震・津波対策に関する専門調査会」座長

「地震考古学からみた、
来るべき巨大地震」

独立行政法人産業技術総合研究所
招聘研究員 寒川 旭 氏
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震災写真展
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『大日如来坐像』再生プロジェクト
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東北物産展
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色々な業種のお客様と話ができ
良い経験になった。 （福島 金型製造）

震災後の復興状況をＰＲすることができ
来場された方お一人お一人に
宮城を詳しく紹介することができました。
（宮城 観光業）

さらに多くの告知をして頂き、特に自動車部品に関係する
企業が多く来場するようにして下さい。
（福島 プレス加工）

シリコンゴムの接着に関し、2件の受託研究が成約見込み。
予想よりも連携案件が出た。 （岩手 大学）

出展者の声

企業ブースへの来訪件数 ６，４００件

成約 ４件

見込み大 １６件 見込あり １４０件

官学ブース 相談件数 ２２６件

連携可能性濃厚 １１件 可能性あり ４５件
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大日如来坐像のコーナーが非常に心に残った。来年の3.11には清水寺を
訪れて、いつまでも忘れないでいようと思う。 （兵庫県 会社員）

東日本大震災の復興計画のプラン図がない!!
国の現状のプラン図があっても良いのではないか？ （大阪府 一般）

関西はじめ、東北地方の様々な企業、大学、公的機関が、日々研究を重ねれられ、
色々な技術を開発されていることを実感し、自分の知らない世界を見ることができ、
大変勉強になりました。 （大阪府 会社員）

東日本大震災写真展では、言葉を失いましたが、同じ日本で３月１１日に起
きたこの災害を忘れてはいけないと改めて思い、引き続き息の長い各地か
らの支援の必要性を考えました。 （大阪府 一般）

来場者の声

中小企業の中にも、特に東北に良い企業があった。日本の将来も明るい。
（奈良県 サービス業）



1919

おわりに




