
2019 年 12月 13 日 

各  位 

会 社 名  株 式 会 社  島 根 銀 行 

代表者名 取締役頭取 鈴木 良夫 

（コード番号 7150 東証第一部） 

問合せ先 人事財務グループ部長 片寄 直樹  

（℡ 0852‐24‐1234）

店舗ネットワーク見直しの決定及び固定資産の減損損失計上に関するお知らせ 

 2019 年９月６日付「夢・希望・未来ある島根銀行の共創を目的としたインターネット

金融最大手 SBI グループとの資本業務提携および抜本的な収益構造の転換に向けた損失

計上ならびに業績予想・配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表をしておりました、

店舗再編策につきまして、当行は 2019 年 12 月 13 日開催の取締役会において下記のとお

り店舗ネットワーク見直しの決定をいたしました。また、これに伴い、2020 年３月期第

３四半期決算において固定資産の減損損失を計上する見込みとなりましたのでお知らせ

いたします。 

記 

1. 店舗ネットワーク見直しの理由、内容及び実施日

別添の資料に記載のとおりです。

2. 固定資産の減損損失の計上について

別添の資料に記載しております、ブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）の形態で

継承店に移転のうえ統合を行う店舗などの土地・建物・動産に係る減損損失を 2020 年 

３月期第３四半期決算において、140百万円程度計上する見込みであります。 

3. 今後の見通し

2019 年９月６日付「夢・希望・未来ある島根銀行の共創を目的としたインターネット

金融最大手 SBI グループとの資本業務提携および抜本的な収益構造の転換に向けた損

失計上ならびに業績予想・配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表しております

2020 年３月期通期業績予想に及ぼす影響はございません。 

以上 
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(総合企画グループ) 

   〒690-0003 松江市朝日町 484 番地 19 

2019 年 12 月 13 日 ℡ （0852）24-1234 代表

店舗ネットワークの見直しについて 

島根銀行（頭取：鈴木 良夫)では、中期経営計画（2019 年 4 月～2022 年 3 月）に掲げ

ている「営業体制のスリム化」の一環として、店舗の種類変更、統合及び移転を実施する

ことといたしましたのでお知らせいたします。 

この度の店舗ネットワークの見直しにより、抜本的な収益構造の転換を図るとともに、

営業人員の再配置により、フェイス・トゥ・フェイスを通じた地域密着型金融の更なる推

進と、高度化するお客さまのニーズに対しこれまで以上に付加価値の高いサービスでお応

えする所存でございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 

本件に係る対象店舗及び変更日は下記のとおりです。 

記 

１．支店から出張所への種類変更 

（１）黒田支店 

  学園通支店を母店とする出張所へ店舗種類を変更します。 

２．出張所の統合および店舗の移転 

（１）上乃木出張所 

  上乃木出張所をブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）の形態で松江卸団地支店の所

在地に移転のうえ統合します。 

新店舗 店名 学園通支店 黒田出張所 

住所 松江市黒田町 427番地 

母 店 店名 学園通支店 

住所 松江市学園 1丁目 17番 32号 

注 1：店舗の種類の変更に際して、お客さまのお手続きは特に必要ございません。 

注 2：融資業務は母店に集約させていただきます。 

現店舗 店名 松江卸団地支店 上乃木出張所 

住所 松江市上乃木 5丁目 10番 31-101号 

継承店 店名 松江卸団地支店 上乃木出張所 

住所 松江市嫁島町 3番 32号 

注 1：ブランチ・イン・ブランチとは、お客さまのお手続きを伴わない店舗統合の手法です。 

注 2：ＡＴＭは営業を終了します。 

（別添）



（２）大東出張所 

  大東出張所をブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）の形態で雲南支店の所在地に移

転のうえ統合します。 

 

（３）出雲東出張所 

  出雲東出張所をブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）の形態で出雲支店の所在地に

移転のうえ統合します。 

 

（４）米子駅前出張所 

  米子駅前出張所をブランチ・イン・ブランチ（店舗内店舗）の形態で米子支店の所在地
に移転のうえ統合します。 

 

（５）鳥取支店および鳥取支店鳥取駅南出張所 

  鳥取支店を鳥取駅南出張所の所在地に移転し、鳥取駅南出張所をブランチ・イン・ブラ

ンチ（店舗内店舗）の形態で統合します。 

 

 

現店舗 店名 雲南支店 大東出張所 

住所 雲南市大東町大東 1798番地 

継承店 店名 雲南支店 大東出張所 

住所 雲南市三刀屋町下熊谷 1678番地 1 

注 1：ブランチ・イン・ブランチとは、お客さまのお手続きを伴わない店舗統合の手法です。 

注 2：ＡＴＭは営業を終了します。 

現店舗 店名 出雲支店 出雲東出張所 

住所 出雲市大津町 1098番地 5 

継承店 店名 出雲支店 出雲東出張所 

住所 出雲市姫原 1丁目 5番地 1 

注 1：ブランチ・イン・ブランチとは、お客さまのお手続きを伴わない店舗統合の手法です。 

注 2：ＡＴＭは営業を終了します。 

現店舗 店名 角盤町支店 米子駅前出張所 

住所 米子市東町 217番 

継承店 店名 米子支店 米子駅前出張所 

住所 米子市米原 4丁目 5番 39号 

注 1：ブランチ・イン・ブランチとは、お客さまのお手続きを伴わない店舗統合の手法です。 

注 2：ＡＴＭは営業を終了します。 

現店舗① 店名 鳥取支店 

住所 鳥取市戎町 501番地 

現店舗② 店名 鳥取支店 鳥取駅南出張所 

住所 鳥取市興南町 1番 2 

新店舗 

継承店 

店名 鳥取支店及び鳥取支店鳥取駅南出張所 

住所 鳥取市興南町 1番 2 

注 1：ブランチ・イン・ブランチとは、お客さまのお手続きを伴わない店舗統合の手法です。 

注 2：現店舗①のＡＴＭは営業を終了します。 



 

３．支店から出張所への種類変更、統合及び移転日 

  2020年 3月 23日（月） 

 

４．参考資料 

  現行と見直し後のそれぞれの店舗一覧は以下のとおりです。 

【現行】21店舗 6出張所（2020年 3月 19日（木）まで） 

店舗名 所在地 ブランチ・イン・ブランチ店舗

本店営業部 松江市朝日町484番地19 松江駅前支店、南出張所

津田支店 松江市西津田２丁目15番24号

松江卸団地支店 松江市嫁島町3番32号

黒田支店 松江市黒田町427番地

学園通支店 松江市学園1丁目17番32号 北出張所

西郷支店 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の壱21番地1

安来支店 安来市安来町1535番地1

雲南支店 雲南市三刀屋町下熊谷1678番地1

出雲支店 出雲市姫原1丁目5番地1 出雲中央出張所

大社支店 出雲市大社町杵築南1364番地8

平田支店 出雲市平田町991番地12

斐川支店 出雲市斐川町直江5081番地

大田支店 大田市大田町大田イ302番地5

江津支店 江津市嘉久志町2306番地2

浜田支店 浜田市新町12番地

益田支店 益田市あけぼの西町8番13

米子支店 米子市米原4丁目5番39号 米子東出張所、根雨出張所

角盤町支店 米子市錦町3丁目68番地8

境支店 境港市浜ノ町122番地

倉吉支店 倉吉市明治町1021の2番地

鳥取支店 鳥取市戎町501番地

山代出張所 松江市山代町482番地10

上乃木出張所 松江市上乃木5丁目10番31-101号

大東出張所 雲南市大東町大東1798番地

出雲東出張所 出雲市大津町1098番地5

米子駅前出張所 米子市東町217番地

鳥取駅南出張所 鳥取市興南町1番2

支店（21店舗）

出張所（6店舗）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【見直し後】20 店舗 2 出張所（2020年 3月 23日（月）より） 

店舗名 所在地 ブランチ・イン・ブランチ店舗

本店営業部 松江市朝日町484番地19 松江駅前支店、南出張所

津田支店 松江市西津田２丁目15番24号

松江卸団地支店 松江市嫁島町3番32号 上乃木出張所

学園通支店 松江市学園1丁目17番32号 北出張所

西郷支店 隠岐郡隠岐の島町西町八尾の壱21番地1

安来支店 安来市安来町1535番地1

雲南支店 雲南市三刀屋町下熊谷1678番地1 大東出張所

出雲支店 出雲市姫原1丁目5番地1 出雲中央出張所、出雲東出張所

大社支店 出雲市大社町杵築南1364番地8

平田支店 出雲市平田町991番地12

斐川支店 出雲市斐川町直江5081番地

大田支店 大田市大田町大田イ302番地5

江津支店 江津市嘉久志町2306番地2

浜田支店 浜田市新町12番地

益田支店 益田市あけぼの西町8番13

米子支店 米子市米原4丁目5番39号 米子東出張所、根雨出張所、米子駅前出張所

角盤町支店 米子市錦町3丁目68番地8

境支店 境港市浜ノ町122番地

倉吉支店 倉吉市明治町1021の2番地

鳥取支店 鳥取市興南町1番2※ 鳥取駅南出張所

山代出張所 松江市山代町482番地10

黒田出張所 松江市黒田町427番地

支店（20店舗）

出張所（2店舗）

※鳥取駅南出張所の所在地に移転し、鳥取支店として営業  

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

島根銀行 総合企画グループ 

担当：高島 ℡(0852)24-1239 
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