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埼玉りそな銀行

代表者 社長　池田一義
本店所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号
設立 2002年8月
株主（持株比率） 株式会社りそなホールディングス（100％）

有人店舗数 127店（うち埼玉県内126店）
従業員数 3,251人
預金残高 12兆555億円
貸出金残高 6兆9,769億円

総資産　13.0兆円

近畿大阪銀行

代表者 社長　中前公志
本店所在地 大阪市中央区備後町2丁目2番1号
設立 1950年11月
株主（持株比率） 株式会社りそなホールディングス（100％）

有人店舗数 120店
従業員数 2,155人（連結）　　2,127人（単体）
預金残高 3兆2,131億円
貸出金残高 2兆4,356億円

総資産　3.5兆円

主要な子会社および関連会社
りそな保証株式会社
大和ギャランティ株式会社
近畿大阪信用保証株式会社
りそな総合研究所株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

P. T. Bank Resona Perdania
りそなカード株式会社
りそなキャピタル株式会社
りそな決済サービス株式会社
りそなアセットマネジメント株式会社

りそな銀行

代表者 社長　東和浩
本店所在地 大阪市中央区備後町2丁目2番1号
設立 1918年5月
株主（持株比率） 株式会社りそなホールディングス（100％）

有人店舗数 340店
従業員数 9,584人（連結）　　9,296人（単体）
預金残高 23兆28億円
貸出金残高 18兆4,819億円（銀行勘定）

総資産　32.4兆円　信託財産　29.7兆円

総資産　　
49.1 兆円
信託財産　
29.7 兆円

2016年3月末現在

格付情報

Moody’s S&P R&I JCR
長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期

りそなホールディングス ― ― ― ― A ― ―

りそな銀行 A2 P-1 A A-1 A+ a-1 A+

埼玉りそな銀行 A2 P-1 ― ― A+ a-1 A+

近畿大阪銀行 A2 P-1 ― ― ― ― ―

2016年3月末現在
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リテールNo.1の金融サービスグループ

お客さま
「りそな」は
お客さまとの
信頼関係を
大切にします

株　主
「りそな」は
株主との
関係を

大切にします

社　会
「りそな」は
社会との
つながりを
大切にします

従業員
「りそな」は
従業員の
人間性を
大切にします

　りそなグループでは、経営における原則的理念を「りそなグループ経営理念」として定め、さらにそれを前提
とした行動宣言「りそなWAY」を制定し、グループ一丸となった業務運営に取り組んでいます。

　2015年7月、りそなグループは、公的資金完済後の次なる10年に向け、グループの新たな指針として、 
新「りそなブランド宣言」を制定しました。
　グループの従業員一人ひとりが、ブランド宣言の想いと決意を共有し、「お客さまの喜びがりそなの喜び」という
基本姿勢を崩すことなく、地域のお客さまにもっとも支持される金融サービスグループを目指していきます。

りそなグループ経営理念

りそなグループは、創造性に富んだ金融サービス企業を目指し、

お客さまの信頼に応えます。
変革に挑戦します。

透明な経営に努めます。
地域社会とともに発展します。

りそなWAY（りそなグループ行動宣言）

りそなブランド宣言

会社情報

プロフィール

商号	 株式会社りそなホールディングス
代表者	 社長　東和浩
所在地	 （東京本社）〒135-8582
	 東京都江東区木場1丁目5番65号
	 （大阪本社）〒540-8608
	 大阪市中央区備後町2丁目2番1号
設立	 2001年12月
従業員数	 16,674人（連結）　　936人（単体）
事業内容	 	グループの経営戦略、営業戦略等

の策定、グループ内の経営資源の
配分および子会社各社の経営管理等

ホームページ	 http://www.resona-gr.co.jp/

2016年3月末現在

2016年3月末現在

所有者別 所有株数別

株式の状況　

発行済株式総数 2,331,118,091株	（うち普通株式2,324,118,091株、優先株式7,000,000株）

株 主 数 普通株式	274,031名

大 株 主
（上 位10位）

普通株式の分布状況

普通株式

株主の氏名または名称 持株数（千株） 持株比率（％）

第一生命保険株式会社 125,241 5.38
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 81,281 3.49
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 72,726 3.12
日本生命保険相互会社 65,488 2.81
ＪＰ MORGAN CHASE BANK 380055 57,313 2.46
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 55,404 2.38
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 39,949 1.71
AMUNDI GROUP 39,883 1.71
CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT 36,550 1.57
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 36,483 1.56

■ 政府・地方公共団体 126,223株 （0.01％） 
■ 金融機関 727,227,767株（31.29％） 
■ 証券会社 91,168,392株 （3.92％） 
■ その他国内法人 141,454,097株 （6.09％） 
■ 外国人 1,003,356,458株（43.17％） 
■ 個人・その他 359,833,063株（15.48％） 
■ 自己名義 952,091株 （0.04％） 

■ 100,000株以上 878名 （0.32％） 
■   50,000株以上 

100,000株未満 669名 （0.24％） 
■   10,000株以上 

50,000株未満 6,989名 （2.55％） 
■   5,000株以上 

10,000株未満 8,591名 （3.14％） 
■   1,000株以上 

5,000株未満 71,218名（25.99％） 
■   100株以上 

1,000株未満 168,329名（61.43％） 
■   100株未満 17,357名 （6.33％） 

東京本社 大阪本社
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