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Ⅰ.  はじめに 

人口減少、少子高齢化、低金利の長期化等の影響や担保・保証に過度に依存しないビ

ジネスモデルの持続可能を模索する手法として、平成 29 年 2 月に株式会社三重銀行と

株式会社第三銀行との経営統合、その後も、株式会社みなと銀行、株式会社関西アーバ

ン銀行及び株式会社近畿大阪銀行の経営統合、株式会社第四銀行と株式会社北越銀行と

の経営統合が公表され、地方銀行の再編の動きが加速しています。平成 28 年 2 月の株

式会社ふくおかフィナンシャルグループと株式会社十八銀行との経営統合の公表以降、

株式会社三重銀行と株式会社第三銀行や株式会社第四銀行と株式会社北越銀行との経

営統合などの同一県を営業地域とする地方銀行や、メガバンクの系列を超えた統合も公

表されています。その一方、同一県を営業地域とする地方銀行の統合では、公正取引委

員会による独禁法の審査手続に時間を要する案件も生じています。 

本レターにおいては、地方銀行の経営統合に関する法的手続やその留意点の概要を解

説します。 
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H28/10 めぶき 
フィナンシャルグループ 

常陽銀行と足利銀行 

未定 未定 ふくおかフィナンシャルグループ

と十八銀行 
H30/4 未定 三重銀行と第三銀行 
H30/4 未定 みなと銀行、関西アーバン銀行 

と近畿大阪銀行 
H30/4 第四北越 

フィナンシャルグループ 
第四銀行と北越銀行 
 

 
Ⅱ.  地銀統合に関する法的手続 

1. 統合のスケジュール 

地方銀行の経営統合の場合、経営統合の目的、統合スキームやスケジュールの概要に

ついて合意をした段階で、基本合意書を締結すると共に、適時開示を行い、その後、デ

ュ－ディリジェンスの実施、独禁法上の審査、最終契約締結、株主総会の承認、金融当

局の承認等の手順を踏むことが一般的です。地方銀行の経営統合の場合、経営統合の検

討に際しては、経営管理以外にも、システム、財務、人事等の多数の部署の関与が必要

となること、デューディリジェンスに際しても、法務、会計、税務等の各種アドバイザ

ー含めて関係者へのインタビューや情報収集等を円滑に行う必要があること、独禁法上

の審査上求められる情報が多岐にわたり審査期間が長期間となることも考えられるこ

とから、基本合意書の段階で適時開示を行うことが一般的です。また、システム、支店

等の統合や商号変更等の手続きも勘案すると、基本合意書の締結から経営統合の完了ま

で 1 年以上かかることも珍しくありません。 

最終契約においては、経営統合のスキームとの関係で会社法上の必要となる共同株式

移転契約、株式交換契約又は合併契約等において、統合比率や新会社の名称、役員等を

定める他、かかる法定の契約とは別に、一定の表明保証、経営統合のために必要な手続

等の履践や経営統合の前提条件等を定めた統合契約を締結することも少なくありませ

ん。 

また、米国株主が多い銀行においては、米国における証券法を遵守するために、Form 

F－4 を米国証券取引委員会（SEC）に届け出る、又は Form CB を SEC に提出するこ

とも行われており、そのために必要な英訳の準備や米国株主の保有比率の調査に要する

スケジュールも勘案の上、全体のスケジュールを決める必要があります。特に、Form F

－4 の登録に際しては、米国会計基準又は国際会計基準に基づく連結財務諸表の作成が

必要となり、スケジュールやコスト面で大きな負担が生じることから、Form F－4 によ

る登録届出義務が免除され、Form CB の提出で済むかどうかが、スケジュールや経営統

合のスキームの検討に際しても重要となります。 
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2. 統合のスキーム 

地方銀行の再編方法としては、共同株式移転による共同持株会社を設立する方法が多

いですが、既に銀行持株会社が存在する場合には、銀行持株会社と銀行との間で株式交

換により既存の銀行持株会社の傘下に加わる方法、吸収合併等の方法による合併を行う

ことが考えられます。合併は、システム・金融商品等を含めて共通化することからコス

ト面でのシナジーが大きいと考えられる一方、システムや人事体系の統一等には、一定

の期間等が必要となることから、共同持株会社として経営統合を行い、一定期間経過後

に持株会社傘下の銀行同士の合併を検討することが好まれる傾向にあります。 

平成 29 年 4 月に平成 28 年改正銀行法が施行され、金融当局の認可を得ることによ

り、銀行持株会社の業務範囲が資産運用、システムの管理、事務計算等や福利厚生等の

事務処理等まで拡大され、銀行持株会社グループに共通する一定の業務が銀行持株会社

に集約できるようになりました。また、当該銀行法改正により、銀行持株会社グループ

内の子銀行が、業務をグループ内の会社に委託する場合、銀行持株会社において外部委

託管理を集約して行うことにより、子銀行において外部委託管理を行う必要がなくなり

ました。これらにより、合併まで行わなくても、銀行持株会社グループ内の業務の集約

がしやすくなり、共同持株会社設立によるコストシナジーの効果がより期待できるよう

になりました。 
 

3. 法務デューディリジェンス 

法務デューディリジェンスは、経営統合の障害となり得る問題点や統合比率の検討、

経営統合のために必要な手続の把握のために行います。地方銀行の経営統合の場合には、

対等な経営統合を前提にデューディリジェンスも行われることが多いことから、デュー

ディリジェンスにより開示する資料の範囲やその方法についても、両行でほぼそろえる

ことが一般的です。 

特に、地方銀行の経営統合の場合には、一般的な企業同士の経営統合時に行われる株

主、資産、負債、契約関係、人事、紛争等の確認に加えて、銀行法等の法令遵守の確認

も重要な法務デューディリジェンスの確認事項となります。その一方、金融検査におけ

る検査官からの指摘内容や検査結果通知書の内容は、原則として第三者への開示が禁止

されています。したがって、法令遵守状況等のコンプライアンスに関しては、コンプラ

イアンス委員会議事録、行内における内部監査報告書、弁護士への相談記録等の資料の

確認、インタビュー等を実施しながら、コンプライアンス上のリスク要因がないかどう

か分析することになります。地方銀行ではリスク管理態勢の大枠自体は、監督指針や金

融検査マニュアル等に従って構築されていますが、リスク管理体制の実際の運用状況に

は有意な差異が見られます。形式的な態勢整備に加えて、各種議事録やインタビューで

の発言等を分析することにより、リスク管理態勢がどの程度機能しているかを分析する

ことが望まれます。 

地方銀行においては、経営統合をする地方銀行間においても、統合相手の銀行の業務

内容については概ね理解されていることが多いと言えます。また、近年はオフサイトに
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重点を置いた金融検査が行われていますが、かつてはオンサイトに重点を置いた厳格な

金融検査が実施されていたため、地方銀行の業務上のリーガルリスクについても一定程

度払拭されています。したがって、地方銀行の統合に関する法務デューディリジェンス

では、通り一遍のデューディリジェンスを実施するというよりは、依頼者である銀行の

要望を踏まえて重点項目を掘り下げて分析することが有用です。具体的には、①外部委

託先管理態勢、②反社会的勢力排除態勢、③マネーローンダリング防止態勢、④顧客情

報管理態勢、⑤システムリスク管理態勢、⑥訴訟・紛争対応、苦情処理態勢などに依頼

者である銀行の関心があることが多いため、これらの事項に重点を置いてデューディリ

ジェンスをしていくことが考えられます。 

なお、経営統合を行う地方銀行同士は、経営統合が実施される前の段階では互いに競

争関係にあることも多い状況です。独占禁止法上、公正取引委員会に対する届出が必要

な事業統合に関しては、公正取引委員会による審査（公正取引委員会に対する届出及び

待機期間の経過など）が完了するまでは、経営統合を実行することは禁じられています

（いわゆるガン・ジャンピング規制）。そのため、公正取引委員会による審査が完了す

るまでは、統合を実質的に前倒ししているとみなされるおそれのある行為は、行わない

ようにする必要があり、かかる観点から、デューディリジェンスにより、相互の情報を

交換することによって、競争が制限されることのないように留意する必要があります。

特に、現在又は将来の事業活動に係る競争の重要な手段となる金利、貸出条件、取引金

額等のセンシティブ情報といわれる情報を交換するに際しては、特に慎重な管理が要求

されます。このようなセンシティブ情報を開示する場合には、経営統合を検討するため

に必要性の高い情報に限定すると共に、地方銀行間の競争に影響を与え、又は直接影響

を与え得る立場にある役員･従業員（営業担当や対象事業の管理・統括を担当する立場

にある役員･従業員等）を除き、経営統合の検討のためのプロジェクトチームのメンバ

ーのみのクリーンチームを組成し、そのクリーンチーム及び外部アドバイザーだけに情

報を共有するものとし、クリーンチーム以外の者に開示する場合にはセンシティブ情報

を適切に加工した上で開示をする等の方法を取ることが一般的です。 
 

Ⅲ.  地銀統合に関する独禁法上の留意点 

1. 地銀統合における分類 

地方銀行の統合事案について、独禁法の観点から大別すると、①大都市圏を営業地域

とする地方銀行同士の統合、②営業地域が重複しない地方銀行同士の広域統合、③非大

都市圏の同一地域を営業地域とする地方銀行同士の統合の 3 種類に分類されます。①の

経営統合の場合、大都市圏には、メガバンクや他県地方銀行も多く進出し激しい競争が

行われており、独禁法上は問題とならないケースが多いと考えられます。②の経営統合

の場合は、元々営業地域が重複していないことから、経営統合によって競争関係に与え

る影響は限定的であり、独禁法上問題とならないケースが多いと考えられます。③の経

営統合は、同一営業地域であること、また、大都市圏以外の場合には、同一県内に地方

銀行が 2 又は 3 行しかないような場合もあり、このうち 2 行が統合する場合には、競争
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に与える影響について慎重な審査が行われることになります。このような事案では、公

取委は、取引先へのヒアリング、アンケート調査等を行うことが多く、詳細なデータに

基づく経済分析がなされることもあります。最近では、株式会社ふくおかフィナンシャ

ルグループと株式会社十八銀行との経営統合、株式会社第四銀行と株式会社北越銀行と

の経営統合など、同一県を営業地域とする地方銀行同士の経営統合が公表され、耳目を

集めています。 
 

2. 独禁法上の分析視点 

地方銀行の独禁法上の審査においては、当該経営統合より競争に影響が生じる可能性

がある市場（一定の取引分野）を画定し、当該各市場において競争が実質的に制限され

ることになるかどうかが評価されます。市場の画定は、企業が提供する商品やサービス

によりその役務範囲を定めると共に、どの地域を市場と考えるか地理的範囲も画定する

必要があります。 

地方銀行の場合には、当該地域で貸出や預金に関し有力な地位を占めることが多いこ

とから、かかる分野について重点的に審査が行われることが一般的です。特に貸出につ

いては、住宅ローンや教育ローン等の非事業性の融資と、事業者のリスクや将来性を判

断し融資をする事業性の融資が存在します。これらの貸出は、地方銀行以外にもメガバ

ンク、農協、政府系金融機関、信用金庫・組合等も行っており、融資が行われる目的や

融資金額、顧客層等を考慮して審査が行われることになります。 

また、地理的範囲は、過去の経営統合案件では、①市町村単位、②複数の市町村をま

とめた経済圏単位、③県単位とするものがみられます。どのような地理的範囲となるか

は、実際に需要者がどの範囲の支店の金融機関から貸出を受けているか、遠方の金融機

関が当該地域で同等のサービスを提供しているかといった競争の実態によって判断さ

れることになります。 

また、当該市場における経営統合をする当事会社の競争力や当事会社以外の競争者が

有力な競争者として機能するかも重要なポイントとなります。かかる競争力を判断する

重要な要素としては、貸出額、顧客基盤、店舗網、営業体制等があり、市場ごとに競争

力を判断することになります。また、他の地域からの参入可能性の状況、地方銀行以外

の金融機関からの競争圧力、需要者が地方銀行に対して交渉力を有するか等の需要者か

らの競争圧力等を総合的に考慮の上、競争への影響を判断していくことになります。 
 

Ⅳ.  地銀統合に関する銀行法上の留意点 

複数の銀行が共同の持株会社を設立する場合には、金融当局より認可を取得し、届出

等をするなどの諸手続が発生します。 

まず、認可事項ですが、銀行持株会社の設立の効力発生日までに、銀行法上の銀行持

株会社の設立認可を金融当局より受ける必要があります（銀行法 52 条の 17 第 1 項）。

認可申請に係る標準処理期間は申請が到着してから 1 ヶ月以内とされていますが、早め

に金融当局に相談し、認可のタイミング等についても摺合せをしておくことが重要です。
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また、銀行及び銀行持株会社の「常務に従事する取締役」は、他の会社の常務に従事す

るためには、兼職の認可を得る必要があるため（銀行法 7 条 1 項、52 条の 19 第 1 項）、

例えば、銀行と銀行持株会社の代表取締役を兼務するような場合にはそれぞれ認可を取

得する必要があります。 

次に、届出事項ですが、銀行持株会社については、銀行持株会社が設立された段階で

金融当局宛てに届出をすることになります（銀行法 53 条 3 項 1 号）。また、銀行持株会

社の役員等の選退任が発生した場合にはその届出（銀行法施行規則 35 条 3 項 3 号等）

等が必要となります。また、設立される銀行持株会社について、5％超の議決権を保有

する株主がいる場合には、届出が必要となります（銀行法 53 条 3 項 8 号）。銀行につい

ても、銀行の役員等の選退任が発生した場合にはその届出（銀行法施行規則 35 条 1 項

3 号等）等が必要となります。 

また、複数の銀行が共同持株会社を設立する際に検討しておくべき銀行法上の留意点

として、子会社（関連会社）規制、大口信用供与等規制等は、銀行持株会社グループ単

位で規制されていることが挙げられます。すなわち、地方銀行同士が統合し、銀行持株

会社が設立される場合、これまで各銀行グループ毎に適用されていた銀行法上の諸規制

が、共同持株会社の下に統合される両銀行グループ全体に適用されることになりますの

で、共同持株設立後にこれらの銀行法上の規制に抵触しないかの検証が必要となります。

例えば、各銀行グループが行っている与信額では、大口信用供与等規制に違反していな

くても、統合する 2 つの銀行グループの与信額を合算すると同規制に抵触しないか等の

検証が必要になります。   

 

 

 
NEWS 
  岩原 紳作 名誉教授が顧問に就任しました 

2017 年 7 月 1 日付で、岩原 紳作 東京大学名誉教授が、当事務所の顧問に就任い 

たしました。 

岩原顧問は、東京大学大学院法学政治学研究科や早稲田大学大学院法務研究科に 

おいて、会社法や金融法等の研究・教育に従事され、数多くの成果を残されたほ 

か、法制審議会や金融審議会において重要な役職を歴任されるなど、これらの法 

分野において中心的な役割を果たしてこられました。 

岩原顧問の就任により、当事務所は、会社法や金融法分野において、さらに充実 

したリーガルサービスをご提供できるよう、努めてまいる所存です。 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


