
The Global Reach You Need with The Local Firm You Trust: 

 A Case Study with CTBC Bank 

中國信託商業銀行　東京支店 
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１．中國信託商業銀行のご案内 
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Ø  中國信託商業銀行は、1966年3月14日に台湾にて創設され、台湾金融市場の萌芽・成長と共に業務を展開してきました。 

Ø  国際化・多角化経営による総合的な金融サービスを提供する金融グループを構築することを目的に、2002年5月17日に中國信託金融

控股股份有限公司を設立致しました。	

商業銀行	

投資信託 

保険 
ブローカー	

証券	

ベンチャー 
キャピタル 

台湾宝くじ	

総合警備保障	

生命保険 

１．中國信託商業銀行のご案内	

アセット 
マネジメント 

多角化した金融サービス	
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１．中國信託商業銀行のご案内

主要グループ企業	
企業名	 企業名（英文）	 設立	 事業内容	 備考	

中國信託商業銀行股份有限公司	 CTBC Bank Co., Ltd.  1966年	 銀行業	

✓台湾国内に147支店	
✓海外11ヶ国及び地域（米国、カナダ、 
　 日本、インド、インドネシア、 
   フィリピン、タイ、ベトナム、香港、 
   シンガポール、中国）に100事務所 
   及び支店	

✓総資産規模2.15兆NTD 
   （約7.97兆JPY）	

中國信託人壽保險(股)公司	 CTBC Life Insurance Co., Ltd.  1988年	 生命保険業	
✓MetLife Taiwan Insurance Co., Ltd  
　 を買収し改名	

中國信託綜合證券股份有限公司	 CTBC Securities Co., Ltd.   1989年	 証券業	 ✓証券発行、証券・先物取引仲介等	

中信保全股份有限公司	 CTBC Security Co., Ltd. 1995年	 セキュリティ業	 ✓主に金融法人向けにセキュリティ 
　 サービスの提供	

中國信託保険経紀人股份有限公司	 CTBC Insurance Brokers Co., Ltd.  1996年	 保険代理業	
✓主に個人向け生命・医療保険の販   
    売	

中國信託證券投資信託(股)公司	 CTBC Investments Co., Ltd. 1999年	 投資信託業	
✓Truswell Securities Investment 
    Trust Co. を買収し改名	

中國信託創業投資股份有限公司	 CTBC Venture Capital Co., Ltd   2003年	ベンチャー投資業	
✓累積投資金額　約20億NTD 
　　　　　　　　　　   （約74.2億JPY) 
✓累計投資先　   約50社	

中國信託資産管理股份有限公司	 CTBC Asset Management Co., Ltd   2003年	 資産管理業	 ✓主に不良債権への投資	

台灣彩券股份有限公司	 Taiwan Lottery Corp.  2006年	 宝くじ業	 ✓宝くじの発行、販売	

2015/2/2時点　参考レート： 1NTD=3.71JPY	
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会社名	 中國信託金融控股股份有限公司（略称「CFHC」)	

上場	 台湾証券取引所 （証券コード：2891） 

業種	 金融保険業	

設立日	 2002年5月17日 

董事長	 顏文隆 (Wen-Long Yen) 

従業員数	 12,267名 

会社住所	 台北市南港區經貿二路168號	

URL	 www.chinatrustgroup.com.tw 

総資産残高	 2,424,720百万NTD（約8,995,711百万JPY） 

貸出残高	 1,284,855百万NTD（約4,766,812百万JPY） 

時価総額	
309,723百万NTD（約1,149,072百万JPY） 
*2015年2月2日時点 

１．中國信託商業銀行のご案内	

2013年12月末現在	

グループ持株会社　概要	

2015/2/2時点　参考レート： 1NTD=3.71JPY	

台北市	

本社ビル	

松山空港

台北101	



© CTBC 

6 

Confidential	

１．中國信託商業銀行のご案内	

東京支店	

香港支店、九龍支店	

フィリピン子銀行	

ハノイ駐在員事務所	

インドネシア子銀行	

ニューデリー支店	

バンコク駐在員事務所	

ニューヨーク支店	

米国&ロサンゼルス駐在員事務所	

カナダ子銀行	

ホーチミン市支店	

北京駐在員事務所	

シンガポール支店	

東京子銀行	

台湾国内：147拠点／海外： 11ヶ国及び地域、100拠点	
　9支店‐ニューヨーク、香港、九龍、東京、ホーチミン市、ニューデリ、　　 
　　　　　　 チェンナイ、シンガポール、上海　	

　5子銀行‐カナダ、米国、フィリピン、インドネシア、日本 
　　　　　　（子銀行や子銀行の支店や出張所など、合計87拠点）	
  4駐在員事務所‐北京、バンコク、ハノイ、ロサンゼルス 

上海支店	

チェンナイ支店	

グローバルネットワーク	
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Ø  グループ内に銀行業務以外の金融機能(証券、保険、VC等)を備えており、幅広い金融サポートが可能	
Ø  台湾の銀行の中で最も海外拠点が多く、グローバルな対応が可能 

Ø  台湾における上場企業のうち、90%以上の企業との取引実績を持つ等、豊富な法人顧客基盤(約20,000
社)を有する 

Ø  台湾の銀行の中で最も受託信託財産額が多い (シェア約47%) 
Ø  台湾の銀行の中で最もデリバティブ関連商品の販売額が多い(シェア約11%) 

Ø  台湾の民間商業銀行としては最大の資産規模及び自己資本額を有する 
Ø  2013年度末実績で自己資本比率10.71% を保持、高い財務健全性を備えている 
Ø  毎年安定的に高い収益率を維持（ROE12.79% / 2013年度実績） 

１．中國信託商業銀行のご案内	

「台湾国内における最大規模の民間商業銀行」	
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１．中國信託商業銀行のご案内

Ø  民間商業銀行として、台湾国内における最大規模の支店数（147支店）とATM設置数（約5,000台） 
　　 　→　　セブンイレブンとの提携によりセブンイレブン全店にATMを設置 

Ø  台湾におけるクレジットカードの最初の発行者であり、現在も最大の発行者 
•  クレジットカード発行枚数（流通分） 	:　約660万枚（台湾第１位） 
•  発行カード枚数に於けるマーケットシェア 	:　約18%（台湾第１位） 
•  カード使用額ベースでのマーケットシェア 	:　約17%（台湾第１位）	

Ø  豊富なデータベースを生かしたマーケティング施策を実行 
•  施策例：クレジットカード消費額によるクーポンの発行) 

2013年11月末現在	

「台湾国内の消費者金融市場におけるマーケットリーダー」	
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信用格付け（2014年12月現在） 	    　	
l  Moody’s   A2   
l  S&P    A-   
l  中華信評  	TWAA+ 

ランキング等（2013年12月末現在）	
l  資産総額 	台湾 	7　(民間銀行では第1位) 
l  自己資本 	台湾 	3　(民間銀行では第1位)	
l  BIS　Tier　１　  自己資本比率　9.51％	

１．中國信託商業銀行のご案内

格付け・ランキング	
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Ø  最優秀ローカル・キャッシュマネジメント銀行　　‐アジアマネー誌	

Ø  最優秀インベスターリレーションズ　　　　　　   　‐ファイナンス・アジア誌	

Ø  最優秀台湾カストディ銀行　　 　　　　　　　　　　  ‐アセット誌	

Ø  最優秀クロスボーダーカストディ銀行（台湾）  　 ‐アジアインベスター誌	

Ø  最優秀銀行（台湾）　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ‐ユーロマネー誌	

Ø  最優秀リテールバンク（台湾） 　　 	           ‐アジアンバンカー誌	

Ø  最優秀銀行（アジア） 　　　 	 	           ‐ファイナンスアジア誌	

Ø  最優秀民間銀行（台湾） 　          ‐プライベートバンカー・インターナショナル誌	

Ø  最優秀外国為替銀行（台湾）     	　　　　　‐グローバルファイナンス誌	

１．中國信託商業銀行のご案内

弊行　受賞一覧（2013年～2014年）	
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２．中國信託商業銀行　東京支店のご案内	
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２．中國信託商業銀行　東京支店のご案内 

所在地   ：　東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー37階 

開業日   ：　2000年5月4日 

支店長   ：　谷村　明政 

副支店長  ：　神本　哲見 

従業員数  ：　39名（2014年3月31日現在） 

中國信託商業銀行　東京支店　概要	
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（融資関連業務） 

1.  企業向け事業資金融資 

2.  企業・個人向けモーゲージローン	

3.  シンジケートローン	

4.  LBOに伴うブリッジファイナンス/ノンリコースローン	

5.  トレードファイナンス	

6.  給与口座等、各種口座取引	

7.  国内・海外送金	

8.  国内LC発行　他	

２．中國信託商業銀行　東京支店のご案内 

（フィナンシャルアドバイザリー関連業務） 

1.  M&Aアドバイザリー	

2.  M&A仲介	

3.  JV設立のアドバイザリー	

4.  MBOアドバイザリー	

5.  業務提携支援	

6.  台湾証券取引所への上場支援　他	

日本におけるビジネス展開	

Japan	

China	

Taiwan	

ASEAN	
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２．中國信託商業銀行　東京支店のご案内	

ファイナンシャルアドバイザリー業務のご案内	

・ターゲット企業 
・投資家 

	
顧客 

法人営業部 / 
ストラクチャー  
ファイナンス部 / 
マーチャント 
バンキング部 / 

リクエスト 

フィードバック 

ü 交渉 
ü フォローアップ 
	

ü 企業リストを提供 
ü 顧客と交渉	

ü M&A 
ü JV設立 
ü 業務提携	

契約 

サービス提供 

日本の金融機関出身かつFA業務
経験の豊富な日本人スタッフが東
京支店に在籍し、台湾本社との連絡
/協業及び日本企業と、台湾/中国/
ASEAN諸国の企業との橋渡しを行う	

台湾企業はもとより、
ASEAN諸国を拠点
とするターゲット企業
の場合も、本社の担
当コンタクトを通じ、

適切に接触 

ü 接触 
ü 交渉 
	

FAチーム (台湾)	 FAチーム (日本)	
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弊行取組実績のご案内	
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沖繩	

北海道	

青森	

岩手	
秋田	

宮城	

山形	

福島	
新瀉	

茨城	

千葉	

神奈川	
東京	

靜岡	

石川	

栃木	
長野	

群馬	

岐阜	

愛知	
山梨	

富山	

福井	

三重	

和歌山	

滋賀	
京都	

奈良	

大阪	

兵
庫

鳥取	

岡山	

島根	

広島	
山口	

高知	
德島	

香川	
愛媛	大分	

福岡	佐賀	

長崎	

宮崎	

熊本	

鹿児島	

埼玉	

これまでに、日本全国で27行の銀行との
提携契約を締結させて頂きました	 
*緑の部分は提携締結している地方銀行の所在県	 

協力	
サービス提供	 

弊行取組実績のご紹介	


