
●ボランティアガイド研究会の活動
　当地域を訪れる外国人観光客を“おもてなし”するため、外
国語に堪能な職員を中心に「ボランティアガイド研究会」を立
ち上げ、外国語による観光ガイドボランティア活動を行ってい
ます。京都舞鶴港に寄港する大型クルーズ客船の外国人観光
客に対し、観光施設までの道案内や、当地域の歴史文化など
をご案内いたしました。また、京丹後市で開催された「歴史街
道丹後100kmウルトラマラソン」でも、外国人選手の通訳ボ
ランティアを実施しました。

●清掃活動ボランティアの実施
　美しい街並みと自然景観
を守るため、各地域で清掃
活動ボランティアに積極的
に取組んでいます。

　当金庫では、地域貢献活動の一環として各種スポーツ大会
の主催、協賛を行っております。平成26年度も地域の恒例行
事として、子どもたちを対象とした軟式野球大会やバレーボー
ル大会、3世代（学童・社会人・還暦）にわたるプレーヤーが
一斉に集う軟式野球大会を開催し、たくさんの方々にご参加
いただきました。

スポーツ大会の主催、協賛

年金友の会 地域ボランティア活動への参加
●親睦旅行の開催
　年金友の会の会員さまを対象に、日帰り旅行、宿泊旅行の
親睦旅行を開催しています。

●第 9 回ほくとしんきん理事長杯
　グラウンドゴルフ大会
　綾部市のスポーツセンター東野にて開催し、各地区で行わ
れた予選により選ばれた192名の会員さまにご参加いただき
ました。

〒626-0041 京都府宮津市字鶴賀2054番地の1
TEL.0772（22）5121

http://www.hokuto-shinkin.co.jp
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地域の皆さまをサポート

京都北都信用金庫
１０カ年長期経営計画

理事長メッセージ

京都府北部地域には、明るい材料が
たくさんあります。

　当金庫の営業エリアは、他の地方圏同様に少子高齢化
などの問題に直面しており、地方経済も衰退傾向にある
のが現状です。地区や業種によっては改善傾向にある業
種もありますが、アベノミクス効果は一部業種に限定さ
れ、今後も厳しい状況が続くことが予想されます。
　しかしながら、交通網の整備など明るい材料もありま
す。平成26年に舞鶴若狭自動車道が全線開通したこと
に続き、本年7月には京都縦貫自動車道が全線開通しま
した。また、北近畿タンゴ鉄道が本年4月より新たに京
都丹後鉄道（丹鉄）として運行を開始しています。さらに、
日本海側拠点港である京都舞鶴港には、外国籍の大型
クルーズ客船が寄港するとともに、日韓露国際フェリー
が就航予定であるなど、海外や都市圏からのアクセス向
上により、交流人口の増加が期待されます。
　あわせて、京都府北部5市2町が取組む「海の京都」が
近畿で初めて観光圏整備法に基づいた全国で13カ所の
「観光圏」に認定され、観光客の増加施策に取組みやすく
なっています。
　本年11月15日まで開催される「海の京都博」をステップ
として、5年後の東京オリンピック・パラリンピックを見

据えた「ブランド観光地域」としての地位を早期に確立す
ることで、地域の交流人口が拡大し、地域の中小企業者
の売上増加につながり、新たな雇用を生み定住人口が増
加し、より一層、交流人口が増加するという好循環につ
ながるものと考えています。

10カ年長期経営計画では、地域活性化の
実現に向けたサービス（価値）提供に努め
ます。

　当金庫では、平成27年4月からの10年間を見据えた
「10カ年長期経営計画」を策定し、「地域活性化の実現と
ほくとしんきんブランドの確立」を長期ビジョンとして掲
げました。この計画では、当金庫の存在意義を改めて見
つめ直したうえで、地域活性化に向け当金庫がお客さま
に提供すべきサービス（価値）として、「地域のお取引先が
必要とする経営支援の実践」「地域の活性化につながる資
金の提供」「地域住民に対する金融サービスの提供」「行
政・経済団体等と連携した施策の実践による地域活性
化の実現」の４つを「提供価値」として明確化しています。
　また、これらの提供価値を全役職員の共通認識とした
うえで、長期ビジョンを実現するために、3つの基本方
針を定めました。各基本方針は次の通りです。

地域活性化の
実現と

ブランドの確立

①地域社会発展への貢献
　お取引先企業の「事業性評価」のもと、創業・新事業
開拓段階から成長段階、事業承継まで、お客さまのライ
フステージに応じた課題解決型金融に取組むとともに、
行政・経済団体等との連携により地域の持続的な発展
を目指します。
②永続性のある経営の確立
　地域活性化の実現に取組むためには、当金庫自らが永
続性のある経営を確立することが必要です。お客さまの
支援を通じた貸出金の取組みと、業務全般の経営効率
向上を図ることで「収益力の向上」に努め、自己資本の充
実を図っていきます。
③意識改革と人財の強化
　役職員一人ひとりが「当地域の良さ」を改めて見つめ直
すとともに、経済環境や人口減少等の社会構造の変化が
想定されるなかにあっても、お客さまのニーズに的確に
お応えできる職員、地域の活性化に積極的に取組むこと
ができる職員を育成します。

　平成27年度は、10カ年長期経営計画のスタートの年
度として、この計画の基本方針に則った諸施策を着実に
実践し、長期ビジョンとして掲げる「地域活性化の実現と
ほくとしんきんブランドの確立」の足場固めに努めてまい
ります。

事業者の皆さまに対しましては、
今まで以上に「訪問活動」を徹底します。

　事業者の皆さまに対しましては、今まで以上に足を動
かした「訪問活動」を徹底し、お客さまに寄り添い、お客
さまが抱える悩みや不安などの課題を共有したうえで「課
題解決型金融」を実践し、長期的な視点でお客さまを支
援してまいります。
　また、お客さまの売上増加につながる「販路拡大の支
援」、地域の活力を維持していくため雇用の場を増やす
「創業・開業初期段階への支援」や「事業承継の支援」、
地域資源を活かした「産業の育成」などの施策に積極的に
取組むことで、地域活性化と地域の持続的な発展に努め
てまいります。
　なお、これらの施策を着実に実践していくために、「お

客さまに喜ばれることに喜びを感じる」職員の育成を図る
とともに、本部専門部署の充実による営業店支援体制
の強化や、外部機関や外部専門家との連携により、お
客さまを支援する体制整備に努めてまいります。

個人の皆さまに対しましては、
ニーズに合った商品を提供します。

　個人の皆さまに対しましては、日々の営業店窓口や営
業活動を通じたFace to Face営業を実践し、お客さま
とのコミュニケーションを図り、お客さまの抱える悩み
事に対して、適切に対応していくことで、「お客さま満足
度」の向上に努めてまいります。
　現役世代のお客さまには、ご結婚、ご出産、住宅購入
やお子さまのご進学、ご退職後のセカンドライフなど、
将来のライフステージを見据えた資産形成のお手伝い
や、ローンによる資金支援に努めてまいります。
　また、ご高齢のお客さまには、永年にわたり蓄えられ
た大切な資産をお守りするとともに、今まで以上にお客
さまに寄り添った優しい応対を心掛け、お客さま一人ひ
とりのニーズに合った、商品・サービスをきめ細やかに
提供してまいります。

10年後には「地域活性化の実現と
ほくとしんきんブランドの確立」を!!

　当金庫にとって最も重要なことは「地域活性化の実現」
です。
　地域の旗振り役として地域の将来像づくりと地域活性
化をリードし、お客さまに「取引して良かった」と思ってい
ただける親近感・信頼感のある地域金融機関となること
を目標として、地域活性化のために１０カ年長期経営計
画を着実に実践してまいります。
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【預金積金残高の推移】

【貸出金残高の推移】

（単位：百万円）
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【自己資本比率の推移】

クーポン券による観光施設のご利
用、地場産物のお買物で、地域住
民みずからが地域の良さを再発見！

クーポン券のご利用で
地域の事業者への資金還流を実現

クーポン券の発行で
地域内での消費を喚起

定期預金のお預入れで
お客さまの資産形成をお手伝い

❹❹
❶❶

❸❸ ❷❷

京都北都信用金
庫

地域の商店、観光施設等 地域住民の皆さま 京都北都信用金庫

預金積金
　地域の活性化や地域貢献を目的に、域内の
事業所で使える“地域クーポン券”を進呈する
定期預金キャンペーンを中心に、個人預金の増
強に重点を置いた活動を展開したことから、
預金積金の期末残高は前期比55億78百万円
増加の7,453億83百万円となりました。

ビジネスマッチングで販路拡大！！

経営情報等の提供

経営改善支援・事業再生支援

　京都北都信用金庫では、平成25年度より「地域で使えるクー
ポン券」を進呈する定期預金キャンペーンを実施しています。
　平成26年度は、夏期キャンペーンでは地域の観光事業者、飲
食業者298店舗で使える『「海の京都」元気！クーポンⅡ』、冬
期キャンペーンでは商工会議所・商工会の会員事業者805店舗
で使える『地域元気！クーポン』を進呈する定期預金キャンペー
ンを実施しました。
　ボーナスシーズンに合わせた定期預金キャンペーンにより、
地域住民であるお客さま（預金者）の資産形成のお手伝いをす
るとともに、お客さま（預金者）が当地域の観光地や商業施設
でクーポン券を利用されることにより、地域内での消費喚起と
資金還流を目指した取組みです。

みんなで支える地域の未来！！
地域クーポン券で、消費喚起と資金還流を

業績ハイライト

貸出金
　事業性融資は、きめ細やかな訪問とタイム
リーな提案により、新規取引先の開拓と地元
企業への円滑な資金供給に努めました。
　住宅ローンを中心とした個人の資金需要に
積極的にお応えしたことから、住宅ローン残高
は前期比 19 億 55 百万円増加の 1,075 億
52 百万円となりましたが、地公体向け融資が
大きく減少したことから、貸出金全体の期末残
高は前期比 87 億 44 百万円減少の 3,537 億
10百万円となりました。

　自己資本比率は金融機関の健全性、安全性をはかる重要な指標のひとつです。平成27年3月末の自己資本比率は
9.97％であり、国内基準の4％を上回っており健全性を確保しています。今後とも経営の健全化を維持していくために、自
己資本の充実に努めてまいります。

　お取引先の経営改善や業務改善を支
援するなど不良債権の発生防止に努め
た結果、金融再生法による開示債権残
高（不良債権）は前期比26億48百万円
減少の３16億58百万円となりました。

●破産更正債権及びこれらに準ずる
債権

　破綻先、実質破綻先に該当する債権
●危険債権
　破綻懸念先に該当する債権
●要管理債権
　要注意先に該当する債権のうち、３ヵ
月以上延滞及び貸出条件緩和に該当す
る貸出金

区　分

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

小計

正常債権

合計

開示残高

20,239

14,035

33

34,307

330,395

364,702

17,877

13,741

39

31,658

324,170

355,829

7,097

8,123

24

15,245

10,780

1,103

14

11,898

100.00％

67.14％

98.69％

85.73％

100.00％

19.63％

96.59％

72.49％

開示残高 担保・保証額 貸倒引当金

平成26年度平成25年度

保全率 引当率

（注）1. 「貸倒引当金」は、個別貸倒引当金及び要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の合計額です。
　  2. 上記の開示債権には、貸出金のほか計上未収利息、仮払金、債務保証見返が含まれております。

事業成績の推移

自己資本比率の状況

不良債権の状況（金融再生法による開示債権の状況）

　信用金庫業界のネットワークを活用し、各地の信用金庫や信用金庫協会等が主
催するビジネスフェア、商談会への参加をご案内しています。地元の食材や加工
食品などを中心にマッチングが成立し、お客さまの販路拡大につながっています。

お客さまの売上が伸びる取組み

　平成 27 年 3 月に、北近畿エリアにおいて当金庫を含む金融機関 7 行庫が主体
となり、都道府県の枠を超えた中小企業支援ネットワーク「北近畿中小企業支援
連絡会議」を創設しました。
　当会議は、定期的に情報交換会や勉強会等を開催し、地域の金融機関の中小
企業支援に対する考え方や認識を共有することで、企業の成長や再生支援のスピー
ドアップを図ることを目的としており、北近畿エリアの地域経済の活性化につなが
るものと考えています。

北近畿中小企業支援連絡会議の創設

　平成26年4月、国立大学法人 京都工芸繊維大学と産学連携に係る業務連携・
協力に関する協定を締結しました。技術的課題を抱えるお客さまに対し、同大学
の有する高度な技術や専門知識等を提供することで、お客さまの課題解決に努め
てまいります。
　平成26年度は当金庫のお取引先3社より相談を受付け、相談内容に合った技術
を有する先進企業の紹介、相談分野に詳しい他大学研究室への取次を行いました。

京都工芸繊維大学との産学連携協定の締結

お客さま向けセミナーの開催

　日々の営業活動のなかで収集した、お客さまの「売りたい」「買いたい」等のビジ
ネスニーズ情報を当金庫内で共有し、マッチングさせることで、お客さまのビジネ
スパートナーを紹介する取組みを実施しています。

営業エリア内ビジネスマッチングの取組み

うまいもん市 in 万博 2014

ひびしんビジネスフェア２０１４

信金発！地域発見フェア

京都工芸繊維大学調印式

（平成 26年度実績）
マッチングが成立した事例

販売・仕入れ強化 ・店頭で販売する地域特産品の仕入れ先の紹介
・食材加工品の材料となる農産物の仕入れ先の紹介

ＩＴ化 ・社内ＩＴ機器のセキュリティ対策や機器更新業者の紹介

生産・販売委託 ・工業用機械部品の製造委託会社の紹介

地域の活性化をサポート

　市場金利の低下等により貸出金および有価証券利息が
減少となり、資金利益が減少しましたが、有価証券の売
却益の確保、また経費節減効果などを要因に業務純益は
27億94百万円を計上しました。
　また、経常利益は14億56百万円、当期純利益は前期
比16百万円増加の13億76百万円となりました。

損益の状況
（単位：百万円）

項　目 平成25年3月末 平成26年3月末 平成27年3月末

業務純益 3,611 2,686 2,794

コア業務純益 1,681 1,786 1,499

経常利益 1,122 1,563 1,456

当期純利益 1,113 1,359 1,376

セミナーの内容開 催 日

販路拡大支援セミナー平成26年 4月22日

ビジネスマナー研修平成26年 5月8日、9日

「海の京都」観光・地域活性化セミナー平成26年 7月4日～11月5日

ＦＣＰシート活用セミナー平成26年 12月5日

（平成26年度実績）

定期預金の募集期間 平成26年6月25日～平成26年8月29日※

クーポン券の名称 「海の京都」元気！クーポンⅡ

クーポン券利用対象店舗 当地域の観光事業者、飲食業者、298店舗

クーポン券発行実績 6,591千円

※定期預金の募集額に達したため、平成26年7月28日に募集を終了しました。

（平成26年度実績）

定期預金の募集期間 平成26年11月17日～平成27年3月31日※

クーポン券の名称 地域元気！クーポン

クーポン券利用対象店舗 当地域の商工会議所・商工会の会員事業者、
805店舗

クーポン券発行実績 30,259千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年2月19日に募集を終了しました。 北近畿中小企業支援連絡会議

（北近畿経済新聞社　提供）

「地域元気」宣言！

　当金庫は、京都府中部・北部全域と隣接する兵庫県・福井県の一部を含む13市 4 郡の広い地域を営業地区とし、
地元の中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営し
ている協同組織金融機関です。
　地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とされるお客さまにご融資を行っ
て、事業や生活の繁栄をお手伝いするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民との強い絆とネット
ワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めています。
　また、金融機能の提供にとどまらず、観光振興、環境保護、教育支援など、あらゆる面で「地域を元気にする」活動に
取組んでいます。
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