
【自己資本比率の推移】

【預金積金残高の推移】

【貸出金残高の推移】

【個人ローン残高の推移】

0
平成26年3月末 平成27年3月末

4,000

6,000

8,000
（単位：億円）

7,398 7,453

0
平成26年3月末 平成27年3月末

2,000

3,000

4,000 （単位：億円）

3,624 3,537

0
平成26年3月末 平成27年3月末

国内基準
4.00

8.00

（単位：％）
9.47 9.97

平成28年3月末

平成28年3月末

平成28年3月末

預金積金残高 7,413億円

貸出金残高 3,493億円

自己資本比率10.11％

0
平成26年3月末 平成27年3月末

500

1,000

1,500
（単位：億円）

198

1,055

195

1,075

平成28年3月末

消費者ローン 住宅ローン

196

1,103

預金積金の推移
　地域の活性化や地域貢献を目的に、地域内の事業者
で利用が可能な『「海の京都」元気!クーポン』、『地域
元気!クーポンⅡ』を進呈する定期預金キャンペーンを展
開し、地域への資金還流を図るとともに個人預金の増
強に努めましたが、相続等により個人預金が流出した
こと等から、預金・積金の期末残高は前期比40億69
百万円減少の7,413億13百万円となりました。

貸出金の推移
　事業性融資では、スピード対応が可能な商品「スピー
ディー!」を定番商品として継続販売し、小口融資獲得
に注力しました。
　個人向け融資では、住宅ローンと職域に対する積極
的な推進を実施し、住宅ローン残高は、前期比28億19
百万円増加の1,103億71百万円となりましたが、地公
体向け融資が減少したことから、貸出金全体の期末残
高は、前期比43億19百万円減少の3,493億90百万円
となりました。

損益の状況
　日銀の金融政策により、市場金利の低下が一段と進
み、貸出金利息が減少しましたが、経費節減効果など
を要因に業務純益は23億95百万円を計上しました。
　また、経常利益は11億48百万円、当期純利益は10
億40百万円となりました。

自己資本比率の状況
　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28年3月末の自己資本
比率は10.11%と合併以降、初めて10％を超え、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
とも経営の健全性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。

　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。

スポーツ大会の主催、協賛

年金友の会
●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10 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。
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地域元気宣言の

地域ボランティア活動への参加
●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。

天橋立清掃

京都北都信用金庫
ミニディスクロージャー2016

ご融資

出資金

預金積金

預金積金の構成

公金152億円
金融機関4億円

一般法人
1,098億円

預金積金
残高

7,413億円

個人6,157億円

お客さまへのご融資について
お客さまからお預かりしたご預金
を、地域で資金を必要とされている
お客さまにご融資することで、事業
の繁栄や豊かな暮らしを実現するお
手伝いをしています。

貸出金の構成

個人
1,300億円

地方公共団体
396億円

貸出金
残高

3,493億円

事業者
1,797億円

お客さま
会員の皆さま
会員数 64,267名

出資金 10,419百万円

京都北都信用金庫
役職員数　715名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）
地域を

元気にする活動

お客さまのご預金について
お客さまの目的に応じた各種預金
商品を取り揃えております。また、
新商品の販売やサービスの一層の
充実に努め、お客さまの着実な資
産づくりのお手伝いをしています。

・経営支援サービス
・地域貢献活動など

各計数は平成28年3月末時点のものです

「地域元気」宣言!
業績ハイライト（事業成績の推移）

京丹後ビーチ清掃福知山城清掃

　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 27 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。

年月 行先 日数 参加者数

27年5月
席！）と四天王寺の旅

日帰り 147名

27年6月 立杭焼（絵付け体験）と世
界遺産 姫路城の旅 日帰り 199名

27年10月
世界遺産『白川郷』と郡上
八幡・飛騨高山・金沢兼六
園の旅

1泊2日 208名
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●第10 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。
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地域元気宣言の

〒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

地域元気宣言の

地域ボランティア活動への参加
●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。

天橋立清掃

京都北都信用金庫
ミニディスクロージャー2016

ご融資

出資金

預金積金

預金積金の構成

公金152億円
金融機関4億円

一般法人
1,098億円

預金積金
残高

7,413億円

個人6,157億円

お客さまへのご融資について
お客さまからお預かりしたご預金
を、地域で資金を必要とされている
お客さまにご融資することで、事業
の繁栄や豊かな暮らしを実現するお
手伝いをしています。

貸出金の構成

個人
1,300億円

地方公共団体
396億円

貸出金
残高

3,493億円

事業者
1,797億円

お客さま
会員の皆さま
会員数 64,267名

出資金 10,419百万円

京都北都信用金庫
役職員数　715名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）
地域を

元気にする活動

お客さまのご預金について
お客さまの目的に応じた各種預金
商品を取り揃えております。また、
新商品の販売やサービスの一層の
充実に努め、お客さまの着実な資
産づくりのお手伝いをしています。

・経営支援サービス
・地域貢献活動など

各計数は平成28年3月末時点のものです

「地域元気」宣言!
業績ハイライト（事業成績の推移）

京丹後ビーチ清掃福知山城清掃

　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 27 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。

年月 行先 日数 参加者数

27年5月
席！）と四天王寺の旅

日帰り 147名

27年6月 立杭焼（絵付け体験）と世
界遺産 姫路城の旅 日帰り 199名

27年10月
世界遺産『白川郷』と郡上
八幡・飛騨高山・金沢兼六
園の旅

1泊2日 208名

年月 行先 日数 参加者数

27年5月
新歌舞伎座“前川清・武田
鉄矢”特別公演（1階指定
席！）と四天王寺の旅

日帰り 147名

27年6月 立杭焼（絵付け体験）と世
界遺産 姫路城の旅 日帰り 199名

27年10月
世界遺産『白川郷』と郡上
八幡・飛騨高山・金沢兼六
園の旅

1泊2日 208名
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観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する

京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

地域活性化の実現に向けて
　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援す
るため、平成 27年10月に組織変更を行い「地域創生事業部」を設置しました。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを積極支援するとともに、地方創
生（しごと創生）による地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

　創業・開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、平成 27
年 7 月 1 日に日本政策金融公庫と「創業支援等に係る業務連携・
協力に関する覚書」を締結し、当金庫と日本政策金融公庫が創業に
向けたサポートをワンストップで提供する体制を整え雇用促進・地
域活性化に努めています。また、平成 27 年 4 月より、創業者の利
便性を考慮し創業支援融資「ドリーム」の商品性を改定しました。

◉日本政策金融公庫との創業支援等に係る連携協定

　全国で最初に「地方版総合戦略」を策定した京丹後市と「地域産業
振興に関する連携協定」を締結いたしました。当金庫では、連携協定
にもとづき京丹後市の産業の振興に寄与する取組みを実施しました。

◉京丹後市との地域産業振興に関する
　連携協定の締結　（平成27年7月）

　近畿経済産業局の後援により京都府北部5市2町の自治体・商工会・
商工会議所職員を対象に「京都府北部地域活性化勉強会」を開催し、
RESASを活用した分析や「しごと創生・産業振興」をテーマにしたグルー
プディスカッションを実施しました。

　京都府北部地域では平成 27 年 7 月 18 日から 11 月 15 日までの期間、歴史・文化、海の魅力、まちの魅力、
農林水産物等の自然の恵みなどを旅の楽しみとして全国に発信するイベント「海の京都博～さあ、知と遊の冒険へ～」
が盛大に開催されました。
　当金庫では、この「海の京都博」と連携し、『「海の京都」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。また、冬期には、各地域の商工会・商工会議所と連携した『地域元気！クーポンⅡ』を進呈するキャンペー
ンを実施しました。
　ともに、クーポン券を介し地域内での消費喚起と地域事業者への資金還流を目指した取組みです。

◉RESASを活用した
　京都北部地域活性化勉強会（平成28年3月）

クーポン券付き定期預金の提供

　当地域の交流人口増加を目指し、『観
光口コミ情報』をホームページにて発信
しています。
　『観光口コミ情報』では、当金庫職員
が実際に足を運び集めた地元資源の魅
力を「グルメ」「景観」「歴史文化」「体験」
に分類し写真とともに掲載しています。

◉観光口コミ情報の発信

　京都舞鶴港に寄港した外国クルーズ客船の乗船客を「おもてなし」するために、通訳ボランティアガイド活動を
行いました。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。

◉ボランティアガイド研究会の活動

◉ビジネスマッチングの取組み

◉お客さまへの補助金申請支援

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国各地のビジネスフェ
ア・商談会等への参加申込支援を行いました。商談会では当金庫
職員が同席するなど、商材の強み弱みをお客さまと共有し、課題
の発見と解決に向けて共に取組んでいます。

①各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の参加申込支援

　当金庫では、亀岡以北の多店舗展開のメリットを活
かし、お客さまのマッチングニーズに関する情報を全役
職員がリアルタイムに共有できるビジネスマッチング掲
示板を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチング
に取組んでいます。

②営業エリア内
　ビジネスマッチングの積極推進

　お客さまの「売りたい」「買いたい」等のビジネスニー
ズを、信金中央金庫が運営する、しんきん「情報共有プラッ
トフォーム」を活用し、全国の信用金庫に向けて発信して
います。
　全国の信用金庫の取引先企業間のビジネスマッチング
につながる、信用金庫業界を挙げての取組みです。

　平成28年2月に、近畿経済産業局を講師とする「も
のづくり・省エネ補助金説明会」を開催し、積極的な
補助金活用を支援しました。また、「ものづくり補助金」
申請書の作成を支援するため、外部専門家と連携した
「個別相談会」を開催しました。

③全国の信用金庫との
　マッチング情報の共有

　各地域の商工会議所、商工会が主催する創業セミナーに講師を派遣し、創業の事例を交えた講演を行いました。
　また、京都府中丹広域振興局が主催する女性のための起業塾「中丹スモールビジネス起業塾」に 2 名の女性職員
を派遣し、事業計画の策定や創業支援融資の利用方法など、女性の目線で分かりやすく解説しました。

◉創業セミナー等への講師派遣

「日本政策金融公庫との創業分野に関する連携協定」締結

ものづくり・省エネ補助金説明会

（平成27年度実績）

取組件数 実行金額

創業・新事業支援融資実績（極度実行含む） 17件 125百万円

（平成 27年度実績）

出展支援件数
ビジネスフェア・商談会等への参加申込支援実績 のべ186社

創業・新事業開拓支援の取組み

地方公共団体等と連携した地域活性化への取組み事業拡大・成長支援の取組み

●●●役所

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・事業再生支援
・経営改善支援
・事業承継支援

取引先への経営支援

・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と連携した
　地域活性化

地方創生に向けた取組み

外部機関およびネットワーク

京都北都信用金庫

お客さま 各市町、経済団体等

連携・活用

連携・支援
課
題
の
解
決

京都北都信用金
庫

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材
ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進②

③

①
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（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年6月25日～平成27年9月30日※

クーポン券の名称 「海の京都」元気!クーポン

クーポン券利用対象店舗 当地域の観光事業者、飲食業者、333店舗

クーポン券発行実績 22,375千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年8月25日に募集を終了しました。

（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年11月24日～平成28年2月29日※

クーポン券の名称 地域元気!クーポンⅡ

クーポン券利用対象店舗 当地域の商工会・商工会議所の会員事業者、947店舗

クーポン券発行実績 24,842千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年12月25日に募集を終了しました。

RESAS を活用した京都府北部地域活性化勉強会

「京丹後市との地域産業振興に関する連携協定」締結
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域活性化に努めています。また、平成 27 年 4 月より、創業者の利
便性を考慮し創業支援融資「ドリーム」の商品性を改定しました。
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に分類し写真とともに掲載しています。

◉観光口コミ情報の発信
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　当金庫では、亀岡以北の多店舗展開のメリットを活
かし、お客さまのマッチングニーズに関する情報を全役
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のづくり・省エネ補助金説明会」を開催し、積極的な
補助金活用を支援しました。また、「ものづくり補助金」
申請書の作成を支援するため、外部専門家と連携した
「個別相談会」を開催しました。

③全国の信用金庫との
　マッチング情報の共有

　各地域の商工会議所、商工会が主催する創業セミナーに講師を派遣し、創業の事例を交えた講演を行いました。
　また、京都府中丹広域振興局が主催する女性のための起業塾「中丹スモールビジネス起業塾」に 2 名の女性職員
を派遣し、事業計画の策定や創業支援融資の利用方法など、女性の目線で分かりやすく解説しました。

◉創業セミナー等への講師派遣

「日本政策金融公庫との創業分野に関する連携協定」締結

ものづくり・省エネ補助金説明会

（平成27年度実績）

取組件数 実行金額

創業・新事業支援融資実績（極度実行含む） 17件 125百万円

（平成 27年度実績）

出展支援件数
ビジネスフェア・商談会等への参加申込支援実績 のべ186社

創業・新事業開拓支援の取組み

地方公共団体等と連携した地域活性化への取組み事業拡大・成長支援の取組み

●●●役所

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・事業再生支援
・経営改善支援
・事業承継支援

取引先への経営支援

・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と連携した
　地域活性化

地方創生に向けた取組み

外部機関およびネットワーク

京都北都信用金庫

お客さま 各市町、経済団体等

連携・活用

連携・支援
課
題
の
解
決

京都北都信用金
庫

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材
ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進②

③

①

売りたい
京都北都信用金

庫
商
談
会
、
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ス
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ア
へ
の
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込
支
援
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い

売りたい 買いたい仲
介 RESTAURANT

買
い
た
い

買いたい
お客さま

（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年6月25日～平成27年9月30日※

クーポン券の名称 「海の京都」元気!クーポン

クーポン券利用対象店舗 当地域の観光事業者、飲食業者、333店舗

クーポン券発行実績 22,375千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年8月25日に募集を終了しました。

（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年11月24日～平成28年2月29日※

クーポン券の名称 地域元気!クーポンⅡ

クーポン券利用対象店舗 当地域の商工会・商工会議所の会員事業者、947店舗

クーポン券発行実績 24,842千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年12月25日に募集を終了しました。

RESAS を活用した京都府北部地域活性化勉強会

「京丹後市との地域産業振興に関する連携協定」締結



交流人口の増加に向けた取組み

通訳ボランティアガイド 通訳ボランティアガイド

観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する

京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

地域活性化の実現に向けて
　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援す
るため、平成 27年10月に組織変更を行い「地域創生事業部」を設置しました。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを積極支援するとともに、地方創
生（しごと創生）による地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

　創業・開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、平成 27
年 7 月 1 日に日本政策金融公庫と「創業支援等に係る業務連携・
協力に関する覚書」を締結し、当金庫と日本政策金融公庫が創業に
向けたサポートをワンストップで提供する体制を整え雇用促進・地
域活性化に努めています。また、平成 27 年 4 月より、創業者の利
便性を考慮し創業支援融資「ドリーム」の商品性を改定しました。

◉日本政策金融公庫との創業支援等に係る連携協定

　全国で最初に「地方版総合戦略」を策定した京丹後市と「地域産業
振興に関する連携協定」を締結いたしました。当金庫では、連携協定
にもとづき京丹後市の産業の振興に寄与する取組みを実施しました。

◉京丹後市との地域産業振興に関する
　連携協定の締結　（平成27年7月）

　近畿経済産業局の後援により京都府北部5市2町の自治体・商工会・
商工会議所職員を対象に「京都府北部地域活性化勉強会」を開催し、
RESASを活用した分析や「しごと創生・産業振興」をテーマにしたグルー
プディスカッションを実施しました。

　京都府北部地域では平成 27 年 7 月 18 日から 11 月 15 日までの期間、歴史・文化、海の魅力、まちの魅力、
農林水産物等の自然の恵みなどを旅の楽しみとして全国に発信するイベント「海の京都博～さあ、知と遊の冒険へ～」
が盛大に開催されました。
　当金庫では、この「海の京都博」と連携し、『「海の京都」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。また、冬期には、各地域の商工会・商工会議所と連携した『地域元気！クーポンⅡ』を進呈するキャンペー
ンを実施しました。
　ともに、クーポン券を介し地域内での消費喚起と地域事業者への資金還流を目指した取組みです。

◉RESASを活用した
　京都北部地域活性化勉強会（平成28年3月）

クーポン券付き定期預金の提供

　当地域の交流人口増加を目指し、『観
光口コミ情報』をホームページにて発信
しています。
　『観光口コミ情報』では、当金庫職員
が実際に足を運び集めた地元資源の魅
力を「グルメ」「景観」「歴史文化」「体験」
に分類し写真とともに掲載しています。

◉観光口コミ情報の発信

　京都舞鶴港に寄港した外国クルーズ客船の乗船客を「おもてなし」するために、通訳ボランティアガイド活動を
行いました。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。

◉ボランティアガイド研究会の活動

◉ビジネスマッチングの取組み

◉お客さまへの補助金申請支援

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国各地のビジネスフェ
ア・商談会等への参加申込支援を行いました。商談会では当金庫
職員が同席するなど、商材の強み弱みをお客さまと共有し、課題
の発見と解決に向けて共に取組んでいます。

①各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の参加申込支援

　当金庫では、亀岡以北の多店舗展開のメリットを活
かし、お客さまのマッチングニーズに関する情報を全役
職員がリアルタイムに共有できるビジネスマッチング掲
示板を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチング
に取組んでいます。

②営業エリア内
　ビジネスマッチングの積極推進

　お客さまの「売りたい」「買いたい」等のビジネスニー
ズを、信金中央金庫が運営する、しんきん「情報共有プラッ
トフォーム」を活用し、全国の信用金庫に向けて発信して
います。
　全国の信用金庫の取引先企業間のビジネスマッチング
につながる、信用金庫業界を挙げての取組みです。

　平成28年2月に、近畿経済産業局を講師とする「も
のづくり・省エネ補助金説明会」を開催し、積極的な
補助金活用を支援しました。また、「ものづくり補助金」
申請書の作成を支援するため、外部専門家と連携した
「個別相談会」を開催しました。

③全国の信用金庫との
　マッチング情報の共有

　各地域の商工会議所、商工会が主催する創業セミナーに講師を派遣し、創業の事例を交えた講演を行いました。
　また、京都府中丹広域振興局が主催する女性のための起業塾「中丹スモールビジネス起業塾」に 2 名の女性職員
を派遣し、事業計画の策定や創業支援融資の利用方法など、女性の目線で分かりやすく解説しました。

◉創業セミナー等への講師派遣

「日本政策金融公庫との創業分野に関する連携協定」締結

ものづくり・省エネ補助金説明会

（平成27年度実績）

取組件数 実行金額

創業・新事業支援融資実績（極度実行含む） 17件 125百万円

（平成 27年度実績）

出展支援件数
ビジネスフェア・商談会等への参加申込支援実績 のべ186社

創業・新事業開拓支援の取組み

地方公共団体等と連携した地域活性化への取組み事業拡大・成長支援の取組み

●●●役所

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・事業再生支援
・経営改善支援
・事業承継支援

取引先への経営支援

・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と連携した
　地域活性化

地方創生に向けた取組み

外部機関およびネットワーク

京都北都信用金庫

お客さま 各市町、経済団体等

連携・活用

連携・支援
課
題
の
解
決

京都北都信用金
庫

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材
ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進②

③

①

売りたい
京都北都信用金
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（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年6月25日～平成27年9月30日※

クーポン券の名称 「海の京都」元気!クーポン

クーポン券利用対象店舗 当地域の観光事業者、飲食業者、333店舗

クーポン券発行実績 22,375千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年8月25日に募集を終了しました。

（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年11月24日～平成28年2月29日※

クーポン券の名称 地域元気!クーポンⅡ

クーポン券利用対象店舗 当地域の商工会・商工会議所の会員事業者、947店舗

クーポン券発行実績 24,842千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年12月25日に募集を終了しました。

RESAS を活用した京都府北部地域活性化勉強会

「京丹後市との地域産業振興に関する連携協定」締結



交流人口の増加に向けた取組み

通訳ボランティアガイド 通訳ボランティアガイド

観光口コミ情報の
アクセス方法

①アドレスを直接入力する
　http://www.hokuto-shinkin.co.jp/kutikomi/
②京都北都信用金庫　観光口コミ情報で検索する

京都北都信用金庫　観光口コミ情報 検索

③QRコードで
　読み取る

地域活性化の実現に向けて
　当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援す
るため、平成 27年10月に組織変更を行い「地域創生事業部」を設置しました。
　これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを積極支援するとともに、地方創
生（しごと創生）による地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

　創業・開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、平成 27
年 7 月 1 日に日本政策金融公庫と「創業支援等に係る業務連携・
協力に関する覚書」を締結し、当金庫と日本政策金融公庫が創業に
向けたサポートをワンストップで提供する体制を整え雇用促進・地
域活性化に努めています。また、平成 27 年 4 月より、創業者の利
便性を考慮し創業支援融資「ドリーム」の商品性を改定しました。

◉日本政策金融公庫との創業支援等に係る連携協定

　全国で最初に「地方版総合戦略」を策定した京丹後市と「地域産業
振興に関する連携協定」を締結いたしました。当金庫では、連携協定
にもとづき京丹後市の産業の振興に寄与する取組みを実施しました。

◉京丹後市との地域産業振興に関する
　連携協定の締結　（平成27年7月）

　近畿経済産業局の後援により京都府北部5市2町の自治体・商工会・
商工会議所職員を対象に「京都府北部地域活性化勉強会」を開催し、
RESASを活用した分析や「しごと創生・産業振興」をテーマにしたグルー
プディスカッションを実施しました。

　京都府北部地域では平成 27 年 7 月 18 日から 11 月 15 日までの期間、歴史・文化、海の魅力、まちの魅力、
農林水産物等の自然の恵みなどを旅の楽しみとして全国に発信するイベント「海の京都博～さあ、知と遊の冒険へ～」
が盛大に開催されました。
　当金庫では、この「海の京都博」と連携し、『「海の京都」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。また、冬期には、各地域の商工会・商工会議所と連携した『地域元気！クーポンⅡ』を進呈するキャンペー
ンを実施しました。
　ともに、クーポン券を介し地域内での消費喚起と地域事業者への資金還流を目指した取組みです。

◉RESASを活用した
　京都北部地域活性化勉強会（平成28年3月）

クーポン券付き定期預金の提供

　当地域の交流人口増加を目指し、『観
光口コミ情報』をホームページにて発信
しています。
　『観光口コミ情報』では、当金庫職員
が実際に足を運び集めた地元資源の魅
力を「グルメ」「景観」「歴史文化」「体験」
に分類し写真とともに掲載しています。

◉観光口コミ情報の発信

　京都舞鶴港に寄港した外国クルーズ客船の乗船客を「おもてなし」するために、通訳ボランティアガイド活動を
行いました。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。

◉ボランティアガイド研究会の活動

◉ビジネスマッチングの取組み

◉お客さまへの補助金申請支援

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国各地のビジネスフェ
ア・商談会等への参加申込支援を行いました。商談会では当金庫
職員が同席するなど、商材の強み弱みをお客さまと共有し、課題
の発見と解決に向けて共に取組んでいます。

①各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の参加申込支援

　当金庫では、亀岡以北の多店舗展開のメリットを活
かし、お客さまのマッチングニーズに関する情報を全役
職員がリアルタイムに共有できるビジネスマッチング掲
示板を活用し、お取引先企業間のビジネスマッチング
に取組んでいます。

②営業エリア内
　ビジネスマッチングの積極推進

　お客さまの「売りたい」「買いたい」等のビジネスニー
ズを、信金中央金庫が運営する、しんきん「情報共有プラッ
トフォーム」を活用し、全国の信用金庫に向けて発信して
います。
　全国の信用金庫の取引先企業間のビジネスマッチング
につながる、信用金庫業界を挙げての取組みです。

　平成28年2月に、近畿経済産業局を講師とする「も
のづくり・省エネ補助金説明会」を開催し、積極的な
補助金活用を支援しました。また、「ものづくり補助金」
申請書の作成を支援するため、外部専門家と連携した
「個別相談会」を開催しました。

③全国の信用金庫との
　マッチング情報の共有

　各地域の商工会議所、商工会が主催する創業セミナーに講師を派遣し、創業の事例を交えた講演を行いました。
　また、京都府中丹広域振興局が主催する女性のための起業塾「中丹スモールビジネス起業塾」に 2 名の女性職員
を派遣し、事業計画の策定や創業支援融資の利用方法など、女性の目線で分かりやすく解説しました。

◉創業セミナー等への講師派遣

「日本政策金融公庫との創業分野に関する連携協定」締結

ものづくり・省エネ補助金説明会

（平成27年度実績）

取組件数 実行金額

創業・新事業支援融資実績（極度実行含む） 17件 125百万円

（平成 27年度実績）

出展支援件数
ビジネスフェア・商談会等への参加申込支援実績 のべ186社

創業・新事業開拓支援の取組み

地方公共団体等と連携した地域活性化への取組み事業拡大・成長支援の取組み

●●●役所

・信金中央金庫
・全国の信用金庫
・日本政策金融公庫
・京都産業２１
・京都府よろず支援拠点
・京都工芸繊維大学、舞鶴工業高等専門学校
・京都府中小企業再生支援協議会
・北近畿中小企業支援連絡会議
・京都再生ネットワーク会議
・その他支援機関

・創業支援
・ビジネスマッチング支援
・補助金申請サポート
・経営セミナーの開催
・事業再生支援
・経営改善支援
・事業承継支援

取引先への経営支援

・地方版総合戦略の支援
・各市町、経済団体等と連携した
　地域活性化

地方創生に向けた取組み

外部機関およびネットワーク

京都北都信用金庫

お客さま 各市町、経済団体等

連携・活用

連携・支援
課
題
の
解
決

京都北都信用金
庫

しんきん「情報共有プラットフォーム」により全国の信用金庫と商材等マッチング情報の共有

売りたい
お客さま

京都北都信用金庫　店舗網

商材
ビジネスマッチング掲示板を活用した
営業エリア内のビジネスマッチングの推進②

③

①

売りたい
京都北都信用金
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買いたい
お客さま

（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年6月25日～平成27年9月30日※

クーポン券の名称 「海の京都」元気!クーポン

クーポン券利用対象店舗 当地域の観光事業者、飲食業者、333店舗

クーポン券発行実績 22,375千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年8月25日に募集を終了しました。

（平成27年度実績）

定期預金の募集期間 平成27年11月24日～平成28年2月29日※

クーポン券の名称 地域元気!クーポンⅡ

クーポン券利用対象店舗 当地域の商工会・商工会議所の会員事業者、947店舗

クーポン券発行実績 24,842千円
※定期預金の募集額に達したため、平成27年12月25日に募集を終了しました。

RESAS を活用した京都府北部地域活性化勉強会

「京丹後市との地域産業振興に関する連携協定」締結



【自己資本比率の推移】

【預金積金残高の推移】

【貸出金残高の推移】

【個人ローン残高の推移】
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預金積金残高 7,413億円

貸出金残高 3,493億円

自己資本比率10.11％
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預金積金の推移
　地域の活性化や地域貢献を目的に、地域内の事業者
で利用が可能な『「海の京都」元気!クーポン』、『地域
元気!クーポンⅡ』を進呈する定期預金キャンペーンを展
開し、地域への資金還流を図るとともに個人預金の増
強に努めましたが、相続等により個人預金が流出した
こと等から、預金・積金の期末残高は前期比40億69
百万円減少の7,413億13百万円となりました。

貸出金の推移
　事業性融資では、スピード対応が可能な商品「スピー
ディー!」を定番商品として継続販売し、小口融資獲得
に注力しました。
　個人向け融資では、住宅ローンと職域に対する積極
的な推進を実施し、住宅ローン残高は、前期比28億19
百万円増加の1,103億71百万円となりましたが、地公
体向け融資が減少したことから、貸出金全体の期末残
高は、前期比43億19百万円減少の3,493億90百万円
となりました。

損益の状況
　日銀の金融政策により、市場金利の低下が一段と進
み、貸出金利息が減少しましたが、経費節減効果など
を要因に業務純益は23億95百万円を計上しました。
　また、経常利益は11億48百万円、当期純利益は10
億40百万円となりました。

自己資本比率の状況
　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28年3月末の自己資本
比率は10.11%と合併以降、初めて10％を超え、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
とも経営の健全性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。

　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。

スポーツ大会の主催、協賛

年金友の会
●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10 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。
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地域元気宣言の

〒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

地域元気宣言の

地域ボランティア活動への参加
●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。

天橋立清掃

京都北都信用金庫
ミニディスクロージャー2016

ご融資

出資金

預金積金

預金積金の構成

公金152億円
金融機関4億円

一般法人
1,098億円

預金積金
残高

7,413億円

個人6,157億円

お客さまへのご融資について
お客さまからお預かりしたご預金
を、地域で資金を必要とされている
お客さまにご融資することで、事業
の繁栄や豊かな暮らしを実現するお
手伝いをしています。

貸出金の構成

個人
1,300億円

地方公共団体
396億円

貸出金
残高

3,493億円

事業者
1,797億円

お客さま
会員の皆さま
会員数 64,267名

出資金 10,419百万円

京都北都信用金庫
役職員数　715名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）
地域を

元気にする活動

お客さまのご預金について
お客さまの目的に応じた各種預金
商品を取り揃えております。また、
新商品の販売やサービスの一層の
充実に努め、お客さまの着実な資
産づくりのお手伝いをしています。

・経営支援サービス
・地域貢献活動など

各計数は平成28年3月末時点のものです

「地域元気」宣言!
業績ハイライト（事業成績の推移）

京丹後ビーチ清掃福知山城清掃

　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 27 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。

年月 行先 日数 参加者数

27年5月
席！）と四天王寺の旅

日帰り 147名

27年6月 立杭焼（絵付け体験）と世
界遺産 姫路城の旅 日帰り 199名

27年10月
世界遺産『白川郷』と郡上
八幡・飛騨高山・金沢兼六
園の旅

1泊2日 208名

年月 行先 日数 参加者数

27年5月
新歌舞伎座“前川清・武田
鉄矢”特別公演（1階指定
席！）と四天王寺の旅

日帰り 147名

27年6月 立杭焼（絵付け体験）と世
界遺産 姫路城の旅 日帰り 199名

27年10月
世界遺産『白川郷』と郡上
八幡・飛騨高山・金沢兼六
園の旅

1泊2日 208名


