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地域元気宣言の

預金積金の推移
　京都府北部地域に本店を置く唯一の地域金融機関として、「森
の京都」「海の京都」を応援すべく、夏は「もうひとつの京都『森の
京都博』開催記念定期預金」、冬は「『森の京都』『海の京都』応援特
別定期預金」を取組み、個人預金増強をメインとした定期預金キャ
ンペーンを展開しました。また昨年に引き続き、生活口座となる
給与振込や年金振込口座、事業者の新規口座獲得にも注力し、取
引メイン化を積極的に推進したことで、預金積金の期末残高は前
期比41億80百万円増加の7,454億93百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまの多様な資金ニーズ把握に努めるため、きめ細
やかな訪問活動を展開し、お客さまの課題解決やニーズに合わせ
た提案を行いました。また、事業者向け融資では、事業性評価を
重要施策として活動を実施するとともに、スピード対応が可能と
なる無担保小口融資商品「スピーディー！」を定番商品として継続
提供し、新規融資事業先142先との取引が開始できました。個人
向け融資については、住宅資金・消費資金ともに増加となり個人
向け融資の残高は、前期比29億74百万円増加の1,330億20百万
円となり、貸出金全体の期末残高は、前期比34億54百万円増加
の3,528億45百万円となりました。

損益の状況
　日本銀行によるマイナス金利政策が続く中、貸出金利息などの
資金運用収益は減少しましたが、経費節減等に努めた結果、本業
の利益を示すコア業務純益は13億21百万円となりました。
　また、経常利益は13億33百万円、当期純利益は12億17百万円
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29年3月末における自己資本比率は前期比
0.35ポイント増加の10.46%となり、国内基準の4％を大幅に上
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。

◆業績ハイライト（事業成績の推移）

の実現活性化地域

年金友の会

金融犯罪防止に向けた取組み

年月 行先 日数 参加者数

28年5月 宝塚大劇場（花組公演）“ＭＥ ＡＮＤ ＭＹ 
ＧＩＲＬ（ミー＆マイガール）” 日帰り 169名

28年6月 近江八幡～歴史探訪と近江のグルメ
の旅～ 日帰り 231名

28年10月 自然の大図鑑 雲仙温泉と長崎・ハウ
ステンボス「光の王国」と博多の旅 ２泊３日 160名

■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11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183名の会員さまにご参加いただきました。

「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。

　当金庫では、手口が多様化する特殊詐欺被害を未然に防止するため、
所轄警察署と連携・協力し高齢者の来店が多い年金支給日を中心に店舗
窓口およびＡＴＭコーナーにてチラシを配
布するなど、積極的に被害防止活動に努め
ています。
　なお、平成28年度は振込詐欺等特殊詐欺
被害を未然に防止したとして、三和支店が
京都府警より感謝状をいただきました。

三和支店

スポーツ大会の主催、協賛

　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28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。

〒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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ステンボス「光の王国」と博多の旅 ２泊３日 160名

■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11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183名の会員さまにご参加いただきました。

「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。

　当金庫では、手口が多様化する特殊詐欺被害を未然に防止するため、
所轄警察署と連携・協力し高齢者の来店が多い年金支給日を中心に店舗
窓口およびＡＴＭコーナーにてチラシを配
布するなど、積極的に被害防止活動に努め
ています。
　なお、平成28年度は振込詐欺等特殊詐欺
被害を未然に防止したとして、三和支店が
京都府警より感謝状をいただきました。

三和支店

スポーツ大会の主催、協賛

　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28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。

〒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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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
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元気にする活動
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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。
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各計数は平成29年3月末時点のものです
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地域元気宣言の

預金積金の推移
　京都府北部地域に本店を置く唯一の地域金融機関として、「森
の京都」「海の京都」を応援すべく、夏は「もうひとつの京都『森の
京都博』開催記念定期預金」、冬は「『森の京都』『海の京都』応援特
別定期預金」を取組み、個人預金増強をメインとした定期預金キャ
ンペーンを展開しました。また昨年に引き続き、生活口座となる
給与振込や年金振込口座、事業者の新規口座獲得にも注力し、取
引メイン化を積極的に推進したことで、預金積金の期末残高は前
期比41億80百万円増加の7,454億93百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまの多様な資金ニーズ把握に努めるため、きめ細
やかな訪問活動を展開し、お客さまの課題解決やニーズに合わせ
た提案を行いました。また、事業者向け融資では、事業性評価を
重要施策として活動を実施するとともに、スピード対応が可能と
なる無担保小口融資商品「スピーディー！」を定番商品として継続
提供し、新規融資事業先142先との取引が開始できました。個人
向け融資については、住宅資金・消費資金ともに増加となり個人
向け融資の残高は、前期比29億74百万円増加の1,330億20百万
円となり、貸出金全体の期末残高は、前期比34億54百万円増加
の3,528億45百万円となりました。

損益の状況
　日本銀行によるマイナス金利政策が続く中、貸出金利息などの
資金運用収益は減少しましたが、経費節減等に努めた結果、本業
の利益を示すコア業務純益は13億21百万円となりました。
　また、経常利益は13億33百万円、当期純利益は12億17百万円
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29年3月末における自己資本比率は前期比
0.35ポイント増加の10.46%となり、国内基準の4％を大幅に上
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。

◆業績ハイライト（事業成績の推移）

の実現活性化地域

年金友の会

金融犯罪防止に向けた取組み

年月 行先 日数 参加者数

28年5月 宝塚大劇場（花組公演）“ＭＥ ＡＮＤ ＭＹ 
ＧＩＲＬ（ミー＆マイガール）” 日帰り 169名

28年6月 近江八幡～歴史探訪と近江のグルメ
の旅～ 日帰り 231名

28年10月 自然の大図鑑 雲仙温泉と長崎・ハウ
ステンボス「光の王国」と博多の旅 ２泊３日 160名

■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11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183名の会員さまにご参加いただきました。

「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。

　当金庫では、手口が多様化する特殊詐欺被害を未然に防止するため、
所轄警察署と連携・協力し高齢者の来店が多い年金支給日を中心に店舗
窓口およびＡＴＭコーナーにてチラシを配
布するなど、積極的に被害防止活動に努め
ています。
　なお、平成28年度は振込詐欺等特殊詐欺
被害を未然に防止したとして、三和支店が
京都府警より感謝状をいただきました。

三和支店

スポーツ大会の主催、協賛

　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28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。

〒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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　ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。その結果平成28年度は60％を超える採択率となりました。
　また、平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上等、事
業者の経営力を向上させる取組として「経営力向上計画」の作成にも積極的な支援を行っています。

■主な取組み （平成28年度実績）

開催年月 名称（主催者名） 支援内容
平成28年6月～ スモールビジネス女性起業塾（計10回）（スモールビジネス女性起業塾実行委員会） 後援、講師派遣および職員の参加
平成28年8月～ 創業交流カフェ（計3回）（国土交通省・野村総合研究所） 後援、講師派遣
平成28年10月～ 創業スタートアップセミナー（計6回）（宮津市） 運営協力および職員の参加
平成29年2月 創業塾　あなたのお店をはじめてみませんか（舞鶴商工会議所） 講師派遣
平成29年2月 創業セミナー（福知山商工会議所） 後援、講師派遣
平成29年2月 創業カフェ（福知山市商工会） 後援、講師派遣

（平成28年度実績）

取組件数 実行金額

創業支援融資「ドリーム」取組
み実績
（日本政府金融公庫との協調融資
を含む）

12件 48百万円

（平成 28年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登
録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数

112件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報
登録件数

20件

■主なビジネスフェア・商談会 （平成28年度実績）

開催年月 イベント名 主催 出展支援先数
平成28年11月 第6回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10社
平成29年3月 食の商談会2017 信金中央金庫 6社
平成29年3月 2017全国！うまいもん発掘大商談会 城南信用金庫 1社

■「うまいもんBOOK」を活用した主な商談会
開催年月 イベント名 出展支援先数

平成28年11月 JR西日本とのマッチング（JR城崎温泉駅での特産品販売） 8社

平成29年2月 信金中央金庫大阪支店での個別商談会 9社

（平成 28年度実績）

（平成28年度実績）
締結年月日 締結先 内容

平成28年12月2日 舞鶴市 地域振興に関する連携協定
平成29年1月23日 福井県大飯郡高浜町 包括的地域連携に関する協定
平成29年3月21日 与謝郡与謝野町 与謝野ブランド戦略パートナーシップ協定
平成29年3月31日 公立大学法人福知山公立大学 連携・協力に関する協定

（平成28年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した当地域
への旅行誘致数

4金庫 2,549名

●●●役所
・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
・経営改善支援
・事業承継支援
・海外ビジネス支援

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
・海の京都DMOと連携した
　地域観光振興

地方創生に向けた取組み

・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、福知山公立大学
・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

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・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

・専門家派遣支援
・産官学連携支援

連携・活用

　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しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として
「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提案し
ています。
　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支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

◉行政および商工会議所・商工会等と連携した創業セミナーの実施
　各地域の商工会議所・商工会や行政が主催する創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催する女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、講
師の派遣に加え3名の女性職員が受講者として参加し、創業についての知識習得に努めました。

◉日本政策金融公庫と連携した創業支援
　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支援等に
係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・開業を目指す
お客さまを積極的に支援するため、創業者の利便性を考慮した創業
支援融資「ドリーム」による資金供給に努めました。

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
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京都北都信用金庫
うまいもんＢＯＯＫの活用③

②
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

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談
会等への出展支援を行いました。案内だけではなく、商談への職員同
席等により、商材の強み弱みのほか、課題をお客さまと共有し、課題
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・商談会等の出展支援

　お客さまのマッチングニーズに関する情報を全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。また、信用金庫業界の情報
共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」のマッチングサイト
を活用し、全国264信用金庫の業界ネットワークによるビジネスマッ
チングに取組んでいます。

　商談会の商材売込み統一フォーマット「ＦＣＰシート」を集めた「京都丹後・丹波うま
いもんＢＯＯＫ」を作成し、ビジネスマッチングに活用しました。

③「京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫ」を活用したビジネスマッチングの支援

②営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大・経営課題解決を積極的に支援！！

京信バイヤーマッチング商談会

（平成 28年度実績）

申請件数 うち採択件数
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 25件 16件

（平成 28年度実績）

申請件数
経営力向上計画 18件

◉お客さまへの補助金および経営力向上計画申請支援

■外部専門家の派遣 （平成28年度実績）

派遣件数
ミラサポ・バリューアップサポートによる専門家派遣 24件

■「シニア人材」のマッチング事業 （平成28年度実績）

参加社数
シニア人材経営支援マッチング会 17社

■主な個別相談会 （平成28年度実績）

相談件数
よろず支援拠点との連携による個別相談会 36件
ものづくり補助金個別相談会 22件

　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するため外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、舞鶴市との共催により、中小企業庁の補助事業「シニア人材による経営支援マッチング」を活用し、経営課題を抱えるお
取引先と大企業で長年培ってきた知識や経験、ノウハウをお持ちの「シニア人材」のマッチング事業を行いました。

◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

シニア人材経営支援マッチング会

◉地方公共団体等との連携協定の締結
　各自治体の「地方版総合戦略」を積極支援するため、平成27年度に連携協定を締結した京丹後市に続き、平成28年度は、舞鶴市、福
井県高浜町、与謝野町の３つの自治体と連携協定を締結しました。
　また、公立大学法人福知山公立大学とも連携協定を締結し、それぞれの資源や機能等を活用することで、当金庫営業エリアの
持続可能な社会の維持・発展を推進する態勢を整備しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

舞鶴市連携協定 高浜町連携協定 与謝野町連携協定

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

交流人口増加への取組み

◉年金旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される年金旅行を誘致するなど、業界の
ネットワークを活用した当地域への集客促進に努めています。

◉観光口コミ情報の発信
　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おり、順次追加しています。

グルメ

景観

体験

歴史文化

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動をもっと
お客さまに知っていただくため、Facebookによる情報
配信を開始しました。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信をスタート！



　ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。その結果平成28年度は60％を超える採択率となりました。
　また、平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上等、事
業者の経営力を向上させる取組として「経営力向上計画」の作成にも積極的な支援を行っています。

■主な取組み （平成28年度実績）

開催年月 名称（主催者名） 支援内容
平成28年6月～ スモールビジネス女性起業塾（計10回）（スモールビジネス女性起業塾実行委員会） 後援、講師派遣および職員の参加
平成28年8月～ 創業交流カフェ（計3回）（国土交通省・野村総合研究所） 後援、講師派遣
平成28年10月～ 創業スタートアップセミナー（計6回）（宮津市） 運営協力および職員の参加
平成29年2月 創業塾　あなたのお店をはじめてみませんか（舞鶴商工会議所） 講師派遣
平成29年2月 創業セミナー（福知山商工会議所） 後援、講師派遣
平成29年2月 創業カフェ（福知山市商工会） 後援、講師派遣

（平成28年度実績）

取組件数 実行金額

創業支援融資「ドリーム」取組
み実績
（日本政府金融公庫との協調融資
を含む）

12件 48百万円

（平成 28年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登
録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数

112件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報
登録件数

20件

■主なビジネスフェア・商談会 （平成28年度実績）

開催年月 イベント名 主催 出展支援先数
平成28年11月 第6回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10社
平成29年3月 食の商談会2017 信金中央金庫 6社
平成29年3月 2017全国！うまいもん発掘大商談会 城南信用金庫 1社

■「うまいもんBOOK」を活用した主な商談会
開催年月 イベント名 出展支援先数

平成28年11月 JR西日本とのマッチング（JR城崎温泉駅での特産品販売） 8社

平成29年2月 信金中央金庫大阪支店での個別商談会 9社

（平成 28年度実績）

（平成28年度実績）
締結年月日 締結先 内容

平成28年12月2日 舞鶴市 地域振興に関する連携協定
平成29年1月23日 福井県大飯郡高浜町 包括的地域連携に関する協定
平成29年3月21日 与謝郡与謝野町 与謝野ブランド戦略パートナーシップ協定
平成29年3月31日 公立大学法人福知山公立大学 連携・協力に関する協定

（平成28年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した当地域
への旅行誘致数

4金庫 2,549名

●●●役所
・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
・経営改善支援
・事業承継支援
・海外ビジネス支援

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
・海の京都DMOと連携した
　地域観光振興

地方創生に向けた取組み

・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、福知山公立大学
・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

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・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

・専門家派遣支援
・産官学連携支援

連携・活用

　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しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として
「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提案し
ています。
　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支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

◉行政および商工会議所・商工会等と連携した創業セミナーの実施
　各地域の商工会議所・商工会や行政が主催する創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催する女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、講
師の派遣に加え3名の女性職員が受講者として参加し、創業についての知識習得に努めました。

◉日本政策金融公庫と連携した創業支援
　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支援等に
係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・開業を目指す
お客さまを積極的に支援するため、創業者の利便性を考慮した創業
支援融資「ドリーム」による資金供給に努めました。

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
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京都北都信用金庫
うまいもんＢＯＯＫの活用③

②
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

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談
会等への出展支援を行いました。案内だけではなく、商談への職員同
席等により、商材の強み弱みのほか、課題をお客さまと共有し、課題
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・商談会等の出展支援

　お客さまのマッチングニーズに関する情報を全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。また、信用金庫業界の情報
共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」のマッチングサイト
を活用し、全国264信用金庫の業界ネットワークによるビジネスマッ
チングに取組んでいます。

　商談会の商材売込み統一フォーマット「ＦＣＰシート」を集めた「京都丹後・丹波うま
いもんＢＯＯＫ」を作成し、ビジネスマッチングに活用しました。

③「京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫ」を活用したビジネスマッチングの支援

②営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大・経営課題解決を積極的に支援！！

京信バイヤーマッチング商談会

（平成 28年度実績）

申請件数 うち採択件数
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 25件 16件

（平成 28年度実績）

申請件数
経営力向上計画 18件

◉お客さまへの補助金および経営力向上計画申請支援

■外部専門家の派遣 （平成28年度実績）

派遣件数
ミラサポ・バリューアップサポートによる専門家派遣 24件

■「シニア人材」のマッチング事業 （平成28年度実績）

参加社数
シニア人材経営支援マッチング会 17社

■主な個別相談会 （平成28年度実績）

相談件数
よろず支援拠点との連携による個別相談会 36件
ものづくり補助金個別相談会 22件

　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するため外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、舞鶴市との共催により、中小企業庁の補助事業「シニア人材による経営支援マッチング」を活用し、経営課題を抱えるお
取引先と大企業で長年培ってきた知識や経験、ノウハウをお持ちの「シニア人材」のマッチング事業を行いました。

◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

シニア人材経営支援マッチング会

◉地方公共団体等との連携協定の締結
　各自治体の「地方版総合戦略」を積極支援するため、平成27年度に連携協定を締結した京丹後市に続き、平成28年度は、舞鶴市、福
井県高浜町、与謝野町の３つの自治体と連携協定を締結しました。
　また、公立大学法人福知山公立大学とも連携協定を締結し、それぞれの資源や機能等を活用することで、当金庫営業エリアの
持続可能な社会の維持・発展を推進する態勢を整備しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

舞鶴市連携協定 高浜町連携協定 与謝野町連携協定

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

交流人口増加への取組み

◉年金旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される年金旅行を誘致するなど、業界の
ネットワークを活用した当地域への集客促進に努めています。

◉観光口コミ情報の発信
　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おり、順次追加しています。

グルメ

景観

体験

歴史文化

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動をもっと
お客さまに知っていただくため、Facebookによる情報
配信を開始しました。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信をスタート！



　ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。その結果平成28年度は60％を超える採択率となりました。
　また、平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上等、事
業者の経営力を向上させる取組として「経営力向上計画」の作成にも積極的な支援を行っています。

■主な取組み （平成28年度実績）

開催年月 名称（主催者名） 支援内容
平成28年6月～ スモールビジネス女性起業塾（計10回）（スモールビジネス女性起業塾実行委員会） 後援、講師派遣および職員の参加
平成28年8月～ 創業交流カフェ（計3回）（国土交通省・野村総合研究所） 後援、講師派遣
平成28年10月～ 創業スタートアップセミナー（計6回）（宮津市） 運営協力および職員の参加
平成29年2月 創業塾　あなたのお店をはじめてみませんか（舞鶴商工会議所） 講師派遣
平成29年2月 創業セミナー（福知山商工会議所） 後援、講師派遣
平成29年2月 創業カフェ（福知山市商工会） 後援、講師派遣

（平成28年度実績）

取組件数 実行金額

創業支援融資「ドリーム」取組
み実績
（日本政府金融公庫との協調融資
を含む）

12件 48百万円

（平成 28年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登
録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数

112件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報
登録件数

20件

■主なビジネスフェア・商談会 （平成28年度実績）

開催年月 イベント名 主催 出展支援先数
平成28年11月 第6回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10社
平成29年3月 食の商談会2017 信金中央金庫 6社
平成29年3月 2017全国！うまいもん発掘大商談会 城南信用金庫 1社

■「うまいもんBOOK」を活用した主な商談会
開催年月 イベント名 出展支援先数

平成28年11月 JR西日本とのマッチング（JR城崎温泉駅での特産品販売） 8社

平成29年2月 信金中央金庫大阪支店での個別商談会 9社

（平成 28年度実績）

（平成28年度実績）
締結年月日 締結先 内容

平成28年12月2日 舞鶴市 地域振興に関する連携協定
平成29年1月23日 福井県大飯郡高浜町 包括的地域連携に関する協定
平成29年3月21日 与謝郡与謝野町 与謝野ブランド戦略パートナーシップ協定
平成29年3月31日 公立大学法人福知山公立大学 連携・協力に関する協定

（平成28年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した当地域
への旅行誘致数

4金庫 2,549名

●●●役所
・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
・経営改善支援
・事業承継支援
・海外ビジネス支援

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
・海の京都DMOと連携した
　地域観光振興

地方創生に向けた取組み

・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、福知山公立大学
・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

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・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

・専門家派遣支援
・産官学連携支援

連携・活用

　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しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として
「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提案し
ています。
　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支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

◉行政および商工会議所・商工会等と連携した創業セミナーの実施
　各地域の商工会議所・商工会や行政が主催する創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催する女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、講
師の派遣に加え3名の女性職員が受講者として参加し、創業についての知識習得に努めました。

◉日本政策金融公庫と連携した創業支援
　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支援等に
係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・開業を目指す
お客さまを積極的に支援するため、創業者の利便性を考慮した創業
支援融資「ドリーム」による資金供給に努めました。

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
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京都北都信用金庫
うまいもんＢＯＯＫの活用③

②
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

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談
会等への出展支援を行いました。案内だけではなく、商談への職員同
席等により、商材の強み弱みのほか、課題をお客さまと共有し、課題
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・商談会等の出展支援

　お客さまのマッチングニーズに関する情報を全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。また、信用金庫業界の情報
共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」のマッチングサイト
を活用し、全国264信用金庫の業界ネットワークによるビジネスマッ
チングに取組んでいます。

　商談会の商材売込み統一フォーマット「ＦＣＰシート」を集めた「京都丹後・丹波うま
いもんＢＯＯＫ」を作成し、ビジネスマッチングに活用しました。

③「京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫ」を活用したビジネスマッチングの支援

②営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大・経営課題解決を積極的に支援！！

京信バイヤーマッチング商談会

（平成 28年度実績）

申請件数 うち採択件数
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 25件 16件

（平成 28年度実績）

申請件数
経営力向上計画 18件

◉お客さまへの補助金および経営力向上計画申請支援

■外部専門家の派遣 （平成28年度実績）

派遣件数
ミラサポ・バリューアップサポートによる専門家派遣 24件

■「シニア人材」のマッチング事業 （平成28年度実績）

参加社数
シニア人材経営支援マッチング会 17社

■主な個別相談会 （平成28年度実績）

相談件数
よろず支援拠点との連携による個別相談会 36件
ものづくり補助金個別相談会 22件

　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するため外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、舞鶴市との共催により、中小企業庁の補助事業「シニア人材による経営支援マッチング」を活用し、経営課題を抱えるお
取引先と大企業で長年培ってきた知識や経験、ノウハウをお持ちの「シニア人材」のマッチング事業を行いました。

◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

シニア人材経営支援マッチング会

◉地方公共団体等との連携協定の締結
　各自治体の「地方版総合戦略」を積極支援するため、平成27年度に連携協定を締結した京丹後市に続き、平成28年度は、舞鶴市、福
井県高浜町、与謝野町の３つの自治体と連携協定を締結しました。
　また、公立大学法人福知山公立大学とも連携協定を締結し、それぞれの資源や機能等を活用することで、当金庫営業エリアの
持続可能な社会の維持・発展を推進する態勢を整備しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

舞鶴市連携協定 高浜町連携協定 与謝野町連携協定

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

交流人口増加への取組み

◉年金旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される年金旅行を誘致するなど、業界の
ネットワークを活用した当地域への集客促進に努めています。

◉観光口コミ情報の発信
　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おり、順次追加しています。

グルメ

景観

体験

歴史文化

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動をもっと
お客さまに知っていただくため、Facebookによる情報
配信を開始しました。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信をスタート！



　ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個別相談会を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支
援に努めています。その結果平成28年度は60％を超える採択率となりました。
　また、平成28年7月1日に施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上等、事
業者の経営力を向上させる取組として「経営力向上計画」の作成にも積極的な支援を行っています。

■主な取組み （平成28年度実績）

開催年月 名称（主催者名） 支援内容
平成28年6月～ スモールビジネス女性起業塾（計10回）（スモールビジネス女性起業塾実行委員会） 後援、講師派遣および職員の参加
平成28年8月～ 創業交流カフェ（計3回）（国土交通省・野村総合研究所） 後援、講師派遣
平成28年10月～ 創業スタートアップセミナー（計6回）（宮津市） 運営協力および職員の参加
平成29年2月 創業塾　あなたのお店をはじめてみませんか（舞鶴商工会議所） 講師派遣
平成29年2月 創業セミナー（福知山商工会議所） 後援、講師派遣
平成29年2月 創業カフェ（福知山市商工会） 後援、講師派遣

（平成28年度実績）

取組件数 実行金額

創業支援融資「ドリーム」取組
み実績
（日本政府金融公庫との協調融資
を含む）

12件 48百万円

（平成 28年度実績）

登録件数

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登
録サイト
ビジネスマッチング掲示板の登録件数

112件

信用金庫業界内のビジネスマッチング情報登録サイト
しんきん情報共有プラットフォームへのマッチング情報
登録件数

20件

■主なビジネスフェア・商談会 （平成28年度実績）

開催年月 イベント名 主催 出展支援先数
平成28年11月 第6回バイヤーマッチング商談会 京都信用金庫 10社
平成29年3月 食の商談会2017 信金中央金庫 6社
平成29年3月 2017全国！うまいもん発掘大商談会 城南信用金庫 1社

■「うまいもんBOOK」を活用した主な商談会
開催年月 イベント名 出展支援先数

平成28年11月 JR西日本とのマッチング（JR城崎温泉駅での特産品販売） 8社

平成29年2月 信金中央金庫大阪支店での個別商談会 9社

（平成 28年度実績）

（平成28年度実績）
締結年月日 締結先 内容

平成28年12月2日 舞鶴市 地域振興に関する連携協定
平成29年1月23日 福井県大飯郡高浜町 包括的地域連携に関する協定
平成29年3月21日 与謝郡与謝野町 与謝野ブランド戦略パートナーシップ協定
平成29年3月31日 公立大学法人福知山公立大学 連携・協力に関する協定

（平成28年度実績）

来訪金庫数 来訪者数

信用金庫業界のネットワークを活用した当地域
への旅行誘致数

4金庫 2,549名

●●●役所
・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
・経営改善支援
・事業承継支援
・海外ビジネス支援

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
・海の京都DMOと連携した
　地域観光振興

地方創生に向けた取組み

・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、福知山公立大学
・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

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・支援

課
題
の
解
決

京都北都信用金庫

・専門家派遣支援
・産官学連携支援

連携・活用

　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しています。
お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならない地元金融機関として
「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった最適なソリューションをご提案し
ています。
　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支援することで、地域のしごとを創生し、
中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでまいります。

地域活性化の実現に向けた取組について

地域の雇用を創出する創業・開業を支援！！

◉行政および商工会議所・商工会等と連携した創業セミナーの実施
　各地域の商工会議所・商工会や行政が主催する創業セミナー等の後援、講師派遣等を行いました。
　また、スモールビジネス女性起業塾実行委員会が主催する女性のための起業塾「スモールビジネス女性起業塾」では、講
師の派遣に加え3名の女性職員が受講者として参加し、創業についての知識習得に努めました。

◉日本政策金融公庫と連携した創業支援
　平成27年7月1日に日本政策金融公庫と締結した「創業支援等に
係る業務連携・協力に関する覚書」をもとに、創業・開業を目指す
お客さまを積極的に支援するため、創業者の利便性を考慮した創業
支援融資「ドリーム」による資金供給に努めました。

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
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京都北都信用金庫
うまいもんＢＯＯＫの活用③

②
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

　信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談
会等への出展支援を行いました。案内だけではなく、商談への職員同
席等により、商材の強み弱みのほか、課題をお客さまと共有し、課題
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・商談会等の出展支援

　お客さまのマッチングニーズに関する情報を全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。また、信用金庫業界の情報
共有サイト「しんきん情報共有プラットフォーム」のマッチングサイト
を活用し、全国264信用金庫の業界ネットワークによるビジネスマッ
チングに取組んでいます。

　商談会の商材売込み統一フォーマット「ＦＣＰシート」を集めた「京都丹後・丹波うま
いもんＢＯＯＫ」を作成し、ビジネスマッチングに活用しました。

③「京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫ」を活用したビジネスマッチングの支援

②営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫とのマッチング情報の共有

◉ビジネスマッチングの取組み

お取引先の販路の開拓や事業拡大・経営課題解決を積極的に支援！！

京信バイヤーマッチング商談会

（平成 28年度実績）

申請件数 うち採択件数
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金 25件 16件

（平成 28年度実績）

申請件数
経営力向上計画 18件

◉お客さまへの補助金および経営力向上計画申請支援

■外部専門家の派遣 （平成28年度実績）

派遣件数
ミラサポ・バリューアップサポートによる専門家派遣 24件

■「シニア人材」のマッチング事業 （平成28年度実績）

参加社数
シニア人材経営支援マッチング会 17社

■主な個別相談会 （平成28年度実績）

相談件数
よろず支援拠点との連携による個別相談会 36件
ものづくり補助金個別相談会 22件

　お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するため外部専門家との連携による個別相談会を実施しました。
　また、舞鶴市との共催により、中小企業庁の補助事業「シニア人材による経営支援マッチング」を活用し、経営課題を抱えるお
取引先と大企業で長年培ってきた知識や経験、ノウハウをお持ちの「シニア人材」のマッチング事業を行いました。

◉外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

シニア人材経営支援マッチング会

◉地方公共団体等との連携協定の締結
　各自治体の「地方版総合戦略」を積極支援するため、平成27年度に連携協定を締結した京丹後市に続き、平成28年度は、舞鶴市、福
井県高浜町、与謝野町の３つの自治体と連携協定を締結しました。
　また、公立大学法人福知山公立大学とも連携協定を締結し、それぞれの資源や機能等を活用することで、当金庫営業エリアの
持続可能な社会の維持・発展を推進する態勢を整備しました。

地域の面的再生への積極的な参画！！

舞鶴市連携協定 高浜町連携協定 与謝野町連携協定

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

交流人口増加への取組み

◉年金旅行の誘致
　他信用金庫にて実施される年金旅行を誘致するなど、業界の
ネットワークを活用した当地域への集客促進に努めています。

◉観光口コミ情報の発信
　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おり、順次追加しています。

グルメ

景観

体験

歴史文化

　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動をもっと
お客さまに知っていただくため、Facebookによる情報
配信を開始しました。
　皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

◉Facebookによる情報配信をスタート！
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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。
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個人
1,330億円

地方公共団体
378億円

貸出金
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3,528億円

事業者
1,820億円

京都北都信用金庫
役職員数　716名
店舗数　39店舗

（うち出張所2店舗）

お客さま
会員の皆さま

会員数 63,858名
出資金 10,419百万円

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。

自己資本額の推移

自己資本比率の推移

・経営支援サービス
・地域貢献活動など

各計数は平成29年3月末時点のものです
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地域元気宣言の

預金積金の推移
　京都府北部地域に本店を置く唯一の地域金融機関として、「森
の京都」「海の京都」を応援すべく、夏は「もうひとつの京都『森の
京都博』開催記念定期預金」、冬は「『森の京都』『海の京都』応援特
別定期預金」を取組み、個人預金増強をメインとした定期預金キャ
ンペーンを展開しました。また昨年に引き続き、生活口座となる
給与振込や年金振込口座、事業者の新規口座獲得にも注力し、取
引メイン化を積極的に推進したことで、預金積金の期末残高は前
期比41億80百万円増加の7,454億93百万円となりました。

貸出金の推移
　地域のお客さまの多様な資金ニーズ把握に努めるため、きめ細
やかな訪問活動を展開し、お客さまの課題解決やニーズに合わせ
た提案を行いました。また、事業者向け融資では、事業性評価を
重要施策として活動を実施するとともに、スピード対応が可能と
なる無担保小口融資商品「スピーディー！」を定番商品として継続
提供し、新規融資事業先142先との取引が開始できました。個人
向け融資については、住宅資金・消費資金ともに増加となり個人
向け融資の残高は、前期比29億74百万円増加の1,330億20百万
円となり、貸出金全体の期末残高は、前期比34億54百万円増加
の3,528億45百万円となりました。

損益の状況
　日本銀行によるマイナス金利政策が続く中、貸出金利息などの
資金運用収益は減少しましたが、経費節減等に努めた結果、本業
の利益を示すコア業務純益は13億21百万円となりました。
　また、経常利益は13億33百万円、当期純利益は12億17百万円
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29年3月末における自己資本比率は前期比
0.35ポイント増加の10.46%となり、国内基準の4％を大幅に上
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。

◆業績ハイライト（事業成績の推移）

の実現活性化地域

年金友の会

金融犯罪防止に向けた取組み

年月 行先 日数 参加者数

28年5月 宝塚大劇場（花組公演）“ＭＥ ＡＮＤ ＭＹ 
ＧＩＲＬ（ミー＆マイガール）” 日帰り 169名

28年6月 近江八幡～歴史探訪と近江のグルメ
の旅～ 日帰り 231名

28年10月 自然の大図鑑 雲仙温泉と長崎・ハウ
ステンボス「光の王国」と博多の旅 ２泊３日 160名

■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11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183名の会員さまにご参加いただきました。

「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。

　当金庫では、手口が多様化する特殊詐欺被害を未然に防止するため、
所轄警察署と連携・協力し高齢者の来店が多い年金支給日を中心に店舗
窓口およびＡＴＭコーナーにてチラシを配
布するなど、積極的に被害防止活動に努め
ています。
　なお、平成28年度は振込詐欺等特殊詐欺
被害を未然に防止したとして、三和支店が
京都府警より感謝状をいただきました。

三和支店

スポーツ大会の主催、協賛

　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28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。

〒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


