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京都北都信用金庫の現況
令和2年度 中間レポート

̶ 令和2年4月1日～令和2年9月30日 ̶

TOPICS 「ほくとしんきん」の出来事

5月

6月

7月

9月
8月

•新型コロナウイルス対応緊急資金にかかる「休日相談窓口」および
「ご相談専用フリーダイヤル」を設置しました。

•加悦支店、弥栄支店、田中支店、中筋支店において、昼休業時間帯
（11時30分～12時30分までの1時間）を導入しました。

•第50期通常総代会を開催しました。
•会長に森屋松吉が、理事長に吉田英都が就任しました。
•リコージャパン㈱京都支店と顧客紹介業務の取扱を開始しました。

•通帳レス「しんきん通帳アプリ」サービスを開始しました。

•福知山市と「公民連携促進に関する連携協定」を締結しました。

•「2021年オリジナルカレンダー写真コンテスト」の入賞作品を決定し
ました。

京都北都信用金庫  お客様サポートセンター
住所：〒626-0041　京都府宮津市字鶴賀 2054-1　電話番号：0120-4910-86　 FAX 番号：0772-25-1282

この印刷物は、環境負荷が少ない印刷システム「エコプリ」で製作しました。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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8 月 福知山市との「公民連携促進に関する連携協定」締結式

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

掲載数

令和2年9月末現在

72件

　「観光口コミ情報」では、当金庫の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。

◎観光口コミ情報の発信

ご意見・ご要望に
関する窓口

受付時間：信用金庫営業日（９：００～１７：００）

　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コーナーで被害防止啓蒙の
チラシの配布を行ったり、多額の現金出金の際にはアン
ケートを活用して、被害防止に努めています。
　令和2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、大宮支店の
職員が京都府京丹
後警察署より感謝状
を拝受しました。

　地場産業である「丹後ちりめん」の振興を目的に、令和2
年７月から8月までの期間、25店舗において役職員223名
がゆかたやハッピを着用してお客さまをお迎えしました。

◎「ゆかたを楽しむ月間」の取組み◎金融犯罪防止に向けた取組み

前田支店

紙通帳から
通帳アプリへ

ほくとしんきんの
通帳レス口座

ご利用
無料

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認 !

詳しくはこちらから

来店不要 で
切替できます。

岩滝中央支店

大宮支店

地域活性化の実現に向けて

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大による
緊急事態宣言の影響が大きかった飲食店を支援すると
ともに、感染症拡大が懸念されるなかでも業務を続け
る職員を労うため、全職員にテイクアウト手当を支給
しました。手当支給にあたっては、営業エリアの自治
体等から取り寄せた情報と当金庫取引先店舗をまとめ
た約３００店のテイクアウト実施店舗一覧を職員に配付
し地元飲食店の利用に努めました。

ほくと地域応援キャンペーン

窓口対応でもコロナ対策！

テイクアウト手当でコロナ対策！

Facebookによる情報発信！
　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動
および観光情報をもっとお客さまに知っていただ
くため、Facebookによる情報発信を行っていま
す。皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

ほくとしんきん　消費者ローンキャンペーンほくとしんきん　消費者ローンキャンペーン

キャンペーン期間　令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さまに抽選で

地域産品ギフトをプレゼント

ほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーン

「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙

コロナに負けるな！地元にエール！！コロナに負けるな！地元にエール！！

しんきんカーライフプラン

フリーローン

しんきん教育プラン しんきん一般個人ローン

ほくと応援家 しあわせスピード

対象商品

◆審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
◆各商品の詳細は、本支店窓口までお問合せください。なお、窓口に商品説明書をご用意しております。

◆無理なくご返済いただける範囲で、計画的にご利用ください。
◆このキャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【個人情報のお取扱いについて】
　京都北都信用金庫は、本応募でご提供いただいたお客様の個人情報については以下の通り定め、その利用目的の範囲で利用いたします。また、
ご本人の同意がある場合もしくは法令等に基づく開示が求められた場合を除いて、個人情報を第三者に開示することはございません。
◆収集する個人情報について
　本応募に関してお客様の個人情報として住所・氏名・電話番号等をご提供いただきます。
◆個人情報の利用目的
　本応募に関してご提供いただいた個人情報は「ほくと地域応援キャンペーン」の運用・管理、商品のお渡しに際してご本人への連絡のために利用
させていただきます。

申込日

ご住所

お名前

電話番号

金庫使用欄 店番 顧客番号 取扱店番

応募資格応募資格 ◆キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
   （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）

応募方法応募方法 ◆以下のいずれかによる方法でお申込みください。
　①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
　②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
　応募はお一人様1回限り

募集総数募集総数 ◆先着2,000件（200ユニット）
　1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。

抽選資格抽選資格 ◆「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま

抽選日・当選発表抽選日・当選発表 ◆令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
　当選者の発表は、当選者へ「当選のお知らせ」の発送をもって代えさせていただきます。

当選品の受け渡し当選品の受け渡し ◆「当選のお知らせ」発送後、1ヶ月以内に当選者にご来店いただき、店頭にて当選品をお渡しします。

 

来店不要で切替できます。
詳しくはこちらから

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認！

紙通帳から通帳アプリへ
ご利用
無料

0120-4910-86
くわしくは､本支店窓口または下記までお問合せください。

信用金庫営業日 9：00～17：00　携帯電話からはご利用できません。

コロナに負けるな！地元にエール！！

ほくと地域応援キャンペーン
令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

応募資格 ・キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
 （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）
抽選資格 「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま
応募方法 以下のいずれかによる方法でお申込みください。
 ①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
 ②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
 応募はお一人一回限り。
募集総数 先着2,000件（200ユニット）
 ・1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。
当選品 地域産品ギフト
抽選日 令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
当選発表 当選者への「当選のお知らせ」の発送をもって発表に代えさせていただきます。
当選品の 「当選のお知らせ」発送後、１ヵ月以内に当選者にご来店いただき、
受け渡し 店頭にて当選品をお渡しします。

対象商品
・しんきんカーライフプラン ・しんきん教育プラン
・しんきん一般個人ローン ・フリーローン
・ほくと応援家 ・しあわせスピード

地域産品ギフトを
プレゼント

※詳細は、本支店窓口までお問い合わせください。

各支店の
テイクアウトの様子も

Facebookで
発信しました！

窓口混雑予想
カレンダーも
Facebookで

発信しています！

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口
職員のマスク着用を義務化するとともに、遮蔽スクリーンの設置
やロビーの椅子を間引くなどして、営業店舗内での新型コロナウ
イルス感染症拡大の防止に努めています。
　また、ご来店のお客さまにも入店時のマスク着用や手指の消毒
をお願いするとともに、可能な限りにおいてインターネットバンキ
ング等の非対面取引や、混雑日を避けたご来店にご協力いただいております。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、まだ予断を許さない状況ですので、
引き続きお客さまのご協力をよろしくお願いいたします。



預金積金の状況

預金積金の構成
（令和2年9月末現在）

貸出金の構成
（令和2年9月末現在）

貸出金の状況

　持続化給付金、定額給付金の入金や新
型コロナウイルス関連融資金の滞留を主な
要因として、普通預金などの流動性預金が
増加したことにより、令和2年9月末の預金
積金残高は、前年度末より519億円増加の
8,086億円となりました。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
受けられた事業者への新型コロナウイルス
関連融資の積極的な取組みにより、令和2年
9月末の貸出金残高は、前年度末から151
億円増加の3,701億円となりました。
　引き続き、地域活性化の実現に向けて円
滑な資金供給に努めてまいります。

2.その他有価証券
（単位：百万円）

1.満期保有目的の債券

損益の状況
　信用金庫の主な業務活動の利益を示す業務純益は前年同月末を129
百万円上回る878百万円を計上しました。また、経常利益は856百万
円、当期純利益は826百万円とそれぞれ前年同月末を上回りました。

　お客さまからお預かりしたご預金は、
特定の業種に偏ることなく、地域の皆さ
まに幅広くご利用いただいています。
　事業者の皆さまへのきめ細やかな訪問
活動に努めた結果、貸出金事業先数は前
年度末より82先増加し4,444先となり
ました。

　金融再生法による開示不良債権額は前年度末より 6 億円減少の 224 億円となりました。

（単位：百万円）

（単位：先、百万円）

有価証券の状況
　お客さまからお預かりしたご預金は有価証券でも運用しています。国債・地方債および格付けの高い債券を中心に安全性を
重視した運用を行っています。

　該当取引はありません。

金融再生法による開示債権の状況

自己資本比率の状況
　自己資本の額は前年度末より7億73百万円増加し289億12百万円となりました。金融機関の健全性、安全性をはかる指標であ
る自己資本比率は9.37％と、国内基準として定められている4％を大きく上回っており健全性を確保しております。

（単位：百万円）

（注）令和2年9月末の残高は、大口融資先をはじめ、令和2年4月1日から令和2年9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実並びに業況悪化等の債務者区分の変更を必要とするその他
　　  の事象が認められる債務者について、当金庫の定める自己査定規程に基づき自己査定を実施した結果を開示しております。

貸出金の業種別内訳の状況

（注）
１．貸借対照表計上額は、

期末日における市場
価格等に基づいており
ます。

２．左記の「その他」は、
外国証券及び投資信
託等です。

３．時価を把握することが
極めて困難と認められ
る有価証券は本表に
は含めておりません。

自己資本比率の推移

用語のご説明

（単位：％）
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自己資本の額の推移
（単位：百万円）
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平成31年3月末 令和元年9月末 令和2年3月末
0

2,000

3,000

令和2年9月末

自己資本比率 自己資本の額

9.37％ 100
28,912百万円

リスク・アセット等 308,319百万円＝ ×

3,5053,516 3,550

預金積金残高 8,086 億円

貸出金残高 3,701億円

自己資本の額 28,912百万円 自己資本比率 9.37％

（単位：億円）

（単位：億円）

出資金・資本剰余金・利益剰余金などから構成され、一般貸倒引当金が一定の条件下において算入
されます。

リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）を、リスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価し
た資産金額のことです。

自己資本の額

リスク・アセット

個人ローン残高の推移

0
令和2年9月末令和元年9月末

500

1,000

（単位：億円）
171

1,172

158

1,173

令和2年3月末

消費者ローン 住宅ローン

171

1,171

個人
1,331億円

地方公共団体
376億円

貸出金
残高

3,701億円

事業者
1,993億円

公金209億円
金融機関5億円

預金積金
残高

8,086億円

個人6,424億円

一般法人
1,446億円

業績ハイライト 業績ハイライト

令和2年3月末 令和2年9月末
先数 貸出金残高 構成比(%) 先数 貸出金残高 構成比(%)

製造業 562 17,862 5.0 564 19,632 5.3
農業、林業 60 838 0.2 64 546 0.1
漁業 10 29 0.0 9 33 0.0
鉱業、採石業、砂利採取業 9 484 0.1 10 421 0.1
建設業 1,050 25,333 7.1 1,041 27,834 7.5
電気・ガス・熱供給・水道業 43 1,191 0.3 43 1,178 0.3
情報通信業 6 99 0.0 8 136 0.0
運輸業、郵便業 93 5,372 1.5 92 5,348 1.4
卸売業、小売業 837 27,348 7.7 850 30,268 8.2
金融業、保険業 21 31,986 9.0 24 35,445 9.6
不動産業 541 28,063 7.9 536 28,936 7.8
物品賃貸業 11 961 0.2 11 1,395 0.4
学術研究、専門・技術サービス業 59 1,347 0.3 65 1,398 0.4
宿泊業 138 11,729 3.3 139 13,203 3.6
飲食業 264 5,570 1.5 308 7,108 1.9
生活関連サービス業、娯楽業 211 7,375 2.0 235 8,193 2.2
教育、学習支援業 25 1,838 0.5 28 1,912 0.5
医療、福祉 163 10,729 3.0 162 10,926 3.0
その他サービス業 259 4,561 1.2 255 5,447 1.5

小　計 4,362 182,724 51.4 4,444 199,367 53.8
地方公共団体 15 37,873 10.6 15 37,664 10.2
個人 20,909 134,419 37.8 19,935 133,164 36.0

合　計 25,286 355,016 100.0 24,394 370,196 100.0

項目 令和元年9月末 令和2年9月末
業務純益 748 878

コア業務純益 554 995
経常利益 591 856
当期純利益 557 826

種類
令和2年3月末 令和2年9月末

貸借対照表
計上額 取得原価 差額 貸借対照表

計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が取得原価を

超えるもの

株　式 573 280 292 526 260 266
債　券 115,408 112,852 2,555 127,079 124,624 2,455

国　債 22,763 22,064 698 24,035 23,337 698
地方債 49,911 48,866 1,045 52,448 51,498 950
社　債 42,732 41,921 811 50,595 49,788 806

その他 22,370 20,994 1,375 17,057 16,325 732
小　計 138,352 134,128 4,224 144,663 141,210 3,453

貸借対照表
計上額が取得原価を

超えないもの

株　式 394 492 △ 98 325 373 △ 47
債　券 32,910 33,370 △ 460 40,506 40,992 △ 485

国　債 1,845 1,859 △ 14 5,643 5,682 △ 38
地方債 439 440 △ 0 3,387 3,390 △ 3
社　債 30,625 31,070 △ 445 31,475 31,919 △ 443

その他 21,373 23,145 △ 1,772 19,103 20,417 △ 1,314
小　計 54,677 57,009 △ 2,331 59,935 61,783 △ 1,847

合　　　計 193,030 191,137 1,893 204,598 202,993 1,605

区　分 令和2年3月末 令和 2 年 9 月末
開示残高 担保・保証額 貸倒引当金 保全率 引当率 開示残高 担保・保証額 貸倒引当金 保全率 引当率

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 10,646 4,382 6,264 100.00％ 100.00％ 10,537 4,397 6,140 100.00％ 100.00％
危険債権 11,990 6,347 2,182 71.13％ 38.67％ 11,477 6,297 1,804 70.58％ 34.82％
要管理債権 425 278 23 71.02％ 16.09％ 394 234 21 64.93％ 13.68％

小　計 23,063 11,008 8,471 84.45％ 70.26％ 22,410 10,929 7,966 84.31％ 69.38％
正常債権 333,173 348,803

合　計 356,236 371,213

地域活性化の実現に向けて

コロナに負けるな！！コロナに負けるな！！
地域活性化の実現に向けて

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大による
緊急事態宣言の影響が大きかった飲食店を支援すると
ともに、感染症拡大が懸念されるなかでも業務を続け
る職員を労うため、全職員にテイクアウト手当を支給
しました。手当支給にあたっては、営業エリアの自治
体等から取り寄せた情報と当金庫取引先店舗をまとめ
た約３００店のテイクアウト実施店舗一覧を職員に配付
し地元飲食店の利用に努めました。

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けてお
られる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。京都北
都信用金庫は、これからも地域の皆さまの資金繰り支援
や、販路開拓・補助金申請など、ウィズコロナ、アフター
コロナにおけるお客さまへのご支援を続けてまいります。

　当金庫では令和２年３月１６日より、各営業店※に新型コロナウイル
ス感染症に関する「融資相談窓口」を設置するとともに、５月１日か
ら実質無利子・無保証料型の「京都府新型コロナウイルス感染症対
応資金」の取扱いが開始されることにあわせて、ゴールデンウィーク
期間中の５月２日、４日および９日には、お客さまの円滑な認定取得
や資金繰り相談を目的に、市町村の担当者も同席のもと休日相談窓
口を開設し、多くのお客さまにご来店いただきました。
　また、日々の営業活動においては、お客さまのコロナウイルス感
染症の影響や資金ニーズを細やかに聞き取り、積極的な資金供給に
努めてまいりました。
　まだまだコロナウイルス感染症の影響は続くものと思われますの
で、引き続き円滑な資金供給に努め、地域の事業者の皆さまととも
にウィズコロナ時代を乗り越えてまいります。
※融資業務を取り扱っていない店舗を除きます。

経営支援でコロナ対策！

　当金庫では、ビジネスフェアや商談会への出展支援、個別相談会・各種セミナーによる情報提供等により、お取引
先企業の売上げ増加のご支援をすることで、地域活性化の実現に取り組んでおります。今年度は新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、ビジネスフェアや商談会が軒並み中止となりましたが、補助金や助成金の情報提供およ
び個社対応の専門家派遣などの支援を行いました。
　1０月以降はオンライン商談会やオンラインセミナーなど、非対面による支援活動に取り組むとともに、新型コロナ
ウイルス感染症対策を取ったうえでの集合型セミナー等の開催や、例年好評をいただいている農商産品商談会「Ｆｏｏ
ｄ ｃｏｌｌａｂｏ ｌａｂｏ」等により、ウィズコロナ、アフターコロナに向けた経営支援を行ってまいります。

ほくと地域応援キャンペーン

円滑な資金供給でコロナ対策！
窓口対応でもコロナ対策！

テイクアウト手当でコロナ対策！

京都北都信用金庫は、
地域の皆さまとともにウィズコロナ、
アフターコロナを乗り切ります！

LINEによる事業者に
向けた有益な情報発信！

　コロナ対策関連の補助金やWEBセミナーの
ご案内など、事業者の皆さまにとって有益な
情報や、当金庫のおすすめ情報を配信してい
ます。是非、「友だち」登録をお願いします。

LINE
「友だち」登録で

コロナ対策！

Facebookによる情報発信！
　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動
および観光情報をもっとお客さまに知っていただ
くため、Facebookによる情報発信を行っていま
す。皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

ほくとしんきん　消費者ローンキャンペーンほくとしんきん　消費者ローンキャンペーン

キャンペーン期間　令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さまに抽選で

地域産品ギフトをプレゼント

ほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーン

「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙

コロナに負けるな！地元にエール！！コロナに負けるな！地元にエール！！

しんきんカーライフプラン

フリーローン

しんきん教育プラン しんきん一般個人ローン

ほくと応援家 しあわせスピード

対象商品

◆審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
◆各商品の詳細は、本支店窓口までお問合せください。なお、窓口に商品説明書をご用意しております。

◆無理なくご返済いただける範囲で、計画的にご利用ください。
◆このキャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【個人情報のお取扱いについて】
　京都北都信用金庫は、本応募でご提供いただいたお客様の個人情報については以下の通り定め、その利用目的の範囲で利用いたします。また、
ご本人の同意がある場合もしくは法令等に基づく開示が求められた場合を除いて、個人情報を第三者に開示することはございません。
◆収集する個人情報について
　本応募に関してお客様の個人情報として住所・氏名・電話番号等をご提供いただきます。
◆個人情報の利用目的
　本応募に関してご提供いただいた個人情報は「ほくと地域応援キャンペーン」の運用・管理、商品のお渡しに際してご本人への連絡のために利用
させていただきます。

申込日

ご住所

お名前

電話番号

金庫使用欄 店番 顧客番号 取扱店番

応募資格応募資格 ◆キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
   （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）

応募方法応募方法 ◆以下のいずれかによる方法でお申込みください。
　①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
　②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
　応募はお一人様1回限り

募集総数募集総数 ◆先着2,000件（200ユニット）
　1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。

抽選資格抽選資格 ◆「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま

抽選日・当選発表抽選日・当選発表 ◆令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
　当選者の発表は、当選者へ「当選のお知らせ」の発送をもって代えさせていただきます。

当選品の受け渡し当選品の受け渡し ◆「当選のお知らせ」発送後、1ヶ月以内に当選者にご来店いただき、店頭にて当選品をお渡しします。

 

来店不要で切替できます。
詳しくはこちらから

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認！

紙通帳から通帳アプリへ
ご利用
無料

0120-4910-86
くわしくは､本支店窓口または下記までお問合せください。

信用金庫営業日 9：00～17：00　携帯電話からはご利用できません。

コロナに負けるな！地元にエール！！

ほくと地域応援キャンペーン
令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

応募資格 ・キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
 （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）
抽選資格 「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま
応募方法 以下のいずれかによる方法でお申込みください。
 ①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
 ②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
 応募はお一人一回限り。
募集総数 先着2,000件（200ユニット）
 ・1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。
当選品 地域産品ギフト
抽選日 令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
当選発表 当選者への「当選のお知らせ」の発送をもって発表に代えさせていただきます。
当選品の 「当選のお知らせ」発送後、１ヵ月以内に当選者にご来店いただき、
受け渡し 店頭にて当選品をお渡しします。

対象商品
・しんきんカーライフプラン ・しんきん教育プラン
・しんきん一般個人ローン ・フリーローン
・ほくと応援家 ・しあわせスピード

地域産品ギフトを
プレゼント

※詳細は、本支店窓口までお問い合わせください。

各支店の
テイクアウトの様子も

Facebookで
発信しました！

窓口混雑予想
カレンダーも
Facebookで

発信しています！

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口
職員のマスク着用を義務化するとともに、遮蔽スクリーンの設置
やロビーの椅子を間引くなどして、営業店舗内での新型コロナウ
イルス感染症拡大の防止に努めています。
　また、ご来店のお客さまにも入店時のマスク着用や手指の消毒
をお願いするとともに、可能な限りにおいてインターネットバンキ
ング等の非対面取引や、混雑日を避けたご来店にご協力いただいております。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、まだ予断を許さない状況ですので、
引き続きお客さまのご協力をよろしくお願いいたします。

「京都府新型コロナウイルス感染症対応資金」の
実行状況推移（累積）

5月（令和2年） 6月 7月 8月 9月

36億円

107億円

163億円
198億円

229億円

237件

671件

995件
1,209件

1,383件
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REPORT

KYOTO HOKUTO
SHINKIN BANK

京都北都信用金庫の現況
令和2年度 中間レポート

̶ 令和2年4月1日～令和2年9月30日 ̶

TOPICS 「ほくとしんきん」の出来事

5月

6月

7月

9月
8月

•新型コロナウイルス対応緊急資金にかかる「休日相談窓口」および
「ご相談専用フリーダイヤル」を設置しました。

•加悦支店、弥栄支店、田中支店、中筋支店において、昼休業時間帯
（11時30分～12時30分までの1時間）を導入しました。

•第50期通常総代会を開催しました。
•会長に森屋松吉が、理事長に吉田英都が就任しました。
•リコージャパン㈱京都支店と顧客紹介業務の取扱を開始しました。

•通帳レス「しんきん通帳アプリ」サービスを開始しました。

•福知山市と「公民連携促進に関する連携協定」を締結しました。

•「2021年オリジナルカレンダー写真コンテスト」の入賞作品を決定し
ました。

京都北都信用金庫  お客様サポートセンター
住所：〒626-0041　京都府宮津市字鶴賀 2054-1　電話番号：0120-4910-86　 FAX 番号：0772-25-1282

この印刷物は、環境負荷が少ない印刷システム「エコプリ」で製作しました。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地域元気宣言の

http://www.hokuto-shinkin.co.jp/

8 月 福知山市との「公民連携促進に関する連携協定」締結式

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

掲載数

令和2年9月末現在

72件

　「観光口コミ情報」では、当金庫の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。

◎観光口コミ情報の発信

ご意見・ご要望に
関する窓口

受付時間：信用金庫営業日（９：００～１７：００）

　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コーナーで被害防止啓蒙の
チラシの配布を行ったり、多額の現金出金の際にはアン
ケートを活用して、被害防止に努めています。
　令和2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、大宮支店の
職員が京都府京丹
後警察署より感謝状
を拝受しました。

　地場産業である「丹後ちりめん」の振興を目的に、令和2
年７月から8月までの期間、25店舗において役職員223名
がゆかたやハッピを着用してお客さまをお迎えしました。

◎「ゆかたを楽しむ月間」の取組み◎金融犯罪防止に向けた取組み

前田支店

紙通帳から
通帳アプリへ

ほくとしんきんの
通帳レス口座

ご利用
無料

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認 !

詳しくはこちらから

来店不要 で
切替できます。

岩滝中央支店

大宮支店

地域活性化の実現に向けて

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大による
緊急事態宣言の影響が大きかった飲食店を支援すると
ともに、感染症拡大が懸念されるなかでも業務を続け
る職員を労うため、全職員にテイクアウト手当を支給
しました。手当支給にあたっては、営業エリアの自治
体等から取り寄せた情報と当金庫取引先店舗をまとめ
た約３００店のテイクアウト実施店舗一覧を職員に配付
し地元飲食店の利用に努めました。

ほくと地域応援キャンペーン

窓口対応でもコロナ対策！

テイクアウト手当でコロナ対策！

Facebookによる情報発信！
　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動
および観光情報をもっとお客さまに知っていただ
くため、Facebookによる情報発信を行っていま
す。皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

ほくとしんきん　消費者ローンキャンペーンほくとしんきん　消費者ローンキャンペーン

キャンペーン期間　令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さまに抽選で

地域産品ギフトをプレゼント

ほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーン

「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙

コロナに負けるな！地元にエール！！コロナに負けるな！地元にエール！！

しんきんカーライフプラン

フリーローン

しんきん教育プラン しんきん一般個人ローン

ほくと応援家 しあわせスピード

対象商品

◆審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
◆各商品の詳細は、本支店窓口までお問合せください。なお、窓口に商品説明書をご用意しております。

◆無理なくご返済いただける範囲で、計画的にご利用ください。
◆このキャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【個人情報のお取扱いについて】
　京都北都信用金庫は、本応募でご提供いただいたお客様の個人情報については以下の通り定め、その利用目的の範囲で利用いたします。また、
ご本人の同意がある場合もしくは法令等に基づく開示が求められた場合を除いて、個人情報を第三者に開示することはございません。
◆収集する個人情報について
　本応募に関してお客様の個人情報として住所・氏名・電話番号等をご提供いただきます。
◆個人情報の利用目的
　本応募に関してご提供いただいた個人情報は「ほくと地域応援キャンペーン」の運用・管理、商品のお渡しに際してご本人への連絡のために利用
させていただきます。

申込日

ご住所

お名前

電話番号

金庫使用欄 店番 顧客番号 取扱店番

応募資格応募資格 ◆キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
   （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）

応募方法応募方法 ◆以下のいずれかによる方法でお申込みください。
　①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
　②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
　応募はお一人様1回限り

募集総数募集総数 ◆先着2,000件（200ユニット）
　1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。

抽選資格抽選資格 ◆「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま

抽選日・当選発表抽選日・当選発表 ◆令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
　当選者の発表は、当選者へ「当選のお知らせ」の発送をもって代えさせていただきます。

当選品の受け渡し当選品の受け渡し ◆「当選のお知らせ」発送後、1ヶ月以内に当選者にご来店いただき、店頭にて当選品をお渡しします。

 

来店不要で切替できます。
詳しくはこちらから

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認！

紙通帳から通帳アプリへ
ご利用
無料

0120-4910-86
くわしくは､本支店窓口または下記までお問合せください。

信用金庫営業日 9：00～17：00　携帯電話からはご利用できません。

コロナに負けるな！地元にエール！！

ほくと地域応援キャンペーン
令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

応募資格 ・キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
 （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）
抽選資格 「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま
応募方法 以下のいずれかによる方法でお申込みください。
 ①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
 ②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
 応募はお一人一回限り。
募集総数 先着2,000件（200ユニット）
 ・1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。
当選品 地域産品ギフト
抽選日 令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
当選発表 当選者への「当選のお知らせ」の発送をもって発表に代えさせていただきます。
当選品の 「当選のお知らせ」発送後、１ヵ月以内に当選者にご来店いただき、
受け渡し 店頭にて当選品をお渡しします。

対象商品
・しんきんカーライフプラン ・しんきん教育プラン
・しんきん一般個人ローン ・フリーローン
・ほくと応援家 ・しあわせスピード

地域産品ギフトを
プレゼント

※詳細は、本支店窓口までお問い合わせください。

各支店の
テイクアウトの様子も

Facebookで
発信しました！

窓口混雑予想
カレンダーも
Facebookで

発信しています！

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口
職員のマスク着用を義務化するとともに、遮蔽スクリーンの設置
やロビーの椅子を間引くなどして、営業店舗内での新型コロナウ
イルス感染症拡大の防止に努めています。
　また、ご来店のお客さまにも入店時のマスク着用や手指の消毒
をお願いするとともに、可能な限りにおいてインターネットバンキ
ング等の非対面取引や、混雑日を避けたご来店にご協力いただいております。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、まだ予断を許さない状況ですので、
引き続きお客さまのご協力をよろしくお願いいたします。



預金積金の状況

預金積金の構成
（令和2年9月末現在）

貸出金の構成
（令和2年9月末現在）

貸出金の状況

　持続化給付金、定額給付金の入金や新
型コロナウイルス関連融資金の滞留を主な
要因として、普通預金などの流動性預金が
増加したことにより、令和2年9月末の預金
積金残高は、前年度末より519億円増加の
8,086億円となりました。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
受けられた事業者への新型コロナウイルス
関連融資の積極的な取組みにより、令和2年
9月末の貸出金残高は、前年度末から151
億円増加の3,701億円となりました。
　引き続き、地域活性化の実現に向けて円
滑な資金供給に努めてまいります。

2.その他有価証券
（単位：百万円）

1.満期保有目的の債券

損益の状況
　信用金庫の主な業務活動の利益を示す業務純益は前年同月末を129
百万円上回る878百万円を計上しました。また、経常利益は856百万
円、当期純利益は826百万円とそれぞれ前年同月末を上回りました。

　お客さまからお預かりしたご預金は、
特定の業種に偏ることなく、地域の皆さ
まに幅広くご利用いただいています。
　事業者の皆さまへのきめ細やかな訪問
活動に努めた結果、貸出金事業先数は前
年度末より82先増加し4,444先となり
ました。

　金融再生法による開示不良債権額は前年度末より 6 億円減少の 224 億円となりました。

（単位：百万円）

（単位：先、百万円）

有価証券の状況
　お客さまからお預かりしたご預金は有価証券でも運用しています。国債・地方債および格付けの高い債券を中心に安全性を
重視した運用を行っています。

　該当取引はありません。

金融再生法による開示債権の状況

自己資本比率の状況
　自己資本の額は前年度末より7億73百万円増加し289億12百万円となりました。金融機関の健全性、安全性をはかる指標であ
る自己資本比率は9.37％と、国内基準として定められている4％を大きく上回っており健全性を確保しております。

（単位：百万円）

（注）令和2年9月末の残高は、大口融資先をはじめ、令和2年4月1日から令和2年9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実並びに業況悪化等の債務者区分の変更を必要とするその他
　　  の事象が認められる債務者について、当金庫の定める自己査定規程に基づき自己査定を実施した結果を開示しております。

貸出金の業種別内訳の状況

（注）
１．貸借対照表計上額は、

期末日における市場
価格等に基づいており
ます。

２．左記の「その他」は、
外国証券及び投資信
託等です。

３．時価を把握することが
極めて困難と認められ
る有価証券は本表に
は含めておりません。

自己資本比率の推移

用語のご説明

（単位：％）

9.12

0
令和2年3月末 令和2年9月末
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4.00

8.00

自己資本の額の推移
（単位：百万円）
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平成31年3月末 令和元年9月末 令和2年3月末
0

2,000

3,000

令和2年9月末

自己資本比率 自己資本の額

9.37％ 100
28,912百万円

リスク・アセット等 308,319百万円＝ ×

3,5053,516 3,550

預金積金残高 8,086 億円

貸出金残高 3,701億円

自己資本の額 28,912百万円 自己資本比率 9.37％

（単位：億円）

（単位：億円）

出資金・資本剰余金・利益剰余金などから構成され、一般貸倒引当金が一定の条件下において算入
されます。

リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）を、リスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価し
た資産金額のことです。

自己資本の額

リスク・アセット

個人ローン残高の推移

0
令和2年9月末令和元年9月末

500

1,000

（単位：億円）
171

1,172

158

1,173

令和2年3月末

消費者ローン 住宅ローン

171

1,171

個人
1,331億円

地方公共団体
376億円

貸出金
残高

3,701億円

事業者
1,993億円

公金209億円
金融機関5億円

預金積金
残高

8,086億円

個人6,424億円

一般法人
1,446億円

業績ハイライト 業績ハイライト

令和2年3月末 令和2年9月末
先数 貸出金残高 構成比(%) 先数 貸出金残高 構成比(%)

製造業 562 17,862 5.0 564 19,632 5.3
農業、林業 60 838 0.2 64 546 0.1
漁業 10 29 0.0 9 33 0.0
鉱業、採石業、砂利採取業 9 484 0.1 10 421 0.1
建設業 1,050 25,333 7.1 1,041 27,834 7.5
電気・ガス・熱供給・水道業 43 1,191 0.3 43 1,178 0.3
情報通信業 6 99 0.0 8 136 0.0
運輸業、郵便業 93 5,372 1.5 92 5,348 1.4
卸売業、小売業 837 27,348 7.7 850 30,268 8.2
金融業、保険業 21 31,986 9.0 24 35,445 9.6
不動産業 541 28,063 7.9 536 28,936 7.8
物品賃貸業 11 961 0.2 11 1,395 0.4
学術研究、専門・技術サービス業 59 1,347 0.3 65 1,398 0.4
宿泊業 138 11,729 3.3 139 13,203 3.6
飲食業 264 5,570 1.5 308 7,108 1.9
生活関連サービス業、娯楽業 211 7,375 2.0 235 8,193 2.2
教育、学習支援業 25 1,838 0.5 28 1,912 0.5
医療、福祉 163 10,729 3.0 162 10,926 3.0
その他サービス業 259 4,561 1.2 255 5,447 1.5

小　計 4,362 182,724 51.4 4,444 199,367 53.8
地方公共団体 15 37,873 10.6 15 37,664 10.2
個人 20,909 134,419 37.8 19,935 133,164 36.0

合　計 25,286 355,016 100.0 24,394 370,196 100.0

項目 令和元年9月末 令和2年9月末
業務純益 748 878

コア業務純益 554 995
経常利益 591 856
当期純利益 557 826

種類
令和2年3月末 令和2年9月末

貸借対照表
計上額 取得原価 差額 貸借対照表

計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が取得原価を

超えるもの

株　式 573 280 292 526 260 266
債　券 115,408 112,852 2,555 127,079 124,624 2,455

国　債 22,763 22,064 698 24,035 23,337 698
地方債 49,911 48,866 1,045 52,448 51,498 950
社　債 42,732 41,921 811 50,595 49,788 806

その他 22,370 20,994 1,375 17,057 16,325 732
小　計 138,352 134,128 4,224 144,663 141,210 3,453

貸借対照表
計上額が取得原価を

超えないもの

株　式 394 492 △ 98 325 373 △ 47
債　券 32,910 33,370 △ 460 40,506 40,992 △ 485

国　債 1,845 1,859 △ 14 5,643 5,682 △ 38
地方債 439 440 △ 0 3,387 3,390 △ 3
社　債 30,625 31,070 △ 445 31,475 31,919 △ 443

その他 21,373 23,145 △ 1,772 19,103 20,417 △ 1,314
小　計 54,677 57,009 △ 2,331 59,935 61,783 △ 1,847

合　　　計 193,030 191,137 1,893 204,598 202,993 1,605

区　分 令和2年3月末 令和 2 年 9 月末
開示残高 担保・保証額 貸倒引当金 保全率 引当率 開示残高 担保・保証額 貸倒引当金 保全率 引当率

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 10,646 4,382 6,264 100.00％ 100.00％ 10,537 4,397 6,140 100.00％ 100.00％
危険債権 11,990 6,347 2,182 71.13％ 38.67％ 11,477 6,297 1,804 70.58％ 34.82％
要管理債権 425 278 23 71.02％ 16.09％ 394 234 21 64.93％ 13.68％

小　計 23,063 11,008 8,471 84.45％ 70.26％ 22,410 10,929 7,966 84.31％ 69.38％
正常債権 333,173 348,803

合　計 356,236 371,213

地域活性化の実現に向けて

コロナに負けるな！！コロナに負けるな！！
地域活性化の実現に向けて

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大による
緊急事態宣言の影響が大きかった飲食店を支援すると
ともに、感染症拡大が懸念されるなかでも業務を続け
る職員を労うため、全職員にテイクアウト手当を支給
しました。手当支給にあたっては、営業エリアの自治
体等から取り寄せた情報と当金庫取引先店舗をまとめ
た約３００店のテイクアウト実施店舗一覧を職員に配付
し地元飲食店の利用に努めました。

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けてお
られる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。京都北
都信用金庫は、これからも地域の皆さまの資金繰り支援
や、販路開拓・補助金申請など、ウィズコロナ、アフター
コロナにおけるお客さまへのご支援を続けてまいります。

　当金庫では令和２年３月１６日より、各営業店※に新型コロナウイル
ス感染症に関する「融資相談窓口」を設置するとともに、５月１日か
ら実質無利子・無保証料型の「京都府新型コロナウイルス感染症対
応資金」の取扱いが開始されることにあわせて、ゴールデンウィーク
期間中の５月２日、４日および９日には、お客さまの円滑な認定取得
や資金繰り相談を目的に、市町村の担当者も同席のもと休日相談窓
口を開設し、多くのお客さまにご来店いただきました。
　また、日々の営業活動においては、お客さまのコロナウイルス感
染症の影響や資金ニーズを細やかに聞き取り、積極的な資金供給に
努めてまいりました。
　まだまだコロナウイルス感染症の影響は続くものと思われますの
で、引き続き円滑な資金供給に努め、地域の事業者の皆さまととも
にウィズコロナ時代を乗り越えてまいります。
※融資業務を取り扱っていない店舗を除きます。

経営支援でコロナ対策！

　当金庫では、ビジネスフェアや商談会への出展支援、個別相談会・各種セミナーによる情報提供等により、お取引
先企業の売上げ増加のご支援をすることで、地域活性化の実現に取り組んでおります。今年度は新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、ビジネスフェアや商談会が軒並み中止となりましたが、補助金や助成金の情報提供およ
び個社対応の専門家派遣などの支援を行いました。
　1０月以降はオンライン商談会やオンラインセミナーなど、非対面による支援活動に取り組むとともに、新型コロナ
ウイルス感染症対策を取ったうえでの集合型セミナー等の開催や、例年好評をいただいている農商産品商談会「Ｆｏｏ
ｄ ｃｏｌｌａｂｏ ｌａｂｏ」等により、ウィズコロナ、アフターコロナに向けた経営支援を行ってまいります。

ほくと地域応援キャンペーン

円滑な資金供給でコロナ対策！
窓口対応でもコロナ対策！

テイクアウト手当でコロナ対策！

京都北都信用金庫は、
地域の皆さまとともにウィズコロナ、
アフターコロナを乗り切ります！

LINEによる事業者に
向けた有益な情報発信！

　コロナ対策関連の補助金やWEBセミナーの
ご案内など、事業者の皆さまにとって有益な
情報や、当金庫のおすすめ情報を配信してい
ます。是非、「友だち」登録をお願いします。

LINE
「友だち」登録で

コロナ対策！

Facebookによる情報発信！
　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動
および観光情報をもっとお客さまに知っていただ
くため、Facebookによる情報発信を行っていま
す。皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

ほくとしんきん　消費者ローンキャンペーンほくとしんきん　消費者ローンキャンペーン

キャンペーン期間　令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さまに抽選で

地域産品ギフトをプレゼント

ほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーン

「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙

コロナに負けるな！地元にエール！！コロナに負けるな！地元にエール！！

しんきんカーライフプラン

フリーローン

しんきん教育プラン しんきん一般個人ローン

ほくと応援家 しあわせスピード

対象商品

◆審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
◆各商品の詳細は、本支店窓口までお問合せください。なお、窓口に商品説明書をご用意しております。

◆無理なくご返済いただける範囲で、計画的にご利用ください。
◆このキャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【個人情報のお取扱いについて】
　京都北都信用金庫は、本応募でご提供いただいたお客様の個人情報については以下の通り定め、その利用目的の範囲で利用いたします。また、
ご本人の同意がある場合もしくは法令等に基づく開示が求められた場合を除いて、個人情報を第三者に開示することはございません。
◆収集する個人情報について
　本応募に関してお客様の個人情報として住所・氏名・電話番号等をご提供いただきます。
◆個人情報の利用目的
　本応募に関してご提供いただいた個人情報は「ほくと地域応援キャンペーン」の運用・管理、商品のお渡しに際してご本人への連絡のために利用
させていただきます。

申込日

ご住所

お名前

電話番号

金庫使用欄 店番 顧客番号 取扱店番

応募資格応募資格 ◆キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
   （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）

応募方法応募方法 ◆以下のいずれかによる方法でお申込みください。
　①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
　②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
　応募はお一人様1回限り

募集総数募集総数 ◆先着2,000件（200ユニット）
　1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。

抽選資格抽選資格 ◆「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま

抽選日・当選発表抽選日・当選発表 ◆令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
　当選者の発表は、当選者へ「当選のお知らせ」の発送をもって代えさせていただきます。

当選品の受け渡し当選品の受け渡し ◆「当選のお知らせ」発送後、1ヶ月以内に当選者にご来店いただき、店頭にて当選品をお渡しします。

 

来店不要で切替できます。
詳しくはこちらから

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認！

紙通帳から通帳アプリへ
ご利用
無料

0120-4910-86
くわしくは､本支店窓口または下記までお問合せください。

信用金庫営業日 9：00～17：00　携帯電話からはご利用できません。

コロナに負けるな！地元にエール！！

ほくと地域応援キャンペーン
令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

応募資格 ・キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
 （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）
抽選資格 「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま
応募方法 以下のいずれかによる方法でお申込みください。
 ①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
 ②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
 応募はお一人一回限り。
募集総数 先着2,000件（200ユニット）
 ・1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。
当選品 地域産品ギフト
抽選日 令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
当選発表 当選者への「当選のお知らせ」の発送をもって発表に代えさせていただきます。
当選品の 「当選のお知らせ」発送後、１ヵ月以内に当選者にご来店いただき、
受け渡し 店頭にて当選品をお渡しします。

対象商品
・しんきんカーライフプラン ・しんきん教育プラン
・しんきん一般個人ローン ・フリーローン
・ほくと応援家 ・しあわせスピード

地域産品ギフトを
プレゼント

※詳細は、本支店窓口までお問い合わせください。

各支店の
テイクアウトの様子も

Facebookで
発信しました！

窓口混雑予想
カレンダーも
Facebookで

発信しています！

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口
職員のマスク着用を義務化するとともに、遮蔽スクリーンの設置
やロビーの椅子を間引くなどして、営業店舗内での新型コロナウ
イルス感染症拡大の防止に努めています。
　また、ご来店のお客さまにも入店時のマスク着用や手指の消毒
をお願いするとともに、可能な限りにおいてインターネットバンキ
ング等の非対面取引や、混雑日を避けたご来店にご協力いただいております。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、まだ予断を許さない状況ですので、
引き続きお客さまのご協力をよろしくお願いいたします。

「京都府新型コロナウイルス感染症対応資金」の
実行状況推移（累積）
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預金積金の状況

預金積金の構成
（令和2年9月末現在）

貸出金の構成
（令和2年9月末現在）

貸出金の状況

　持続化給付金、定額給付金の入金や新
型コロナウイルス関連融資金の滞留を主な
要因として、普通預金などの流動性預金が
増加したことにより、令和2年9月末の預金
積金残高は、前年度末より519億円増加の
8,086億円となりました。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
受けられた事業者への新型コロナウイルス
関連融資の積極的な取組みにより、令和2年
9月末の貸出金残高は、前年度末から151
億円増加の3,701億円となりました。
　引き続き、地域活性化の実現に向けて円
滑な資金供給に努めてまいります。

2.その他有価証券
（単位：百万円）

1.満期保有目的の債券

損益の状況
　信用金庫の主な業務活動の利益を示す業務純益は前年同月末を129
百万円上回る878百万円を計上しました。また、経常利益は856百万
円、当期純利益は826百万円とそれぞれ前年同月末を上回りました。

　お客さまからお預かりしたご預金は、
特定の業種に偏ることなく、地域の皆さ
まに幅広くご利用いただいています。
　事業者の皆さまへのきめ細やかな訪問
活動に努めた結果、貸出金事業先数は前
年度末より82先増加し4,444先となり
ました。

　金融再生法による開示不良債権額は前年度末より 6 億円減少の 224 億円となりました。

（単位：百万円）

（単位：先、百万円）

有価証券の状況
　お客さまからお預かりしたご預金は有価証券でも運用しています。国債・地方債および格付けの高い債券を中心に安全性を
重視した運用を行っています。

　該当取引はありません。

金融再生法による開示債権の状況

自己資本比率の状況
　自己資本の額は前年度末より7億73百万円増加し289億12百万円となりました。金融機関の健全性、安全性をはかる指標であ
る自己資本比率は9.37％と、国内基準として定められている4％を大きく上回っており健全性を確保しております。

（単位：百万円）

（注）令和2年9月末の残高は、大口融資先をはじめ、令和2年4月1日から令和2年9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事実並びに業況悪化等の債務者区分の変更を必要とするその他
　　  の事象が認められる債務者について、当金庫の定める自己査定規程に基づき自己査定を実施した結果を開示しております。

貸出金の業種別内訳の状況

（注）
１．貸借対照表計上額は、

期末日における市場
価格等に基づいており
ます。

２．左記の「その他」は、
外国証券及び投資信
託等です。

３．時価を把握することが
極めて困難と認められ
る有価証券は本表に
は含めておりません。

自己資本比率の推移

用語のご説明

（単位：％）
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自己資本の額の推移
（単位：百万円）
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9.37％ 100
28,912百万円

リスク・アセット等 308,319百万円＝ ×

3,5053,516 3,550

預金積金残高 8,086 億円

貸出金残高 3,701億円

自己資本の額 28,912百万円 自己資本比率 9.37％

（単位：億円）

（単位：億円）

出資金・資本剰余金・利益剰余金などから構成され、一般貸倒引当金が一定の条件下において算入
されます。

リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）を、リスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価し
た資産金額のことです。

自己資本の額

リスク・アセット

個人ローン残高の推移
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個人6,424億円

一般法人
1,446億円

業績ハイライト 業績ハイライト

令和2年3月末 令和2年9月末
先数 貸出金残高 構成比(%) 先数 貸出金残高 構成比(%)

製造業 562 17,862 5.0 564 19,632 5.3
農業、林業 60 838 0.2 64 546 0.1
漁業 10 29 0.0 9 33 0.0
鉱業、採石業、砂利採取業 9 484 0.1 10 421 0.1
建設業 1,050 25,333 7.1 1,041 27,834 7.5
電気・ガス・熱供給・水道業 43 1,191 0.3 43 1,178 0.3
情報通信業 6 99 0.0 8 136 0.0
運輸業、郵便業 93 5,372 1.5 92 5,348 1.4
卸売業、小売業 837 27,348 7.7 850 30,268 8.2
金融業、保険業 21 31,986 9.0 24 35,445 9.6
不動産業 541 28,063 7.9 536 28,936 7.8
物品賃貸業 11 961 0.2 11 1,395 0.4
学術研究、専門・技術サービス業 59 1,347 0.3 65 1,398 0.4
宿泊業 138 11,729 3.3 139 13,203 3.6
飲食業 264 5,570 1.5 308 7,108 1.9
生活関連サービス業、娯楽業 211 7,375 2.0 235 8,193 2.2
教育、学習支援業 25 1,838 0.5 28 1,912 0.5
医療、福祉 163 10,729 3.0 162 10,926 3.0
その他サービス業 259 4,561 1.2 255 5,447 1.5

小　計 4,362 182,724 51.4 4,444 199,367 53.8
地方公共団体 15 37,873 10.6 15 37,664 10.2
個人 20,909 134,419 37.8 19,935 133,164 36.0

合　計 25,286 355,016 100.0 24,394 370,196 100.0

項目 令和元年9月末 令和2年9月末
業務純益 748 878

コア業務純益 554 995
経常利益 591 856
当期純利益 557 826

種類
令和2年3月末 令和2年9月末

貸借対照表
計上額 取得原価 差額 貸借対照表

計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が取得原価を

超えるもの

株　式 573 280 292 526 260 266
債　券 115,408 112,852 2,555 127,079 124,624 2,455

国　債 22,763 22,064 698 24,035 23,337 698
地方債 49,911 48,866 1,045 52,448 51,498 950
社　債 42,732 41,921 811 50,595 49,788 806

その他 22,370 20,994 1,375 17,057 16,325 732
小　計 138,352 134,128 4,224 144,663 141,210 3,453

貸借対照表
計上額が取得原価を

超えないもの

株　式 394 492 △ 98 325 373 △ 47
債　券 32,910 33,370 △ 460 40,506 40,992 △ 485

国　債 1,845 1,859 △ 14 5,643 5,682 △ 38
地方債 439 440 △ 0 3,387 3,390 △ 3
社　債 30,625 31,070 △ 445 31,475 31,919 △ 443

その他 21,373 23,145 △ 1,772 19,103 20,417 △ 1,314
小　計 54,677 57,009 △ 2,331 59,935 61,783 △ 1,847

合　　　計 193,030 191,137 1,893 204,598 202,993 1,605

区　分 令和2年3月末 令和 2 年 9 月末
開示残高 担保・保証額 貸倒引当金 保全率 引当率 開示残高 担保・保証額 貸倒引当金 保全率 引当率

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 10,646 4,382 6,264 100.00％ 100.00％ 10,537 4,397 6,140 100.00％ 100.00％
危険債権 11,990 6,347 2,182 71.13％ 38.67％ 11,477 6,297 1,804 70.58％ 34.82％
要管理債権 425 278 23 71.02％ 16.09％ 394 234 21 64.93％ 13.68％

小　計 23,063 11,008 8,471 84.45％ 70.26％ 22,410 10,929 7,966 84.31％ 69.38％
正常債権 333,173 348,803

合　計 356,236 371,213

地域活性化の実現に向けて

コロナに負けるな！！コロナに負けるな！！
地域活性化の実現に向けて

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大による
緊急事態宣言の影響が大きかった飲食店を支援すると
ともに、感染症拡大が懸念されるなかでも業務を続け
る職員を労うため、全職員にテイクアウト手当を支給
しました。手当支給にあたっては、営業エリアの自治
体等から取り寄せた情報と当金庫取引先店舗をまとめ
た約３００店のテイクアウト実施店舗一覧を職員に配付
し地元飲食店の利用に努めました。

　新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けてお
られる皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。京都北
都信用金庫は、これからも地域の皆さまの資金繰り支援
や、販路開拓・補助金申請など、ウィズコロナ、アフター
コロナにおけるお客さまへのご支援を続けてまいります。

　当金庫では令和２年３月１６日より、各営業店※に新型コロナウイル
ス感染症に関する「融資相談窓口」を設置するとともに、５月１日か
ら実質無利子・無保証料型の「京都府新型コロナウイルス感染症対
応資金」の取扱いが開始されることにあわせて、ゴールデンウィーク
期間中の５月２日、４日および９日には、お客さまの円滑な認定取得
や資金繰り相談を目的に、市町村の担当者も同席のもと休日相談窓
口を開設し、多くのお客さまにご来店いただきました。
　また、日々の営業活動においては、お客さまのコロナウイルス感
染症の影響や資金ニーズを細やかに聞き取り、積極的な資金供給に
努めてまいりました。
　まだまだコロナウイルス感染症の影響は続くものと思われますの
で、引き続き円滑な資金供給に努め、地域の事業者の皆さまととも
にウィズコロナ時代を乗り越えてまいります。
※融資業務を取り扱っていない店舗を除きます。

経営支援でコロナ対策！

　当金庫では、ビジネスフェアや商談会への出展支援、個別相談会・各種セミナーによる情報提供等により、お取引
先企業の売上げ増加のご支援をすることで、地域活性化の実現に取り組んでおります。今年度は新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、ビジネスフェアや商談会が軒並み中止となりましたが、補助金や助成金の情報提供およ
び個社対応の専門家派遣などの支援を行いました。
　1０月以降はオンライン商談会やオンラインセミナーなど、非対面による支援活動に取り組むとともに、新型コロナ
ウイルス感染症対策を取ったうえでの集合型セミナー等の開催や、例年好評をいただいている農商産品商談会「Ｆｏｏ
ｄ ｃｏｌｌａｂｏ ｌａｂｏ」等により、ウィズコロナ、アフターコロナに向けた経営支援を行ってまいります。

ほくと地域応援キャンペーン

円滑な資金供給でコロナ対策！
窓口対応でもコロナ対策！

テイクアウト手当でコロナ対策！

京都北都信用金庫は、
地域の皆さまとともにウィズコロナ、
アフターコロナを乗り切ります！

LINEによる事業者に
向けた有益な情報発信！

　コロナ対策関連の補助金やWEBセミナーの
ご案内など、事業者の皆さまにとって有益な
情報や、当金庫のおすすめ情報を配信してい
ます。是非、「友だち」登録をお願いします。

LINE
「友だち」登録で

コロナ対策！

Facebookによる情報発信！
　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動
および観光情報をもっとお客さまに知っていただ
くため、Facebookによる情報発信を行っていま
す。皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

ほくとしんきん　消費者ローンキャンペーンほくとしんきん　消費者ローンキャンペーン

キャンペーン期間　令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さまに抽選で

地域産品ギフトをプレゼント

ほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーン

「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙

コロナに負けるな！地元にエール！！コロナに負けるな！地元にエール！！

しんきんカーライフプラン

フリーローン

しんきん教育プラン しんきん一般個人ローン

ほくと応援家 しあわせスピード

対象商品

◆審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
◆各商品の詳細は、本支店窓口までお問合せください。なお、窓口に商品説明書をご用意しております。

◆無理なくご返済いただける範囲で、計画的にご利用ください。
◆このキャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【個人情報のお取扱いについて】
　京都北都信用金庫は、本応募でご提供いただいたお客様の個人情報については以下の通り定め、その利用目的の範囲で利用いたします。また、
ご本人の同意がある場合もしくは法令等に基づく開示が求められた場合を除いて、個人情報を第三者に開示することはございません。
◆収集する個人情報について
　本応募に関してお客様の個人情報として住所・氏名・電話番号等をご提供いただきます。
◆個人情報の利用目的
　本応募に関してご提供いただいた個人情報は「ほくと地域応援キャンペーン」の運用・管理、商品のお渡しに際してご本人への連絡のために利用
させていただきます。

申込日

ご住所

お名前

電話番号

金庫使用欄 店番 顧客番号 取扱店番

応募資格応募資格 ◆キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
   （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）

応募方法応募方法 ◆以下のいずれかによる方法でお申込みください。
　①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
　②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
　応募はお一人様1回限り

募集総数募集総数 ◆先着2,000件（200ユニット）
　1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。

抽選資格抽選資格 ◆「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま

抽選日・当選発表抽選日・当選発表 ◆令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
　当選者の発表は、当選者へ「当選のお知らせ」の発送をもって代えさせていただきます。

当選品の受け渡し当選品の受け渡し ◆「当選のお知らせ」発送後、1ヶ月以内に当選者にご来店いただき、店頭にて当選品をお渡しします。

 

来店不要で切替できます。
詳しくはこちらから

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認！

紙通帳から通帳アプリへ
ご利用
無料

0120-4910-86
くわしくは､本支店窓口または下記までお問合せください。

信用金庫営業日 9：00～17：00　携帯電話からはご利用できません。

コロナに負けるな！地元にエール！！

ほくと地域応援キャンペーン
令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

応募資格 ・キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
 （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）
抽選資格 「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま
応募方法 以下のいずれかによる方法でお申込みください。
 ①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
 ②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
 応募はお一人一回限り。
募集総数 先着2,000件（200ユニット）
 ・1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。
当選品 地域産品ギフト
抽選日 令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
当選発表 当選者への「当選のお知らせ」の発送をもって発表に代えさせていただきます。
当選品の 「当選のお知らせ」発送後、１ヵ月以内に当選者にご来店いただき、
受け渡し 店頭にて当選品をお渡しします。

対象商品
・しんきんカーライフプラン ・しんきん教育プラン
・しんきん一般個人ローン ・フリーローン
・ほくと応援家 ・しあわせスピード

地域産品ギフトを
プレゼント

※詳細は、本支店窓口までお問い合わせください。

各支店の
テイクアウトの様子も

Facebookで
発信しました！

窓口混雑予想
カレンダーも
Facebookで

発信しています！

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口
職員のマスク着用を義務化するとともに、遮蔽スクリーンの設置
やロビーの椅子を間引くなどして、営業店舗内での新型コロナウ
イルス感染症拡大の防止に努めています。
　また、ご来店のお客さまにも入店時のマスク着用や手指の消毒
をお願いするとともに、可能な限りにおいてインターネットバンキ
ング等の非対面取引や、混雑日を避けたご来店にご協力いただいております。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、まだ予断を許さない状況ですので、
引き続きお客さまのご協力をよろしくお願いいたします。

「京都府新型コロナウイルス感染症対応資金」の
実行状況推移（累積）

5月（令和2年） 6月 7月 8月 9月

36億円

107億円

163億円
198億円

229億円

237件

671件

995件
1,209件

1,383件
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KYOTO HOKUTO
SHINKIN BANK

京都北都信用金庫の現況
令和2年度 中間レポート

̶ 令和2年4月1日～令和2年9月30日 ̶

TOPICS 「ほくとしんきん」の出来事

5月

6月

7月

9月
8月

•新型コロナウイルス対応緊急資金にかかる「休日相談窓口」および
「ご相談専用フリーダイヤル」を設置しました。

•加悦支店、弥栄支店、田中支店、中筋支店において、昼休業時間帯
（11時30分～12時30分までの1時間）を導入しました。

•第50期通常総代会を開催しました。
•会長に森屋松吉が、理事長に吉田英都が就任しました。
•リコージャパン㈱京都支店と顧客紹介業務の取扱を開始しました。

•通帳レス「しんきん通帳アプリ」サービスを開始しました。

•福知山市と「公民連携促進に関する連携協定」を締結しました。

•「2021年オリジナルカレンダー写真コンテスト」の入賞作品を決定し
ました。

京都北都信用金庫  お客様サポートセンター
住所：〒626-0041　京都府宮津市字鶴賀 2054-1　電話番号：0120-4910-86　 FAX 番号：0772-25-1282

この印刷物は、環境負荷が少ない印刷システム「エコプリ」で製作しました。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

地域元気宣言の

http://www.hokuto-shinkin.co.jp/

8 月 福知山市との「公民連携促進に関する連携協定」締結式

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

掲載数

令和2年9月末現在

72件

　「観光口コミ情報」では、当金庫の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。

◎観光口コミ情報の発信

ご意見・ご要望に
関する窓口

受付時間：信用金庫営業日（９：００～１７：００）

　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コーナーで被害防止啓蒙の
チラシの配布を行ったり、多額の現金出金の際にはアン
ケートを活用して、被害防止に努めています。
　令和2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、大宮支店の
職員が京都府京丹
後警察署より感謝状
を拝受しました。

　地場産業である「丹後ちりめん」の振興を目的に、令和2
年７月から8月までの期間、25店舗において役職員223名
がゆかたやハッピを着用してお客さまをお迎えしました。

◎「ゆかたを楽しむ月間」の取組み◎金融犯罪防止に向けた取組み

前田支店

紙通帳から
通帳アプリへ

ほくとしんきんの
通帳レス口座

ご利用
無料

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認 !

詳しくはこちらから

来店不要 で
切替できます。

岩滝中央支店

大宮支店

地域活性化の実現に向けて

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大による
緊急事態宣言の影響が大きかった飲食店を支援すると
ともに、感染症拡大が懸念されるなかでも業務を続け
る職員を労うため、全職員にテイクアウト手当を支給
しました。手当支給にあたっては、営業エリアの自治
体等から取り寄せた情報と当金庫取引先店舗をまとめ
た約３００店のテイクアウト実施店舗一覧を職員に配付
し地元飲食店の利用に努めました。

ほくと地域応援キャンペーン

窓口対応でもコロナ対策！

テイクアウト手当でコロナ対策！

Facebookによる情報発信！
　当金庫の地域貢献や地域活性化に向けた活動
および観光情報をもっとお客さまに知っていただ
くため、Facebookによる情報発信を行っていま
す。皆さまからの「いいね！」をお待ちしています。

ほくとしんきん　消費者ローンキャンペーンほくとしんきん　消費者ローンキャンペーン

キャンペーン期間　令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さまに抽選で

地域産品ギフトをプレゼント

ほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーンほくと地域応援キャンペーン

「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙「ほくと地域応援キャンペーン」応募用紙

コロナに負けるな！地元にエール！！コロナに負けるな！地元にエール！！

しんきんカーライフプラン

フリーローン

しんきん教育プラン しんきん一般個人ローン

ほくと応援家 しあわせスピード

対象商品

◆審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
◆各商品の詳細は、本支店窓口までお問合せください。なお、窓口に商品説明書をご用意しております。

◆無理なくご返済いただける範囲で、計画的にご利用ください。
◆このキャンペーンは、予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【個人情報のお取扱いについて】
　京都北都信用金庫は、本応募でご提供いただいたお客様の個人情報については以下の通り定め、その利用目的の範囲で利用いたします。また、
ご本人の同意がある場合もしくは法令等に基づく開示が求められた場合を除いて、個人情報を第三者に開示することはございません。
◆収集する個人情報について
　本応募に関してお客様の個人情報として住所・氏名・電話番号等をご提供いただきます。
◆個人情報の利用目的
　本応募に関してご提供いただいた個人情報は「ほくと地域応援キャンペーン」の運用・管理、商品のお渡しに際してご本人への連絡のために利用
させていただきます。

申込日

ご住所

お名前

電話番号

金庫使用欄 店番 顧客番号 取扱店番

応募資格応募資格 ◆キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
   （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）

応募方法応募方法 ◆以下のいずれかによる方法でお申込みください。
　①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
　②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
　応募はお一人様1回限り

募集総数募集総数 ◆先着2,000件（200ユニット）
　1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。

抽選資格抽選資格 ◆「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま

抽選日・当選発表抽選日・当選発表 ◆令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
　当選者の発表は、当選者へ「当選のお知らせ」の発送をもって代えさせていただきます。

当選品の受け渡し当選品の受け渡し ◆「当選のお知らせ」発送後、1ヶ月以内に当選者にご来店いただき、店頭にて当選品をお渡しします。

 

来店不要で切替できます。
詳しくはこちらから

いつでもどこでも、
入出金明細や残高を
スマホで確認！

紙通帳から通帳アプリへ
ご利用
無料

0120-4910-86
くわしくは､本支店窓口または下記までお問合せください。

信用金庫営業日 9：00～17：00　携帯電話からはご利用できません。

コロナに負けるな！地元にエール！！

ほくと地域応援キャンペーン
令和2年11月2日（月）～令和3年3月31日（水）

応募資格 ・キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただいたお客さま
 （キャンペーン期間中に対象商品を融資実行いただき、完済となった方を除く）
抽選資格 「ほくと地域応援キャンペーン」に応募いただいたお客さま
応募方法 以下のいずれかによる方法でお申込みください。
 ①応募用紙（チラシ）に必要事項を記入のうえ窓口にご持参ください。
 ②当金庫ホームページ内の応募ページからご応募ください。
 応募はお一人一回限り。
募集総数 先着2,000件（200ユニット）
 ・1ユニットあたり10件とし、1ユニットから1件当選します。
当選品 地域産品ギフト
抽選日 令和3年4月中旬に当金庫所定の方法により厳正に抽選を行います。
当選発表 当選者への「当選のお知らせ」の発送をもって発表に代えさせていただきます。
当選品の 「当選のお知らせ」発送後、１ヵ月以内に当選者にご来店いただき、
受け渡し 店頭にて当選品をお渡しします。

対象商品
・しんきんカーライフプラン ・しんきん教育プラン
・しんきん一般個人ローン ・フリーローン
・ほくと応援家 ・しあわせスピード

地域産品ギフトを
プレゼント

※詳細は、本支店窓口までお問い合わせください。

各支店の
テイクアウトの様子も

Facebookで
発信しました！

窓口混雑予想
カレンダーも
Facebookで

発信しています！

　当金庫では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口
職員のマスク着用を義務化するとともに、遮蔽スクリーンの設置
やロビーの椅子を間引くなどして、営業店舗内での新型コロナウ
イルス感染症拡大の防止に努めています。
　また、ご来店のお客さまにも入店時のマスク着用や手指の消毒
をお願いするとともに、可能な限りにおいてインターネットバンキ
ング等の非対面取引や、混雑日を避けたご来店にご協力いただいております。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、まだ予断を許さない状況ですので、
引き続きお客さまのご協力をよろしくお願いいたします。


