
長野信用金庫の概要
� （平成31年3月31日現在）
創 立：1923（大正12）年9月1日
本店所在地：〒380-8686�長野県長野市居町133番地1
店 舗 数：38本支店　店舗外ATM20ヵ所
常勤役職員数：587名
会 員 数：61,531名

インターネットホームページ：http://www.nagano-shinkin.jp/
当パンフレットのお問い合わせ先：�
長野信用金庫��総合企画部��電話：026-228-0221

■ 地域みらい応援部を新設
　平成30年7月に、地域活性化の活動を強化するための専担部署と
して、地域みらい応援部を新設しました。本支店を横断する組織であ
り、しんきんの支援活動の中心となる部です。11名が従事し、情報収
集、個々のプロジェクトに応じた態勢づくり、支援先とその関係先へ
の各種提案、外部連携機関の拡充、創業後の伴走支援、営業店の活
動支援などを主任務としています。

■ 第15回長野しんきんビジネスフェア2018
　2004年から毎年ビッグハッ
トで開催している「長野しんき
んビジネスフェア2018」は15
回を数え、平成30年5月16日
に269社・団体が参加、来場者
は過去最多の約2,700人とな
りました。783件の商談があ
り、149件のビジネスマッチン

グ（商談成約）が成立しました。第1回からのビジネスマッチング成立
の累計は1,558件となっています。

■ 地方自治体との連携
　長野市とのアドバイスパートナー協定をはじめとして、北信地域の
14自治体*と地域活性化をテーマとした包括連携協定を締結しまし
た。また、長野県と県内6信金が連携し、事業者の課題解決、農林業
の創出や観光地域の創生、子育て環境づくりや人口増加策などで支
援しています。
*�長野市・飯綱町・小布施町・中野市・千曲市・飯山市・野沢温泉村・木島平村・須坂市・高
山村・栄村・小川村・坂城町・山ノ内町（協定締結順）

■ 「しんみせ」応援プロジェクトがスタート
　しんきんは、長野市中心市
街地で官・民・金が一体となっ
た創業サポートを行うため、長
野しんきん「しんみせ」応援プ
ロジェクトを、平成30年4月
にスタートさせました。このプ
ロジェクトは、これから創業さ
れる方、創業後間もない方を

対象とし、事業の実現と継続を目指すプロジェクトです。平成30年
10月に2次審査を通過した7人にスタートアップ応援金を交付しまし
た。現在は地域みらい応援部の「まちづくりアテンダント」がお客さ
まに伴走支援しています。令和元年度は、当プロジェクトの対象エリ
アを北信地区全域に拡大し、創業支援を行う「しんみせサポーター」
を各店舗に配置しました。
しんみせ：新しくできたお店を意味し、「しんみせ」が「老舗」になるまで一緒に歩み続
けたい、という思いが込められています。

■ クラウドファンディング
　しんきんは、平成31年1月からクラウドファンディングサイト
「FAAVO(ファーボ)長野」の運営を開始しました。クラウドファンディ
ングは、サイト上で発表した取り組みやアイデアに共感した不特定多
数の人から事業資金等を募る仕組みで、さまざまな業種の事業者に
利用されています。「FAAVO(ファーボ)長野」では4プロジェクトを
公開し、2プロジェクトが目標金額を達成しました。

■ 各種セミナーを開催
　しんきんは、創業、事業承
継・M&A、補助金の各種セミ
ナーを開催しています。また、
専門家による無料個別相談も
実施し、親族内承継・従業員承
継・M&Aなどをアドバイスし
ました。

●�創業後セミナー・交流会：平成30年9月19日
●�事業承継セミナー：平成30年11月26日、同年12月4日、同年12月7日
●�事業承継・M&Aセミナー：平成31年3月6日
●�補助金セミナー・個人相談会：�平成31年2月26日、同年2月27日、同

年3月4日

お客さまの暮らしのお手伝いのための各種ローン
をご用意しています。
●��相談は無料です。お電話での来店予約・ご相談も承っています。
●��社会保険労務士による休日無料年金相談会を開催しています。�
（みらい館本店は第2日曜日、みらい館篠ノ井は第3日曜日）�
※最寄り店舗への予約が必要です。

●��土曜・日曜は相続関連届の受付事務を行っています。�
※お取引店舗への予約が必要です。

●�営業時間� 毎日9：00～17：00�土日も営業しています。　
●�休�業�日� 本　店：��毎週水曜日、土曜・日曜以外の祝日、年末年始

（12/31～1/3）
� � 篠ノ井：��毎週火曜日、土曜・日曜以外の祝日、年末年始

（12/31～1/3）

�のご案内

 本店
〒380-8686�長野市居町133-1（本店営業部内）

0120-610-221
TEL：026-268-0011��FAX：026-225-0226

 篠ノ井
〒388-8007�長野市篠ノ井布施高田72-2

0120-620-272
TEL：026-292-2277��FAX：026-293-3774

平成30年度  事業のご報告
（平成30年4月1日〜平成31年3月31日）

トピックス お客さまへの支援活動 しんきん、「SDGs（エスディージーズ）宣言」を公表
SDGsの目標である「持続可能な社会の実現」は、地域活性化に注力
するしんきんの行動指針「つなげる�ひろげる�地域のみらい」と合致
し、このSDGsを推進することは地域金融機関としての責務と考えま
す。しんきんは平成31年4月25日に「SDGs（エスディージーズ）宣言」
を公表し、SDGsの目標すべてを当金庫の中期経営計画の行動指針
に関連付け、地域の活性化に取り組んでいきます。
SDGs：��（Sustainable�Development�Goals）の略称。2015年9月の国連のサミットで

採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2030年ま
での国際社会共通の目標。
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新元号「令和」スタート!

　平成30年度の預金積金は、低金利の
状況下、定期性預金は減少したものの流
動性預金が大幅に伸長したことから、期
末残高は期中179億8百万円増加して、
7,887億74百万円となりました。
　貸出金は、住宅関連資金を中心に個人
消費性資金が順調に推移したほか、不動
産およびエネルギー関連の設備資金など
各種事業性資金に積極的に取り組んだ
結果、期中29億67百万円増加して、期末
残高は3,273億61百万円となりました。

　しんきんはみなさまからお預かりして
いる預金積金を貸出金のほか、国債・社債
等の有価証券と信金中央金庫への預け
金で運用しており、運用にあたっては、安
全性を重視した方針を堅持しています。
　平成30年度の有価証券は期中95億
12百万円減少して、4,239億70百万円と
なりました。
　預け金は、期中274億51百万円増加し
て、1,223億33百万円となりました。

　有価証券利息配当金の増加に加え、資
金調達費用の縮減に努めたものの、貸出
金利回り低下による貸出金利息の減少か
ら資金利益が減少し、その他業務費用の
増加もあり、業務純益は前期比3億94
百万円減少して、11億25百万円となりま
した。経常利益は与信関連費用が減少し
たものの、業務純益や株式等売買損益が
減少したことから前期比1億90百万円減
少して、20億15百万円となりました。
　一方、当期純利益は、固定資産処分損
の減少等により前期比3億53百万円増
加して、16億10百万円となりました。
業務純益：�基本的な業務の成果を示す金融機関固有の利益

指標です。
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■ 預金積金 （単位：億円）
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■ 貸出金 （単位：億円） ■ 貸出金使途別内訳 （単位：%）

3,273億円
（平成31年3月末）

設備資金
（23.2）

運転資金
（51.2）

住宅
関連資金
（21.3）

個人消費資金
（4.0）

国債 地方債 社債 株式 外国証券 その他の証券

平成31年3月末　合計 4,239

平成30年3月末　合計 4,334

平成29年3月末　合計 4,306

■ 有価証券の種類別構成 （単位：億円）

1,512 466 1,107 223 651277

1,533 534 1,277 233 607

148

1,566 614 1,351 220 541

12

■ 有価証券種類別残高 （単位：%）

4,239億円
（平成31年3月末）

その他の証券
（15.3）

社債
（26.1）

国債
（35.6）

地方債
（11.0）

外国証券
（6.5）

株式
（5.2）
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■ 業務純益 （単位：億円）
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■ 経常利益 （単位：億円） ■ 当期純利益 （単位：億円）

　自己資本比率は金融機関の健全性・
安全性をみる重要な指標の一つです。
　平成30年度末の自己資本比率は
24.98%であり、引き続き高水準の自己
資本比率を維持しています。
　また、リスクへの備えとしての自己資
本額は前期より11億94百万円増加し
て、726億99百万円となりました。その
ほとんどがみなさまからの出資金と特
別積立金で占めており、自己資本の質は
良好な水準にあります。

　金融再生法開示債権は、貸出金のほかに債務保証見返、外国為替、未収
利息などを含みます。
　地域の中小企業の経営環境は依然として厳しさが見られますが、企業再
生支援の強化や金融円滑化に積極的に取り組んだ結果、経営支援による業
績の改善などもあり、開示債権額は前期比38億76百万円減少して、166億
71百万円となりました。総与信残高に占める割合は前期比1.23ポイント低
下して、5.06%となりました。
　このうち、担保や保証、貸倒引当金などにより129億76百万円が保全され
ており、未保全額は36億95百万円になりますが、特別積立金667億77
百万円により十分にカバーされており、不良債権に対する備えは万全です。
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■ 自己資本比率と自己資本額

726715705

24.9825.0624.85

（単位：億円、％）
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■ 不良債権額と保全額 （単位：億円）
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特別積立金

業績のご報告平成30年度

しんきんの住宅ローンは、 
新築・増改築・土地購入など 

マイホームプランを応援します。

お子さまの教育費から充実した老後まで、
次の積立型商品をご用意しています。

定期積金：店頭金利+0.10%を 
9月30日までお取り扱い。
積立投信【つみたてNISA】

iDeCo【個人型確定拠出年金】
変額保険(有期型)

■  3種類の金利タイプから 
選択できます。

■  最長35年でゆとりを持った
返済が可能です。

■  最高1億円までご融資。

しんきんの 
住宅ローンのご案内

資産形成始めませんか

預金積金と貸出金 自己資本比率

不良債権〔金融再生法開示債権ベース〕

その他の運用

収益の状況


