
長野信用金庫の概要
� （2020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ATM23ヵ所
常勤役職員数：586名
会 員 数：61,549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

■ 災害等への対応
　しんきんは地域経済を守るため、みなさまの経営・生活のご相談に
迅速かつ柔軟に対応しています。
台風19号(令和元年東日本台風)
・特別相談窓口を設置・特別融資の取扱・「災害復旧ローン」（個人向

け）の取扱・「休日融資相談窓口」の設置・被災事業者向け「グループ
補助金」「持続化補助金」個別相談会開催

新型コロナウイルス感染症
・特別融資の取扱・融資相談窓口の設置・休日融資相談窓口の設置・

万
よろず

相談会・ローン返済や新規借入等の相談（個人のお客さま対象）

■ 北信まちづくりプラットフォームが発足
　北信地区の14市町村が連携して地域の課題解決に取り組む基盤
組織「北信まちづくりプラッ
トフォーム」が2019年12月
3日に発足しました。2020
年3月には信濃町も参加し、
15市町村に拡大しています。
しんきん職員が各市町村を
毎月訪問して情報や意見を
交換し、しんきんの金融機能と行政の機能を融合して相乗効果を生
み出すことが目的です。

■ 各種セミナーを開催（2019年度）
● 新規事業発掘セミナー（2019年6月14日）
● 求人ページ作成実践セミナー（2019年9月6日）
● 創業後セミナー・交流会（2019年9月26日）
● 事業承継M&Aセミナー（2019年11月21日、27日）
● ものづくり補助金活用セミナー（2019年12月4日）
● 人材雇用・助成金活用セミナー（2020年3月18日）
● キャッシュレス決済推進セミナー（5会場で開催）

■ 創業者育成スキーム～「しんみせ」応援プロジェクト
　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、
2018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、審査やプレゼンテーショ
ンを経て、事業の実現と継続を目指すプロジェクトです。2019年度
は、北信14市町村に対象地域を
拡大し、35先の創業者から申込
みがあり、最終選考において9先
が合格しました。

■ 第16回長野しんきんビジネスフェア2019
　2004年から16回目を数えるビジネスフェアを2019年5月15日
に開催しました。276社・団体が参加、来場者は約2,800人となり、と
もに過去最大を記録しました。
　商談件数は674件、商談成約件
数は187件となり、第1回からの
ビジネスマッチング成立の累計は
1,745件となっています。

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。
ローン相談・休日年金相談の来店予約がWEBで
できます。
●��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

2019年度  事業のご報告
（2019年4月1日〜2020年3月31日）

トピックス お客さまへの支援活動 台風19号により豊野支店が被災、早期に営業再開
　2019年10月12日上陸の台風19号は北信地区にも甚大な被害をもた
らし、しんきんでは豊野支店の1階部分が浸水（床上170㎝）、10月15日か
ら営業停止に追い込まれました。
　しんきんは地域で果たす信用金庫の役割と使命を思い起こし、営業店や
本部が懸命に豊野支店の復旧に努めました。その結果、被災して約2週間
後の10月28日から営業を再開しました。
　しんきんはまた、被災地の長野市をはじめ地方公共団体への救援活動を
行い、10月だけで延べ567名の職員がボランティアとして汗を流しました。 2020

しんきん

営業再開水位表示支店内被災

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。



WEB完結型融資商品をご紹介します。

　2019年度の預金積金は、法人・個人の
流動性預金および個人定期預金が大幅に
伸長したことから、期末残高は期中144億
24百万円増加して、8,031億98百万円と
なりました。
　2019年度の貸出金は、事業性資金の需
要が伸び悩んだものの、住宅関連資金を
中心に個人消費性資金が堅調に推移した
ことから、期中22億73百万円増加して、期
末残高は3,296億35百万円となりました。

　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。
　2019年度の有価証券は期中19億80
百万円減少して、4,219億90百万円となり
ました。
　預け金は、期中125億7百万円増加し
て、1,348億40百万円となりました。

　貸出金利回りの低下により貸出金利息
は減少したものの、有価証券利息配当金
の増加に加え、資金調達費用が横ばいで
あったことから、資金利益が増加し、業務
純益は前期比11億83百万円増加して、23
億9百万円となりました。
　一方、経常利益は株式等売買損益が増
加したものの、与信関連費用が増加したこ
とから前期比1億20百万円減少して、18
億94百万円となりました。当期純利益は、
前期比3億65百万円減少して、12億44
百万円となりました。
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■□ 貸出金 （単位：億円）

■□ 貸出金使途別内訳 （単位：%）

3,296億円
（2020年3月末）

設備資金
（23.0）

運転資金
（50.4）

住宅
関連資金
（22.4）

個人消費資金
（3.9）

国債 地方債 社債 株式 外国証券 その他の証券

2020年3月末　合計 4,219

2019年3月末　合計 4,239

2018年3月末　合計 4,334

■□ 有価証券の種類別構成 （単位：億円）

1,512 466 1,107 223 651277

1,427 442 1,077 199 568504

1,533 534 1,277 233 607

148

■□ 有価証券種類別残高 （単位：%）

4,219億円
（2020年3月末）

その他の証券
（13.4）

社債
（25.5）

国債
（33.8）

地方債
（10.4）

外国証券
（11.9）

株式
（4.7）
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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。
　2019年度末の自己資本比率は24.70%
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13億86百万円増加して、
740億85百万円となりました。そのほと
んどがみなさまからの出資金と特別積立
金で占められており、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、企業支援
等に積極的に取り組んだ結果、開示債権額は前期比13億43百万円減少して
153億28百万円となりました。総与信残高に占める割合は前期比0.45ポイ
ント低下して4.61%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123億61百万円が保全され
ており、未保全額は29億67百万円になりますが、特別積立金683億37百万
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
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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2019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。
■  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

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。

■ WEB完結型なら申込からご契約まで
ネットで完了！

※当金庫に口座をお持ちでない方、当金庫へお届けの氏名・住所等に変更の必
要がある方は、ご来店が必要になります。

■ マイカーローン
・マイカーの購入など、幅広いお使いみ

ちでご利用可能です。
・ご融資金額は最大1,000万円まで
■ フリーローン「五つ星」
・おまとめ、お借換えも含め、お使いみちは自由

です。
・事業資金にもご利用いただけます。
■ カードローン「ペアカード」「きゃっする」
・お使いみち自由なカードローン、急な出費にも

備えられます。

ご来店も郵送も不要です！
取扱商品


