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株式会社 福井銀行 経営企画グループブランド戦略チーム
〒910-8660 福井市順化１丁目1番１号　TEL.0776-24-2030（代表）
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商品・サービス・インターネットバンキング・資料請求に関するお問い合わせ

70120-291-552
ふ く い（は）こ こ に

※音声に従ってサービス番号を入力してください

その他のお問い合わせ 電話番号 受付時間
キャッシュカード紛失 カードサービスセンター 0120-456-727

365日　24時間
ＪＣＢカード紛失 JCB紛失盗難受付デスク 0120-794-082

ＤＣカード紛失 福井カード 0776-21-7994 平日　9:00～17:00
（時間外は自動音声案内） 

ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）に関するお問い合わせ 0120-291-860

平日　9:00～17:00
（銀行休業日を除く）

外貨両替のお申込み・お問い合わせ 0120-291-541

外為ＷＥＢサービスに関するお問い合わせ 0120-291-542

振り込め詐欺救済に関するお問い合わせ 0120-291-575

金融円滑化に関するご相談
相談受付 0120-291-889

苦情相談受付 0120-291-011

個人情報の取扱いに関するお問い合わせ 0120-291-028

銀行取引に関するご相談
（金融ＡＤＲ）

全国銀行協会相談室
HP https://www.zenginkyo.or.jp/adr/

0570-017109
03-5252-3772

※一般社団法人全国銀行協会は銀行法および農林中央金庫法上の指定紛争解決機関です。

ご意見・苦情
お客さま相談室
当行ホームページでも「ご意見・苦情」を
お受け付けしております。

0120-291-011

表紙：宮ノ下コスモス広苑
17.5ヘクタールの広大な敷地に、約1億本のコスモスが咲き誇る宮ノ下コスモス広苑。

毎年9月下旬から10月中旬頃に見頃を迎え、ピンクや赤、白など色とりどりのコスモス畑を楽しむことができます。
一画には世界のコスモス30種類も栽培されています。

お問い合わせ一覧



「誠実」 × 「情熱」 × 「行動」
「誠実」とは、相手を大切に思い

「情熱」とは、強い信念を持ち、最後まで諦めず
「行動」とは、実際の働きで示す

トライアングル・バランスの実現
福井銀行グループは豊かな地域社会の実現のために

「職員の満足（働きがい）」
「お客さま（地域）のご満足」

「株主の方 （々投資家のみなさま）のご満足」
をバランスよく高める経営を実現します

地域産業の育成・発展と地域に暮らす人々の豊かな生活の実現
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福井銀行の海外展開支援

今日の誓※1

一　自己を反省して人の悪口を言はさること
一　四恩※２を感謝して吾職務に精励すること
右　今日一日の務として實行を誓ひます

※1 「今日の誓」は創業者市橋保治郎翁が禅の思想に基づき提唱したもので、福井銀行職員は、この  
      「今日の誓」を行動のバックボーンとして業務に精励しております。
※2 四恩…先祖の恩、国家の恩、社会の恩、神仏の恩

当行の概要（単体）
名 称 株式会社 福井銀行 （The Fukui Bank, Ltd.）

所 在 地 〒910-8660 福井県福井市順化1丁目1番1号

電 話 0776-24-2030（代表）

ホ ー ム ペ ー ジ https://www.fukuibank.co.jp

設 立 年 月 日 1899年12月19日

資 本 金 179億65百万円

従 業 員 数 1,437名（出向者含む）

 （2018年9月30日現在）

店 舗
本支店／91か店  出張所／7か所  合計／98か店
店舗外自動機設備／128か所

（ATM運営会社・セブン銀行との共同設置を除く）

主 要 勘 定
預金等残高 2兆3,659億円
貸出金残高 1兆6,583億円
有価証券残高 5,941億円

株 式 の 状 況 発行済株式総数 24,144千株
株主数 8,149名

経営のコミットメント

当行の存在意義

役職員の日々の行動

企業理念

経営理念

行動理念

中期経営計画の進捗状況と
地域への思い

JURACAで毎日の暮らしを
もっと便利に、もっと楽しく

お取引先の海外での
事業拡大に向けたサポート

現金を持たなくても
生活できる社会

2019年3月期第2四半期累計の連結業績は、株式関係
損益が増加したものの、金融緩和で利ざやが縮小する厳
しい環境にあり、貸出金利息の減少などから減益となり
ました。しかしながら、個人預金及び法人預金が順調に
推移しており、また、貸出金に
ついても、事業性貸出金及び
消費者ローンがいずれも増加
し、新たな中期経営計画は順
調なスタートを切ることができ
ました。特に、事業性融資先数
と中小企業向け貸出残高が増
加していることは、将来の収益
基盤の構築の観点からも高く

頭取インタビュー

評価しています。お客さまとの接点を増やし、悩みや課
題にしっかりと寄り添うことができた結果であり、こうし
た取組みを続けていくことで、中長期的には当行の業績
の拡大にもつながると確信しています。

新たな中期経営計画『「企業理念」の実現に向けて（第1章）』がスタートして
半年が経過しましたが、進捗状況はいかがですか？

中期経営計画のテーマの1つ目の「お客さまをふやす・働く場所、働く人をふやす」の 
実現に向けた取組みを教えてください。

取締役 兼 代表執行役頭取

林 正博

地域とともに、
お客さまとともに、
時代の変化に合わせて
成長する

Q

Q

計数目標と実績
中期経営計画『「企業理念」の実現に向けて（第1章）』（2018年4月～2021年3月）

2018年3月期実績 2018年9月期実績 2021年3月期目標

事業性融資先数 9,848先 10,017先 10,500先

中小企業向け貸出残高 4,758億円 4,868億円 5,300億円

預り資産保有先数※ 33,965先 34,579先 40,000先

消費者ローン先数 66,037先 65,662先 70,000先
※投信、公共債、仕組債、外貨預金

従来は本部で行っていた融資の決裁権限を大幅に営業
店に委譲したことが、最も大きな変化です。お客さまの
ニーズを一番よく理解している営業店において、支店
長がお客さまの立場にたって決裁を行うことで、スピー
ディーにお客さまの事業展開を支えることが可能となり
ました。福井において人口減少と急激な少子高齢化の
進展が想定されるなか、地元企業の業績改善を通じて

地域の「働く場所」と「働く人」を増やすことが地域金融機
関の使命であり、結果として当行のお客さまが増えるこ
とを目指しています。決算書や担保の中身だけでなく、
経営者の人柄、資質、意欲を適切に見極め、お客さまの
事業性理解を通じた適切かつ積極的なリスクテイクをス
ピード感をもって行っていきます。
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人観光客の決済環境の整備を目的として、QRコード決
済サービス「WeChatPay（ウィーチャットペイ）」「ALIPAY

（アリペイ）」の導入支援も行っております。

今回の中期経営計画では、企業理念に定める福井の発
展に寄与していくことを明確に示したものですが、こう
した取組みは過去から継続して行ってきたことである
ため、大きな混乱もなく、順調なスタートが切れました。
お取引先企業の経営課題の解決や事業拡大の支援、観
光産業の振興に向けた取組みについて、これまで以上に

「早さ」と「深さ」にこだわりながら、取組みをさらに広げ
ていくことが目標です。中部縦貫自動車道の開通、北陸
新幹線の開業などの交通網の整備により、福井県のビジ
ネス環境が大きく変わりつつあるなか、「企業理念」の職
員一人ひとりへのさらなる浸透を図り、地元企業の改革・
躍進を後押しし、福井県の持続的な発展に貢献してまい
ります。

みなさまには、今後ともより一層のご支援、ご愛顧を賜り
ますよう、心からお願い申し上げます。

組みを通じて、地域の発展に貢献することを働きがいと
し、企業理念の実現に向けて真剣に取り組む職員を増や
していきます。また、役職員の心身の健康があってはじ
めて組織の活力が生まれるとの認識のもと、「働き方改
革」の実践による総労働時間の削減と「健康経営」も推進
していきます。

働く場所、働く人を増やすためには観光産業の発展に
よって人の交流を増やすことも不可欠であり、当面は外
国人観光客をいかに福井に取り込むかが最大の課題で
す。2017年の訪日外国人数は2,869万人と5年連続で
過去最高を更新する一方で、福井県においては訪日外国
人旅行者の数が少ないのが現状です。しかしながら、福
井には豊かな観光資源があり、観光は非常に伸び代が
大きい産業であると言えます。そのため、外国人旅行者
に福井県の魅力を伝えるための情報発信や、海外対応
ATMの設置などのインバウンド対応を行っていきます。
加えて、地域経済活性化支援機構（REVIC）と提携し、観
光集客施設を運営する当行のお取引先に専門家を派遣
し、経営課題を解決するためのコンサルティングを行う
こととなりました。この取組みを通じ、業績向上につなが
るコンサルティングの実践ノウハウの習得・蓄積を図る
とともに、観光を軸とした同地域の面的活性化にもつな
げてまいります。

外国人は簡単・便利な電子決済を好む傾向にあり、クレ
ジットカードや電子マネー決済の導入で集客や客単価
アップにつながり、地域経済へのプラス効果が期待でき
ます。当行は、電子マネーサービスと独自の地域サービ
スを一体で提供するカード「JURACA（ジュラカ）」を2年
前から開始しました。様々なキャンペーンを実施するとと
もに、地域の小売店などに対し、キャッシュレス化の必要
性の啓発を行うなど、JURACAの普及に向けた様々な取
組みを進めてきた結果、キャッシュレス決済ができる小
売店・飲食店数も着実に増加しています。また、訪日中国

頭取インタビュー

福井銀行の人づくり

「企業理念」 × 「行動理念」
「企業理念」の実現に向け「行動理念」に従い行動する人財

当行グループのあるべき人財

基本施策
先輩から 自分から 社会から 仲間から

OJT 自己啓発・研修 社会とのかかわり 人づくり塾

OJTマニュアル（心構え） 研修プログラム・
自己啓発ガイドライン

一人ひとりの働き方改革
お客さまから学ぶ 魂の伝承

お客さまのニーズが高い事業承継支援やM&A（合併・
買収）などの課題解決を行う専任部署をコンサルティン
ググループとしてチームからグループに格上げし、営業
店と本部が連携してお取引先の経営課題の解決に向け
たコンサルティングを行う体制を強化しています。中期
経営計画の最も重要なテーマ「お客さまをふやす・働く
場所、働く人をふやす」の実現のためには、これまで以上
にお客さまとの深い対話を重ねながら、課題解決策を
迅速に提供することが必須です。そのため、営業店がお
取引先との密なコミュニケーションを通じて経営課題や
ニーズを的確に把握し、より専門性の高い本部が、経営
課題の解決に向けたコンサルティングを後方から支援す
る体制により、組織の知恵を結集したより質の高いコン
サルティングを目指しております。
今後は、課題解決のお手伝いを通じて得られたノウハウ
や成功事例を銀行グループ全体で共有することで、職員
のレベルアップを図っていきます。同時に、当行のコンサ
ルティングのメニューと実績を広くお取引先に知ってい
ただき、多くのお取引先の経営解題の解決につなげてい
きます。

限られた経営資源で成果を最大限に発揮するため、1つ
の建物に複数店舗を集約する店舗内店舗方式による店

4つ目の「人づくり革命」の
取組みについて教えてください。

最後に、地域への関わり方についての
お考えをお聞かせください。

インバウンド対応のためには
キャッシュレス化も必須ですね？ 

舗網の再編を進めています。営業店を集約する一方で、
営業店の機能を高め、お客さまのより高度なニーズに対
応できる店舗づくりを進めています。同時に、お客さま
の接点拡大につながる営業担当者の人員増強を行って
おり、法人部門については、きめ細かい対応ができる女
性の営業担当者を多く配置しています。また、個人のお
客さまに対しては、より高度な知識や経験を有する営業
担当者を配置し、資産運用や相続などのお手伝いを行っ
てまいります。

地元の活性化には優秀な職員の存在が不可欠です。企
業理念である「地域産業の育成・発展と地域に暮らす
人々の豊かな生活の実現」に向けて取り組む職員を銀行
として本気で育成し、この取組みを通じて職員自らの自
己実現にもつなげていくという考え方を行内に示すため
に「人づくり宣言」を行いました。
当行の「人づくり」の特徴は、「先輩から」「自分から」業務
分野ごとでの知識やスキル専門性を高めていく通常の
プログラムに加え、「社会から」「仲間から」学ぶ視点を追
加したことです。「社会から」では、お取引先の経営者な
ど地域のために汗を流しておられる方との対話を通じて
銀行員の視点では得られない気づきを一人ひとりの成長
につなげていきます。「仲間から」では、頭取である私を
塾長とした「人づくり塾」を通じて福井銀行職員としての
あり方、考え方を繰り返し伝承していきます。こうした取

数年前から注力している観光振興の
取組みの状況について教えてください。

3つ目の「選択と集中」の取組みについて
教えてください。Q

Q

Q

Q

Q

2つ目の「コンサルティング機能の強化」
の取組みについて教えてください。Q
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メトロポリタン銀行(フィリピン)

ベトコムバンク(ベトナム)

海外拠点
海外提携銀行
行員派遣実績有り
サポートサービス

インドステイト銀行
(インド)

カシコン銀行
(タイ)

交通銀行(上海)
上海（行員派遣）

青島

中国銀行(北京)

バンクネガラインドネシア
(インドネシア)

ふくいベトナムビジネスサポートプラザ
（ハノイ・ホーチミン）

バンコク駐在員事務所

シンガポール

販路・
調達先拡大

人材
採用・育成

情報発信

当行の海外拠点や
現地の提携先と協力し
海外での事業拡大を
サポート

県内企業のグローバル化が進むなか、経済成長を続ける中国、東南アジアを中心とする
海外市場の取り込みが重要な課題となっています。
当行は、海外駐在経験を有するスタッフが海外拠点と連携し、
海外での事業拡大に向けた幅広いサポートを行っています。

販路拡大・調達先拡大

● セミナーによる情報提供・個別相談会

● ビジネスマッチングによるビジネスパートナーの紹介

人材採用・人材育成

情報発信

海外展開支援
福井銀行の

福井には、優れた製品や技術を持つ中小企業が数多く
存在します。そうした企業の販路拡大や調達先の拡大に
貢献するため、様々なサポートを行っています。

海外での事業拡大には、各国の事情
に精通した優秀な現地のスタッフを
確保することが欠かせません。当行
では、各団体や大学と連携し、外国
人の採用や育成に向けたサポートを
行っています。

海外での事業拡大に必須な外国語で
のWebサイトの構築には専門知識
が必要です。当行は、外部企業と連携
し、Webサイトの多言語化のサポー
トを行っています。

Webサイト多言語化セミナー
インバウンド対応や海外への販路拡大を目
指す企業向けに、多言語化ツールを利用し
たWebサイトの多言語化についてご説明
しました。

Webサイト多言語化開発ツールの紹介
Webサイト多言語化開発ツールを運用す
る企業と提携し、海外展開を目指す当行の
お取引先にご紹介しています。

外国人留学生と県内企業の合同企業説明会
外国人高度人材の採用を希望する県内企
業さまと福井県での就労を希望する外国人
留学生の出会いの場を提供しました。

外国人人材活用セミナー
外国人技能実習制度の最新情報と活用事
例、外国人留学生の採用と定着について各
分野の専門家をお招きし、ご説明しました。

海外販路拡大セミナー
インターネットを活用した海外販路拡大に
フォーカスした2つのセミナーを開催しま
した。

ビジネスマッチングとは？
事業拡大を望む企業に対し、当行の
ネットワークを最大限に活かして当
行のお客さま企業のなかから最適な
ビジネスパートナーをご紹介し、ビ
ジネスで結びつけるサービスです。

Ｍfair バンコク2018ものづくり商談会
タイでの部品調達・販路拡大を目指す企業
に対し、ニーズにあった現地企業とのマッ
チングをサポートしました。

越境ECプラットフォームを活用した
中国での販路拡大支援
中国消費者向け日本商品特化型越境EC
プラットフォームを運営するインアゴーラ
社と連携し、中国でのECサイト構築から販
売計画の策定、販売促進施策の立案のサ
ポートを行っています。

アセアン・中国ビジネス個別相談会
企業さまが抱える海外進出・海外展開・拠
点運営における課題・問題点について各国
の専門家が個別にアドバイスしました。

FBCハノイ2018ものづくり商談会
ベトナムでの部品調達・販路拡大を目指す
企業に対し、現地の製造企業と商談を行え
る機会を提供しました。

当行の
お客さま

企業

紹介

商談

相談

福井銀行

事業拡大
を望む
企業
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 現金を持たない
「キャッシュレス社会」ってなに？

最近、「キャッシュレス」という言葉を新聞などで多く見かけるようになりました。
今回は、キャッシュレス化の現状やメリットについてご紹介します。

キャッシュレス支払い手段の例

電子マネー モバイルウォレットデビットカードクレジットカード

キャッシュレス社会とは？
カードやスマホ一台さえあれば、商品の購入や公共交通料金の支払いなどができるようになり、
現金を持たなくても日々を送ることができるようになる社会をいいます。

キャッシュレス決済の浸透は世界的な流れです
今、ヨーロッパやアメリカ、中国でも6割がキャッシュレスになっていますが、日本はまだまだ遅れています。
おサイフケータイや電子マネー、クレジットカードの普及など、キャッシュレス化の下地は整っていますが、
現金への信頼が高く、キャッシュレス化が進んでいないのが現状のようです。

こんなにある！ キャッシュレスのメリット
キャッシュレス社会を構築することで、私たちの生活が便利になるだけでなく、
治安の向上や犯罪の抑制、店舗や企業が効率化して生産性が向上するなど、多くのメリットがあります。

現金をおろしにATMに並ぶ必要がありませ
ん。また、スピーディーにお支払いできるの
で、小銭がいらず財布がかさばりません。

現金を持ち歩かないので、強盗やひったく
りなどの犯罪抑制につながります。

利用額に応じてポイントがたまるので、
毎日の暮らしがおトクになります。

会計ミスや、お店側の現金管理の手間が省
けるので、生産性の向上につながります。

利用履歴が残るので、お金の動きを簡単に
把握することができます。

お金の流れが記録されるので、脱税や犯罪
へのお金の使用が抑制されます。

現金を持つ必要がない 治安が向上する

ポイントでお得 店舗や企業の効率化

お金の動きが把握できる お金の不透明さをなくす

キャッシュレス社会の構築に向けた福井銀行の取組み
福井銀行は、以前より福井のキャッシュレス社会の構築に向けた様々な取り組みを進めています。
カードやスマートフォンを使った便利な金融サービスを提供し、地域の活性化を図っています。

キャッシュレス社会の構築は、インバウンド対策に有効！
2017年の訪日外国人数は2,869万人で5年連続で過去最高を更新しており、
2018年にはさらに上回る3,000万人が現実味を帯びてきました。外国人は簡単・便利な電子決済を好む傾向にあり、
キャッシュレス社会の構築で集客や客単価アップにつながり、地域経済へのプラス効果も期待できます。

● 各国のキャッシュレス決済比率の状況（2015年）

生活者にとってのメリット 社会にとってのメリット

● 訪日外国人観光客のカード払い利用調査結果

【 JURACA 】
２種類の電子マネーと、福井ならでは
のサービスを提供する多機能型カード
です。地元企業との連携を強化し、飲
食店などJURACAが使える店舗の増
加に注力しています。

10人のうち9人が東京でカード払いを
利用しようとした。

出典：Visa社委託調査： BLACKBOX社「外国人旅行者に関する調査」

出典：世界銀行「Household final consumption expenditure（2015年）」及び BIS「Redbook Statistics（2015年）」の非現金手段による年間決済金額から算出
※中国に関しては Better Than Cash Alliance のレポートより参考値として記載

しかし、いつもカード払いを利用できたの
は5人のうち2人だけだった。

詳細はこちら
https://www.juraca.jp/

詳細はこちら
https://www.fukuibank.co.jp/

personal/useful/visa_debitcard/
詳細はこちら

https://www.fukuibank.co.jp/mf/

【ふくぎんVisaデビットカード】
クレジットカードと同じ使い方で、預金
口座から直接お支払いできるカードで
す。口座残高の範囲内でのご利用なの
で、使いすぎる心配がありません。

【マネーフォワード for 福井銀行】
登録されている銀行、クレジットカー
ド、電子マネーの履歴を自動で取得し、
家計簿を作成するアプリです。お金の
流れを見える化し、支出管理がカンタ
ンに行えます。

もしカード払いを利用できる商業施設が
あったらもっとお金を使うと思う

カード払いの成功率

利用しようとした人のうち

そう思う
66%

非接触
かざすだけで決済

（QUICPay、nanaco、ICOCAなど）

決済と同時に
金額を預金口座から引き落とす

QRコードやバーコードをカメラや
スキャナで読み込み決済

（アリペイ、ウィーチャットペイなど）

クレジットカード会社が発行した
カードで決済

（JCB、Visa、Mastercardなど）

韓国 中国 カナダ イギリス オーストラリア スウェーデン アメリカ フランス インド 日本 ドイツ

89.1%

60.0% 55.4% 54.9% 51.0% 48.6% 45.0%
39.1% 38.4%

18.4% 14.9%
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長年地域の方に親しまれている

味噌や麹はもちろん、味噌や麹と融合した

限定のスイーツがたくさんありました！ 

素敵な薪ストーブもあってゆったりとした

時間を過ごせますよ♪

福井県内のメーカー
約40社が製造する約3,000本以上の

最新人気フレームを展示・販売しています。
体験工房ではめがね型ストラップや
オリジナル眼鏡をつくることも

できますよ♪

こんなに便利 ！
JURACAの電子マネー
サインなし！ 約1秒で支払い完了！
普段の買い物はJURACAをかざすだけ
でスピーディーに支払い。さらに、小銭
いらずで財布の中もすっきりします！
※レジでお支払いになる際、「QUICPay（クイックペイ）で」「nanaco（ナ

ナコ）で」と、どちらの電子マネーをご利用になるかをご申告ください。

あなたのスタイルにあわせた買い物ができるから、
とっても使える！JURACAは、QUICPayとnanaco
どちらもご利用いただけます。

ベル専門店、パリオ専門店、ハピリンモール、
黒川クリーニング、きはちらくはちで利用す
ると、JCBのポイントプログラム「OkiDokiポ
イント」が2倍たまるのでおトク！

クイックペイご利用代金は、福井銀行発行
のクレジットカード「iicaJCBカード」のご利
用代金とあわせてのご請求になり、事前に
チャージ（入金）する必要がありません。
※一部、クイックペイをご利用できない商品・サービスがございます。
※クイックペイ1回あたりのご利用可能上限額は2万円になります。

現金またはクレジットカードから
チャージしてお使いいただけます。
通常セブン-イレブン店頭などで
nanacoを申込むと発行手数料300
円（税込）が必要ですが、JURACAな
ら発行手数料が無料です！

買い物するたびにポイントがたまる！
クイックペイをご利用いただくとOki Doki
ポイントが、nanacoをご 利 用 いただくと
nanacoポイントがたまります。

これらの店舗のほか、応援店・告知店として、色々
な企業との提携を進めています。

JURACAをご利用いただくには、福井銀行発行のクレジット
カード「iica JCBカード」への入会が必要です。

QUICPay 後払い式電子マネー 事前チャージ不要

nanaco 前払い式電子マネー 事前チャージ必要

いこっさ！ 福井
～ ふ く ジ ェ ン ヌ 通 信 ～

鯖江市新横江2-3-4
☎ 0778-42-8311
 ショップ／10：00-19：00

　 博物館・体験工房・カフェ／10：00-17：00
 年末年始

丹生郡越前町東内郡4-604
☎ 0778-34-0643
 9：00-18：00　  水曜日

とろとろ卵のオムライスが

定番メニュー！

オシャレで居心地の良いお店です♪

勝山市平泉寺町平泉寺勝山城博物館駐車場内
☎ 0779-88-5691　  10：00-17：30　  夏期無休（冬期は水曜日）

北陸で唯一放牧飼育をしているというジャージー牛の濃厚な牛乳から作られたソフトクリームは別格の美味しさですよ♪その他、プリンやチーズケーキ、シュークリームなど様々なスイーツも
販売しています。

坂井市丸岡町里丸岡3丁目10
☎ 0776-66-8787
 11：00-20：45（ラストオーダー）　
 水曜日、第2火曜日（他火曜日は16：00まで）

福井市中央1-9-23　☎ 0776-24-1250　
 9：30-19：00　  水曜日

福井の老舗果物店！ 
旬の果物はもちろん、
ショーケースには

見た目もカワイイスイーツ
も並んでいて、
見ているだけで

ワクワクします♥

坂井市三国町北本町4丁目4-46
☎ 0776-81-3574
 11：00-16：00
 水曜日・不定休

世界に一つだけのオリジナル提灯を作る
ことができます！ 一から丁寧に教えてい
ただけるので、小さなお子さまから大人ま
で誰でも楽しく作ることができますよ♪

丸岡産100％・挽きたて・
手打ちに徹底的にこだ
わったおそばを豊富なメ
ニューで味わうことがで
きます！

福井市春山2丁目25-1
☎ 0776-43-0525　  11：00-17：00

 水曜日、お盆、年末年始、臨時休業あり、
　 月曜日が祝日の場合の翌火曜日

勝山市村岡町寺尾51-11
かつやま恐竜の森内
☎ 0779-88-0001
 9：00-17：00（入館は16：30まで）
 指定した休館日

福井を代表する観光スポット♪
カナダ、中国の博物館と並び、

「世界三大恐竜博物館」と言われているそうです。
野外では化石発掘体験などもでき、

1日中楽しめます！ 

三方上中郡若狭町三宅93-4-1
☎ 0770-62-2611
 11：00-14：00・17：30-21：30（ラストオーダー)
 火曜日（月曜日はランチのみ）

敦賀ヨーロッパ軒

めがねミュージアム

あさひ愛農園

ラブリー牧場みるく茶屋

大宮亭

フルーツのウメダ 福井駅前本店

三国提灯いとや工房

みそカフェmisola

恐竜博物館

和伊和伊亭

10

1

2

8

4

6

5

7

9

3

敦賀・美方エリア

丹南エリア

丹南エリア

奥越エリア

坂井・あわらエリア

坂井・あわらエリア

福井エリア

福井エリア

利用可

利用可

利用可

利用可

利用可

眼鏡購入のお客さまに
「めがねふき」プレゼント（精算時）

同伴の方全員にアイス類
1個50円引き（事前提示）

2,000円以上お買い上げの方に
米粉の焼き菓子を1つプレゼント（事前提示）

1ドリンクまたはアイスクリームサービス
（お食事のお客さま2名さままで：事前提示）

粗品進呈（精算時）

敦賀市相生町2-7 ☎ 0770-22-1468
 11：00-20：00   月・火曜日（祝日は営業）

福井名物ソースカツ丼の有名店！
大人気のソースカツ丼はもちろん、

ジューシーなメンチカツがのっている
パリ丼やAランチ・Bランチもおすすめ♥

利用可

年会費
発行手数料

¥0

1,000円以上お買い上げで5％OFF（精算時）
※ただし他の割引との併用不可

次回使える100円割引券
プレゼント（精算時）

創業180年以上の老舗「米五

のみそ」さんのみそカフェ♪

みそはもちろんのこと、麹を

使ったメニューなので身体

に良いのが嬉しい！ 

次回使えるジェラートサービス券
プレゼント（精算時）

常設展示100円引き

JURACAで毎日の暮らしをもっと便利に、もっと楽しく
JURACAは、QUICPay（クイックペイ）、nanaco（ナナコ）の２種類の電子マネーサービスと、
福井県ならではのオリジナルサービスが一体となったカードです。JURACAが利用できるお店や、
提示すると様々な割引や優待が受けられるお店が拡大しています。
そんなお店の一部をふくジェンヌがご紹介します。

小浜・高浜エリア

奥越エリア

利用可

通常体験料（1名3,500円）
より200円割引（精算時）

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示

JURACA
提示
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業績ハイライト

2018年9月期の決算についてお知らせします。

  主要損益の状況
業務粗利益・業務純益・コア業務純益 〈単体〉 経常利益・中間純利益 〈単体〉
（単位:億円） ■ 業務粗利益　■ 業務純益　■ コア業務純益 （単位:億円） ■ 経常利益　■ 中間純利益

2017年9月期 2018年9月期

200

150

100

50

0

122

15 17

132

24 19

2017年9月期 2018年9月期

75

50

25

0

13 11

47

28

  自己資本比率〈単体〉   不良債権

0

200

400

600

0

2.00

1.50

1.00

0.50

2.50

2017年3月末 2018年3月末 2018年9月末

不良債権残高　　　　　　不良債権比率（単位: 億円） （単位:  %）

267
361

276

1.60

2.23

1.68

貸出金利息、有価証券利息配当金が減少したことなどから、業務粗利益、業務純益及びコア業務純益は前年同期比減益となりました。
与信関連費用が増加したことなどから、経常利益、中間純利益ともに前年同期比減益となりました。

2018年9月末の単体自己資本比率は貸出金の増加を主因としたリスクア
セットの増加を主因に9.05％と前期末比低下しておりますが、健全性を十分
に確保しています。

2018年9月末の不良債権残高は、お取引先の経営改善のお手伝いや不良債権
処理を進めたことで前年度末比9億円減少し、267億円となりました。
また、総与信に占める割合は、前年度末比0.08ポイント改善して1.60％となり
ました。

北陸３県内での貸出金は１兆２，５８１億円、（うち福井県内１０，１９１億円）であり、
貸出金全体の７５．９％（うち福井県内６１．５％）となっております。

中小企業等向け貸出金残高は期中１２６億円増加し１０，０３３億円となり、総貸出
金残高の６０．５％となりました。また、貸出先は、期中１４９先減少し７４，２９０先と
なりました。

住宅ローンが期中３８億円増加したことなどから、消費者ローンは、期中４６億
円増加して期末残高は５，０７３億円となりました。

預り資産預金等

2017年3月末 2018年3月末 2018年9月末

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（単位:億円） 預金　　　　譲渡性預金

23,338

22,193 22,550

1,144 1,10822,539

21,497

1,042

23,659

2017年3月末 2018年3月末 2018年9月末

1,000

750

500

250

0

（単位:億円） 公共債（国債等）　　　投資信託　　　保険（定額・変額・終身）

330335

962

339

905
975

684
583 579

  預金等残高・預り資産残高

譲渡性預金を含む預金等は、法人・個人・金融が増加したことから、全体で
期中３２１億円増加し期末残高は２兆３，６５９億円となりました。

公共債(国債等)は、期中５億円減少し期末残高は３３０億円となりました。投資
信託は期中４億円減少し期末残高は５７９億円となりました。保険(定額・変額・
終身)は、期中１３億円増加し期末残高は９７５億円となりました。
公共債（国債等）：額面ベース　投資信託：純資産残高ベース（口数×基準価額÷１万口）

保険（定額・変額・終身）：払込保険料の合計額

44.4％

31.4％
当行

信金・労金

24.2％
地銀・第2地銀

39.2％
当行

30.2％
信金・労金

30.6％
地銀・第2地銀

お客さまからの高い信頼に支えられて、福井県内にお
いて、福井銀行は、預金・貸出金ともにトップシェアを
保っております。引き続き、地域のみなさまから信頼
される銀行を目指してまいります。

  預金・貸出金シェア
（2018年9月末現在）

貸出金

貸出金残高の地域別内訳 中小企業等向け貸出金

消費者ローン

2017年3月末 2018年3月末 2018年9月末

18,000

12,000

6,000

0

（単位:億円）

16,28816,031 16,583

貸出金

2017年3月末 2018年3月末 2018年9月末

6,000

4,000

2,000

0

（単位:億円）

5,027

4,760

5,073

4,798

266 274

住宅ローン　　　　　その他のローン

4,920

4,679

241

福井県
61.5%

石川県
9.6%

富山県
4.8%

その他
24.1%

0

5,000

15,000

10,000

0

65,000

70,000

75,000

2017年3月末 2018年3月末 2018年9月末

貸出金残高　　　　　　貸出先数（単位:億円） （単位:先）

9,9079,417

74,29073,973 74,439

10,033

2018年9月末（単位：億円）
福井県 10,191
石川県 1,597
富山県 793
その他 4,001
合　計 16,583

  貸出金の地域別内訳・中小企業等向け貸出金

  貸出金残高・消費者ローン残高

福井県内の預金シェア 福井県内の貸出金シェア

貸出金は、消費者ローンを含む中小企業等向け貸出が増加したことから、期中
２９５億円増加し期末残高は１兆６，５８３億円となりました。
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0
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1,200

1,800
（単位:%）
（国内基準）

（単位:億円）

2017年3月末 2018年3月末 2018年9月末

9.059.39 9.07

1,073 1,085 1,092

単体自己資本総額　　　　　　単体自己資本比率
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株式についてのご案内

「福井しあわせ元気」国体・障スポへの支援
2018年9月～10月に「福井しあわせ元気」国体・障スポが行われました。
福井銀行は、選手のみなさんが練習の成果を存分に発揮されるとともに、スポーツの力で福井全体が
盛り上がることを願い、オフィシャルサポーターとして、大会を成功に導くための様々な支援を行いました。

「福井しあわせ元気」国体では福井県が大健闘し、50年ぶり2度目の男女総合優勝に輝き「天皇杯」を獲得。
また「皇后杯（女子総合優勝）」も初めて手にしました。

「福井しあわせ元気」国体には、当行に所属する職員から3選手が出場しました。

野村 有香 選手（福井県代表）
陸上競技　400mハードル

佐々木 絵菜 選手（福井県代表）　
ホッケー競技

西山 英樹 選手（富山県代表）※写真左
ボクシング　ミドル級

大会運営の協力・サポート

福井銀行のCSR

スポーツ振興の取組み
福井銀行は、地域活性化の一環として、地域スポーツを応援しています。

大会運営のボランティア等の参加
国体・障スポのボランティアに参加し、
来場者や選手たちを温かくお迎えしまし
た。また、選手へのメッセージカード作
成や競技審判などでも協力し、約700名
の職員が大会運営等に関わりました。

「はぴりゅう広場」への出店
国体・障スポ期間中、開・閉会式会場近
くの「はぴりゅう広場」にて地元企業が福
井県の魅力を発信するブースを展開。
当行も出店し、1億円の重さ体験や金融
クイズ、観光活性化プロジェクトチーム

「ふくジェンヌ」が作ったオリジナル観光
ガイドブックの配布などを行いました。

高等学校野球（硬式）の入場券販売業務への協力
国体開催競技のうち、唯一入場料が必要
な高校野球（硬式）の入場券販売業務を、
当行が担当しました。当日券のみの販売
のため、連日、早朝から千人以上の高校
野球ファンが長い行列を作りました。

福井銀行からも3選手が国体に出場！！

株主優待制度
毎年３月３１日現在の株主名簿に記載された当行株式３００
株以上保有の株主さまを対象とさせていただきます。
なお、初回である今回は、2018年9月30日現在の株主さ
まを対象としております。

株主優待制度の内容
地元福井県の特産品または社会貢献活動に対する寄付
から保有株式数に応じて選択していただきます。

今回、2018年9月30日現在の株主さまを対象とした株
主優待につきましては、以下の優待品または寄付のいず
れかをお選びいただきます。

○ 優待品
平成30年度福井県産「いちほまれ」特別栽培米２ｋｇ

○ 寄付
公益財団法人福井銀行教育福祉財団への寄付

事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定時株主総会
6月中

基準日
定時株主総会  3月31日
剰余金の配当 期末 3月31日
 中間 9月30日
なお、配当金のお受取りには、お近くの当行本支店の預
金口座振込みをご指定くださいますと早くて便利です。

株式事務取扱場所、取次所
（1）株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 三菱UFJ信託銀行株式会社

（2）事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
 三菱UFJ信託銀行株式会社
 大阪証券代行部

公告方法
電子公告の方法により、当行ホームページ

（https://www.fukuibank.co.jp）に掲載いたします。

当行株式についてのお問い合わせ先
70120-094-777
受付時間：土・日・祝日等を除く　平日9：00～17：00

郵便物送付先
相続手続以外 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
相続手続 〒540-8694 大阪東郵便局私書箱第455号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株式お手続き用紙のご請求を
インターネットでも受付いたしております。

三菱UFJ信託銀行株式会社のホームページアドレス
https://www.tr.mufg.jp/daikou/

（上記URLの「特別口座に関するお手続き（上場会社）」よりお入りください。）

証券保管振替制度をご利用の方は、
お取引口座のある証券会社へご照会ください。

※優待品のお届けは、2019年１月下旬を予定しております。
※「いちほまれ」について
「コシヒカリ発祥の地」福井において開発された次世代を担う新しいお米で、絹のような
白さと艶、粒感と粘りの最高の調和、口に広がる優しい甘さが特徴です。一般財団法人
日本穀物検定協会 平成29年産米の食味ランキングにおいて最高評価「特Ａ」を取得し
ました。「いちほまれ」に関する情報はこちらから（https://ichihomare.fukui.jp)

※ご賛同いただきました株主さまからの寄付につきましては、当行がまとめて寄付を行い
ます。なお、領収書の発行はいたしかねますのでご了承ください。

※公益財団法人福井銀行教育福祉財団について
当行の創業者である市橋保治郎翁の創業理念と報恩感謝の精神を引き継ぎ広めてい
くために、学校教育に対する支援活動と社会福祉団体等に対する支援活動を設立以来
永年にわたり実施している公益財団法人で当行内に事務局を設置しております。
公益財団法人福井銀行教育福祉財団に関する情報はこちらから（https://www.
fukuibank.co.jp/csr/education/ewf/)

保有株式数 優待品または寄付

300株以上1,000株未満 3,000円相当

1,000株以上 5,000円相当

保有株式数 優待品

300株以上1,000株未満 ２袋（計４ｋｇ）

1,000株以上 ４袋（計８ｋｇ）

保有株式数 寄付金額

300株以上1,000株未満 3,000円

1,000株以上 5,000円

はぴりゅう
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