
第110期 営業のご報告

平成29年4月1日 ▶ 平成30年3月31日

ミニディスクロージャー誌

ふ る さ と 福 井 県 と と も に
特集❶ お客さまのためにもっとできること
特集❷ 福邦銀行はアイデアを形にします！
特集❸ 住んでよし、訪れてもよしの福井 再発見
 歴史浪漫と潮風薫る湊町 『敦賀市』

第六弾
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地域のお客さまとともに成長する銀行を目指して
「粘り強く」、「たくましく」歩んでまいります。

取締役頭取

渡邉 健雄
取締役会長

三田村 俊文

地域社会への貢献
私どもは幸せな人間生活と豊かな社会づくりに貢献することを銀行活動の使命と
します。
健全なる経営
銀行の発展は、地域社会への貢献の証しであり、私どもの存在を可能とするため、
より健全な経営に心がけます。
活力ある職場
私どもが人間として尊厳を勝ちとるための練成の場として、明るく活力ある職場
づくりに努めます。

至誠の心
信頼の絆と責任を自覚し、お客さまにまごころを尽くします。
和の心
お互いの立場を理解し、喜びを分かち合う心を育てます。
進取の心
変化に対応する熱意と挑戦する心を養います。
共存共栄の心
お客さま第一に徹し、共存共栄の心で奉仕します。

経
営
理
念

福
邦
の
心

ふるさと福井県とともに

プロフィール（平成30年3月末現在／単体ベース）CONTENTS

P 01 ふるさと福井県とともに
P 02 経営理念・福邦の心／プロフィール
P 03 平成30年度運営方針
P 05 特集❶ 	お客さまのためにもっとできること
P 07 特集❷ 	福邦銀行はアイデアを形にします！
P 09 特集❸ 	住んでよし、訪れてもよしの福井	再発見	第六弾

　　　	歴史浪漫と潮風薫る湊町	『敦賀市』
P 11 業績ハイライト（単体）
P 13 もっと身近で便利に　ATMご利用案内
P 14 株主の皆さまへ

名 称 株式会社	福邦銀行
THE	FUKUHO	BANK,LTD.

本店所在地 福井市順化1丁目6番9号

創 立 昭和18年11月5日

資 本 金 73億円

総 資 産 4,646億円

預 金 4,269億円

貸 出 金 3,073億円

自己資本比率 8.14%		（国内基準）

店 舗 数 38カ店

従 業 員 数 486名

　皆さま方には、平素より福邦銀行をお引き立ていただき誠にあり
がとうございます。
　このたび、株主の皆さま、ならびに地域のお客さまに、当行の活
動実績や経営情報等の概要をまとめました第110期	営業のご報告
「ミニディスクロージャー誌」を作成いたしましたので、ご高覧賜れば
幸いでございます。
　当行グループは、経営強化計画に基づく諸施策を確実に実践し取
り組んでまいりました。引き続き「地域密着の徹底」を基本方針に、
地域経済の活性化を通じて、「地域のお客さまとともに成長する銀行」
を目指してまいります。
　今後とも、変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上
げます。

平成30年6月

ふくい桜まつり「越前時代行列」
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平 成 30 年 度 運 営 方 針

福井県の地域経済活性化に貢献

●	 役職員間の
	 コミュニケーション強化
●	 多様な勤務形態の促進
●	 女性職員の活躍機会拡充
●	 評価体系の見直し

●	 事業者向け取引の強化
	 ・徹底した本業支援
	 ・資金需要を創造する
	 　課題解決型提案営業
	 ・営業体制の強化
●	 個人向け取引の強化

1
営業基盤
の強化

3
活力ある職場

●	 取締役会
●	 経営会議・経営強化会議
●	 監査役会

●	 本部・営業店態勢の強化
	 ・店舗体制再編
	 ・本部組織再編
	 ・本部・営業店事務の効率化
●	 システム共同化への移行

2
効率的な
業務運営

4
経営管理態勢
の強化

目指す銀行像 基本戦略「地域のお客さまとともに成長する銀行」 「地域密着の徹底」〜相談しやすく親しみやすい銀行〜

次期勘定系システムの安全な移行と品質の確保	(平成31年1月～)

● 本業支援の専門化
● 地域の課題である事業承継・ 売上支援(販路開拓)の強化
● 生活支援の専門化、ライフサイクルに応じた個人取引強化 など

営業強化
戦略

● 本部生産性向上
● 営業店事務量削減 など

業務
効率化
戦略

● 評価体系も含めた人事制度の見直し
● 女性行員の積極的登用 など

人材育成
戦略

03 THE FUKUHO BANK,LTD.
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お客さまのために

1

特集

1 できること
わかりやすく！ 窓口でのタブレット活用 便利に！ WEBで完結、かんたん口座開設

当行は、ITを活用し、お客さまの
「わかりやすい！」「便利！」を追求してまいります。

個人のお客さま向けにスマートフォ
ンアプリ「口座開設アプリ」の取扱
を開始しました。「口座開設アプリ」
は、運転免許証をスマートフォンの
カメラで撮影のうえ、必要事項を入
力し送信することで、総合口座（普
通預金口座）の開設ならびに「ふく
ほうWEB バンキングサービス（イ
ンターネットバンキング）」も同時に
ご利用いただけます。

口座で給与を受取ることで、
Ｔポイントも貯まります！

本アプリの利用については、予めお使いのOSが対応可能かをご確認ください。なお、対応OSは当行ホームページ（口座開設アプリページ）にて記載しております。

詳細はWEBをご覧ください。

http://www.fukuho.co.jp

●	好評配信中

人気の商品など
各種ランキングも確認できます！

さまざまなライフイベントにかかる
費用もご確認いただけます！2 ●	お申し込みの流れ

検索ふくほう

タブレット端末を全店に導入し、投資信託をはじ
めとしたマーケット情報等が「わかりやすく」ご覧
いただけます。お客さまと「じっくり相談」し、「お
客さまの成長を支える」銀行として、引き続きラ
イフスタイルに応じた提案を行ってまいります。

口座開設アプリを
ダウンロード

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

運転免許証の撮影、
お客さま情報の
入力・送信

お申込手続き完了後、
約1週間で
通帳をお届け

印鑑届の
ご返送

通帳お受取後、
3日前後で

キャッシュカード等を
お届け

お得

わかりやすい
かんたん

もっと もっと

もっと
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「知的財産活用支援大賞」受賞！ 大企業の開放特許と中小企業とのマッチング事業

特集

2

当行は、11月30日(木)に日本弁理士会主催（後援：
経済産業省、特許庁、一般社団法人知的資産活用セ
ンター）の第4回知的財産活用表彰において、日本弁
理士会福井支部様のご推薦により、「知的財産活用
支援大賞」をいただきました。

ビジネスマッチングとして、営業店、地域ブロック、全店とあらゆる範囲での情報共有と紹介等を推進し、マッ
チング情報を切り口とした提案型営業を強化しております。平成29年度のマッチング成約は206件と過去最
高の件数となりました。また、毎年開催する大企業の開放特許とのマッチング「知財ビジネスマッチング事業個
別面談会」（近畿経済産業局、福井県発明協会と連携）を平成29年12月に開催、11先が商談を行い、その後
フォローアップを行っております。

当行は、地元企業の知的資産経営支援に力を入れております。これからもお客さまの新規事業
や商品開発にお役に立つ情報提供など積極的に行ってまいります。

福井県の伝統工芸品である越前和紙と、日本古来の塗料である漆喰とを融合し産学官金連携で商
品化となりました。今後も「和ブーム」に沿った様々な商品展開を当行がサポートしてまいります。

女性ターゲットの美容をコンセプトとした「姫肌RED・GREEN（生酵素ジュース）」や
「フレッシュジュース（季節のフルーツや野菜を使ったジュース）」等の商品開発を進め
ていた中で、アークレイ株式会社様の機能性食品素材「AGハーブMIX」を活用するこ

とで、本商品に＋αの美容効果（抗酸化、抗糖化等）を与え、新たに“キレイ
を飲むドリンク”として商品の差別化に成功することができました。

ワンネスサポート株式会社	様

キレイを飲む！ 健康と美容にこだわった「生酵素ジュース」CASE
 1

こちらのカレンダーには、漆喰塗料をコーティングした地元の越前和紙を使
用しております。漆喰には、「消臭、抗菌、抗ウイルス、VOCの吸着除去、
調湿」といった効果があるため、カレンダー、壁紙、車用和蔵紙シートなど、

多機能性による抑制効果が期待できる様々な商品開発に取り
組んでおります。

和プラス株式会社	様

漆喰+越前和紙で、多機能なカレンダーを開発！CASE
 2

法人営業グループ

今村省二
法人営業グループ

平田卓也

代表取締役　市橋	勝氏

祝

金融機関として
　　単独受賞は全国初！金融機関として
　　単独受賞は全国初！

当行は引き続き、マッチング情報を
切り口とした提案型営業を強化してまいります。

福邦銀行は をアイデアアイデア 形形 にします！ 何なりと
　ご相談く

ださい
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特集

3

住んでよし、訪れてもよしの福井 再発見 第六弾

敦賀市は、古くから天然の良港として知られ、大陸文化の玄関口として栄えた港町です。
平成29年4月、敦賀市、南越前町を含めた北前船に関連する11自治体が文化庁に申請していた
「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間～北前船寄港地・船主集落～」が日本遺産に認定されました。

敦賀市の魅力…季節ごとに楽しめる場所があること。春・
夏は、バーベキューやマリンスポーツ。秋は、紅葉の景色を
楽しむ。冬のスポーツ「スキー」や「アイスホッケー」ができ
る魅力がある。また、他県へ出入りがしやすいので、日帰り
旅行もできる。敦賀市は、大都会では味わえない楽しみを
秘めた市であると感じております。

敦賀支店　辻本 匡志 （アイスホッケー福井県代表）

敦賀商工会議所青年部主催
「こどもお仕事体験」に参
加。近隣の小学生が、地域の
様々な企業の仕事を体験す
ることで地元企業のことをよ
り知ってもらう目的で開催し
ております。

敦賀に残る北前船の名残の中でも
特筆すべきなのが「昆布の手すき加工
技術」です。包丁で削り出される薄絹のよ
うな昆布。昔から昆布交易中継地であり、北
前船の寄港地として栄えた敦賀に伝わる伝
統技術によってつくられています。今日では

全国の「おぼろ昆布」
生 産 量の約8割	
以 上を占めて	
い ま す。

福邦銀行
×

敦賀市

歴史浪漫と潮風薫る湊町

第73回国民体育大会
アイスホッケー競技成年男子第6位入賞！

ふくい桜まつり「越前時代行列」で、
福邦銀行は大谷吉継隊として参加しました。 金融教育を開催

江戸時代、北海道・東北・北陸と西日本を結んだ西回り航路は経済の大動脈であり、
この航路を利用した商船は「北前船」と呼ばれていました。北前船は、米をはじめと
した物資の輸送から発展し、船主自身が寄港地で仕入れた多種多様な商品を、別の
寄港地で販売する買い積み方式により利益をあげたことから「動く総合商社」と形容
されました。各地に繁栄をもたらした北前船の寄港地・船主集落は、今も日本海沿岸
を中心に数多く残り、時を重ねて彩られた異空間として人 を々魅了しています。

『北前船寄港地・船主集落』
　 が日本遺産に認定

敦 賀 市

大谷吉継
石田三成との
堅い友情に殉じた
敦賀城主

現在につながる敦賀のまち、湊の繁栄の
基礎は豊臣政権期に形成され、その差配
を行っていたのが大谷吉継でした。
この吉継の下で徴用されていた
敦賀の初期豪商の活躍により、
江戸時代に入ってから敦賀
湊は隆盛を迎えました。
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業績ハイライト（単体）

0
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1,000

1,500

平成28年3月期

1,142

506
359

平成29年3月期 平成30年3月期

コア業務純益 預金平均残高

経常利益 貸出金平均残高

当期純利益 自己資本比率

4,232

● うち個人預金

3,482 3,448 3,440
4,254

0

2,000

4,000

6,000

平成28年3月期 平成29年3月期 平成30年3月期

4,270
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● うち中小企業向け
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4
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前期比	△147百万円
359百万円

（単位	：	百万円） （単位	：	億円）

（単位	：	億円）

（単位	：	%）

（単位	：	百万円）

（単位	：	百万円）

前期比	＋16億円
4,270億円

前期比	△474百万円
534百万円

前期比	＋25億円
3,058億円

前期比	△325百万円
400百万円

前期末比	△0.45%
8.14%
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株主の皆さまへ

株式のご案内

株主優待について

１．事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日までの１年といたします。

２．株主総会 定時株主総会は毎年４月１日から３ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときにこれを
招集いたします。

３．定時株主総会の基準日 定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日といたします。

４．剰余金の配当の基準日 期末配当の基準日は毎年３月31日といたします。中間配当を行う場合には、毎年９月30日を
基準日といたします。

５．単元株式数 単元株式数は、1,000株といたします。

６．株式事務取扱場所 ❶ 株主名簿管理人
 東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社
❷ 同事務取扱場所
 東京都中央区八重洲一丁目２番１号　みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
❸ 郵便物送付先
 〒168－8507　東京都杉並区和泉二丁目８番４号　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
 （電話照会先）フリーダイヤル0120－288－324（ご利用時間	９：00～17：00	土・日・祝日を除く）
❹ 同取次所
 みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
 みずほ証券株式会社　本店、全国各支店および営業所
 株式会社福邦銀行　本店および各支店

７．公告方法 電子公告といたします。
（ただし、電子公告による公告ができない場合は、福井市において発行する福井新聞に掲載いたします。）

平成30年３月31日現在の１単元（1,000株）以上保有の株主様に次の株主優待を実施しております。

❶	金利上乗せ定期預金

❷	粗品進呈

ご利用期間　平成30年7月2日～平成31年6月28日

発 送 時 期　平成30年6月

▶︎	ご利用手数料が無料だから、出張時でも安心
お取引内容 曜日 ご利用時間／手数料

セブン銀行
（セブン-イレブン等に設置されたATM）

お引出し
お預入れ
残高照会

平日
土・日・祝日

イオン銀行
（全国のイオン・マックスバリュ・
	ミニストップ等に設置されたＡＴＭ）

お引出し
お振込み
残高照会

平日
土・日・祝日

▶︎	コンビニでお買い物のついでに

ローソン、ファミリーマート、ポプラ等 お引出し
残高照会

平日
土・日・祝日

▶︎	ご利用手数料が無料の県内金融機関

福井銀行、北陸銀行、県内4信用金庫
（福井信用金庫・越前信用金庫・敦賀信用金庫・
小浜信用金庫）、福井県JAバンク 

お引出し
お預入れ
お振込み
残高照会

平日
土・日・祝日

ＡＴＭご利用案内

お取引内容 曜日 ご利用時間／手数料

ゆうちょ銀行
お引出し
お預入れ
残高照会

平日
土曜

日・祝日

福邦銀行のキャッシュカードは
もっと身近で便利に

新システム移行作業のため、平成30年12月30日(日)～平成31年１月2日(水)は、当行ATMやインターネットバンキングなど全ての
オンラインサービスを休止させていただきます。休止期間中、当行のキャッシュカードによる他の金融機関、提携ATMでのお取引も
同様にご利用できません。ご入用の現金等は事前にご準備くださいますようお願い申し上げます。お客さまには、大変ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※お振込みは、別途振込手数料がかかります。

※お預入れは、「入金ネット」が貼ってあるATMでご利用になれます。
※お振込みは、別途振込手数料がかかります。

8:00 21:00

無料

無料

8:00 21:00

無料

無料

8:00 21:00

無料

無料

8:00 18:00 21:00

108 円216円 216円

216円

8:45

8:00 18:00 21:00

108 円

108円

216円

216円

216円

216円

216円

8:45

9:00 14:00
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第110期 営業のご報告

平成29年4月1日 ▶ 平成30年3月31日

ミニディスクロージャー誌

ふ る さ と 福 井 県 と と も に
特集❶ お客さまのためにもっとできること
特集❷ 福邦銀行はアイデアを形にします！
特集❸ 住んでよし、訪れてもよしの福井 再発見
 歴史浪漫と潮風薫る湊町 『敦賀市』

第六弾

『敦賀赤レンガ倉庫』は、外国人技師の設計によって1905年に石油貯蔵用の倉庫として建設された福井
県内でも有数のレンガ建築物です。2015年10月に北棟が鉄道と港の『ジオラマ館』、南棟が赤レンガ空
間を楽しみながら食事ができる『レストラン館』として生まれ変わりました。オープンガーデンと合わせて
鉄道と港の町敦賀の観光コア施設として、市内の様々な施設と結びつき、敦賀の魅力を提供します。

敦賀赤レンガ倉庫
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