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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
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理
念

福
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の
心

ふるさと福井県とともに
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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 1943年11月5日

資 本 金 73億円

総 資 産 4,441億円

預 金 4,177億円

貸 出 金 3,061億円

自己資本比率 7.61%		（国内基準）

店 舗 数 39カ店

従 業 員 数 426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。
　今般の新型コロナウイルス感染症に罹患された方々と、ご家族・関係者
の皆さまおよび感染拡大により影響を受けられた皆さまに謹んでお見舞い
申し上げます。
　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112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。

2020年6月
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目指す銀行像 「地域のお客さまとともに成長する銀行」

2020年度運営方針

●	 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

営業基盤の
強化

●	 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

効率的な
業務運営

●	 取締役会
●	 経営会議・経営強化会議
●	 監査役会

経営
管理態勢
の強化

●	 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

活力ある
職場

「地域密着の徹底」〜相談しやすく親しみやすい銀行〜基本戦略

福井の持続的発展
への貢献

福井銀行の
持続的発展に
向けた取り組み

福邦銀行の
持続的発展に
向けた取り組み

福井の未来創造に
向けた取り組み

未来Future

福邦銀行Fukuhobank
福井銀行Fukuibank

4つの「F」
福井Fukui

地域経済活性化に貢献

福井銀行との包括連携
「Fプロジェクト」
2020年3月公表
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福邦銀行が開催した
事業承継セミナーに

参加
セミナー後に行員がフォロー

担当から
専門家チームへトスアップ

M&A専門家チームによる
コンサルティング

契約成立まで
時間を十分にかけたケア

A 社さまへの
ヒアリング

各社との企業面談

A社さま、
B社さまの

マッチングが成立
M&Aで合意

A社さま
B社さまとの
面談・交渉開始

森田支店から
事業引継ぎ.net
にご登録

全国の提携金融機関
ネットワークによる

中小企業の
事業引継ぎを支援する

マッチング
プラットフォーム

B
A

地域の未来をつなぐ
ふくほうの
コンサルティング

福邦銀行では、創業から承継まで、企業さまのライフステージに
即したさまざまな経営サポートを行っています。特に全国的な問
題である事業承継。そのコンサルティングにおいて、これからの
地域の未来につながる事例がありましたのでご紹介します。

小浜市に拠点を構えるA社さまは、1985年
に創業。現代表である創業者の娘さんであ
るAさんが承継を希望しており、当行開催
のセミナーに参加。後日、担当者からのア
フターフォローでヒアリングを実施し、
M&A専門のチームにバトンパス。何社も
の面談を重ねた結果、北陸新幹線の延線事
業を見込んで事業拡大とエリア強化を計画
し、北陸エリアで引継ぎ会社を探しておら
れたB社さまとベストマッチング。両社さ
まが合意に達し、M&Aという形でご成約
につながりました。

小浜支店	松永支店長
1年超の面談・交渉の末ご成約とな
った当件。譲渡式は結婚式さなが
らの感動でした。セミナーで従業
員の雇用維持に対する真摯な思い
を話す代表の姿を今でも覚えてい
ます。そのお手伝いができ、嬉し
く思います。

福邦銀行では、ライフステージごとに、企業のあらゆる状況に対応し
た経営サポートを行います。経営相談、M&A、事業承継・自社株評
価等も行っており、各分野の専門家や提携機関とともに、専門資格を
有した行員がお手伝いいたします。

経営サポートに関するお問い合わせ先はこちら
営業統括部	法人営業グループ

0776-21-3630
受付時間
月～金曜日	9：00～17：00
（銀行窓口休業日を除きます）

特集

1

小
浜
市・ 
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社
さ
ま
の
事
例

事
業
承
継
支
援
と
M
&
A
情
報
提
供

● ふくほうが結んだ地域の縁

● 契約を見守った担当の声地域の事業承継問題

スペシャリストの
連携ネットワークで
サポート！

■	北陸の後継者不在率

2016年

55.7% 55.1% 58.2% 57.4%

2017年 2018年 2019年

小浜支店お取引先	A社さま

承継先を
見つけたい

お取引先	B社さま

事業拡大のため
引継ぎ会社を
探したい

2020年2月	M&A御成約式
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もっと便利な、ふく“ほー”特集

2
スマートフォンアプリ、PCサイト、店頭でのご利用がもっと便利に。
福邦銀行のサービスは日々、お客さまの利便性を高めるべく進化していきます。

　お客さまとの接点拡大のため、携帯電話番号を宛先
として短いメッセージを送信するSMS（ショートメッ
セージサービス）で当行の商品やサービス、キャン
ペーンのご案内をしています。

　スマートフォンやパソコンから24時間、365日、いつ
でもどこでも当行ゆめプラザへの来店予約が可能になり
ました。事前に来店予約をしていただくことでご指定の
時間にスムーズにご相談いただけます。

●	ご予約方法
パソコン画面
トップ画面「店舗・ATMのご案内」の「ローン・資産運用・保
険のご相談（ふくほうゆめプラザ）」
▶「ご来店予約はこちら」をクリック

スマートフォン画面
トップ画面「ローン・資産運用のご相談」
▶「ご来店予約はこちら」をタップ

ふくほうPark（アプリ）画面
トップの画面を左に一度スワイプ
▶	My	BANKページ「休日窓口」をタップ

　フェニックス通り支店の窓口営業時間を右記のとおり、延長（休日・
夜間）します。延長時間では、ご融資（個人／法人）	・資産形成などの
相談業務をメインとして、各種お手続きやお申込みなどでもご利用いた
だけ、併せて貸金庫のご利用時間も延長いたします。
　なお同支店内に併設する「ゆめプラザ」も同時間にて営業しております。

各種情報やクーポンがGET
でき、残高照会などご利用
いただける当行の公式スマ
ホアプリ「ふくほうPark」
がオープン1周年を迎えまし
た。また同時にページやサー
ビスをリニューアル。
これを記念した	T	ポイント30万ポイント山分けキャンペーンも今春実施しまし
た。これからも本アプリをご活用ください。

対 象 店 舗 フェニックス通り支店

住 　 所 福井市田原1丁目5番2号

営 業 時 間 月～金	9：00～19：00、土・日	10:00～17:00

定 休 日 祝日（土・日の場合を除く）、年末年始12/31～1/3

対象サービス 各種ローンのご相談、資産運用、保険、年金のご相談	等

SMSサービス開始

ゆめプラザ来店予約サービス開始

フェニックス通り支店	相談窓口を19時まで延長

福井銀行との業務提携の一環として、福井銀行が発行す
る電子マネー＋地域サービス一体カード『JURACA（ジュ
ラカ）』が福邦銀行でもお申込み受付を開始しました。

JURACAについて
福井銀行と㈱福井
新聞社が運営する
地域に特化したオリ
ジナルサービスが
一体となったカード
です。QUICPayと
nanaco、2つの電子マネーサービスが１枚で利用可能。
県内約400店舗で各種割引のほか多彩な優待サービスが
受けられます。
※	なおご利用には福井銀行「iica	JCBカード」への入会が必要
です。

福邦銀行小松支店は、福井銀行小松支店に店舗移転を
いたしました。同店舗で福邦銀行の通帳・証書・カー
ドを今まで通りご利用いただけるほか、福井銀行ATM
の利用手数料も無料です。これからも両行のネットワー
クと機能を相互活用し、効果的な運営によって創出さ
れる経営資源を、お客さま向けサービスの質の向上に
つなげてまいります。

電子マネー＋地域サービス一体カード
『JURACA』
福邦銀行店頭でもお申込み受付開始

小松支店移転、（バンクインバンク）
福井銀行・福邦銀行のサービスを同時に！

「ふくほうPark」
1周年&リニューアルキャンペーンを実施

iPhoneの方

Androidの方

iPhoneの方

Androidの方

WEBが
もっと便利に

WEBで店舗利用が
もっと便利に

店舗利用が
もっと便利に

ほーすけ
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浜
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高浜町

おおい町

若
狭
町

敦
賀
市

琵琶湖

若狭湾

福井県海浜自然センター 若狭路サイクリングに安心と快適を！

全国名水百選にも選ばれている瓜割の滝。水温が低く、その冷たさで瓜
が割れたという言い伝えから瓜割の滝の名がついたとされています。若狭
瓜割名水公園の奥に位置し、岩には苔が群生し、幻想的で神 し々い空気
が漂います。

数々の史跡や、風情あふれる
伝統的街並みも若狭路の魅力

水福井は豊かな水の国でもあります

歴史街道

住んでよし、訪れてもよしの福井 再発見 第十弾特集

3

全国名水百選 瓜 割 の 滝

言わずと知れたビュースポット 三 方 五 湖 レインボーライン山頂公園がリニューアル！
“まさに天 空 の テ ラ ス ”

街道宿場町の面影を残す 熊 川 宿

京都へ続いた歴史道 鯖 街 道

豊かな水が育む 
日 引 の 棚 田

熊川宿を流れる
前 川

美浜・若狭の両町にまたがる三方五湖は、久
く ぐ し

々子・水
すいげつ

月・菅
すが

・三
みかた

方・日
ひるが

向の五
つの湖からなる、福井県でも屈指の景観を誇ります。海水、淡水、汽水とそれ
ぞれ水質、水深が異なるため四季折々に神秘的な五彩の変化をみせてくれます。
中でもレインボーライン山頂公園付近は別格のビュースポットです。

３６０度の大パノラマが楽しめる山頂公園に「三方五湖に浮かぶ天空のテラス」が
コンセプトの、おしゃれなテラスが５カ所オープンしました！お気に入りのテラスからの
絶景を楽しむことができます。新しい施設には天候が良くない日も安心・快適に過
ごせる建屋も完備しています。

穏やかな内浦湾に面した斜面に約200枚の
水田が広がる高浜町「日引の棚田」は、
暮らしの中にある水の絶景。漁村、海、空
と田が織りなす景色は心を打つ美しさです。
「日本の棚田百選」にも選ばれています。

かつて鯖街道とも呼ばれた若桜街道に
沿って流れる清流です。休日になると芋
洗い器が川に仕掛けられます。せせらぎ
に癒される、時間がゆっくり流れる優し
い風情です。

大きな施設ではありませ
んが、若狭湾の豊かな海
やラムサール条約登録湿
地の三方五湖の自然や生
き物を学べ、魚のエサや
り体験や貝殻やビーチグ
ラス等を使ったクラフト
講座等の体験講座も開催
するなど内容も充実した
地元で人気の水族館です。
しかも入館料は無料です。

重要伝統的建造物群保存地区であり日本遺産の第一号に選出された
「若狭鯖街道・熊川宿」。日本風景街道にも登録され、奉行所や番所
跡など情緒あふれる街並みを今も残しています。

鯖街道（若狭街道）は、小浜を起点に若狭を経て京都へと結ぶ重要な街道でした。
1,200～1,300 年前を起源とされ、当時、経済・文化の中心であった京都との距離を縮
め、モノだけではなく、人や文化を流通させる大きな役割を担ってきました。

若狭鯖街道熊川宿資料館には、熊川宿や鯖街
道を紹介する貴重な資料が展示されています。

敦賀市、美浜町、若狭町、小浜市、おおい町、高浜町の
６市町で構成される「若狭路」（＝嶺南地方）は、すべて
の市町が若狭湾に面し、背後にはのどかな田園や里山を
擁する美しい風景が広がり、またそれぞれ歴史のある街並
みや食、産業、文化、特産物など豊かな個性を楽しむこと
ができる地域です。

若狭の自然も体験しながら学べます！ 美しい自然に恵まれた若狭路をサイクリングで楽しむ
方には自転車の駅があります。自転車の駅では、空
気入れや自転車用の簡易工具の無料貸出やトイレ
提供のサービスを行っています。

道の駅若狭熊川宿。もちろん自転車の駅でもあります。

目印はこのマーク

自
駅の
車転

福井　
ク
ルマ

を降り
て風を感じよ

う
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業績ハイライト（単体）

2018年3月期

359 372

217

2019年3月期 2020年3月期0

100

200

300

400

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

3,409

● うち個人預金

3,440

0

2,000

4,000

6,000

4,270 4,296
3,349
4,231

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

● うち中小企業向け

1,510

0

1,000

2,000

3,000

4,000

3,058

1,564

3,066

1,579

3,039

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

534

764

240

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期0

300
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900

400

247 216

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期0

100

200

300

400

500

2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末0

3

6

9 8.14 7.70 7.61

前期比	△154百万円
217百万円

（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	△64億円
4,231億円

前期比	△523百万円
240百万円

前期比	△27億円
3,039億円

前期比	△30百万円
216百万円

前期末比	△0.09%
7.61%
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▶︎	ご利用手数料が無料の金融機関
お取引内容 曜日 ご利用時間／手数料

福井銀行、北陸銀行、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

▶︎	全国で使える、出張時でも安心

セブン銀行（セブン-イレブン等に設置されたATM）
イーネット（ファミリーマート等に設置されたATM）
ローソン銀行（ローソン等に設置された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

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

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。）

2020年３月31日現在において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　2020年7月1日～2021年6月30日

発 送 時 期　2020年6月

ＡＴＭご利用案内

福邦銀行のキャッシュカードは
もっと身近で便利に

（2020年6月現在）

※お預入れは、手数料はかかりません。

7:00 18:00 23:00

110 円220円 220円

220円

8:45

※北陸銀行、福井県JAバンクではお預入れはできません。
※お振込みは、別途振込手数料がかかります。

8:007:00 23:0021:00

無料

無料

※お振込みは、別途振込手数料がかかります。

8:007:00 23:0021:00

無料

無料

7:00 18:00 23:00

110 円

110円

220円

220円

220円

220円

220円

8:45

9:00 14:00 21:00

8:00

※

13 14The Fukuho Bank,Ltd. The Fukuho Bank,Ltd.
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新キャラクター「ほーすけ」
福邦銀行とふくろうの嗚き声「ほー」、
お客さまを助ける（支援する）意味の「す
け」を組み合わせた、覚えやすく親しみ
やすい名前になりました。幅広い世代の
皆さまよりご応募をいただき、ありがと
うございました。


