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■営業店数と職員数�（平成16年3月末現在）� ■貸出金残高�

宮城県内�

宮城県外�

合　　計�

70ヵ店�

1ヵ店�

71ヵ店�

営業店数�

98.59%�

1.41%�

100.00%

構成比�

820人�

8人�

828人�

職員数�

99.03%�

0.97%�

100.00%

構成比�

■宮城県内への貸出金残高構成� ■宮城県内への消費者ローン残高構成�

（平成16年3月末現在）�

（平成16年3月末現在）� （平成16年3月末現在）�

宮 城 県 内 �

宮 城 県 外 �

合 　 計 �

491,790�

8,800�

500,591

貸出金残高�

98.24%�

1.76%�

100.00%

構成比�

（単位：百万円）�

（カッコ内は、構成比率を表します。）� （カッコ内は、構成比率を表します。）�

当行は、「地域から最も信頼され、地域に最も貢献する銀行」を目指し、宮城県に密着した企業活動を展開し、�
地域の皆様とのより高い信頼の構築に努めております。�

　当行では営業店71カ店のうち70カ店を宮城県内全域に

設置しております。県外は東京支店のみです。職員配置につ

いても828名のうち宮城県内に820名を配置しております。�

　また、お客様の利便性を高めるため、平成16年3月末現

在、宮城県内広域に店舗外ATMを112カ所、CDを１カ所設

置し、ネットワークの充実を図っております。�

　当行では、宮城県の地域経済の発展に貢献するため、中小

企業の方々への事業資金や個人のお客様への住宅ローン

など、幅広い資金ニーズにお応えしております。�

　平成16年3月末現在、宮城県内への貸出金残高は

4,917億円であり、当行の貸出金残高全体の98.24％とな

っております。�

宮城県に密着した企業活動� 宮城県内への貸出金の状況�

　中小企業のお客様には、地域企業支援特別融資「サポート

みやぎ」をはじめとした当行オリジナルローンのほか、県・市

町村の各種制度融資のお取扱いをしております。�

　平成16年3月末現在、宮城県内の中小企業への貸出金残

高は2,385億円であり、当行の宮城県内への貸出金残高の

48.50%となっております。�

　お客様のライフサイクルに応じた豊かなくらしづくりを応

援するため、住宅ローンや教育ローン、各種フリーローン等

をお取扱いしております。�

　平成16年3月末現在、宮城県内での住宅ローン残高は

1,348億円であり、当行の宮城県内への消費者ローン残高

の85.27%となっております。�

中小企業への貸出金の状況� 個人のお客様への貸出金の状況�

住宅ローンプラザ�

個人向け�
1,580億1百万円（32.13%）�

合　計�
4,917億90百万円�
（100.00%）�

中小企業向け�
2,385億29百万円（48.50%）�

合　計�
1,581億77百万円�
（100.00%）�

住宅ローン�
1,348億78百万円（85.27%）�

その他ローン�
232億99百万円（14.73%）�

地方公共団体向け�
498億66百万円（10.14%）�

その他�
453億92百万円（9.23%）�
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お客様の様々な「声」にお応えします�

0120－3000－39
平 日 9：00～20：00�
土・日10：00～17：00

営業時間�

●祝日・振替休日は休業（ただし、�
　祝日と土・日曜日が重複すると�
　きは営業いたします。）�
●12月31日～1月3日は休業�

ローンはサンキュ！�

カンタンコール�

0120－6000－39
受付時間 月～金曜日 �
　　　　　9：00～19：00�
　　　（土・日・祝日を除きます。）�

●「パーフェクトフリーローン」ご来店不要サービス開始�

　「銀行の窓口は行きづらい・・」と

いうお客様の声にお応えし、平成15

年10月より「ご来店不要サービス」

を開始いたしました。�

　ローンのお申し込みからご契約ま

で一度もご来店いただかずに、電話

と郵送だけで手続きが終了します。

　また、電話による受付時間も平日

9：00～19：00に拡大しました。�

●住宅ローンプラザ・オープン�

　平成16年2月に本店5階に住宅

ローンプラザを開設しました。平成

16年4月からは営業時間を延長・拡

大し、仕事帰りや土・日でもご利用い

ただけるようになりました。�

　専門スタッフがお客様のご相談を

承っております。また、住宅関連業者

の皆様にはeメール・FAXによる情

報サービス提供も行っております。�

●地域企業支援特別融資「サポートみやぎ」の発売�

　平成15年4月より中小企業のお

客様を支援するビジネスローン「サ

ポートみやぎ」（無担保・第三者保証

人不要）をお取扱いしております。

　平成16年3月には宮城県信用保

証協会の小額クイック保証を取り入

れ、さらにご利用しやすくなりました。

　平成15年度は1,412件、101

億円のご利用をいただきました。�

�

●「スーパーフリーローン」特別金利キャンペーン実施�

　平成15年10月から平成16年3

月まで特別金利キャンペーンを実施

し、期間中、通常金利年7.8%を特

別金利年7.5%でお取扱いさせて

いただきました。なお、ご好評により

平成16年9月30日までお取扱いを

延長いたしました。�

　店頭・郵送・FAXに加え、電話での

申し込み受け付けも開始しました。�

●住宅ローン繰上げ返済手数料の無料化�

　「住宅ローンの利用期間中に自由

に繰上返済をしたい」というお客様

の声にお応えし、平成15年8月より、

住宅ローンの一部繰上げ返済にと

もなう手数料を、東北地区の地方銀

行・第二地方銀行で初めて無料化い

たしました。�

　（ただし、全額返済の場合は所定

の手数料を頂戴します。）�

●中小企業における経営改善への支援�

　平成15年8月に企業支援プロジ

ェクトチームを増員・強化しました。�

　経営改善や経営再建に取り組ん

でいる中小企業のお客様に対し、

15名のスタッフが経営環境や経営

活動を多面的に分析し、様々な改善

アドバイスを行っております。�

　平成15年度は341先のお取引先

にサポート活動を実施いたしました。�
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仙台銀行ビジネスクラブ� 公益信託「仙台銀行まちづくり基金」�

仙台銀行ビジネスクラブ6周年講演会�
講師　岡野　雅行氏�

仙台青葉まつり すずめ踊り�

平成15年度助成先�
「風越七曲会」�
（本吉郡本吉町）�

どんと祭 裸まいり（仙台市）�

　「仙台銀行ビジネスクラブ（略称ＳＢＣ）」は、お取引先の後

継経営者や若手経営者を会員として構成されており、平成

16年3月末の会員数は701名となっております。�

　各種リポートによる情報

提供やインターネット上で

の新たなビジネスチャンス

のご提供、セミナーの開催

等により、会員企業の事業

活動をサポートしておりま

す。�

　宮城県内でまちづくり活動等に取り組んでいる方々を応

援するため、平成4年6月に創業40周年記念事業として公

益信託「仙台銀行まちづくり基金」を設立いたしました。�

　平成16年3月末の基金

残高は58,182千円です。

設立以来12年間で累計

32先､総額4,400千円の

助成を行っております。平

成15年度は4団体に助成

金を交付いたしました。�

地域お役立ち運動� 地域行事への参加�

　当行では「その声にお応えします」をキーワードに、お客様

の「声」を当行の業務活動に反映していく「地域お役立ち運

動」を継続して展開しております。�

　平成16年1月には全店で「お客

様アンケート」を実施し、当行に対す

るご要望をお寄せいただきました。�

　集計結果は、商品・サービス開発

や窓口接遇の改善等に活用させて

いただきます。�

　本店のある仙台市では、1月の「どんと祭」、5月の「仙台

青葉まつり」、8月の「七夕まつり」と四季折々に行事が開催

されます。当行では地域の一員として積極的に行事に参加し

ております。�

　また、各支店の所在地で

行われる行事にも積極的に

参加し、地域の活性化に協

力しております。�

当行は、各種セミナー、講演会等の開催や地域行事への参加を通じて、宮城県の地域発展に貢献していきたいと�
考えております。�

（岡野工業　株式会社　代表取締役）�
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●法律･税務相談室�

�

　当行顧問弁護士による法律無料相談を本店2階相談室に

て毎月開催しております。�

年金講演会（平成15年11月17日）�

講演会・相談会�

日

時

�

毎月第二金曜日（休日の場合は次週の金曜日）�
午後1時～3時　予約制�
（開催日前日の午前中までに電話でのご予約が必要です。）�
問い合わせ先　企画課　022-225-8241（代表）�

新春経済講演会（平成16年1月16日）�

税務相談�

●地域企業支援特別融資「サポートみやぎ」取扱開始�

●金利優遇住宅ローン取扱開始�

　「固定金利選択型住宅ローン・3年固定(当初3年間)」

　で、当行とのお取引項目に応じた金利優遇（最大1％）

　を開始しました。�

●パーフェクトフリーローン電話受付本格稼動�

　受付時間を平日9：00～19：00に拡大しました。�

●「おかげサマーキャンペーン」実施�

　「預けて当たる！ローンで当たる！」をキャッチフレーズ

　に、夏のキャンペーンを実施しました。�

●住宅ローン繰上げ返済手数料無料化�

●「地域お役立ち運動」開始�

●「スーパーフリーローン」特別金利キャンペーン実施�

●「スーパーフリーローン」電話受付開始�

●「パーフェクトフリーローン」ご来店不要サービス開始�

●「秋季講演会」開催�

　講師　政治評論家　岡村　和夫氏�

●「冬の感謝祭」実施�

　日頃から仙台銀行をご愛顧いただいているお客様方

　へ、さまざまな御礼をご用意し、感謝の気持ちをお伝え

　しました。�

●「新春経済講演会」開催�

　講師　（株）日立総合計画研究所　代表取締役社長�

　　　　前日本銀行副総裁　藤原　作弥氏�

●地域お役立ち運動「お客様アンケート」実施�

●宮城県信用保証協会付「サポートみやぎ」取扱開始�

●「住宅ローンプラザ」本格オープン�

●「情報センター」設置�

　地域中小企業者への営業・経営支援を目的に、推進部

　内に「情報センター」を設置しました。�

●スーパーフリーローン特別金利キャンペーン延長�

●「夏の感謝祭」実施�

　日頃から仙台銀行をご愛顧いただいているお客様方

　へ、抽選で宿泊券をプレゼントいたします。�

4月�

�

�

�

�

�

�

6月�

�

�

8月�

10月�

�

�

�

11月�

�

12月�

1月�

�

�

�

3月�

4月�

�

�

�

�

6月�

●年金講演会・相談会�

　年金のしくみや手続の方法、老後の資金計画などをテー

マに、社会保険労務士や当行ファイナンシャル・プランニング

技能士による「年金講演会・相談会」を開催しております。�

　講演会終了後には個別相談も承っております。参加は無

料でお取引のない方も参加

できます。�

　平成15年度は県内各地

で13回開催し、312名のお

客様にご参加いただきまし

た。�

�●定期講演会�

　毎年、時局や景気をテーマに本店9階講堂で講演会を開

催し､地域の方々に広く聴講していただいております。�

　定期講演会は昭和51年から開催しており、平成16年3月

末現在で、秋季講演会は28

回、新春経済講演会は29回

開催しております。�

　平成15年度は両講演会

に合計約400名のお客様に

ご参加いただきました。�

�

TOPICS
平成15年4月～平成16年6月トピックス�

法律相談室�

税務相談室�

　東北税理士会派遣の税

理士による税務無料相談を

本店2階相談室にて毎月開

催しております。�

平成16年�

平成15年�


