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当行は、「地域から最も信頼され、地域に最も貢献する銀行」を目指して、�

宮城県に密着した企業活動を展開し、�

地域の皆さまとのより高い信頼の構築に努めております。�

当行の預金の状況� 宮城県内の預金の状況�

当行における地域貢献活動とは� 地域に密着した企業活動�

■営業店数と職員数� （平成17年3月末現在）�

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�

787人�

7人�

794人�

職員数�

99.12%�

0.88%�

100.00%

構成比�

　当行は、昭和26年に宮城県知事の提唱により、

「宮城県の中小企業の金融円滑化」を目的に、宮

城県が資本金の4割を出資して設立された地域

金融機関です。「宮城県の中小企業の方々のた

めに役立つ」ことが、当行の企業使命であり、地域

貢献であると考えております。�

　具体的には、事業資金やローンの提供という資

金供給にとどまらず、経営相談やコンサルティン

グ業務等を通じて中小企業の活動を多面的に支

援していくこと、つまり、「中小企業経営のサポー

ター」としての役割・機能を一層高めていくこと

です。また、各種セミナーや講演会等の開催、地

域行事への参加を通じて、宮城県の地域発展に

努めてまいります。�

　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794人のうち宮城

県内に787人を配置しております。�

　また、お客さまの利便性を高めるため、平成17

年3月末現在、宮城県内広域に店舗外ATMを

110ヵ所、CDを1ヵ所設置し、ネットワークの充

実を図っております。�

■預金残高�
■宮城県内の預金残高�

（平成17年3月末現在）�（カッコ内は、構成比率を表します。）�

（平成17年3月末現在）�
（カッコ内は、構成比率を表します。）�

　当行では、平成17年3月末現在、宮城県内のお

客さまより7,148億円お預りし、当行の預金残高

全体の99.73％となっております。�

　宮城県内のお客さまよりお預りしている預金残

高のうち、定期性預金は3,799億円、流動性預金

は3,341億円であり、当行の宮城県内の預金残

高に占める割合は定期性預金53.15％、流動性

預金46.74％となっております。�

うち宮城県内　7,148億72百万円（99.73％）�

仙台地区�
4,167億72百万円�
（58.14%）�

県外地区�
19億52百万円�
（0.27%）�

沿岸地区�
588億16百万円�
（8.21%）�

県央地区�
656億77百万円�
（9.16%）�

県北地区�
840億59百万円�
（11.73%）�

県南地区�
895億46百万円�
（12.49%）�

合　計�
7,168億24百万円�
（100.00%）�

定期性預金�
3,799億43百万円�
（53.15%）�

別段・納税�
準備預金�

55億64百万円�
（0.78%）�

通知預金�
33億84百万円�
（0.47%）�

外貨預金�
8億円�

（0.11%）�

当座預金�
136億94百万円�
（1.92%）�

貯蓄預金�
127億28百万円�
（1.78%）�

普通預金�
2,987億57百万円�
（41.79%）�

合　計�
7,148億72百万円�
（100.00%）�
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当行の貸出金の状況� 宮城県内の中小企業への貸出状況�

宮城県内への資金供給�

　当行では、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さまへ

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17年3月末現在、宮城県内への貸出金残

高は4,903億円であり、当行の貸出金残高全体

の97.92％となっております。�

　当行では、設立の原点である「地域の中小企業

の方々のために役立つ」ことに徹して、企業経営

を進めております。�

　平成17年3月末現在、宮城県内の貸出のうち、

中小企業への貸出金残高は2,330億円であり、

当行の宮城県内への貸出金残高の47.53％と

なっております。�

■貸出金残高� ■宮城県内の貸出金残高�（平成17年3月末現在）� （平成17年3月末現在）�（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。）�

うち宮城県内　4,903億2百万円（97.92％）�

仙台地区�
3,475億64百万円�
（69.42%）�

県外地区�
103億92百万円�
（2.08%）�

県南地区�
438億20百万円�
（8.75%）�

沿岸地区�
289億9百万円�
（5.77%）�

県央地区�
344億64百万円�
（6.88%）�

県北地区�
355億43百万円（7.10%）�

合　計�
5,006億95百万円�
（100.00%）�

中小企業�
2,330億26百万円�
（47.53%）�

個人�
（個人事業主を含む）�
1,610億71百万円�
（32.85%）�

地方公共団体�
558億円�

（11.38%）�

その他�
404億4百万円�
（8.24%）�

合　計�
4,903億2百万円�
（100.00%）�

（平成17年3月末現在）�

　当行では、宮城県内のお客さまからお預りした預金7,148億72百万円の68.58％を宮城県内の中小企

業や個人のお客さまなどへご融資し、地域への円滑な資金供給を行っております。�

宮城県内の預金者�

4,903億2百万円�

68.58％�

7,148億72百万円�

100%

仙台銀行�

宮城県内の中小企業等�
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当行は、地域の皆さまのお役に立つ幅広い金融サービスの提供を通じて�

地域経済の活性化に努めております。�

「法人融資推進チーム」の設置� 「情報センター」の設置�

属　性�

割　合�

個人�

53.2％�

住宅業者�

46.8％�

■属性別相談割合（平成17年3月末現在）�

曜　日�

割　合�

平日（月～金曜日）�

72.7％�

土・日曜日�

27.3％�

■平日および土・日曜の相談割合（平成17年3月末現在）�

方　法�

割　合�

電話�

59.7％�

来店�

40.3％�

■相談方法別割合（平成17年3月末現在）�

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

　平成16年4月より、お取引先企業への営業・経

営支援を目的に、推進部法人営業課内に「情報セ

ンター」を設置いたしました。�

　本センターでは、お客さまのさまざまなニーズ

にお応えするため、M＆A・不動産・取引先支援等

の最新情報をご提供し

ております。�

　平成16年8月に、推進部法人営業課内に「法

人融資推進チーム」を設置いたしました。お客さ

まの新規事業などへの取り組みや目利きを要す

る案件等を取扱い、スピーディーに対応しており

ます。�

　また、平成16年7月よりビ

ジネスローン「クイックパート

ナー」の取扱いを開始し、ビ

ジネスチャンスをタイムリー

にサポートしております。�

　平成17年3月末現在で、

283先に対し5億6百万円ご

融資いたしました。�

　個人のお客さまや住宅業者の方々が、平日の

夕方や休日に住宅ローンのご相談等をしていた

だけるように、本店5階に住宅ローンプラザを設

置しております。�

　プラザでは、個人・住宅業者の双方のお客さまに

ご利用いただいている

ほか、電話によるご相談

も受け付けております。

休日も多くのお客さま

にご利用いただいてお

ります。�
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公益信託「仙台銀行まちづくり基金」� 定期講演会・相談室�

平成16年度助成先�
『とよま日根牛太鼓「桜乃会」』（登米市）�

●「宮城県ＣＬＯ」取扱開始（平成16年5月まで）�

●「住宅ローンプラザ」営業時間延長�

●「情報センター」設置�

●亘理支店　新築移転�

●「夏の感謝祭」実施�

●金利優遇住宅ローンの充実�

　お客さまの幅広いニーズにお応えするため、金利優

　遇住宅ローンにおいて従来の3年固定金利型に5年

　固定金利型、10年固定金利型を追加しました。�

●住宅ローン2年固定金利型の追加�

　金利優遇に2年固定金利型を追加しました。�

●「スーパーフリーローン」お申込件数5万件突破�

●「みやぎ企業再生スキーム」創設に関する協定締結�

4月�

�

�

5月�

6月�

�

�

�

�

7月�

�

8月�

9月�

●「新春経済講演会」開催�

　講師　経済評論家・キャスター　西村　晃　氏�

●「好品質計画」開始�

　お客さま、株主さま、地域社会から仙台銀行をもっと

　好きになっていただくために、「好品質計画」を実施

　しております。�

●「夏の感謝祭」実施（平成17年7月末まで）�

　日頃から仙台銀行をご愛顧いただいているお客さま

　方へ、抽選で宿泊をプレゼントいたします。�

1月�

�

4月�

�

�

�

6月�

●「秋季講演会」開催�

　講師　政治評論家　屋山　太郎　氏�

●法人向け「仙台銀行インターネットビジネスバンキ

　ングサービス」取扱開始�

●「決済用普通預金」取扱開始�

●「冬の感謝祭」実施�

11月�

�

�

�

12月�

●定期講演会�

トピックス（平成16年4月～平成17年6月）�

平成16年�

平成17年�

　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。�

　設立以来13年間で37先、総額5,100千円の

助成を行っております。平成16年度は5団体に

助成金を交付いたしました。�

　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、平成17年3
月末現在で、秋季講演会は29回、新春経済講演会は
30回を開催しております。�
　平成16年度は両講演会に約500名のお客さま
にご参加いただきました。�

●相談室�
・法律相談室�
　当行顧問弁護士による法律無料相談を本店2階
相談室にて毎月一回開催しております。（予約制）�
・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階相談室にて毎月一回開催しております。�


