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お客さまとのお取引構成
■預金の状況

■貸出金の状況

□山形県内向け貸出金の状況

□中小企業等向け貸出金の状況
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その他

地域に根ざす金融機関として、「山形応援」をコンセプ
トにした様々な商品を企画・開発するなど、お客さまに
とって魅力のある商品の提供に努めております。
総預金残高1兆1,0 8 9億円のうち、山形県内のお客
さまからお預かりしているご預金の残高は9,474億円で、
その割合は85.4 4％と高い比率となっております。

地域のお客さまからお預かりした大切なご預金は、地
域の発展のために運用させて頂いております。
「山形応援」をコンセプトとした商品の発売やローン
キャンペーンの実施など、主に山形県内の企業や個人の
お客さまの資金需要に積極的にお応えしてまいりました
結果、総融資残高8,74 2億円のうち、山形県内向けのご
融資残高は6,15 3億円で、その割合は70.3 9％となって
おります。

地域経済を支える中小企業の皆さまの資金ニーズに
お応えするため、円滑な資金の供給に向け積極的かつ
迅速に対応しております。
中小企業等向けご融資残高は7,3 0 0億円で、総融資
残高に占める割合は83.51％となっております。また、山
形県内の中小企業等向けご融資残高は5,4 6 5億円で、
山形県内向けご融資残高の88.82％と、高い比率となっ
ております。

※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
※比率は小数点第３位を四捨五入して表示しております。
※預金には譲渡性預金を含みません。 （平成21年9月末現在）
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地域の皆さまへの利便性提供
■コンサルティングステーション（ＣＳ）

投信・保険・ローンの相談業務の拠点としてコンサルティングステーションを設置いたしております。コンサルティ
ングステーションは資産運用や各種個人ローンの業務に精通したスペシャリストがお客さまのご相談にお応えします
（CSにより営業時間が異なります）。
また、お客さまのニーズに合わせた各種セミナーを定期的に開催し、情報の提供を行っておりますので、お気軽に
ご来店ください。

■ローンステーション（ＬＳ）

個人ローンの業務に精通したスペシャリストが、住宅ローンを中心とした各種ローンのご相談にお応えします。
名取LSでは土日に加え祝日も営業しておりますので、お気軽にご来店ください。

■仙台地区　個人特化型店舗　

平成２１年３月、宮城県仙台市泉区の泉ローンステーションの機能を強化し、「仙台支店 泉出張所　きらやかとき
めきプラザ」として営業を開始いたしました。当行は仙台地区での個人営業を強化しており、平成２０年にオープンし
た泉ローンステーションに預金の受入と投資信託・個人年金保険のお客さまの資産形成機能を新たに追加し、個人の
お客さま向け業務に特化した店舗としてオープンいたしました。
土日に加え祝日も営業しておりますので、お気軽にご来店ください。

■平日窓口延長・土日営業店舗

仙台支店泉出張所の他に、天童東支店も平日の夕方・土日営業しております。
平日のお仕事帰りや休日に、お気軽にご来店ください。

（平成21年12月末現在）

（平成21年12月末現在）

（平成21年12月末現在）

（平成21年12月末現在）

※土・日・祝日はローン相談業務のみとなります。（休業日は12月31日～1月3日のみ）※両替・納税・公共料金の窓口受付業務は行いません。

所在支店名名称 電話番号 営業時間

桜町コンサルティングステーション
上山コンサルティングステーション
米沢コンサルティングステーション
仙台コンサルティングステーション
新潟コンサルティングステーション

山形ローンステーション
庄内ローンステーション
名取ローンステーション
福島ローンステーション

仙台泉出張所

天童東支店

桜町支店内

旧上山中央支店

米沢西支店内（ローンのご相談）

仙台長町支店内

新潟支店内

旧江俣支店

新斎町支店内

名取市関下土地区画整理地内 11B1･5・6L　ナザレ・モリヤ1階

福島支店内

仙台市営地下鉄南北線泉中央駅ビル２階

ヨークベニマルららパーク天童店内

023-625-8877

023-672-1132

0238-23-4777

022-304-2006

025-247-3361

023-681-8314

0235-24-4114

022-381-1825

024-522-9131

022-371-8075

023-654-2555

  9:00～15:00

火水木15:00～17:00（原則予約制）

 9:00～17:00

 9:00～17:00

 9:00～17:00

土日10:00～18:00

 9:00～17:00

土日   9:00～16:30

 9:00～17:00

 9:00～15:00（個人預金の受付・受入・払出）
 9:00～19:00（ローン貸付・預り資産・個人ローン相談業務）
土日  10:00～19:00（ローン相談業務のみ）

 10:00～15:00（通常業務）
 10:00～18:00（ローン貸付・預り資産相談業務）
土日 10:00～18:00（ローン貸付・預り資産相談業務のみ）

所在地名称 電話番号 営業時間

所在地名称 電話番号 営業時間

所在地名称 電話番号 営業時間
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地域の皆さまへの利便性提供
■ＡＴＭの機能拡充

従来、通帳でのＡＴＭご利用において、通帳の記帳
欄がなくなった場合は、営業店の窓口で新しい通帳
への繰越手続きをしていただく必要がありました。今
般、ＡＴＭに通帳自動繰越システムを導入したことによ
り、窓口の営業時間に関係なく、土・日・祝日でも新し
い通帳が発行されますので、通帳の記帳欄が残り少な
くなっても安心してご利用いただけるようになりました。

地域社会への貢献
■盲導犬ふれあいイベントの開催

定期預金 ｢ワンニャふる“家族”｣ の発売に合わせ、
盲導犬育成・普及支援活動の一環として、平成２１年
１０月１日、本店営業部において ｢盲導犬ふれあいイ
ベント｣ を開催いたしました。当日は、盲導犬 ｢チャッ
ピー｣を１日本店営業部長に任命し、ご来店のお客さま
や近隣の小学校の小学生の皆さんに、盲導犬に関する
基礎知識や優れた能力について理解を深めていただき
ました。

■新型インフルエンザ対策セミナーの開催

当行では、社会貢献活動（CSR）の一環として、大流
行が懸念される新型インフルエンザに関するセミナー

を開催いたしました。本セミナーでは、企業・事業所の
代表者または担当者の方を対象に、｢企業が求められ
る新型インフルエンザ対策とは｣をテーマに、新型イン
フルエンザの特徴、従業員、そして企業を守るための取
り組み等について、専門家より講演をいただきました。

■「住宅ローン条件変更手数料」の無料化について

当行は、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律」（いわゆる金融円滑
化法）の施行に伴い、住宅ローンご利用のお客さまから
の返済条件見直し等のご相談にきめ細かく対応してお
ります。今般、返済条件の変更を希望されるお客さま
のご負担を軽減するため、下記期間について、変更手
数料（5,2 5 0円）を無料とさせていただきます。

■金融円滑化の推進に向けた取り組みの強化について

当行は、地域経済の健全な発展と地域生活の安定
のために、金融円滑化の推進と適切な対応を行なうた
めの態勢整備に努めております。その一環として、平成
２１年１２月４日に当行内に「金融円滑化委員会」を設
置し、金融の円滑化に向け中小企業のお取引先および
住宅ローンをご利用のお客さまに対し、積極的なご支
援をさせていただきます。
また、融資や返済等に関するご相談にきめ細かく対
応するため、「年末休日相談会」を１２月の土曜日に８ヵ
所で３回開催いたしました。

手数料無料となる期間：
平成21年12月11日～平成23年3月31日
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■きらやかローンキャンペーンの取扱開始について

当行では、 平成２２年４月３０日まで、「きらやか
ローンキャンペーン」を展開しております。対象となるの
は、「きらやかマイカーローン」「きらやかマイカーロー
ンチャンス」「きらやか教育ローン」の３商品で、お借入
金利を年２．８０％（変動）に優遇させていただきます。
また、次のいずれかに該当するお客さまには、金利
を更に０．３０％優遇し、年２．５０％（変動）でご利用
いただけます。

今後もお客さまの多岐に渡るご要望にお応えするた
め、より充実したサービスの提供に努めてまいります。

■「モンテディオ山形サポーターズカード」の
　発行について

当行の連結子会社である、きらやかカード（株）では、
平成２１年９月１日から平成２２年１月２９日までの
期間限定で、オリジナルのクレジットカード「モンテディ
オ山形サポーターズカード」を発行しております。当行
では、同カードの発行枚数に応じてモンテディオ山形
に運営強化費を寄贈するほか、ご契約いただいた方へ
様 な々特典もご用意しております。

「山形応援シリーズ」
きらやか銀行は、「山形をもっと輝かせたい」をス
ローガンに、「山形応援」をコンセプトとした商品を発売

しております。

■第31弾 「感謝をコメで」

「感謝をコメで」は、１００万円以上の預入で、１年後
の自動継続時及び２年後の自動継続時に『こだわり米』
（太古活性農法で栽培した「はえぬき」・２ｋｇ袋詰）を
それぞれ進呈いたします。
平成２１年６月３０日から取扱いを開始いたしました
ところ、お客さまから大変ご好評をいただきました。

■第32弾 「投信セットプラン」

「投信セットプラン」は、定期預金と投資信託がセッ
トになった商品で、10万円以上の定期預金と投資信託
（定期預金預入額と同額以上の購入が必要）をセット
でお申込みいただくと、定期預金の金利を預入期間に
応じて最大１．２％優遇するお取扱いをいたしました。

①当行の住宅ロ－ン（有担保）をご利用のお客さま
②「子育てパスポート」を呈示された山形県内のお客さま
③きらやかカード（株）のUCカード・JCBカード会員の
お客さま
④当行に給与振込をされているお客さま

● 6ヵ月もの：基準金利 + 税引前年1.2%
● 1年もの：基準金利 + 税引前年0.9%

取扱期間：平成21年9月1日～11月30日
（取扱いは終了いたしました）

取扱期間：平成21年11月24日～平成22年4月30日

取扱期間：平成21年6月30日～ 9月30日
（取扱いは終了いたしました）
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■第33弾 「ワンニャふる“家族”」

当行は、視覚障害者福祉の一助となることを目的と
して、盲導犬の育成を支援するための預金 ｢ワンニャ
ふる“家族”｣の取扱いをしております。当商品は、犬や
猫に限らずペットを飼育している方にご利用いただくこ
とで、金利の上乗せ等の様 な々特典をご提供するほか、
お預けいただいた預金残高に応じて、当行が日本盲導
犬協会に寄付を行うことで盲導犬の育成を支援いたし
ます。

■第34弾 「やまがた幻そば探訪」

当行は、お預入いただいた方の中から抽選で1,0 0 0
名様に「天保そば」を含む「山形そば食べくらべセット」
が当たる「やまがた幻（まぼろし）そば探訪」を販売いた
しました。「天保そば」は天保時代のそばの実を１７０
年ぶりに蘇らせたもので、山形県の「天保そば保存会」
だけが発芽に成功した大変貴重なそばです。この機会
に是非、「天保そば」をはじめ山形の美味しいそばを味
わっていただければと考えております。

■第35弾 「祝 残留 モンテディオ山形 ありがとう定期預金」

モンテディオ山形のＪ１残留確定を受け、「祝残留 モ
ンテディオ山形ありがとう定期預金」を販売いたしまし
た。金利の上乗せはもちろん、モンテサポーターズカー
ド会員には、更に当該定期預金の金利追加上乗せの
適用を行ないました。
当行はモンテディオ山形のオフィシャルスポンサーとし
て、これからもモンテディオ山形を応援してまいります。

■第36弾 「パイオニアレッドウィングス応援定期預金」

当行は「20 0 9／10  V・プレミアリーグ」に参戦する
「パイオニアレッドウィングス」を応援するため、「パイオ
ニアレッドウィングス応援定期預金」を販売しておりま
す。「パイオニアレッドウィングス」の試合結果に応じて
定期預金の金利優遇を行います。

取扱期間：平成21年10月19日～12月30日
（取扱いは終了いたしました）

取扱期間：平成21年12月7日～
　　　　　平成22年3月26日

取扱期間：
平成21年11月30日～12月30日
（取扱いは終了いたしました）

取扱期間：
平成21年10月1日～取扱中

土・日曜日の2連戦において
● 2連勝した場合：当行基準金利 + 0.30%
● 1勝1敗の場合：当行基準金利 + 0.10%
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■企業応援定期積金・家主応援定期積金

平成２１年１１月に発売した「企業応援定期積金」
「家主応援定期積金」では、法人・個人事業主のお客さ
ま対象で当行基準金利＋０．１％の金利上乗せを行い、
ご要望に応じきらやか経営支援メニューをご提案いた
します。

■ネットきらやかさくらんぼ支店（インターネット支店）
　専用定期預金

インターネット支店「ネットきらやかさくらんぼ支店」
は、店舗や窓口を持たず、通帳・証書を発行しないイン
ターネット上に存在する支店です。
ネットきらやかさくらんぼ支店では、平成２１年１１月
１７日から平成２２年３月３１日まで、適用金利年
０．６５％の専用定期預金を発売しております。
※インターネット支店のサービスをご利用になるには事前にお申込が必要です。

【 経営支援メニュー 】

①経営戦略支援（簡易企業診断サービス）
②事業承継
③戦略的Ｍ＆Ａ
④ビジネスマッチング・営業（商）斡旋
⑤私募債
⑥提携人材紹介会社のご紹介 等

各商品の詳細につきましては、
お近くのきらやか銀行窓口へお問合せください。

【 ネットきらやかさくらんぼ支店 】

http://www.kirayaka.co.jp/netkirayaka/
index.htm/

インターネット支店へのお問合せは、
フリーダイヤル 0120-87-0508

（受付時間：平日 9:00 ～ 17:00） までお気軽にどうぞ。

取扱期間：平成21年11月17日～
　　　　　平成22年3月31日




