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地域密着型金融の推進

　平成24年9月末の地域向け預金残高は4兆3,172億円となり、
総預金残高4兆3,390億円の99.49％を占めています。

地域の預金残高と府県別比率

　当行の主要マーケットである奈良
県では、預金、貸出金とも圧倒的な
シェアを誇っています。

預金・貸出金の奈良県内シェア

　当行は、奈良県および37市町村の指定
金融機関として、地方公共団体への貸出、
公共債等の引受けを通じて、地域社会に貢
献できるよう努めています。
　平成24年9月末の地方公共団体向け貸
出金残高は3,456億円で、24年4月から24
年9月にかけて引受けた地方債の総額は
676億円となっています。

地方公共団体との取引
　中小企業等向け貸出金残高は、平成24年9月末で1兆8,178億円となり、総貸出金に
占める割合は、64.69％となっています。

中小企業向け貸出金残高と割合

　平成24年9月末の地域向け貸出金残高は２兆3,689億円とな
り、総貸出金2兆8,099億円の84.30％を占めています。

地域向け貸出金残高と府県別比率

その他
地方公共団体等

※保証協会融資残高
　2,547億円

中小企業等向け
貸出金
115,668先
18,178億円
64.69％

※中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は
1億円、小売業、飲食業、物品賃貸業等は5千万
円）以下の会社又は常用する従業員が300人（た
だし、卸売業、物品賃貸業等は100人、小売業、
飲食業は50人）以下の企業等をさします。

■地域の預金残高の府県別比率 ■地域向け貸出金の府県別比率

京都府
7.64％
3,300億円

和歌山県 4.12％
1,782億円

大阪府・兵庫県
5.81％
2,508億円

三重県 1.52％
660億円

（平成24年9月末現在）

（平成24年9月末現在）（平成24年9月末現在）

奈良県
80.88％
34,921億円

京都府
8.33％
1,974億円

和歌山県 3.25％
771億円

大阪府・兵庫県
26.61％
6,304億円

三重県 0.99％
236億円

奈良県
60.79％
14,401億円

地銀
４.1％

信金
16.3％

都銀
26.9％

信託 4.0％

当行
48.4％

■預金

地銀
8.2％

信金
15.0％

都銀
28.0％

■貸出金 信託 0.1％

当行
48.5％

（平成24年9月末現在：銀行・県内信用金庫〈ゆうちょ銀行・農協等を除く〉を対象としています。）

■総貸出金に占める中小企業等向け貸出金の割合

地域の定義
　当行は、奈良県および大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、三重
県の６府県を地元営業地域として営業基盤を拡大しつつ、長年に

わたり地域に密着し経済活動を支援しています。本誌に記載して
いる「地域」とは、この地元営業地域のことをさします。

　当行は、お客さまとともに成長し、地域金融機関として永続的に
発展していくためには、「地域経済の活性化」が不可欠であると考
えています。

当行の地域密着型金融当行の地域密着型金融
　地域に根ざした営業活動を展開しつつ、ソリューション営業の実
践やコンサルティング機能の発揮によりお客さまのニーズに的確に
お応えするため、以下のとおり総合サポート体制を整えています。

■税理士
■弁護士
■監査法人
■中小企業診断士　等
　
■他金融機関
　

外部専門家

■地方公共団体
■経済産業局
■商工会議所
■ＪＥＴＲＯ
　（日本貿易振興機構）
■中小企業再生支援協議会
■企業再生支援機構  等
　

外部機関

（課題） 新たな事業展開、販路拡大、経営改善、
事業再生、事業承継・相続 等

連携

当行は地域に根ざした活動「地域密着型金融」が基本路線

地域密着型金融に対する
モチベーション向上の施策

日常的、継続的
な訪問

信頼の構築
情報の提供

各種ニーズ把握によるソリューション
（課題解決）の提案

課題抽出
情報共有

ソリューションの提案、帯同
訪問等総合サポート

外部専門家、外部機関等
お客さま

南都銀行

バリュー開発部 元気企業
サポート室

ＡＳＩＡ
業務グループ 企業サポート室

営業店

本部
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京都府
12.20％
1,118億円

和歌山県 3.60％
330億円

大阪府・兵庫県
19.77％
1,812億円

三重県 1.66％
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（平成24年9月末現在）

284

485 489 493

奈良県
62.75％
5,751億円

2,861

201 205

284

208

〈ナント〉ポイントサークル

　当行は、お客さまのニーズが多様化する
中、さまざまな資産運用商品・サービスのご
提案を通じ、お客さまの豊かな将来設計にお
応えしています。
　預かり資産は、前年同期末比27億円減少
し、平成24年9月末現在の残高は2,639億
円となりました。
　生命保険は、一時払終身保険が大変ご好
評いただいた結果、平成24年9月末現在の
販売累計額が前年同期末比499億円増加
の3,819億円となりました。

預かり資産、生命保険の取扱状況

地域の皆さまとともに　～個人のお客さまへ～ 

個人向け貸出金の状況個人向け貸出金の状況
　個人向け貸出金残高は、住宅ローンの推
進に積極的に取組んだことなどから、平成24
年9月末で前年同期末比284億円増加し、
9,165億円となりました。
　総貸出金に占める割合は32.61％となっ
ています。

■預かり資産残高

■地域の個人向け貸出金の府県別比率■個人向け貸出金残高 （単位:億円）

8,704 8,88110,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

※個人向け貸出金残高は｢個人ローン残高｣を計上しています。

平成24年9月末平成23年9月末平成22年9月末

給与振込・年金取引先数給与振込・年金取引先数
　当行を家計のメイン口座としてご利用いただくため、給与振込・
年金取引先の拡充に取組んでいます。

（単位:億円） （単位:億円）

■給与振込・年金取引先数

■生命保険（一時払）販売累計額

（単位:千先）給与振込
年金取引

個人年金保険
終身保険

外貨預金
公共債
投資信託

　投資信託、保険商品、外国債券等の資産運用相談業務に精通
したスタッフを配置し、多様化・高度化するお客さまのニーズにお応
えしています。
　また、金融商品販売に加え、不動産などの非金融資産を含めた

FA室
運用のご提案のほか、税理士等の専門家との連携による各種相
談・対策など、総合的にお客さまの課題を解決するソリューション営
業にも取組んでいます。

テレフォンセンターテレフォンセンター
　ダイレクトメール・電話による各種預金、サービス等のご案内と中
小企業の皆さまに対する事業性融資商品のご案内やご提案を通
じて、営業店と緊密に連携しつつ地域のお客さまのニーズに積極
的にお応えしています。

　身だしなみ・店内環境・お客さまへの応対等を向上させるため、「基本応対チェック」を
定期的に実施しています。毎日、自店においてチェックを行うほか、年に1回、他店から
のチェック、本部からのチェックを行い、基本応対のさらなる向上に努めています。
　また、年に2回「ＣＳ向上委員会」を開催し、外部委員のご助言・ご提言を経営に反映
させることで、質の高い金融サービスの提供に努めています。

預金・サービス等の
お問い合わせ

事業性融資商品の
お問い合わせ

0120-710-393

0120-712-440

〈ナント〉サンキューサービス

ナントに しよう

エルプラザ西大寺 
 
エルプラザ平城 
 
エルプラザ学園前

エルプラザ生駒

エルプラザ真美ヶ丘

エルプラザ橿原
  
エルプラザ王寺南  
 
エルプラザガーデンモール木津川

エルプラザ宇治大久保  
 
エルプラザ大阪 
 
エルプラザ堺 
 

　「〈ナント〉エルプラザ」では、平日のほか土・日も午後
5時まで営業し（エルプラザ大阪は平日のみ）、住宅関連
融資や消費者ローンのご相談・受付ならびに資産運用
のご相談を承っているほか、住宅ローンの返済条件変
更等に関する相談窓口も設けています。
　平成24年4月からは毎週日曜日（年末年始、ゴールデ
ンウィークを除く）に10か所のエルプラザ（エルプラザ大
阪を除く）で税に関するご相談に税理士がお応えする
「〈ナント〉エルプラザ休日税務相談会」をスタートした
ほか、各種セミナーも随時開催しています。

〈ナント〉エルプラザ

月～金
営業時間

土・日業務内容 貸金庫
日曜
税務
相談

０７４２-３５-０５１１  
０７４２-７１-１５３７  
０７４２-４９-１００１
０７４３-７３-７３３３    
０７４５-７６-８４２５
０７４４-２２-７７７８
０７４５-７３-２２３０
０７７４-７１-３７６２  
０７７４-４５-１０１３    
０６-６２３２-１４４１ 
０７２-２２４-７３５０

◯住宅ローン相談・受付

◯返済条件変更等相談

◯個人ローン相談・受付

◯フラット35相談・受付

◯住宅つなぎ融資相談・受付

◯資産運用相談

◯貸金庫入出庫

◯税理士による
　休日税務相談
　（日曜10：00～15：00）

◯休日セミナー
　（開催時にはHP等で告知）

●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

９：００～
１7：００

９：００～
１7：００

10：００～
１7：００

10：００～
１7：００

１０：００～
１７：００

西大寺支店１階

平城支店内

学園前支店１階

生駒支店３階

真美ヶ丘支店内

橿原支店２階

王寺南支店２階

ガーデンモール出張所内

宇治大久保支店３階

大阪中央営業部２階

堺支店３階

祝日も営業

完全予約制

※エルプラザガーデンモール木津川は土・日に加えて
　 祝日 も営業

11 12地域の皆さまとともに 地域の皆さまとともに

※地域の｢個人向け貸出金残高｣
　9,165億円

283

　ご加入いただくと、
お客さまのお取引を
ポイントに換算し、ポ
イントに応じた特典
（コンビニＡＴＭ利用手

数料、ＡＴＭでの時間外手数料無料など）
をご利用いただけます。
　ご利用いただける特典内容につきまし
ては、当行ホームページをご覧ください。

1,176

3,819

9,165

ＣＳ（お客さま満足）
向上への取組み
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〈ナント〉ポイントサークル

　当行は、お客さまのニーズが多様化する
中、さまざまな資産運用商品・サービスのご
提案を通じ、お客さまの豊かな将来設計にお
応えしています。
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円となりました。
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預かり資産、生命保険の取扱状況

地域の皆さまとともに　～個人のお客さまへ～ 

個人向け貸出金の状況個人向け貸出金の状況
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給与振込・年金取引先数給与振込・年金取引先数
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（単位:億円） （単位:億円）

■給与振込・年金取引先数
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FA室
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事業性融資商品の
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〈ナント〉サンキューサービス

ナントに しよう

エルプラザ西大寺 
 
エルプラザ平城 
 
エルプラザ学園前

エルプラザ生駒

エルプラザ真美ヶ丘

エルプラザ橿原
  
エルプラザ王寺南  
 
エルプラザガーデンモール木津川

エルプラザ宇治大久保  
 
エルプラザ大阪 
 
エルプラザ堺 
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〈ナント〉エルプラザ
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●
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●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
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●
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９：００～
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祝日も営業

完全予約制
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※地域の｢個人向け貸出金残高｣
　9,165億円
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　ご加入いただくと、
お客さまのお取引を
ポイントに換算し、ポ
イントに応じた特典
（コンビニＡＴＭ利用手

数料、ＡＴＭでの時間外手数料無料など）
をご利用いただけます。
　ご利用いただける特典内容につきまし
ては、当行ホームページをご覧ください。

1,176

3,819

9,165

ＣＳ（お客さま満足）
向上への取組み



　海外進出に関する支援・アドバイス
　海外関連情報の提供
　現地での資金調達支援
　海外戦略セミナーの開催
　海外視察ミッションの実施
　海外ビジネスマッチング

●ビジネスマッチング
●事業承継サポート
●M＆Aアドバイザリー
●デリバティブ
●シンジケートローン
●産学連携

　地元企業のアジアを中心とした海外ビジネス支援のため、
「ASIA業務グループ」を設置しています。
　同グループでは海外進出に関する具体的な情報提供や現地で
の資金調達支援、外国為替取引の支援のほか、香港と上海の海外
駐在員事務所に加え、平成24年12月からはタイのバンコック銀行

　バリュー開発部の支援・渉外グループでは、専門スタッフが、ビジ
ネスマッチング、事業承継サポート、Ｍ＆Ａアドバイザリー、デリバ
ティブ、シンジケートローンなど、多様な金融・コンサルティングの
ご提供を通じ、お客さまが抱える課題に対して的確にお応えする
「ソリューション（課題解決型）営業」を行っています。

ASIA業務グループ

「Kansaiビジネス交流会in上海」

「日中ものづくり商談会＠上海2012」

ナント経済月報

「新興国ビジネスセミナー」

ホームページ「ええ古都なら」
http://www.nantokanko.jp/

海外ビジネス交流会・商談会などを相次いで開催！

法人向けソリューション
　創業期、事業開発段階のベンチャー企業の資金調達を支援する
とともに、ビジネスマッチングによる事業拡大支援や公的機関、大学
等の研究機関と連携した事業コンサルティングを行っています。

元気企業サポート室
　専門のノウハウを持ったスタッフが、経営改善計画の策定などに
ついて助言や支援を行っています。
　また、中小企業再生支援協議会の活用や、日本政策投資銀行・
日本政策金融公庫・商工組合中央金庫と業務協力協定を締結
するなど、公的機関との連携によるサポート体制を整えています。

企業サポート室

　法人取引に精通した経験豊富なスタッフを配置し、ご融資をはじ
めさまざまな企業ニーズにお応えしています。
　現在、奈良・大阪西の各法人営業室が、積極的に法人取引の
推進を図っています。

法人営業室

　地域のシンクタンクとして
地域の経済・産業に関する
調査・研究を行うとともに、
セミナー等の開催や有資格
者による経営コンサルティン
グの実施など、地域の経済・
産業の振興に関わる取組み
を行っています。

一般財団法人 南都経済研究所

　奈良県下の各市町村や観
光関連団体と連携し、県内の
観光資源を活用した企画・
提案や観光振興に関するセ
ミナーなどを行っているほか、
奈良の観光情報を満載した
ホームページ「ええ古都な
ら」を運営しています。

観光企画室
に行員を派遣しています。
　また、サポート体制を更に強化するため、日本貿易保険、バンク
ネガラインドネシア（インドネシア国有銀行）、三井住友海上火災
保険、セコムと業務提携しました。

●ASIA業務グループの海外ビジネスサポート件数

地域の皆さまとともに　～法人のお客さまへ～ 
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●ベンチャー企業向け融資制度
●投資ファンドによる投資
●株式上場支援（市場誘導業務）

　主婦やＯＬ等女性モ
ニター約200名が出展
企業の製品を試用、試
食して消費者の観点か
ら出展者に改善点や意
見を伝えるフェア

消費者モニターフェア

　地場産品にモダンなデザインや素材を組み合わ
せた新商品を製造している企業と、そこに価値を見
出す企業とのマッチングを目的としたフェア

Traditional Coolフェア

　販路の拡大を目的とした、
通販会社やスーパー、食品卸
等との逆見本市形式の個別
商談会

販路拡大フェア24年
6月

24年
9月

24年
7月

海外進出支援・情報提供
駐在員事務所による現地サポート
営業店を通じた外国為替取引支援

内　　容

合　　計

平成22年度

90件
194件
103件
387件

平成23年度

125件
260件
88件
473件

平成24年
4～9月

154件
323件
180件
657件

　平成24年7月、中国上海市で、池田泉州銀行および大阪府上海事務所、
大阪市上海事務所との合同による「Kansai ビジネス交流会 in 上海」を初め
て開催し、現地進出企業等計65社を対象に異業種交流の場を提供しました。
8月には、「新興国ビジネスセミナー」を大阪で開催し、セミナー終了後、専門コ
ンサルタントによる「個別相談会」を初めて実施しました。
　また、9月には中国上海市で「日中ものづくり商談会＠上海2012」を当行を
含む地方銀行および地方自治体等計39団体により共催しました。第7回目となる今回の商談会には
582社（うち当行取引先22社）が出展、中国企業等も5,700社・10,360人が来場し、平成18年から開催
している同商談会で過去最大規模となりました。

「WEB版元気企業マッチングフェア」
http://www.business-nanto.com/

　昨年までの「農商工ビジネスフェア」を発展さ
せ、出展対象を全業種に拡大し、同フェアを24年
11月に開催しました。新たな試みとして、アジアマ
ーケットに関して各種相談いただける「海外展開サ
ポートプラザ」を設置したほか、海外販路開拓や東
南アジア各国の実情に関する国別特別セミナーも
開催しました。フェア終了後も、インターネットサイ
トにおいて商談の継続が可能です。

〈ナント〉
元気企業マッチングフェア

24年
11月
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南アジア各国の実情に関する国別特別セミナーも
開催しました。フェア終了後も、インターネットサイ
トにおいて商談の継続が可能です。

〈ナント〉
元気企業マッチングフェア

24年
11月



桜の種を植える植野頭取（右）と
育成中の苗木（左）

地域社会への貢献（CSRへの取組み）

　当行は、近年、立ち枯れなど衰退の兆候が目立つ世界遺産･吉野山(奈良県吉野町)のシロヤマザクラ（約３
万本）を守るため、官民を挙げて設立された「吉野の桜を守る会」に特別会員として参加しています。
　同会に対しては金銭面の支援に留まらず、各種イベントへのボランティア・スタッフの派遣など活動面から
も積極的に支援しており、地元金融機関として「吉野の桜」の保護・育成活動に積極的に協力しています。
　また明日香村の当行植樹地や行員の自宅でシロヤマザクラを種から育てる取組みを行っており、育った
桜は吉野山に植樹する計画としています。

　当行は、CSRの一環として｢Yoshino Heart プロジェクト｣を支
援しています。同プロジェクトは吉野材（杉・ヒノキ）を使った製品
に冠する｢Yoshino Heart｣ブランドの普及を通じ、吉野材への需
要を喚起することにより、
　①吉野の林業関連産業の活性化
　②森林整備によるCO₂吸収に伴う温暖化防止等
をめざす活動です。
　当行はこれまで、吉野産割り箸の配付や間伐材を活用した吉野
3.9ペーパーの冊子類への利用を通じて、森林保全や林業活性化
に対する「木づかい」の必要性の周知に努めてまいりました。
　現在は、奈良県等とも連携しつつ第2回となる「暮らしの道具デ
ザインコンペ」に積極的に協力しており、引き続き「暮らしの道具」

ＣＳＲ（企業の社会的責任）の継続的な推進ＣＳＲ（企業の社会的責任）の継続的な推進

森林・木材を活かした地域支援森林・木材を活かした地域支援

●英国FTSE社………………
●近畿財務局………………
●近畿農政局………………
●奈良県知事………………
●農林水産大臣……………
●奈良県知事………………
●奈良県電力利用合理化委員会…

当行株式をSRI株価指数「FTSE ４Good」の組入れ銘柄に採用（平成20年）
「Yoshino Heart プロジェクトの応援・支援」に対して顕彰（平成21年）
「近畿地産地消給食等メニューコンテスト」で局長賞を受賞（平成22年）
当行ＯＢによる解説ボランティア団体「ナント・なら応援団」に感謝状（平成22年）
「木づかい運動」の積極的な普及啓発に対して感謝状（平成23年）
社会福祉事業への貢献に対して感謝状（平成23年）
「省エネ取組み優秀事業所表彰」を受賞（平成24年）

や「おもちゃ」など直接消費者に届く木材商品の開発と生産・販売
面におけるビジネスマッチングを支援しています。また、吉野材を
使用した粗品の配付などを通じ、吉野材のファン層のさらなる拡大
と、新たな木材需要の開拓をめざしています。

●環境保全活動の推進
●社会貢献活動の推進
●吉野地区の林業活性化への取組み

Yoshino Heartロゴマーク

地元中学校での講演

聖林寺(桜井市)でのガイド

　当行はすべてのＡＴＭに、目のご不自由な方やご高齢者にも安心し
て操作いただける「音声案内機能」や、車いすをご利用の方でも操
作しやすい「ユニバーサルデ
ザイン」を採用しています。
　またお客さまのご依頼に
より、口座残高や取引明細
を点字でお知らせするほ
か、口座名義や番号を点字
表示した通帳ケース・カード
ケースもお作りしています。

視覚障がい者の方に配慮した取組み
　当行は、地元中学校等への講師派遣や銀行見学・実習生の受入
れ、「全国高校生金融経済クイズ選手権“エコノミクス甲子園”」
奈良大会の開催など、地元における金融経済教育に注力してい
ます。
　また養護学校への講師派遣や職場実習の受入れを通じ、知的
障がいをお持ちの方への学習・就業支援も行っています。

金融経済教育への取組み視覚障がい者の方に配慮した取組み 金融経済教育への取組み

　当行は昭和57年、わかくさ国体を契機に女子ホッケー部を創部
しました。平成24年には、部員2名がロンドンオリンピックに出場し
ました。（P.8ご参照）
　県内の小･中学生を対象
に「ホッケースクール」を開
催するなど、ホッケーを通
じた地域社会との交流にも
力を入れています。

南都銀行ホッケー部

　当行退職者37人から成る「ナント・なら応援団」は、県下の寺院
などにおいて拝観のガイドを行うボランティア・グループです。
　平成22年開催の平城遷都1300年祭を機に結成され、24年秋
の「祈りの回廊 秘宝・秘仏特別開帳」においては、県下の寺院など
6ヵ所においてのべ174人がガイドとして協力しました。 

「ナント・なら応援団」の活動

　〈ナント〉萬葉ウォークは、昭和63年にスタートし、毎年春と秋、
万葉集ゆかりの史跡をウォーキングしています。
　平成16年秋からは「チャ
リティーウォーク」とし、参
加人数に応じた寄付金を当
行から奈良県社会福祉協
議会に贈呈しています。

〈ナント〉萬葉チャリティーウォーク

南都銀行ホッケー部

「ナント・なら応援団」の活動

〈ナント〉萬葉チャリティーウォーク
よしの ハート

フッチー　　フォーグッド

15 16地域社会への貢献（CSRへの取組み）

地域社会への貢献（CSRへの取組み）

　当行は中期経営計画の基本方針の１つに「永続的な地域貢献活動の推進」
を掲げ、「ＣＳＲの取組みの充実」に努めています。
 当行の経営資源を活かし、地域社会・地域経済の発展および環境保全に継
続的に取組むことにより、社会的責任を果たしてまいります。

前回「デザインコンペ」入賞作品初の
商品化 “吉野杉を使用した「ランチョ
ンボード」”

吉野の桜を守る会に参加吉野の桜を守る会に参加

音声案内（VI）機能付ATM

第54回〈ナント〉萬葉チャリティーウォーク
山の辺の道（天理～柳本）

外部機関による
CSRの評価
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地域社会への貢献（CSRへの取組み）

公益財団法人　南都育英会 「小さな親切」の会

17 18店舗チャネルの状況

　当行は、平成14年、本店および事務センターを対象に環境ISO
（ISO14001）の認証を取得し、その後リサイクルセンターや研修
センター等4か所において認証を追加取得しました。
　認証対象部署においてISO規格に準拠した環境保全活動を継続
しているほか、認証対象外の営業店や関連会社などでも「クールビ
ズ」や「身近な環境活動」を実践するなど、当行グループを挙げて
環境保全活動に取組んでいます。
　創立70周年を記念し平成16年に植樹を行った明日香村の植樹
地では、毎年、行員ボランティアによる追加植樹や下草刈りを実施
しています。

環境保全への取組み環境保全への取組み

当行は、地域における環境保全活動を金融面からも積極的に
バックアップしています！

〈ナント〉グリーン私募債

〈ナント〉環境配慮型融資

〈ナント〉みのりアシスト

「低公害車」または「低燃費車」に該当する新車のご購入を応援する低金利（〈ナント〉マイカー
ローン比）の商品です。

環境に配慮した経営や環境負荷の低減に資する事業を行われている企業が発行される私募
債の引受に際して、保証料や手数料の一部を優遇する商品です。
環境に配慮した経営を行われている企業の環境配慮にかかる設備資金に対応した、当行所定
の環境ランクに基づき金利を優遇する商品です。
奈良県内の農業者等のお客さまに対して、設備資金や運転資金など農業に関する事業資金を
サポートする融資商品です。

〈ナント〉エコマイカーローン

〈ナント〉エコリフォームローン
「奈良県産材」利用住宅向け
住宅ローン金利優遇制度※

個人の
お客さま

事業者の
お客さま

Ｎ

大阪■
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大阪東
■
■
永和
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川上■

■小川
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奈良市

大和高田市
橿原市
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計
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（平成２4年11月末現在）
店外キャッシュ
コーナー

■名阪針

■五条

駅構内や一部の商業施設内キャッシュコーナー、
提携コンビニATMでは、平日の最長で朝7時から
夜23時までのご利用が可能です！

■本店営業部
●県庁
●奈良市役所
■大宮
■ＪＲ奈良駅前
■手貝
●青山
■南
●永井
■紀寺

■帯解
■西大寺
■西ノ京
■平城
■あやめ池
■学園前
■平城西
■登美が丘
●中登美
■富雄
※名阪針除く

■高田
■高田本町
■高田北
■橿原
●近鉄八木駅前
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　地元の人材育成に奉仕するため、奈良県下に居住する人柄・学
力とも優秀な高校生・大学生を対象に、奨学金援助を行っていま
す。平成24年11月現在の奨学生は67名で、卒業生は1,271名
に達しています。

公益財団法人　南都育英会
　南都銀行「小さな親切」の会は、明るい地域社会づくりをめざし
て、清掃活動や献血活動等幅広い公益活動を実施しています。

「小さな親切」の会

　同原則は、21世紀における持続可能な社会の実現には金融の果たす役割が重大で
あるとして、環境省の審議会の政策提言を受け策定されたものです。
　当行は平成23年12月に署名した同原則の趣旨を環境ISO活動に反映させること
により、地域における環境保全に金融を通じて貢献してまいります。

奈良市（２０店）

大和高田市・橿原市（１２店）

省エネのための住まいのリフォームを応援する低金利（〈ナント〉リフォームローン比）の商品
です。
奈良県の「奈良の木の家づくり推進事業」に連動する形で、奈良県産材を利用した住宅にかか
るお借入について、通常の金利優遇制度に加えてさらに、「0.1％」の金利優遇を行う制度です。

「持続可能な社会の形成に向けた
金融行動原則」に署名

地域社会への貢献（CSRへの取組み）

クールビス（24年は10月末まで延長して実施）
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地域社会への貢献（CSRへの取組み） 店舗チャネルの状況

　電力需給悪化への対応として、平成23年夏に引き続き24年7
月～9月において、電力使用量削減率の目標値（22年同期間比）を
10％以上と設定し、節電施策
を実施しました。営業店ロビー
の温度設定や照明の減灯など
お客さまにもご協力いただいた
結果、取組期間中の電力使用
量は22年同期間比で17.6％
減となり、目標を達成すること
ができました。

環境配慮型金融商品・サービス ラインナップ
和歌山 7店

奈良 92店

兵庫 1店

東京 1店

大阪 15店

京都 15店

三重 3店

（※）受付件数や受付期間等に制限があります。くわしくは当行ホームページをご覧ください。




