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●来日外国人向けチラシ「犯罪に巻き込まれないために」を製作・配布
　京都府警察本部などと連携・協力し、来日外国人が犯罪に巻き込まれないようにするため、日本語・英語・中国
語・ベトナム語の4か国語に対応した注意喚起チラシを製作し、窓口などでの配布を開始いたしました。
　今後も、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を経営の重要課題の一つと位置づけ、業務の適切
性を確保すべく管理態勢を整備してまいります。

●「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」として表彰
　当行の地方創生の取り組みが、「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」に認定され、内閣府
特命担当大臣表彰を受けました。
　今後も金融を通じ、持続可能な経済成長の実現に向けて、地域の発展と成長に貢献できるよう取り組んでま
いります。

（※）「Makers Boot Camp」…株式会社Darma Tech Labsが運営する、国内外のハードウェア（ものづく
り）ベンチャー向け量産化試作支援事業。量産化試作コンサルティング・試作
品製作、ファンド（投資）のサービスを提供。

【対象となる取り組みについて】
　「ものづくりベンチャー企業」の量産化試作をサポートする「Makers Boot Camp」（※）に対する支援を通
じた、京都における「ものづくり企業」の活性化への取り組み。

メ ー カ ー ズ ブ ート キ ャ ン プ

ダ ル マ テ ッ ク ラ ボ

【今回製作したチラシ】

トピックス

持続可能な社会の実現への取り組み

●「震災時元本免除特約付き融資」の取り扱いを開始
　2019年４月、震度６強以上の大規模地震が発生した場合、借入金の元本の返済が免除となる特約付き融資
「震災時元本免除特約付き融資」の取り扱いを、近畿の地域金融機関で初めて開始しました。
　お客さまには、地震リスクへの対策や事業継続計画（ＢＣＰ）の一環としてご利用いただいております。

●「プラチナくるみん認定」を取得
　2019年7月、育児休業者向け職場復帰の支援講座やキャリア開発支援の取り組みが評価され、「プラチナ
くるみん認定」を受けました。

【震災時元本免除特約付き融資のイメージ】

各取り組みには、SDGsの17の目標に該当するアイコンを表示しております。
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【プラチナくるみん認定】
　次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣
の特例認定。
　「くるみん認定」を受けた企業のうち、より高い水準
で取り組んでいると認められる企業が、一定の要件を
満たした場合に優良な「子育てサポート企業」として認
定を受けることができる。

ご融資

平常時 地震発生時

融資元本・利息
ご返済

お客さま 融資元本返済の
全額免除

お客さま

認定通知書交付式



3 4

●来日外国人向けチラシ「犯罪に巻き込まれないために」を製作・配布
　京都府警察本部などと連携・協力し、来日外国人が犯罪に巻き込まれないようにするため、日本語・英語・中国
語・ベトナム語の4か国語に対応した注意喚起チラシを製作し、窓口などでの配布を開始いたしました。
　今後も、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を経営の重要課題の一つと位置づけ、業務の適切
性を確保すべく管理態勢を整備してまいります。

●「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」として表彰
　当行の地方創生の取り組みが、「地方創生に資する金融機関等の『特徴的な取組事例』」に認定され、内閣府
特命担当大臣表彰を受けました。
　今後も金融を通じ、持続可能な経済成長の実現に向けて、地域の発展と成長に貢献できるよう取り組んでま
いります。

（※）「Makers Boot Camp」…株式会社Darma Tech Labsが運営する、国内外のハードウェア（ものづく
り）ベンチャー向け量産化試作支援事業。量産化試作コンサルティング・試作
品製作、ファンド（投資）のサービスを提供。

【対象となる取り組みについて】
　「ものづくりベンチャー企業」の量産化試作をサポートする「Makers Boot Camp」（※）に対する支援を通
じた、京都における「ものづくり企業」の活性化への取り組み。

メ ー カ ー ズ ブ ート キ ャ ン プ

ダ ル マ テ ッ ク ラ ボ

【今回製作したチラシ】

トピックス

持続可能な社会の実現への取り組み

●「震災時元本免除特約付き融資」の取り扱いを開始
　2019年４月、震度６強以上の大規模地震が発生した場合、借入金の元本の返済が免除となる特約付き融資
「震災時元本免除特約付き融資」の取り扱いを、近畿の地域金融機関で初めて開始しました。
　お客さまには、地震リスクへの対策や事業継続計画（ＢＣＰ）の一環としてご利用いただいております。

●「プラチナくるみん認定」を取得
　2019年7月、育児休業者向け職場復帰の支援講座やキャリア開発支援の取り組みが評価され、「プラチナ
くるみん認定」を受けました。

【震災時元本免除特約付き融資のイメージ】

各取り組みには、SDGsの17の目標に該当するアイコンを表示しております。
貧困

不平等

飢餓

都市

教育

気候変動

ジェンダー

海洋資源

水・衛生

陸上資源

エネルギー

平和

成長・雇用 イノベーション

実施手段

保健

生産・消費

【プラチナくるみん認定】
　次世代育成支援対策推進法に基づく厚生労働大臣
の特例認定。
　「くるみん認定」を受けた企業のうち、より高い水準
で取り組んでいると認められる企業が、一定の要件を
満たした場合に優良な「子育てサポート企業」として認
定を受けることができる。

ご融資

平常時 地震発生時

融資元本・利息
ご返済

お客さま 融資元本返済の
全額免除

お客さま

認定通知書交付式



5 6

株式の状況・ご案内

株式のご案内
●事業年度
　毎年４月１日から翌年３月３１日まで
●剰余金の配当基準日
　期末配当  ３月３１日、 中間配当  ９月３０日
●定時株主総会
　毎年６月 （定時株主総会の基準日  ３月３１日）
●公告方法
　電子公告 
　ただし、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞および京都新聞に掲載いたします。
●１単元の株式数
　１００株
●株式事務取扱場所
　株主名簿管理人（特別口座管理機関）　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
　同　事務取扱場所 〒５４１-８５０２
 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
　（郵便物送付先） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
　（各種お問合せ先） ＴＥＬ  ０１２０（０９４）７７７
　各種お手続きについて
　　住所変更、配当金受取方法の指定、変更、単元未満株式の買取請求などのお手続きは次のとおりとなります。
　　※一般口座（証券会社の口座）に記載された株式
　　　お取引の証券会社にお問い合わせください。
　　※特別口座（三菱ＵＦＪ信託銀行の口座）に記載された株式
　　　上記の三菱ＵＦＪ信託銀行までお問い合わせください。

株式の状況 （2019年9月30日現在）
株式の分布状況（所有者別）発行済株式総数／75,840千株　株主数／9,572名

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
日本生命保険相互会社
東京海上日動火災保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
ＴＨＥ  ＢＡＮＫ  ＯＦ  ＮＥＷ  ＹＯＲＫ  ＭＥＬＬＯＮ  １４００５１
京セラ株式会社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・オムロン株式会社口）

ＮＯＲＴＨＥＲＮ  ＴＲＵＳＴ  ＣＯ．  （ＡＶＦＣ）  ＲＥ  ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ  ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ  
ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ  ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ  ＶＡＬＵＥ  ＥＱＵＩＴＹ  ＴＲＵＳＴ

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

金融機関
32,123千株
（42.4％）

その他国内法人
13,376千株
（17.6％）

政府・地公体
150千株（0.2％）

証券会社
647千株（0.8％）

3,247
3,033
2,608
2,500
2,052
1,732
1,596

1,528

1,525

1,416

4.28
4.00
3.43
3.29
2.70
2.28
2.10

2.01

2.01

1.86

個人・その他
9,316千株
（12.3％）

主要株主（上位10名） （千株） （持株比率：％）

商品ラインアップや詳しい商品内容などについては当行ＨＰを
ご覧いただくか、窓口までお気軽にお問い合わせください。

京都銀行

外国人
20,228千株
（26.7％）

【J-Coin Payについて】
「J-Coin Pay」は、「あなたのスマホに、ＡＴＭを。」
をキャッチフレーズに「お金を送る」「お金を送って
もらう」「お店で支払う」「お金をチャージする」「お金
を口座に戻す」を無料でおこなえます。

●スポーツイベントでのスマートフォン向け決済サービス「Ｊ-Ｃｏｉｎ Ｐａｙ」の導入支援
　２０１９年１０月５日の開幕戦より、プロバスケットボールチーム「京都ハンナリーズ」の京都府内における
ホームゲームで、「Ｊ-Ｃｏｉｎ Ｐａｙ」がお使いいただけるようになりました。
　また、キャッシュレス決済を体験いただく機会として、２０１９年１０月６日開催のプロサッカーチーム「京都
サンガＦ．Ｃ．」のホームゲーム（京都銀行スペシャルデー）において、「Ｊ-Ｃｏｉｎ Ｐａｙ決済で飲食半額キャン
ペーン」を実施いたしました。

J-Coin Payの
ダウンロードは
こちら

●「京都デジタルソリューションチャレンジ」の開催
　地域のみなさまの生活やビジネスに革新をもたらす、新しい金融サービスの“アイデア”を募集する「京都
デジタルソリューションチャレンジ」を開催いたしました。最優秀賞受賞企業さまへは、「京銀輝く未来応援
ファンド２号」より投資をおこない、技術開発支援に取り組んでおります。
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