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地域とお客様の発展のために

＜裁定請求手続きをお手伝い＞
　当行の社会保険労務士が年金のご相談から裁定請求の
　お手続きの代行まで承ります。

当行に年金振込をご指定いただきますと「すこやか倶楽部」
会員として次の特典がお受けいただけます。

お誕生日プレゼントを進呈いたします。

スーパー定期預金（自動継続）の預金金利を上乗せいたします。

毎月、健康セミナー真向法を開催しています。（場所：本店）

団体傷害保険制度

特典1

特典4

特典3

特典2

株主優遇定期預金の概要

　当行では、株主の皆様への日頃のご支援にお応えするとともに、より多くの方々に中長期的に当行株式を保有してい
ただくことを目的として、「株主優待制度」を設け「株主優遇定期預金」を取り扱っております。

1．商品名

2．対象株主様

7．ご優遇方法

8．お取扱店舗

3．お取扱期間

4．適用金利

5．お預け入れ期間

6．お預け入れ金額

平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

１年ものスーパー定期預金店頭表示金利＋0.3％

1年

10万円以上500万円以下（1円単位）

スーパー定期預金（株主優遇定期預金）

平成26年3月31日現在で、当行株式を1,000株以上保有されている株主ご本人様（個人・法人）
※対象の確認のため、「株主優遇定期預金ご優待券」が必要になります。

・ 「株主優遇定期預金ご優待券」1枚あたり、1回限りで500万円までの一括預入（分割預入はできません）
   但し、「株主優遇定期預金ご優待券」を2枚使用して大口定期預金を作成することはできません。

当行本支店（但し、株主一人につき1店舗に限る）

株主優待制度について

地域の高齢者向けサービス

※「株主優遇定期預金ご優待券」は、株主総会決議ご通知に同封し、発送しております。

お誕生日プレゼント（平成26年度）日プレゼント（平成26年度）
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　当行では、近年関心が高まっている環境管理の理念に賛同し、「環境への負荷の少ない事業活動」に積極的に取り組
んでおります。

清掃活動への参加チャレンジ25キャンペーンに参加
　地球温暖化防止のための国民運動【チャレンジ25
キャンペーン】に参加しCO2削減の為、空調・照明の節
電等に取り組んでいます。

外壁に断熱塗料・雨水タンク設置
　種子島支店（西之表市東町154）の外壁に種子島の
宇宙ロケットでも使用されている断熱塗料（ガイナ）を
施し、断熱効果による節電に努めております。また、トイ
レ・散水栓に利用できる雨水タンクも設置し、環境にも
配慮しております。

　上川内出張所（平成26
年2月オープン）及び伊集
院支店（平成26年4月移転
リニューアルオープン）に
太陽光発電システムを設置
しました。

　節電への取組みの一環として本店営業部、鴨池支店、
玉里支店、国分支店、加世田支店、及び宮之城支店にゴー
ヤ等によるグリーンカーテンを設置しています。

グリーンカーテンの設置

太陽光発電の設置

　平成25年9月には、「なんぎんエコカップKFAビーチ
サッカー大会」の会場となった海岸で参加選手とサポー
ター全員で清掃活動を行いました。また、会場では「エコ
キャップ運動」を展開し、ペットボトルキャップ収集に努め
エコキャップ推進協会へ寄贈いたしました。

　ビーチ清掃活動

　環境パートナー
シップかごしまの一員
として、身近にできる
エコ活動に取り組ん
でいます。

　地域清掃活動に積極的に参加しています。

環境パートナーシップかごしまに参加屋上庭園を設置

環境問題への取組み

本店営業部

雨水タンク

玉里支店玉里支店

上川内出張所上川内出張所 伊集院支店伊集院支店
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　平成25年9月9日に川内支店内にブランチインブランチ形式にて開設していた「上川内出張所」が平成26年2月17日、
薩摩川内市中郷地区に新築オープンしました。「上川内出張所」は、預金業務や投資運用商品販売、個人ローン・住宅ローン
業務等の個人業務に特化した出張所（事業性融資等の一部の業務については川内支店への取次ぎとさせていただいてお
ります。）として、車椅子でも利用可能なバリアフリートイレ、全自動貸金庫等を備えるなど、お客様の利便性に配慮した店
舗となっています。　※ブランチインブランチ形式（店舗内店舗）とは、2つの支店が1つの店舗内にて営業を行う形式です。

上川内出張所　新築オープン

　平成26年4月21日、伊集院支店が移転リニューアルオープンしました。伊集院支店についても、車椅子用駐車場、バリ
アフリートイレ、全自動貸金庫、音声案内装置、点字ブロック等を設けた、お客様の利便性に配慮した店舗となっています。

伊集院支店　移転リニューアルオープン

【郵便番号】
　899-2502
【住　　所】
　日置市伊集院町
　徳重48-1
【電　　話】
　099-273-2151
【 F A X 】
　099-273-2491

● 日置警察署● 日置警察署

● 守屋病院● 守屋病院

● シュープラザ伊集院店● シュープラザ伊集院店

● ソフトバンク
　伊集院店
● ソフトバンク
　伊集院店

猪鹿倉
交差点
猪鹿倉
交差点旧・伊集院支店

37

24

伊集院駅

新・伊集院支店

セブン銀行ATM利用提携開始

　平成26年4月14日、株式会社セブン銀行とのATM利用提携を開始しました。
　これにより、当行のキャッシュカードをお持ちのお客様は、「お引出し」、「お預入れ」、
「残高照会」のサービスをセブンーイレブン、イトーヨーカドー等に設置してある全国
のセブン銀行ATMでご利用いただけるようになりました。特に「お引出し」について
は、一部曜日を除いてほぼ24時間利用可能となるなど、お客様の利便性向上を図っ
ております。

【郵便番号】
　895-0072
【住　　所】
　薩摩川内市中郷
　2丁目6-18
【電　　話】
　0996-23-1001
【 F A X 】
　0996-23-1155

　平成26年3月18日、創業100周年事業として販売した「with you 定期預金」の2回目の寄贈を5団体に実施しました。 
「with you 定期預金」は、お預入残高の0.01％相当額（上限200万円）を公共性の高い福祉団体等に当行負担で寄贈
する社会貢献型商品として販売し、平成26年3月末で5,329件の165億円のお預入残高となりました。平成25年9月に
公益財団法人鹿児島県育英財団へ100万円、今回5団体へ合計100万円、合計200万円の寄贈を行いました。

創業100周年事業　寄付金贈呈

【平成26年3月寄付金贈呈先】
● 社会福祉法人　鹿児島県手をつなぐ育成会　  ● 社会福祉法人　鹿児島いのちの電話協会　  ● 社会福祉法人　熊本県共同募金会
● 社会福祉法人　宮崎県共同募金会　　　　　 ● 社会福祉法人　福岡県共同募金会　　  〈5団体へ合計100万円の寄付金を贈呈〉

上川内出張所
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　青少年育成の一環とし
て、鹿児島市少年サッカー
連盟主催の鹿児島市少年
サッカーリーグ「なんぎん
カップ」への協賛や、ビー
チサッカー大会「なんぎん
ECOカップ」の開催等、地
域イベントへの協賛を
行っています。

・ 救急ボランティア事業所に認定（普通救命講習を受講した行員を、
  鹿児島市内の各支店に配置）　・ 献血活動への参加
・ 清掃奉仕活動の実施　・ 「認知症サポーター」を全店配置

　南九州地域の農業・食料を中心とした産業振興を行い、地域経済
の活性化に寄与するために、「鹿児島アグリ＆フード金融協議会」（鹿
児島県内7金融機関で構成）に参画し、販路開拓及び事業展開支援
に向けた各種商談会への出展支援を行っております。
【主な支援事例】
・ 南の逸品商談会inTokyo（平成２5年９月、当行より9社参加）
・ かごしまの逸品商談会（平成26年1月、当行より20社参加）

各種商談会への出展支援

　鹿児島県内の若手経営者及び後継者を中心にお取引企業を会員
とした「南友会」を運営しております。例会を定期的に開催しており、
セミナーや交流会を通じ、会員相互間の交流を図りつつ地域経済活
性化のお手伝いをしております。（会員数：平成26年3月末109名）
＜平成25年度活動＞
平成２5年 7月 例会（会員3社による自社のプレゼンテーション）
平成２5年 11月 例会（講師：恵 俊彰氏〈タレント〉）
平成２6年 1月 例会（講師：児玉 光雄氏〈追手門学院大学客員教授〉）
平成２6年 3月 例会（講師：宇都宮 一崇氏〈税理士 宇都宮税理士事務所〉）

「南友会」～企業交流会の開催～

地域イベントへの参加、協賛

ボランティア活動への参加

　当行では、青少年育成の一環として、地元の中学校・高校等にて「出
前授業」を行っております。
　講義内容としては、「社会人としてのマナー」「目標の決め方」「銀行
業務とは」などをテーマに講義を行っております。

学校での「出前授業」実施

　お客さまのビジネスニーズにお応えするために当行では、「なんぎ
んニュービジネスクラブ」を運営しています。当クラブでは、会員の皆
様の経営に役立つ月刊誌の発行や会員の皆様の様々な相談にお応
えしたり、文化経済講演会などを通じ、会員の皆様の事業支援活動を
行っております。

なんぎんニュービジネスクラブ

　平成26年4月に、お取引先企業の新入社員及び若手社員を対象
に「2014なんぎんビジネスセミナー第18回接遇・マナー研修」を開
催しました。お取引先31社90名の皆様のご参加があり、ご好評いた
だきました。（講師：㈱清友 代表取締役  宮之原 明子氏）

なんぎんビジネスセミナーの開催

　南銀産学交流支援サービスの一環として、㈱鹿児島TLO協力のも
と、コスト削減・新商品開発・特許取得等様々な経営課題を解決すべく
技術の研究・開発に向けた相談会を開催しております。
〈活動実績〉　
平成26年3月 7社参加

技術相談会の開催
　当行は、地域経済活性化及びＣＳＲ活動の一環として、様々なボランティア活動・地域イベントに積極的に参加し、地域貢献活動を行っております。

地域貢献活動



14

地域とお客様の発展のために

14

●同仁貯金合資会社設立（創業）
●本店／鹿児島県姶良郡東国分村
（現霧島市国分広瀬）
●鹿児島無尽株式会社に組織変更
●鹿児島支店（現本店の旧館）新築落成
●鹿児島無尽株式会社、
鹿児島相互無尽株式会社合併設立
●資本金5,000万円
●相互銀行法施行に伴い、
株式会社旭相互銀行に商号変更
●資本金1億円
●定期積金取扱開始
●内国為替取扱開始
●旭相互銀行健康保険組合発足
●日本銀行と当座取引開始
●日本銀行歳入代理店事務取扱開始
●旭ビルディング（株）設立
●旭保養センター完成
●創業50周年
●資本金6億円
●資本金6億3,000万円
●本店増改築落成
●資金量1,000億円突破
●行内報「あさひ」創刊
●資本金10億円
●両替業務取扱開始
●為替オンラインシステム稼動
●資本金18億円
●資金量2,000億円突破
●第1次オンラインシステム稼動
●全銀データ通信システム加盟
●外国為替業務取扱開始
●「旭相互銀行史」発刊
●旭霧島荘オープン
●旭ボランティアサークル結成
●資金量3,000億円突破
●相銀ワイドサービス（SCS）取扱開始
●金の売買業務取扱開始
●国債窓口販売業務開始
●資本金27億2千5百万円
●「調査速報」発刊
●資金量4,000億円突破
●南九州サービス（株）設立
●「あさひワイドカード」取扱開始
●相銀データ伝送システム（SDS）取扱開始
●第2次オンラインシステム稼動
●MMC（市場金利連動型預金）発売開始
●旭ファイナンス（株）設立〈現 なんぎんリース（株）〉
●自由金利型定期預金の取扱開始
●旭ビジネスサービス（株）設立
●鹿児島ネットサービス（KNS）取扱開始
●公共債ディーリング業務取扱開始
●あさひニュービジネスクラブ（ANBC）設立

●福岡証券取引所に株式上場
●旭相互銀行厚生年金基金設立
●外替オンラインシステム稼動
●公共債フルディーリング業務取扱開始
●南日本銀行VI発表
（シンボルマーク、ペットネーム「フレッシュバンク」を制定）
●海外コルレス業務取扱開始
●普通銀行に転換、南日本銀行に商号変更
●（社）全国銀行協会へ加盟
●下甑村指定金融機関事務取扱開始
●東京支店、東京事務所開設
●資本金46億4千万円
●無償増資により資本金48億9千5百万円
●アサヒエステート（株）設立
●全国キャッシュサービス（MICS）に参加
●南日本バンクカード（株）設立
●イメージキャラクター「なんちゃん・ミミちゃん」決定
●サンデーバンキング実施
●テレビ広告開始
●里村指定金融機関事務取扱開始
●中間発行増資により資本金67億7千7百万円
●本店営業部全面改装
●地元5行庫による店舗外現金自動設備の共同利用開始
●第3次オンラインシステム稼動
●本店営業部・県庁出張所開設
●「なんぎん産学交流支援サービス」取扱開始
●「なんぎん懸賞付定期預金」発売
●本店の建物が県内初の登録有形文化財に登録
●郵便局とのATM（CD）相互利用開始
●証券投資信託の窓口販売業務取扱開始
●第三者割当増資により資本金91億1百万円
●損害保険商品窓口販売開始
●生命保険窓口販売開始
●ダイレクトローンセンター業務開始
●四半期情報開示開始
●執行役員制度導入
●決済用普通預金取扱開始
●本店が鹿児島市より「環境管理事務所」に認定
●なんぎん住宅ローンセンター開設
●第三者割当方式によるA種優先株式150億円発行
●資本金166億1百万円
●なんぎん個人相談プラザ開設
●花棚支店開設（22年3月移転オープン）
●熊本支店（河原町支店及び熊本市場支店を統合後）熊本
営業部へ昇格

●ミナミネット支店開設
●WIN-WINネット業務開始
●種子島支店リニューアルオープン（新築移転）
●西谷山出張所開設（25年4月移転オープン）
●with youプラザ開設
●創業100周年
●上川内出張所開設（26年2月移転オープン）
●伊集院支店リニューアルオープン（新築移転）

9月

4月
5月
11月

３月
10月

2月
3月
11月
10月
1月
12月

4月
9月
5月
8月
12月
3月
6月
10月
11月
9月
12月
3月
8月
2月
4月
5月
11月
5月
6月

8月
4月
10月

12月
3月
5月
10月
11月
3月
7月
12月
6月
4月
6月
7月

10月
11月
4月
6月
11月

12月
2月

10月
11月
3月
5月
8月
12月

1月
6月
2月
3月
4月
5月
11月
3月
4月
12月
3月
9月
3月
4月
10月
11月
8月
6月
10月
4月
10月
3月

5月
11月
3月

4月
10月
5月
10月
11月
9月

4月

大正  2年

昭和11年
12年
18年

26年

27年

28年
33年
35年
37年

38年

39年

42年
48年

51年

52年

54年
55年

56年

57年
58年

昭和59年

60年

61年
62年

63年

平成元年

2年

3年

4年

6年

8年
9年
10年
10年
11年

12年
13年
14年

15年
16年

18年
20年
21年

22年

23年

24年

25年

26年

　 主要な業務内容

　 南日本銀行のあゆみ 

預金業務

融資業務

当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、
納税準備預金等を取り扱っております。

手形貸付、証書貸付、当座貸越を取り扱っております。
また、手形の割引（商業手形等の割引）を取り扱っております。

国際業務

証券業務

外国為替業務等を行っております。

附帯業務 損害保険及び生命保険の窓口販売などを行っております。内国為替業務 送金為替、代金取立等を取り扱っております。

WINーWINネット業務 中小規模事業者のお取引先に対して、新たな販路開拓や事業運営方法の改善を行っております。

国債等公共債の売買業務を行っております。




