
（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

平成24年度 上半期のご報告
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業種区分は、「日本標準産業分類」に基づいています。
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（単位:百万円）

　平成24年9月末の預金積金残高は、皆さまから引き続いてご支援をいただいたことにより、流動性預金を中心に
増加し、前年度末より74億45百万円増加の2,907億81百万円となりました。
　貸出金残高は、円高やデフレの影響により依然として資金需要が低迷しているものの、地域への円滑な資金供給
を図るため積極的な営業活動に努めた結果、前年度末より1億24百万円増加の1,299億17百万円となりました。

預金積金残高

貸出金業種別内訳

貸出金残高

貸出金使途別内訳

平成24年度上半期 業績のご報告

　預金・貸出金

	 （単位：百万円）

平成23年度
平成24年9月期（半期）

平成23年9月期（半期） 平成24年3月期（通期）
業務純益 198 529 162
経常利益 264 245 100

当期純利益 227 127 91
（注）平成23年9月期および平成24年9月期は4月から9月までの6ヵ月の計数です。

　平成24年9月期の業務純益は1億62百万円、経常利益は1億円、当期純利益は91百万円となりました。

　損益の状況



　皆さまからお預かりした預金は、貸出金として
運用しているほか、信金中央金庫等への預け金
や有価証券で運用しています。
　有価証券は、安全性と流動性を念頭に置き、各
種リスクに十分配慮したうえで、安定的な収益を
確保するため、債券を中心に購入した結果、前年
度末比64億47百万円増加の591億75百万円と
なりました。
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（単位:百万円）

満期保有目的の債券	 （単位：百万円）

種類
　平成24年9月末

貸借対照表計上額 時価 差額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国債 1,461 1,486 25
地方債 101 102 0
社債 1,323 1,333 10
外国債券 1,146 1,182 35
小計 4,032 4,104 72

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

社債 602 598 △4
外国債券 1,846 1,490 △355
小計 2,449 2,089 △359

合計 6,481 6,194 △287
（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表に含めておりません。

その他有価証券	 （単位：百万円）

種類
　平成24年9月末

貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が

取得原価を
超えるもの

株式 9 8 0
国内債券 40,490 40,110 380

国債 4,347 4,237 110
地方債 4,958 4,907 50
社債 31,185 30,965 219

外国債券 1,610 1,600 9
小計 42,110 41,720 390

貸借対照表
計上額が

取得原価を
超えないもの

株式 202 224 △22
国内債券 9,271 9,308 △36

社債 9,271 9,308 △36
外国債券 736 800 △63
投資信託 329 417 △87
小計 10,540 10,749 △209

合計 52,650 52,469 180
（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　２．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

有価証券種類別残高

有価証券の時価情報

時価を把握することが極めて困難と
認められる有価証券　　（単位：百万円）

平成24年9月末
貸借対照表計上額

非上場株式 43
合計 43

満期保有目的の金銭の信託� （単位：百万円）
平成24年9月末

貸借対照表
計上額 時価 差額 うち時価が貸借対照表

計上額を超えるもの
うち時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

100 100 0 0 −
（注）��「うち時価が貸借対照表計上額を超えるもの」「うち時価が貸借対照表計上額を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳です。

　有価証券
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（単位:百万円）
　平成24年9月末の預かり資産残高は、国債を
中心に順調に推移し、前年度末より3億33百万
円増加の153億27百万円となりました。

　預かり資産



平成23年9月末 平成24年3月末 平成24年9月末

9.15% 9.11% 9.09%

10,89410,987 10,811

（単位:百万円）

自己資本の構成	 （単位：百万円）

平成24年3月末 平成24年9月末
基本的項目（Tier 1）の額 10,239 10,333
自己資本の額（Tier 1＋補完的項目－控除項目） 10,811 10,894
リスクアセット（資産ごとのリスクの大きさに応じて0％から100％までの掛け目をかけた合計） 118,581 119,783
総所要自己資本額（リスクアセット×4%） 4,743 4,791
自己資本比率（自己資本の額÷リスクアセット） 9.11％ 9.09％
基本的項目比率（Tier 1÷リスクアセット） 8.63％ 8.62％

　資産の健全化を図るため、中小企業取引先への
経営支援活動等を強化し、不良債権の新規発生防
止に取り組んでまいりましたが、厳しい経済環境の
下、金融再生法上の不良債権額は、前年度末比7
億65百万円増加の104億39百万円となりました。
　当金庫では、厳格な引当を実施しており担保や
保証、貸倒引当金などにより88億88百万円が保
全されています。さらに、その他利益剰余金81億
66百万円により十分カバーされておりますことか
ら、不良債権に対する備えは万全です。
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（単位:百万円）

金融再生法に基づく開示債権額	 （単位：百万円）

平成24年3月末 平成24年9月末
金融再生法上の開示債権 9,674 10,439

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,663 3,620
危険債権 5,860 6,675
要管理債権 150 144

正常債権 121,395 120,680
合計 131,069 131,120

　自己資本比率はリスクが発生する可能性のあ
る資産（リスクアセット等）に対する自己資本の額
の比率であり、金融機関の健全性や安全性を計
る重要な指標のひとつです。
　自己資本比率は、前年度末比0.02ポイント低
下し9.09％となりましたが、国内基準の4％を大
きく上回っています。また、自己資本額は前年度
末より83百万円増加し108億94百万円となりま
した。

不良債権比率と不良債権額

自己資本比率と自己資本額

健全性

　自己資本

　不良債権



平成24年度上半期 トピックス

貸付条件の変更等の申込みに対する対応状況（平成24年9月末までの対応状況）	 （単位：件、百万円）

申込 実行 謝絶 審査中 取下げ
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

中小企業者のお客さま
向けの貸付債権 3,524 49,362 3,219 46,254 175 1,432 45 750 85 925

住宅資金お借入の
お客さま向けの貸付債権 199 2,191 168 1,854 12 163 0 	 − 19 173

金融円滑化への取り組み
　当金庫では中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえ、中小企業取引先の経営課題抽出や最適な解
決策の提案をはじめ経営改善・再建支援を行うにあたり、中立的立場で関与できる外部機関等とも連携
しながら、中小企業の経営改善支援に積極的に取り組んでいます。
　なお、平成21年12月4日から平成24年9月末までの対応状況は次のとおりとなりました。

ミニセミナーを開催
　平成23年11月に機能特化
型店舗に移行した北支店で
は、定期的にミニセミナーを
開催しています。上半期で6
回のセミナーを開催し31名
のお客さまが参加しました。

小山駅ビルにATMコーナーを新設
　平成24年6月の小山駅の中央自
由通路開通に伴い、小山駅ビル
（VAL）がリニューアルされました。
当金庫はお客さまの利便性向上の
一環として、VAL西口1階にATM
コーナー（出張所）を、同年7月12日
に新設しました。
●営業時間　平日	7：00～21：00	土日祝	9：00～21：00
●設置場所　小山市城山町3−3−22　
　　　　　　小山駅ビルVAL西口1階北側エスカレーター隣接
●取扱業務　	預入れ・引き出し　通帳記帳　残高照会
　　　　　　カードによる振込み
●設置台数　1台　
●管　　理　小山営業部（電話	0285-23-2451）

韮川支店を機能特化型店舗に移行
　当金庫はお客さまのニーズの多様化に対応し、より充実した金
融サービスの提供を目指して店舗機能の見直しを行っています。
　その一環として、韮川支店を「預金と預かり資産（投資信託、
個人向け国債、保険商品等）」を専門に取り扱う機能特化型店
舗に移行し、平成24年9月18日から営業を開始しました。
　機能特化型店舗は北支店に次いで2店舗目となります。

年金相談会
　上半期の年金相談会は全店舗で30回開
催し、151名のお客さまが参加しました。
　これからの開催スケジュール等は、店舗
窓口または下記フリーダイヤルにお問い合
わせください。
■足利地区　0120-21-8106
■小山地区　0120-02-8526

職場体験学習
　城南支店において、昨年に引き続いて小山市立城南中学校
生徒4名を、職場体験学習生として受け入れました。2日間に
わたり信用金庫の役割や預金、融資について講習を行い、金
融知識を深めてもらいました。

栃木県中小企業診断士会と業務委託契約を締結
　平成24年4月17日、一般社団法人栃木県中小企業診断士
会と「経営コンサルティング等について委託する業務」契約を
締結しました。地域中小企業の資金繰りなど経営環境が依然
厳しい状況にある中、同会の協力を得て、経営相談や中小企
業向けセミナー等を通じて地域企業の経営支援に積極的に取
り組んでいます。

ATM通帳記帳相互サービスを開始
　平成24年4月2日に栃木県内に本店のある信用金庫すべて
のATMで通帳記帳が可能となりました。さらに、同年10月14
日からは全国150の信用金庫のATMで通帳記帳が可能となり
ました。詳しくは、当金庫窓口へお問い合わせください。
　また、当金庫以外のATMでは新通帳への繰越はできません
ので、繰越の際は当金庫の窓口またはATM（一部ATM除く）を
ご利用ください。



本資料に掲載されている平成23年9月期（末）および平成24年9月期（末）の計数につきましては、
仮決算のため会計監査人の監査を受けておりません。また、掲載している金額は単位未満を切り捨
てて表示しています。

本店所在地	 〒326-0811		足利市井草町2407-1
出資金	 10億84百万円
会員数	 26,878名
常勤役職員数	 355名
店舗数	 25本支店7出張所（うち共同出張所3）

お問い合わせ先
足利小山信用金庫	経営企画部
TEL：0284-21-8100　FAX：0284-21-0576
http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/

概　要

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

本誌は、FSC®認証紙を使用し、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

カーライフプラン・教育プラン

　平成24年10月1日、当金庫
は消費者ローンの金利を大幅
に引き下げました。自動車
ローン「カーライフプラン」を
通常金利3.75%（変動）から
2.25%に、教育ローン「教育
プラン」を通常金利1.95%に
それぞれ引き下げました。さ
らに取引内容により最大0.5%
金利を優遇します。

ビジネスサポート1000

　「ビジネスサポート1000」は、
担保・保証人原則不要（ただし、
法人の場合は代表者保証が必要
となります）、ご融資額1000万
円以内で、事業資金（運転資金、
設備資金、他金融機関からの借
換資金）としてお借り入れいただ
ける商品です。

�
店名 住所 電話 平日ATM営業時間

本店営業部 足利市井草町2407-1 0284（21）8101 8：45～19：00

葉鹿支店 足利市葉鹿町1-24-4 0284（62）0111 8：45～19：00

八幡支店 足利市八幡町519-6 0284（71）1174 8：45～19：00

福居支店 足利市福居町624-3 0284（71）1351 8：45～19：00

助戸支店 足利市芳町23-1 0284（41）6121 8：45～19：00

富田支店 足利市多田木町74-1 0284（91）0429 8：45～19：00

南支店 足利市八幡町1-2-6 0284（72）8311 8：45～19：00

山前支店 足利市鹿島町1109-1 0284（62）7111 8：45～19：00

北支店 足利市江川町1-17-15 0284（44）1151 8：45～19：00

毛野支店 足利市八椚町485-1 0284（43）1100 8：45～19：00

邑楽支店 邑楽郡邑楽町大字新中野123-36 0276（88）7751 8：45～19：00

韮川支店 太田市台之郷町1458-1 0276（22）8181 8：45～19：00

小俣支店 足利市小俣町501-5 0284（64）1211 8：45～19：00

大泉支店 邑楽郡大泉町西小泉1-12-23 0276（62）0121 8：45～19：00

小山営業部 小山市城山町1-3-27 0285（23）2451 8：45～19：00

宮本町出張所 小山市宮本町2-3-8 0285（22）1512 8：45～19：00

間々田支店 小山市大字間々田1179 0285（45）1152 8：45～19：00

駅東支店 小山市駅東通り2-38-3 0285（24）4311 8：45～19：00
●土・日・祝日のＡＴＭ営業時間は原則として9：00～17：00となっています。
●ご利用日、時間によりATM利用手数料が掛かります。

� 平成24年11月12日現在
店名 住所 電話 平日ATM営業時間

野木支店 下都賀郡野木町大字丸林416-6 0280（57）3411 8：45～19：00

小金井支店 下野市川中子3328-153 0285（44）5522 8：45～19：00

城南支店 小山市東城南5-6-11 0285（27）4511 8：45～19：00

城東支店 小山市城東6-10-10 0285（24）6001 8：45～19：00

粟宮支店 小山市大字粟宮746-2 0285（21）3011 8：45～19：00

石橋支店 下野市石橋235-5 0285（53）1150 8：45～19：00

栃木卸センター支店 栃木市樋ノロ町455-4 0282（20）5551 8：45～19：00

ローンプラザ足利 足利市今福町341-11 0284（21）8142 ─

ローンプラザ小山 小山市東城南5-6-11 0285（31）0208 ─

コンサルティングプラザ足利 足利市今福町341-11 0284（21）1117 ─

コンサルティングプラザ小山 小山市宮本町2-3-8 0285（32）7103 ─

今福出張所	 ：	現金自動機預入支払コーナー 8：45～19：00

小山市役所出張所	 ：	現金自動機預入支払コーナー 8：45～18：00

小山駅ビル出張所	 ：	現金自動機預入支払コーナー 7：00～21：00

東間々田出張所	 ：	現金自動機預入支払コーナー 8：45～19：00

足利市役所第二共同出張所※	：	現金自動機支払コーナー 9：00～19：00

足利商工会議所共同出張所※	：	現金自動機支払コーナー 9：00～18：00

県庁共同出張所※	 ：	現金自動機預入支払コーナー 8：45～18：00
※平日のみの営業となっております。

　上半期の新商品

　店舗のご案内


