
（平成25年4月1日～平成25年9月30日）

平成25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。

（単位:百万円） （単位:百万円）

　平成25年9月末の預金積金残高は、流動性預金を中心に順調に推移し、前年度末より76億14百万円増加の
2,919億2百万円となりました。
　貸出金残高は、資金需要が低迷している状況の中、地域の中小企業および個人のお客さまに対して、必要な資金
を円滑に供給するため積極的な営業活動に努めましたが、前年度末より26億43百万円減少の1,271億56百万円と
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

	 （単位：百万円）

平成24年度
平成25年9月期（半期）

平成24年9月期（半期） 平成25年3月期（通期）
業務純益 162 408 204
経常利益 100 316 96

当期純利益 91 180 84
（注）平成24年9月期および平成25年9月期は4月から9月までの6ヵ月の計数です。

　平成25年9月期の業務純益は2億4百万円、経常利益は96百万円、当期純利益は84百万円となりました。

平成25年度上半期 業績のご報告

預金・貸出金

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47億59百万円増加の707億64百万円と
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25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 4,228 4,331 103
地方債 101 102 1
社債 1,922 1,946 24
外国債券 1,574 1,710 135
小計 7,827 8,092 264

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国債 99 99 △0	
社債 − − −
外国債券 1,700 1,598 △101
小計 1,799 1,698 △101

合計 9,627 9,790 163
（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25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 27 27 0
国内債券 45,466 45,132 333

国債 6,948 6,867 80
地方債 3,624 3,591 33
社債 34,893 34,673 219

外国債券 2,329 2,297 31
投資信託 19 19 0
小計 47,842 47,476 365

貸借対照表
計上額が

取得原価を
超えないもの

株式 70 72 △2
国内債券 12,324 12,401 △76

国債 1,894 1,905 △11
地方債 4,156 4,190 △34
社債 6,274 6,305 △30

外国債券 580 600 △19
投資信託 275 378 △102
小計 13,250 13,451 △200

合計 61,093 60,927 165
（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。

満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。

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25年9月末

貸借対照表計上額
非上場株式 44
合計 44
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（単位:百万円）
　平成25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11億34百
万円増加の181億47百万円となりました。

有価証券

預かり資産
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（単位:百万円）

自己資本の構成	 （単位：百万円）

平成25年3月末 平成25年9月末
基本的項目（Tier 1）の額 10,363 10,446
自己資本の額（Tier 1＋補完的項目－控除項目） 10,884 10,918
リスク・アセット（資産ごとのリスクの大きさに応じて掛け目をかけた合計） 115,498 115,234
総所要自己資本額（リスク・アセット×4%） 4,619 4,609
自己資本比率（自己資本の額÷リスク・アセット） 9.42％ 9.47％
基本的項目比率（Tier 1÷リスク・アセット） 8.97％ 9.06％
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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25年3月末 平成25年9月末
金融再生法上の不良債権 9,907 10,570

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,050 3,108
危険債権 6,733 7,349
要管理債権 123 111

正常債権 121,010 117,833
合計 130,918 128,403

　自己資本はリスクが発生する可能性がある資産
（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図る重
要な指標のひとつです。　
　自己資本比率は、前年度末比0.05ポイント増
加し9.47％と、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33百
万円増加し109億18百万円となりました。

　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
生防止に取り組みましたが、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6億
62百万円増加の105億70百万円となりました。
　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87億58百万円が
保全されています。さらに、その他利益剰余金
82億77百万円により十分カバーされていること
から、不良債権に対する備えは万全です。

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



お客さまと地域を支援します

貸付条件の変更等の申込みに対する対応状況（平成25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 4,111 58,448 3,799 55,277 211 2,165 − − 101 1,004

住宅資金お借入の
お客さま向けの貸付債権 216 2,360 178 1,930 14 198 − − 24 231

中小企業の再生支援
　平成25年8月29日、当金庫は中小企業基盤整備機
構、県内2銀行・5信用金庫・2信用組合および栃木
県信用保証協会と共同で、「とちぎネットワークファン
ド」を設立しました。
　同ファンドは、財務改善や事業見直しにより再生可
能な栃木県内の中小企業を対象に投資して債務の軽
減を図るとともに継続的な支援を行い、再生の達成
を目的としています。支援総額は20億円、存続期間
は8年となっています。
とちぎネットワークファンド：	中小企業再生ファンド「とちぎネットワーク

ファンド投資事業有限責任組合」の通称。

国土交通省等とパートナー協定を締結
　当金庫は平成25年10月1日、国土交通省および一
般社団法人環境不動産普及促進機構と「改正不動産
特定共同事業法及び耐震・環境不動産形成促進事業
に関するパートナー協定」を締結しました。
　地域における老朽・低利用不動産の再生を促進す
ることを目的としており、当金庫が連携することで地
域の再生促進を支援します。

年金相談会
　上半期実施した年金相談会は
全店舗で30回開催し、118名の
お客さまがご来店されました。
今後開催される予定日等につき
ましては、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

6次産業化支援
　当金庫は農林漁業成長産業化支援機構、足利銀行、
みずほ銀行、みずほキャピタル、県内5信用金庫およ
び2信用組合と共同で、「とちまる6次産業化成長応援
ファンド」を平成25年9月27日に設立しました。
　農林漁業産品の生産にとどまらず、加工や販売も
行う6次産業化に取り組む事業者を支援することを目
的として設立されたファンドです。ファンド総額は20
億円、存続期間は15年となっています。

新現役交流会
　当金庫は関東経済産業局と連携して、第1回「新現役
交流会」を平成25年11月8日に開催しました。同会は、
企業在籍時に培った知識・技術などを持つ、「新現役（企
業退職者）」と呼ばれる方々と、こうした人材を必要とし
ている当金庫の取引先とのマッチングを行うことを目
的に、開催いたしました。今回は、38人の新現役人材
と取引先19社が参加してマッチングが行われました。

金融円滑化への取り組み
　平成21年12月4日に施行された「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」の
第4条、および第5条に基づく「貸付条件の変更等」について、平成25年9月末現在の対応状況は以下のとおりです。



本資料に掲載されている平成24年9月期（末）および平成25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。したがって項目ごとの合計の計数が一致していない場合があります。

本店所在地	 〒326-0811		足利市井草町2407-1
出資金	 10億82百万円
会員数	 26,820名
常勤役職員数	 352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。

しんきんグッドサポート 8大疾病補償付債務返済支援保険
　住宅ローンをご利用のお客さま向けに、平成25年10月
1日から取扱を開始しました。	
　病気やケガにより就業ができなくなった場合に、毎月の
住宅ローン返済を支援する「月額返
済補償」と、8大疾病により12ヵ月間
月額返済補償が継続した場合に、そ
の時点の住宅ローンの残債額を保険
金でお支払いする「残債一括補償」を
組み合わせた商品です。

NISA（ニーサ）口座開設キャンペーン実施中！
　NISAは、平成26年1月1日からスタートする個人投資家
向けの少額投資非課税制度です。
　毎年100万円までの非課税投資枠が設定され、投資金
額100万円分までの株式投資や投資
信託にかかる値上がり益や配当金（分
配金）が非課税となります。
　口座開設キャンペーンを平成26年
2月末まで実施しています。もれなく
QUOカード500円分をプレゼントし
ます。

�
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25年11月1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	 ：	現金自動預入支払機コーナー 8：45～19：00

小山市役所出張所	 ：	現金自動預入支払機コーナー 8：45～18：00

小山駅ビル出張所	 ：	現金自動預入支払機コーナー 7：00～21：00

東間々田出張所	 ：	現金自動預入支払機コーナー 8：45～19：00

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

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

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

店舗のご案内

新商品のご紹介

発行：平成25年11月


