
平成27年度 上半期のご報告
（平成27年4月1日～平成27年9月30日）
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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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　平成27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77億95百万円増加の
2,953億67百万円となりました。
　貸出金残高は、個人消費資金、住宅ローン残高が前年度末比で増加したものの、中小企業の資金需要が依然として
低調であることから、事業性融資残高が減少し、前年度末より65百万円減少の1,341億64百万円となりました。

 （単位：百万円）

平成26年度
平成27年9月期（半期）

平成26年9月期（半期） 平成27年3月期（通期）
業務純益 127 332 233
経常利益 240 317 171
当期純利益 225 201 138

（注）平成26年9月期および平成27年9月期は4月から9月までの6ヵ月の計数です。

　平成27年9月期の業務純益は2億33百万円、経常利益は1億71百万円、当期純利益は1億38百万円となりました。

平成27年度上半期 業績のご報告

預金・貸出金の状況

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、有価証券と信金中央金庫等への預け金で
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こと
を方針に運用した結果、前年度末比38億45百万円減少
の735億66百万円となりました。預け金は、前年度末比
111億5百万円増加の909億52百万円となりました。

その他有価証券 （単位：百万円）

種類 　平成27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 45 41 4
国内債券 51,496 50,853 643
国債 5,954 5,792 162
地方債 11,061 10,845 215
社債 34,480 34,215 264
外国債券 2,818 2,800 17
投資信託 3,611 3,531 79
小計 57,971 57,226 744

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

株式 292 320 △28
国内債券 4,603 4,618 △15
国債 ー ー ー
地方債 ー ー ー
社債 4,603 4,618 △15
外国債券 495 500 △4
投資信託 1,668 1,694 △26
小計 7,060 7,134 △73

合計 65,032 64,361 671

（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。

デリバティブ取引の時価及び評価損益等
該当ありません。
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有価証券の時価及び評価損益等
「売買目的有価証券」「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式」
該当ありません。

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

種類 　平成27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 4,292 4,570 277
地方債 101 103 2
社債 1,916 1,971 54
外国債券 312 320 7
小計 6,622 6,965 343

時価が貸借対照表
計上額を

超えないもの

国債 ー ー ー
地方債 ー ー ー
社債 ー ー ー
外国債券 1,904 1,858 △46
小計 1,904 1,858 △46

合計 8,527 8,824 297

（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は含め

ておりません。

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27年9月末
貸借対照表計上額

非上場株式 44
その他の証券 7
合計 51

金銭の信託の時価及び評価損益等
該当ありません。

　平成27年9月末の預かり資産残高は、投資信託は順
調に増加したものの、国債の満期償還等により、前年度
末比5億33百万円減少の189億8百万円となりました。

有価証券・預け金の状況

預かり資産の状況
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自己資本の構成 （単位：百万円）

平成27年3月末 平成27年9月末
自己資本の額 10,953 11,106 
コア資本に係る基礎項目 10,960 11,113 
コア資本に係る調整項目 7 6 

リスク・アセット等の額の合計額 115,089 119,192 
信用リスク・アセットの額の合計額 107,973 112,075 
オペレーショナル・リスク相当額の合計額÷8％ 7,116 7,116 

自己資本比率 9.51% 9.31%
（注）「コア資本に係る調整項目」の経過措置による不算入額は、平成26年度28百万円、平成27年9月末は27百万円です。

金融再生法に基づく開示債権額 （単位：百万円）

平成27年3月末 平成27年9月末
金融再生法上の不良債権 8,077 8,334 
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 2,554 2,406 
危険債権 5,396 5,792 
要管理債権 125 135 

正常債権 126,710 126,371 
合計 134,788 134,706 

　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。　
　平成27年9月末の自己資本比率は9.31%となり、前
年度に比べて0.2ポイント低下しましたが、引き続き国
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152百万円増加し
111億6百万円となりました。

　金融再生法上の不良債権額は、中小企業取引先へ
の経営支援活動等に積極的に取り組んできましたが、
前年度末比2億57百万円増加し83億34百万円とな
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66億88百万円が保全され
ています。さらに、その他利益余剰金86億21百万円
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。

健全性

自己資本の状況

不良債権の状況



足利小山信用金庫は 創立90周年 を迎えました

創立90周年記念事業

ご当地キャラクター通帳の発行
　当金庫の営業地域内で店舗のある4市1町（足利市、小
山市、栃木市、下野市、野木町）の公認キャラクターを採用
した総合口座通帳の取り扱いを、6月1日から開始しまし
た。当金庫をより身近に感じていただくとともに、各市町
のPRに貢献することを目的としています。
　当通帳は、優れた可読
性を持つ「モリサワUD
フォント」を採用していま
す。また、製造時には環
境負荷の少ない「植物油
インキ」を使用したうえ、
CO₂削減にも考慮したカーボンオフセット※通帳となって
います。
※  カーボンオフセットとは、通帳製造時に発生するCO₂を計量し、その
排出量に見合ったCO₂削減活動（森林保護活動など）に投資すること
で、実質排出量を相殺（オフセット）するという考え方です。

記念定期預金の取り扱い
　これまでのご愛顧に感謝を込めて、創立90周年記念定
期「夏の陣」※と「冬の陣」の取り扱いを開始しました。
　「冬の陣」はお一人様500万円以内を預入限度額とし、
適用金利は3年もので0.15%（税引後0.119%）、5年もの
で0.2%（税引後0.159%）となります。取扱期間は平成27
年11月2日から12月30日までとなります。
※ 「夏の陣」は平成27年7月31日に取り扱いを終了しました。

ご来店感謝デーの開催
　11月2日から6日にかけ
て、ご来店感謝デーを開催
しました。期間中にご来店
いただいたお客さまには、
当金庫オリジナルの「キュー
ブBOXティッシュ」や「クリ
アファイル」を記念品として
贈呈しました。また、お子さ
まや、ご当地キャラクター通帳を新規発行または切り替え
をされた方には、くじ引きによるプレゼントも併せて実施
しました。

制服のリニューアル
　11月2日から女性職員の制服
をリニューアルしました。新しい
制服は、信頼感と親しみやすさ
を感じるネイビー（濃紺）と、生地
に織り込まれたラメ糸が、繊細さ
と上品さを感じさせるスタイル
となっています。また、オリジナ
ル柄のスカーフリボンは女性の
持つ「優しさ」や「華」を表現して
います。秋冬にはシンプルで女性らしいチェック柄のベス
ト、春夏には爽やかで明るい印象の細かいボーダー柄のベ
ストで、「新鮮さ」と「安心感」を表現しています。リニューア
ル前の制服は、環境保全の観点から、再生繊維の原料へと
リサイクルされます。

当金庫は創立90周年を記念して、以下の記念事業を実施しています。

ごあいさつ
　足利小山信用金庫は本年10月30日をもちまして、創立90周年を迎えました。
　当金庫の前身である「有限責任足利信用組合」は、大正14年（1925年）10月30日、相互扶助、共存
共栄の理念のもと、中小商工業者の資金の円滑化を図るため設立されました。昭和26年（1951年）信
用金庫法制定により足利信用金庫に改組した後は、平成16年（2004年）11月に小山信用金庫と合併
し、現在に至っています。
　90周年を迎えることができましたのは、ひとえに当金庫を長年にわたりご支援、ご愛顧くださった
会員ならびにお取引先の皆さま、地域の皆さまのおかげと心から感謝申し上げます。
　これからも、健全で調和のとれた経営姿勢を堅持しながら、地域の発展に寄与し「地域から信頼さ
れ親しまれる信用金庫」となれるよう、この90周年を節目に決意を新たにし、一層の努力を重ねてまい
ります。



本資料に掲載されている平成26年9月期（末）および平成27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。

発行：平成27年11月

店舗のご案内 （平成27年11月1日現在）

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

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

野木支店 下都賀郡野木町大字丸林416-6 0280（57）3411 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。

店名 住所 電話 平日ATM営業時間

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 小山市宮本町2-3-8 0285（22）1512 ─

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

宮本町出張所 ： 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 9：00～18：00

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。

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。

本店所在地  〒326-0811 
栃木県足利市井草町2407-1

店舗数  24本支店8出張所
（うち共同出張所3）

預金残高 2,953億円
貸出金残高 1,341億円
出資金 10億93百万円
会員数 26,665名
常勤役職員数 339名

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
ホームページ 足利小山 検索
http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/

足利小山信用金庫の概要 （平成27年9月30日現在）

「職域サポートサービス」の開始
　当金庫は、お客さまへより良いサービスを提供するため、「職域サポートサービス」の取り
扱いを7月1日より開始しました。
　当サービスは、当金庫と職域サポート契約を締結いただいた事業所にお勤めの皆さまに、
さまざまな優遇サービス・商品を提供するなど、福利厚生面でお手伝いする取り組みです。

サービス内容
■ 「職域サポートローン」
 金利優遇の各種ローンをご利用いただけます。
■ 「“明日があるさ”しんきんファミリーサポート定期積金」
 各種リゾート・娯楽施設の利用価格割引や無料健康相談サービス付の商品です。
■ 「金融に関する（資産運用・年金・相続・融資等）相談」
 金融に関するご相談に当金庫の担当者がお答えします。

サービスのご案内

詳しくは各営業店窓口または得意先担当者にお気軽にお問い合わせください。


