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　平成28年度末の預金積金残高は、流動性預金を
中心に順調に推移したことにより、前年度末61百万
円増加の2,920億25百万円となりました。 
　貸出金残高は、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

預金積金・貸出金の状況 

極的な営業活動に努めた結果、個人消費資金や住宅
ローン残高は前年度末比で増加しましたが、一般企
業等の資金需要低迷や資産の健全化を図るために不
良債権の処理を実施したことから、前年度末より17
億76百万円減少の1,349億43百万円となりました。

平成 28年度  業績のご報告
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業務純益
経常利益
当期純利益

（単位：百万円）●業務純益・経常利益・当期純利益

533

310
161

348
216

115

332 317
201

26年度末 27年度末 28年度末平成

　皆さまからお預かりした預金は、貸出金と
しての運用のほかに、有価証券や預け金とし
ても運用しています。 
　有価証券は、安全性と流動性を最優先す
るという方針のもと、国内債券を中心に運用
を行っています。期末残高は、前年度末より
7億86百万円増加の709億45百万円とな
りました。 

　預け金は、主に全国の信用金庫の中央機
関である信金中央金庫で運用しており、期
末残高は前年度末より7億91百万円増加の
902億92百万円となりました。信金中央金
庫は総資産30兆円を超す国内最大級の金
融機関であり、信用格付けもAA※を取得し
ています。

　平成28年度末の預かり資産残高は、投資
信託は増加したものの、国債の満期償還や
マイナス金利政策等による個人年金保険の
予定利率見直し等が要因となり、前年度末
より15億88百万円減少の165億40百万
円となりました。

　収益状況は、市場金利の一段の低下によ
り、貸出金利息や預け金利息等の資金運用
収益が減少したものの、経営の効率化なら
びに経費の節減に努めた結果、当期純利益
は1億15百万円となりました。 

（単位：百万円）
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損益の状況

有価証券・預け金の状況
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※日本格付研究所（JCR）29年4月末現在 
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　平成28年度は不良債権額の減少を図るため、経
営改善支援や延滞債権の回収促進を行うとととも
に、厳格な自己査定による不良債権の適切な償却･
引当を行った結果、金融再生法に基づく不良債権は
前年度より3億29百万円減少し、73億90百万円と
なりました。 

　なお、不良債権比率（不良債権の総与信に対する割
合）は、前年度末より0.17ポイント減少し、5.45％
となりました。 

●金融再生法に基づく
　不良債権比率と不良債権額 不良債権比率

（単位：%）
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　不良債権に対する保全状況は、担保や保証･貸倒
引当金等による保全額が60億57百万円となり、未
保全額となる13億32百万円も、その他利益剰余金
87億22百万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。 
　また、この不良債権は、担保処分による回収見込
額、保証による回収が可能と認められる額や既に引
き当てている貸倒引当金を控除する前の金額であ
り、全てが損失となるものではありません。

　自己資本比率と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示す重要
な指標の一つです。 

　平成28年末の自己資本比率は、前年度末比0.16
ポイント増加し9.41％となり、国内基準の４％を大き
く上回っています。 
　また、自己資本の額は前年度末より92百万円増加
し111億23百万円となりました。

●自己資本比率と自己資本の額

11,031 11,12310,953

9.51 9.25 9.41

自己資本比率
（単位：%）

自己資本の額
（単位：百万円）

26年度末 27年度末 28年度末平成

自己資本の状況 

不良債権の状況 

 (単位: 百万円、％)

平成26年度 平成27年度 平成28年度

自己資本の額 10,953 11,031 11,123

リスク・アセット 115,089 119,159 118,161

自己資本比率 9.51 9.25 9.41



足利小山信用金庫の取り組み
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個人保証や不動産担保に必要以上に

依存しない融資の取り組み

　当金庫独自の融資商品「ビジネスサポート1000」
と栃木県信用保証協会との連携保証による「しんきん
スクラム・ネオ」、そしてABL※（動産・債権担保融資）を

推進することにより、個人保証や不動産担保に必要以
上に依存しない融資に取り組んでいます。平成28年
度末の実績は、400件、15億22百万円となりました。 
※ABL：Asset Based Lendingの略。お客さまの流動資産（集合動産、売掛債権
等）を担保として活用する金融手法です。

創業・新事業開拓における支援
　当金庫は、初めて起業される方や新事業展開を計
画する事業者に対し、融資や創業補助金の申請支援、
販売先や仕入れ先等の紹介、情報提供等の支援を
行っています。 
　また、当金庫は中小企業庁から産業競争力強化法
による認定を受けている足利市・小山市および商工
会議所・商工会・金融機関等と連携して創業者およ
び創業希望者の支援を行っています。この結果、平成
28年度の創業補助金申請や創業資金の相談件数20
件、融資実績は20件、2億円となりました。

補助金の申請支援
　コンサルティングプラザを中心に取引先企業の課
題解決、競争力強化や設備の更新等をサポートする
ため、各種補助金に関する相談や申請支援を積極的
に行いました。平成28年度は、取引先12社に支援
を実施し、うち9社が採択されました。

ビジネスマッチングの推進
 ▶フードビジネス個別商談会 

　栃木・群馬・茨城・新潟の4県の11信用金庫が連
携し、地域資源を活用した、こだわりのある食品加工

の企業87社およびバイヤー45社を招いて平成28
年10月4日に開催しました。当金庫の取引先からは
5社が個別商談を行いました。 

 ▶知財ビジネスマッチング交流会
　平成28年10月25日に初めて足利地区で開催され
ました。開放特許提供企業3社および県内の中小企業
等から29名が参加し、当金庫の取引先からは3社が
個別面談を行いました。

 ▶ものづくり企業展示・商談会２０１６

　県内の製造企業約
180社を招いて平成28
年11月17日に開催され、
当金庫の取引先からは
7社が出展しました。

 ▶とちぎ食の展示・商談会 

　県内食品製造・販売企業約170社が出展した同商
談会は、平成29年2月8日に開催され、当金庫の取
引先からは3社が出展しました。 

 ▶2017全国！ うまいもん発掘大商談会 

　城南信用金庫と連携し、食品製造・販売企業約200
社およびバイヤー40社を招いて平成29年3月16日
～17日に開催しました。当金庫の取引先からは4社
が個別商談を行いました。

事業活動を応援

ピック
アップ!
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 献血運動に協力し、役職員45名が参加（平成28年
6月9日） 
「信用金庫の日」に伴い全店舗周辺の清掃活動に役
職員291名が参加（平成28年6月15日）
 織姫神社の清掃活動に役職員128名が参加（平成
28年10月8日） 
 渡良瀬遊水地「第15回ヤナギ・セイタカアワダチソ
ウ除去作戦」に小山営業部の役職員13名が参加
（平成29年2月12日）▶2
 交通事故防止街宣広報活動への参加 

文化活動 
 各営業店で作品展を開催 ▶3  
「しんきん年金友の会」の会員を招いた「しんきん寄
席」を開催（平成28年9月8日、9日）

安心・安全に向けた取り組み 
 小金井支店が、下野市社会福祉協議会の作製する
「ふらっと福まるマップ」に、車椅子対応の記帳台や
ATMの受話器方音声案内装置、筆談ボードがあるこ
とから掲載

金融経済教育への取り組み

　当金庫は経営計画における具体的施策の1つとし
て、『地域の子どもや若年層に対する正しい金融知
識等の普及』を掲げています。同施策における取り組
みとして、平成28年度は次の活動を実施しました。 

 ▶足利市内の梁田小学校において、小学生のうちから
「お金」に対する興味や関心、「お金の流れ」につ
いての知識を深めてもらうため、お祭り集会に『足利
小山信用金庫梁田小学校臨時出張所』を模擬出店し
ました。平成20年度から数え、8度目となります。「お
金の大切さ」や「信用金庫の役割」を教えることで、
地域の将来を担う子どもたちに学校や家庭における
金融教育の理解促進や信用金庫をアピールする機会
にもなっています。 

 ▶子どもの金融リテラシーを育む図鑑として児童向け
の図書を購入し、各営業店に配布しました。子どもの
ころに学んだお金の知識は、その後の金銭感覚の土
台になるといいます。全営業店ロビーに備え付けるこ
とで、来店された子どもたちだけでなく、大人のお客さ
まも読むことにより、子どもへの金銭教育や地元の小
学生等の就労体験に役立つよう取り組んでいます。

地域社会貢献活動
地域行事への参加 
「第8回おやま思川ざくらマラソン大会」に役職員12
名が参加（平成28年4月10日） 
 各地域の夏祭り等に役職員が参加
「第39回足利尊氏公マラソン大会」に役職員9名が
参加（平成28年11月6日） 
 足利市防火協会による「消火器等取扱講習会」に役
職員8名が参加（平成28年11月15日） 
「第39回おやま思川マラソン大会」に役職員10名が
参加（平成28年12月11日） 

ボランティア活動 
「渡良瀬遊水地クリーン作戦」へ小山営業部の役職
員11名が参加（平成28年4月16日）▶1
「第22回渡良瀬クリーン運動」へ役職員116名が参
加（平成28年5月8日） 

地域社会への貢献

▶1  

▶2  

▶3 本店営業部
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● 小俣支店を機能特化型店舗へ形態変更（平成28年5月16日） 
● 「信用金庫の日」に1日感謝デーを開催（平成28年 6月15日） 
● 夏の資産運用キャンペーンを実施（平成28年6 月15日～平成28

年8 月31日） 
● 「職域専用定期積金」の取り扱いを開始（平成28年 7月1日） 
● 医療がん保険の新商品を取り扱い開始（平成28年10月3 日） 
 アフラック「ちゃんと応える医療保険やさしいＥＶＥＲ」／
 アフラック「生きるためのがん保険寄りそうＤＡＹＳ」 
● 冬の資産運用キャンペーンを実施（平成28年11月14日～ 平成

29年1月31日） 

● 遺言・相続相談会を開催（平成28年11月15日） 
● 「しんきんスクラム・ネオ」の取り扱いを開始（平成28年12月19日） 
● 下野市と「地域活力向上等に関する連携協定」を締結（平成28年

12月19日） 
● ホームページに投信情報提供サービスの機能を追加（平成29年

1月6日） 
● 投信インターネットサービスの取り扱いを開始（平成29年2月1日） 
● 新生活応援キャンペーン2017キャンペーンを実施（平成29年2

月1 日～平成29 年5月31日）

　足利小山信用金庫はお客さまのさまざまなニーズにお応えするための各種商品を取り揃えるとともに、サービ
スや商品性の向上に積極的に取り組んでいます。

お客さまのご満足のために

クールビズ･ウォームビズの推進
  ▶室温管理の徹底（冷房28℃、暖房20℃） 
 ▶夏（5～10 月）は上着なし、ノーネクタイ 
 ▶冬（11～3 月）は上着やインナーウエア着用 

資源の有効活用 
 ▶電気使用量は、クールビズ・ウォームビズの推進、室
内温度の適正管理、不在不要の消灯徹底、空調機の
フィルターや照明の定期点検・清掃、新電力への切り
替えにより、平成21年度比で24.7％削減しました。
（前年度比3.7％削減） 

 ▶コピー用紙使用量は、両面、縮小コピーによる枚数
削減のほか、内部のマニュアル等を庫内LAN利用に
よりペーパーレス化するなどの削減を行いましたが、
業務量の増加もあり平成21年度比で21.4％増加し
ました。（前年度比3.9 ％削減） 

 ▶ガソリン使用量は、ア
イドリングストップ、エコ

ドライブの徹底、日常の
自主点検・整備の実施、
営業車両の入れ替え時
におけるエコカー（低燃費車）の導入により、平成21
年度比で8.9％削減しました。（前年度比2.8％削減） 

環境保全関連商品 
 ▶「カーライフプラン・エコ」はエコカー（新車）購入お
よび付帯費用・税金等を資金使途とし、「カーライフプ
ラン」に比べ割安の保証料で利用可能な商品です。
 
 ▶「リフォームプラン・エコ」は、太陽光発電やオール
電化などのエコ住宅設備の設置費用にご利用いただ
けます。従来のプランに比べ割安の保証料となってい
ます。

環境保全活動の取り組み

 特殊詐欺被害未然防止により葉鹿支店、富田支店が
足利警察署から、野木支店が小山警察署から、それ
ぞれ感謝状を授与

寄付 
 小金井支店の全職員が集めた使用済み切手を下野
市社会福祉協議会へ寄付 

 足利市と小山市の花火大会等、各地域行事への寄付 
「緑の募金」とちぎ環境みどり推進機構へ寄付 
「平成28年度熊本地震救援募金」被災信用金庫およ
び被災地域へ寄付
「信用金庫の日」に伴い募金を実施し、下野奨学会等
へ寄付



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。

本誌に掲載している計数は、原則として単位未満を切り捨てて
表示していますので、合計が一致しない場合があります。

発行：平成29 年7月

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 0284（88）7751 8：45～19：00

韮川支店 太田市台之郷町1458-1 0284（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 0284（62）0121 8：45～19：00

小山営業部 小山市城山町1-3-27 0284（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 2,920億円
貸出金残高 1,349億円
出資金 10億円
会員数 26,453名
常勤役職員数 309名

お問い合わせ先
足利小山信用金庫 経営企画部
TEL：0284-20-8000  FAX：0284-21-0576

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

投信インターネットサービスのご案内

店舗のご案内

足利小山信用金庫の概要

　当金庫では、平成29年2 月1日より、個人のお客さま向けにインターネットを経由した投資信託
サービスの取り扱いを開始しています。
　当サービスは、ご自宅のパソコンから簡単に投資信託の購入等ができる便利なサービスです。
　なお、ご利用には、事前に当金庫窓口でのお申込みが必要となります。

来店不要！  ご自宅で簡単投信取引！
忙しくて窓口に行けない方でも、インターネット環境さえあれば簡単操作でどこでもご利用いただけます。

購入時手数料が20％おトク！
インターネットで投資信託を購入すると、店頭扱い購入時手数料より20％割引になります。

最新のセキュリティで安全！
最新のセキュリティでお客さまの情報をお守りします！

●投資信託の購入・売却　●投資信託定時定額の新規・変更・中止　●資産取引明細の照会　●分配金支払方法の変更　●電子交付書面の閲覧

（平成29 年6月末現在）

（平成29 年6月末現在）

かんたん！

おトク！

安全！

投信インターネットサービスのメリット

投信インターネットサービスでできること

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合せください。


