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　平成29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、前年度末より61億

99百万円増加の2,982億25百万円となりました。 

　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極

的な営業活動に努めた結果、個人の消費者ローンや

地方公共団体への貸出が増えたことから、前年度末よ

り39億56百万円増加の1,388億99百万円となりま

した。

預金積金・貸出金の状況

平成 29年度  業績のご報告
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　預かり資産は、当金庫がお客さまから預託

を受けた、国債、投資信託、個人年金保険など

の資産のことをいいます。 

　平成29年度末の預かり資産残高は、投資信

託は増加したものの、国債および個人年金保

険が減少したことから、前年度末より1億28

百万円減少の164億11百万円となりました。 

（単位：百万円）
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預かり資産の状況

　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9億92

百万円減少の699億53百万円となりました。

　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28億25百万円増加の931億

18百万円となりました。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。
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※日本格付研究所（JCR）平成30年4月末現在 

有価証券・預け金の状況

　収益状況は、日本銀行のマイナス金利政策

の継続により資金運用収益が減少し、経営環

境はますます厳しさを増しておりますが、資金

運用力の強化および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1億58

百万円となりました。 

損益の状況
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　平成29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8億36百万円減少し、65億53百万円となり

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0.75ポイント減少し、4.70％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54億42百万円となり、未

保全額となる11億10百万円も、その他利益剰余金

88億57百万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。

　自己資本比率は、金融機関の健全性を示す重要な

指標として用いられ、その水準が高いほど、経営がよ

り健全であることを示しています。 

　金融機関の自己資本比率の基準には、信用金庫の

ように国内だけで営業する場合、国内基準である4％

以上が必要とされています。 

　当金庫の平成29年度末の自己資本比率は、貸出

金等のリスク・アセットの増加に伴い前年度末比0.20

ポイント低下の9.21％となりましたが、国内基準を大

きく上回る水準を維持しています。 

●自己資本比率と自己資本の額
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自己資本の額 11,031 11,123 11,227

リスク・アセット 119,159 118,161 121,830

自己資本比率 9.25 9.41 9.21

自己資本の状況

不良債権の状況 



足利小山信用金庫の取り組み

金融円滑化の取り組み
　地域の皆さまに必要な資金を円滑に供給していく

ために、「地域金融円滑化のための基本方針」等を定

めるなど、態勢整備を図っています。また、適切なリス

ク管理体制のもとで、事業者の皆さまの経営相談と

経営改善等にきめ細かな支援を行うため、外部機関

と連携をとり、金融仲介機能・コンサルティング機能

を積極的に発揮し、地域金融の円滑化に全力を傾注

して取り組んでいます。  

　お客さまからの資金需要や貸出条件変更等につい

てのお申込みをいただいた場合は、これまでと同様、

お客さまが抱えている課題等を把握したうえで、その

解決に向けて真 に取り組んでまいります。 

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、情報提供等を支援していま

す。また、販路拡大、事業承継など、お客さまが抱える経

営課題のソリューション提案を積極的に行っています。 

　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29年度

の創業補助金申請や創業資金の相談件数26件、融

資実績は25件、1億25百万円となりました。 

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29年度は、取引先14社に支援

を実施し、うち6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・長野・静岡の6県の15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100社とバイヤー56社を招き、平

成29年10月3日に開催しました。当金庫の取引先4

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30年2月15日に、足利地区で平成29年度 第

2回「知財ビジネスマッチング交流会」が開催されまし

た。開放特許提供企業3社および県内の中小企業等

から42名が参加し、当金庫の取引先からは1社が個

別面談を行いました。

   ものづくり企業展示・商談会２０１7

　県内の製造企業約151社を招いて平成29年12月

12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。

   2018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250

社およびバイヤー50社を

招いて平成30年3月15日

～16日に開催しました。当

金庫の取引先からは1社が

個別商談を行いました。

 

   2017“よい仕事おこし”フェア

　平成29年8月22日、23日に開催された城南信用

金庫主催の同フェアには全国の信用金庫が協賛し、

430社の企業が出展しました。当金庫からは1社が

出展しました。 

地域密着型金融の推進

ピック
アップ!



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。

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 9：00～19：00

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。発行：平成30年7月

店舗のご案内

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 2,982億円
貸出金残高 1,388億円
出資金 10億円
会員数 26,347名
常勤役職員数 302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/

足利小山信用金庫の概要
（平成30年3月末現在）

（平成30年6月末現在）

投信インターネットサービスのご案内
当金庫では、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、インターネットで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。

●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

来店不要！  どこでも簡単に投信取引！
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！

来
忙かんたん！

購
おトク！

最
最

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

邑楽支店および駅東支店は、少人数で効率的な店舗運営を図るため、窓口営業時間を平日9時から11時30分、12時30分から15時とし、
11時30分から12時30分の間は休業としています。なお、ATMコーナーの営業時間は変更ございません。窓口営業時間変更のご案内 

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。
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