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那須信用組合



皆さまには､日頃より格別のご愛顧お引き立て

を賜わり､心から御礼申し上げます｡

このたび､当組合の現況(平成20年度第7期)

をまとめましたので､ご理解を深めていただくため

の資料として､ご高覧賜わりたいと存じます｡

那須信用縫合は､地域の皆さまに本当にお役

に立てる金融機関をめざし､これまで以上に経営

の健全性と基盤強化に努めてまいりますので､一

層のご支援とご指導のほど､心からお願い申し上

げますo

那須信用組合
理事長/熊谷　勝美

[=====コ亘垂垂重要頭重===二二二コ
1平成14年6月24日/那須信用組合､西那須野信用組合､矢板信用組

合､黒羽信用組合の4組合が対等合併し､同時に
小川信用組合､馬頭信用組合､黒磯信用組合の
事業を譲り受け､営業地区を宇都宮市､矢板市､
大田原市､黒磯市､今市市､河内郡､塩谷郡､及
び那須郡として新生｢那須信用組合｣発足｡本店
を西那須野町永田町6番9号に移転する｡

■平成17年1月24日/伊王野支店を伊王野出張所に､東栄支店を東栄
出張所に変更する｡

■平成17年8月1日/営業地区を矢板市､大田原市､那須塩原市､宇都
宮市､さくら市､今市市､河内郡､塩谷郡､及び那
須郡に変更する｡

■平成17年10月1日/営業地区を矢板市､大田原市､那須塩原市､宇都
宮市､さくら市､那須鳥山市､今市市､河内郡､塩
谷郡､及び那須郡に変更するo

■平成17年11月14日/湯本支店を那須支店に､東那須野支店を那須塩
原支店に､若松支店を黒磯西支店に名称変更､及
び高久支店を高久出張所に､小川支店を小川出
張所に変更する｡

■平成18年1月10日/営業地区を矢板市､大田原市､那須塩原市､宇都
宮市､さくら市､那須鳥山市､下野市(旧下都賀郡
石橋町および旧下都賀郡国分寺町の地区を除
く)､今市市､河内郡､塩谷郡､及び那須郡に変更
する｡

■平成18年3月20日/営業地区を矢板市､大田原市､那須塩原市､宇都
宮市､さくら市､那須烏山市､下野市(旧下都賀郡
石橋町および旧下都賀郡国分寺町の地区を除
く)､日光市(旧日光市及び旧上都賀郡足尾町の
地区を除く)､河内郡､塩谷郡､及び那須郡に変更
する｡

■平成18年7月10日/大田原西支店を廃店し､大田原支店に統合する｡

■平成18年10月23日/那須支店を那須出張所に､三岳支店を三島出張
所に変更及び東栄出張所を黒磯南出張所に名称
変更する｡

■平成20年7月14日/片岡支店を片岡出張所に変更及び高久出張所を
高久ATM店へ変更する｡

堅芦聖壁塾担星.lll.lll.lll.･._

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�平成20年度末 

個人 �#Bﾃ����24,033 

法人 �"ﾃ3�b�2,269 

合計 �#bﾃ33R�26,302 
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理　事　長/熊谷　勝美

常務理事/亀田　　均

常勤理事/小山田正一

常勤理事/菊地　一浩

非常勤理事/渡辺　正夫

非常勤理事/飯島　　修
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非常勤理事/赤塚　林三

非常勤理事/緑川　則仁

非常勤理事/佐藤　恒夫

常勤監事/片腹　秀行

非常勤監事/井上　憲司

員外監事/小畠　　明
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■企業理念

1組合員の経済的地位の向上をめざす0

2地域の繁栄と共に生きる｡

3地域から愛され信頼される組合となる｡

1基本方針

当組合は､協同組合組織として組合員の相互扶助を理念としておりま

すo地域に密着した金融機関として中小零細企業者や勤労者等の金融の

円滑化と経済的地位の向上に寄与することを経営の最大の基本とし､お客

様から愛され信頼される金融機関を目指します｡

1当組合の経営方針

1収益力の改善と経営の健全性の確保｡

2経営管理態勢の構築｡

3人材の育成強化o

平成20年度　経営環境･事業概況

日頃より､格別のご支援とご愛顧を賜り､厚く御礼申し上げます｡

平成20年度の我が国程清は､前半は原油高､穀物等の原材料高による企

業収益の圧迫､後半には米国のサフプライム･ローン問題に端を発した金融･

資本市場の混乱を契機に世界的な金融不安が広がり､株価の下落､為替の

円高進行が実体経済に影響を及ぼし､自動車産業をはじめとする輸出関連企

業等の受注減､更に消費低迷による売り上げ不振､雇用不安が表面化するな

ど景気は急速に悪化いたしました｡

とりわけ､地域経済の基盤を支える中小零細事業者の業況は､これまでの

景気回復の恩恵を十分得られないまま急激な景気の悪化に見舞われ大変厳

しい状況にあり､当組合を取り巻く環境は一層厳しい1年でありましたo

この様な潅漬環境の下､当組合は平成20年3月に策定した経営健全化計

画に基づき､資産の健全化､収益の向上による経営基盤の強化を目指し､早

期に1支店の出張所化､ 1出張所の機械化店舗への変更など経営合理化を

推し進めて参りました｡

平成20年度の当組合の業績は､預金積金85,275百万円､貸出金48,987

百万円の期末残高となり､店舗の合理化等の影響や依然として厳しい環境

の中で中小零細企業の貸全需要の低迷などにより､前期比いずれも減少いた

しました｡

収益面では､人件費･物件費等の経費の削減に取り組んで参りましたが､

株価の下落･為替の円高により有価証券運用益の減少や評価損失による減

損処理により､ -般貸倒引当金を除く実質業務純益は前期比296百万円減

少の79百万円となるなど大変厳しい収益環境でありました｡更に､貸倒引当金

の積み増しに加え繰延税金資産の圧縮にも努めた結果､当期純損失は318

百万円となりました｡

自己資本比率につきましては､銀行等の自己資本比率規制の一部弾力化

特例措置により前年度0 1 7%上昇の6 39%となりましたD

平成21年度におきましては､引き続き不良債権処理を推し進めるとともに黒

字転換を予定しております｡今後も厳しい経済環境が予想されますが､役職員
一同､一層の経営健全化に取り組み､皆様が安心してお取引頂けるよう更な

る努力をして参る所存であります｡

今後ともより一層のご支援とご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます｡

■総代会の仕組みと機能

信用組合は､協同組織金融機関であり､組合員の総意により組合の意思を決定する機関として総会が設けられておりますoこの総会は､法律に定められた必

要決議事項の他定着糾こ反しない限り､必要決議事項以外の事項についても決議することができる組合の最高意志決定機関といえます｡

なお､信用組合には組合員の総数が法定数200人をこえる組合については定款の定めにより総会に代わる｢総代会｣を設けることが認められており､当組合

をはじめ大多数の信用組合はこの総代会を採用しております｡

■第7期定時総代会の報告

報告事項

第7期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告､貸借対照表､損益計算書について

決議事項

第1号議案　第7期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)損失処理(秦)承認の件

第2号議案　第8期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)事業計画書(秦)および収支予算書(寡)承認の件

第3号議案　定款の一部変更承認の件

第4号議案　組合員除名承認の件

第5号議案　任期満了による理事･監事の選任承認の件

上記原案どおり承認可決されました｡



科目 仞�ｧ｢�

(資産の部) 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 

現金 �"�3�2��湯�1.900.270 

預け金 ��づcs�纉3b� 

全信組連短期資金 辻�- 

買入手形 辻�- 

コールローン 辻�- 

買現先勘定 辻�- 

債券貸借取引支払保証金 辻�- 

買入金銭債権 辻�- 

金銭の信託 辻�- 

商品有価証券 辻�- 

商品国債 辻�- 

商品地方債 辻�- 

商｡uD政府保証債 辻�- 

その他の商品有価証券 辻�- 

有価証券 ��b經�B纉ヲ�17.818.256 

国債 ��ﾃS�bﾃs#��3,599,576 

地方債 都�bﾃs3��303,317 

短期社債 辻�- 

社債 �2ﾃs#"ﾃ#唐�4,094.612 

株式 �2ﾃss��33,770 

その他の証券 ���ﾃSSRﾃCc��9.786.981 

貸出金 鉄"繝C�繝#r�48.987.274 

割引手形 �#3�ﾃ����181,440 

手形責付 釘縱c津s���4,150,042 

証書貸付 鼎bﾃCCbﾃ3���43,370,166 

当座賃越 ��ﾃ3釘縱#R�1.285,624 

外国為管 辻�- 

外国他店預け 辻�- 

外国他店貸 辻�- 

買入外国為替 辻�- 

取立外国為替 辻�- 

その他資産 涛#2纉sb�759.615 

未決済為替貸 迭ﾃscR�8,582 

全信組連出資金 �#cBﾃc���264,600 

商I中金出資金 �3�ﾃ����- 

前払費用 辻�- 

未収収益 �#s�ﾃ#釘�206,030 

先物取引差入証拠金 辻�- 

先物取引差金勘定 辻�- 

保管有価証券等 辻�- 

金融派生商品 辻�- 

その他の資産 �3S2ﾃ3�r�280,402 

有形固定資産 �������#S��1.089.833 

建物 �#�2ﾃ��b�275,790 

土地 都S津�3��759,138 

リース資産 辻�27,315 

建設仮勘定 辻�- 

その他の有形固定資産 �3rﾃ#�R�27,589 

無形固定資産 �2經s"�3A42 

ソフトウエア 辻�- 

のれん 辻�- 

リース資産 辻�- 

その他の無形固定資産 �2ﾃSs"�3.442 

繰延税金資産 鉄ィ紊�2�533.621 

再評価に係る繰延税金資産 辻�- 

債務保言正見返 塔��緜s��661,204 

貸倒引当金 ��#2紊�2�3S��△1.867.319 

(うち個別賃倒引当金) 宙�#"ﾃ�#�縱c���(△1,548,705) 

資産の部合計 涛�紊��經S��89,149,006 

科目 仞�ｧ｢�

(負債の部) 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 
預金積金 塔b繝�2�3S2�85.275.007 

当座預金 鉄��纉cB�456,070 

普通預金 �#B�#s2��c2�22.697,956 

貯蓄預金 �3b經cr�21,876 

通知預金 ��s"�����66.200 

定期預金 鉄ゅ�sb�#唐�58.375.417 

定期積金 �2ﾃC�"�#C��3.526.815 

その他の預金 ��S"�����130.671 

譲渡性預金 辻�- 

借用金 辻�800.000 

借入金 辻�800.000 

当座借越 辻�- 

再割引手形 辻�- 

売渡手形 辻�- 

コールマネー 辻�- 

売現先勘定 辻�- 

債券貸借取引受入担保金 辻�- 

コマーシャル.ペーパー 辻�- 

外国為替 辻�- 

外国他店預り 辻�- 

外国他店儲 辻�- 

売渡外国為替 辻�- 

未払夕1国為替 辻�- 

その他負債 �#��紊���309.736 

未決済為替借 ��R��#B�13.631 

未払費用 ��32��#"�145.892 

給付補てん備金 釘��C��7,553 

未払法人税等 釘紊CB�4.481 

前受収益 �3bﾃs3��34.769 

払戻未済金 ���ﾃピr�16.588 

職員預り金 �32纉�"�30,370 

先物取引受入証拠金 辻�- 

先物取引差金勘定 辻�- 

借入商RER債券 辻�- 

借入有価証券 辻�- 

売付商品債券 辻�- 

売付債券 辻�- 

金融派生商品 辻�- 

リース債務 辻�27.319 

その他の負債 鼎2��cb�29.128 

賞与引当金 �#偵�澱�29.088 

役員賞与引当金 辻�- 

退職給付引当金 ��c偵ツr�173.028 

役員退職慰労引当金 辻�- 
睡眠預金払戻損失引当金 唐��cB�3.623 

偶発損失引当金 �"�##"�ll.544 

特別法上の引当金 辻�- 

金融商品取引責任準備金 辻�- 

繰延税金負債 辻�- 

再評価に係る繰延税金負債 鉄b�#Cb�56.246 

債務保芸正 塔��緜s��661.204 

負債の部合計 塔ゅ�c���#2�87.319.481 

(純資産の部) �� 

出資金 ��縱�"緜c��1.689.311 

普通出資金 都�"緜c��689.311 

優先出資金 �����������1,000,000 

優先出貿申込=Jl-拠金 辻�- 

資本剰余金 ���3C������721.618 

資本準備金 ���3C������721.618 

その他資本剰余金 辻�- 

利益剰余金 ��#c�偵Cs"�△318.534 

利益準備金 鼎�"�#3B�- 

その他利益剰余金 ��#�����縱�b�△318.534 

特別積立金 �#�ﾃ##R�- 

(目的積立金) 茶#�ﾃ##R��- 

当期未処理損失金 ��ﾃ�#�ﾃ�3"�318,534 

自己優先出資 辻�- 

自己優先出資申込証拠金 辻�- 

組合員勘定合計 �"紊#B�#モ�2.092.394 

その他有価証券評価差顔金 ��##湯緜澱�∠ゝ387.712 

繰延ヘッジ損右左 辻�- 

土地再評価差額金 ��#B繝C2�124.843 

評価一換算差額等合計 ��#�sB繝S"�△262.869 

純梁塵の部合計 �"�#C��3R�1.829.525 

負債及び純資産の部合計 涛�紊��經S��89.149.006 



貸焦対照表の注記事項
(1)記載金額は､千円未満を切り拾てて表示しております｡なお､以下の注記については表示単位未満を切り捨

てて表示しております｡

(2)有価証券の評価は､FjliB貫目的有価証券については時価法満期保有目的の偵券については移赦平均法に

よる償却原価法､子会社　子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法､その他

有価証券のうち時価のあるものについては事濃年度末の桁喝価格等に基づく時価法時価のないものについ

ては移軌平均法による原佃J法により杓っております｡なお､その他有価証券の評価美音房については､全部純

資産直入法により処理しておりますu

(追加情報)

変軌利付国債の時価については､従来､市場価格をもって貸侶対照表計上親としておりましたが､昨今のFrl

燭環境を糟まえた横討の慈果､市場価格を時仙とみなせない状態ににあると判断し､当事業年度においては､

合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上嘗頁としております.これにより､市場価格をもって梓僻対円司

表とした喝合に比べ､ ｢市価証券｣は85百万Ftl増加｢その他有価百正券.#価重電頁金｣は85Ei万円増加してお

ります｡

なお合理的に算定された価格については一般に広く普及している理論値モデルを採用することとし､ブロー

カーから入手した理論値は当組合自身が算定する場合に比べてより和樹かつ正確なものと判断し.当行亥価格

を合理的に算従された価会頭としております.

なお,ブローカーから入手した理論値は元木部分､クーポ/部分(コ/ペクソティ調紫綬)､フロア価値の合計を

Bl債カープの割引金利で評価した価僻であり､ 10年金利のボラティリティーに依存する部分はスワソプノヨ/市

場のインプライドボラティリティーカ-プを用いて評仰臥ノております｡

(3)デリバティブ取引の評価は､時価法により行っております｡

(4)土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34引に基づき､事業用の土地の再評価を行っております｡な

お､評価蓮根については､当該評緬差執こかかる税金相当額を｢再評iuJに係る繰延税金負債｣として負低の

部に百1上し､これを捷除した金漁を｢土地評価差額金｣として純資産に計上しております.

再評価を行った年月日　　　　　　　　　　　　平成1 1年3月31日

当該事業用土地の再評価前の帳簿価格　　　　578百Jj円

当該事業用土地の再評価後の帳簿価格　　　　759百J7円

rF]法紺第3条第3】即二定める再評価の方法　　　土地の再評価に関する法律施行令(平成10年政令

第119号)第2集1号に定める地価衷示法､又は5引こ

定める不動産鑑定士の鑑定価格に基づいて合理的

な調整を行って夢出しております｡

同法第10条に定める再評価を行った事業用土地の決算卿こおける時価の合引観と当日真事業相土地の再

評価後の帳簿価格の合計額との差額219百万円

(5)有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却は､定率法(ただし､平成10年4月1日以後に取得した建物〔建物

付属設備を除く｡ 〕については定額法)を採用しております.また主な耐相年数は次のとおりであります｡

建　物　　　7年-50年

その他　　　2年-25年

(6)無形Bl定資産(り-ス資産を除く)の減仇償却は定額法により慣卸しております.

(7) p7r有権移転外ファイナンスリース取引に係る｢有形固定資産｣及び｢無形固定苧産｣中のリース資産はリース

期間を耐用年数とした定盤法によっております｡なお､残存価額については､ ■)-ス契約上に残価保証の取決

めがあるものは当該残価保証額とし､それ以外のものは零としております.

(会al方針の変更)

所有権移鞍外ファイナンスリース取引については.従来､賃貸借取引に係る方法に嘩じた会計処硬によってお

りましたが､ ｢リース取引に関する会副基準｣ (企発会式l基準第13号平成19年3月30tj)及び｢リース取引に関

する会計基準の適用指針｣ (企業会召l基準適用冶針第16号同前)が平成20年4日1日以後開始する事菜

牛皮から適用されることになったことに伴い.当事業年度から同会31基聴及び適用指針を適用しておりますo

(8)外貨建資産負債は､主として決界日の為替相場による円換尊顔を付しております｡

(9)貸倒引当金は､予め定めている償却引当基準に則り､次のとおりul上しておりますo破産､特別清算等､法的

に経常破綻の事実が発生している債務者(以下｢破綻先｣という)に係る畷権及びそれと同等の状況にある

債務者(以下｢実質破綻先｣という)の債権については､下記直接減額後の帳簿価格から､担保の処分可能

見込額及び保証による回収可能見込補を控除しその残額を計上しております｡また､現在は経営破綻の状

況にないが､今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については､債権額から担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し,その残観のうち債務者の支払能力を蔵含

めに判断し必要と認める韻を計上しております｡上記以外の債権については､一定の種鞘毎に分潔し過去
の一定期間における各々の貸倒実鱗から算出した貸倒実績率等に基づき引当てております｡全ての倍々掛ま

賢産の自己査定基準に基づき､営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しておりその

査定結果によりと記の引当を行っております｡なお､破綻先及び実質破綻先に対する担保保証付債権等に

ついては､偵権蘭から担保の評価裏白及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残輔を取立不能

見込額として偶権額から直接減観しており､その金執ま5,OD2百万円であります｡

(10)貰与引当金は､従業員への貰与の支払いに備えるため､従弟貝に対する賞与の支給見込額のうち､当事讃

年産に帰属する額を割上しております.

(ll)退職冶付引当金は従業員の退職給付に備えるため､当事柴年度末における退職給付債務に基づき､必要

額を計上しておりますo

なお､当組合は､積数事菜主(信用組合等)により設立された企業年金糾度(席合型厚生年金基金)を採用

しておりますo当該企業年金制度に関する事項は次のとおりです｡

(1)制度全体の積立状況に関する事項(平成20年3日31日現在)

年金資産の韻　　　　　　　　　　　　　　31 6,216百万円

年金財政計算上の給付債務のgEL　　　　　　352,905百万円

差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　△36,689百万円

(2)制度全体に占める当組合の掛金拠出割合(又は加入人数割合あるいは給与総額乱合)

(自平成19年4月1El　至平成20年3月31El) 0665%

(3)補足説明

上記(1)の差引漁の主な要因は､年金財政計井上の過去勤務債務残高19,841百万円(及び繰越不足

金16.848百万円)である｡本制度における過去勤務債務の倍却方法は期間12年の元利均等破却であり､

当組合は当期の引算書類上､特別掛金48百万円を費用処援しているo (また､年金財政計算上の繰越不

足金16,848百万円については.財政再Ll l軌こ基づき必要に応じて格別掛金帝を引き上げる等の方才出二よ

り処理されることになる)

なお､ (特別掛金の額はあらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の療準給与の組に乗じることで安定さ

れるため､ )上記(2)の割合は当組食の実際の負担割合とは-一致しない｡

(12)睡眠預金払戻損失引当金は､利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求による支払いに備える

ため､過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引上しております.

(13)偶発損失引当金は信用保証協会の受任共損制度による負担金の将来における支出に備えるた臥将来の

負担金支出見込額を計上しております｡

(14)所有権移転外ファイナノスリース取引のうち､リース取引開始日が平成20年4月1日掛こ開始する非業年度に

属するものについては､通常の賃貸借取引(又は売買取引)に準じた会計処理によっております｡

(15)消費税及び地方消費税の会計処理は､税込方式によっております｡

(16)節出金のうち､破綻先憤権現は869百万円､延滞債権輔は6,670百万11であります｡

なお､破綻先債権とは､元本又は和白の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により71:

本文は利息の取立て又は弁済の見込がないものとして未収利eを計上しなかった貨ItjI金(貸倒償却を行っ

た節分を除く｡以下｢未収札良不計上貸出金｣というo)のうち､法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第

96条第1項第3号のイから水までに矧でる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸山金でありま

す｡また､延#憤権とは､未収利息不計上揖出金であって､破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を

図ることをEl的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金であります.

(17)貸出金のうち､ 3ケ月以上延滞債権緬は92百万円であります｡

なお､ 3ケ月以上延滞債権とは､元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から3ヶ月以上遅延している貸ltl

金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります｡

(18)貸出金のうち､貸出条件緩和債権額は215百万円でありますo

なお､貸出条件緩和偶椎とは､債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として,金利の減免,利百の支

払猶予､元本の返済猶予､債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権,延

滞債権及び3ケ月以上延滞債権に該当しないものであります.

(19)破綻先債権額延滞債権蘭､ 3ケ月以上延滞債権績及び貸出条件縫和債権漁の合計額は7,848百万円であ

ります｡

なお. (16)から(19)に手引でた債権額は貸倒引当金控除HIJの金額であります｡

(20)理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金紋l売場総現は1 5百万Hで金銭慣耕椎茸削まあり

ませんo

(21)有形国定賢産の減価償却累計甑は777百万円､圧縮記帳額は10百万円であります｡

(22)貸借対照表に引上した有形田定資産のほか､電子計穿機等及び営兼用車両についTlトス契約により使用

しております｡

(23)手形割引により1収得した依行引受手形､繭薬手形､荷付為替手形の額面金額は181百万円であります.

(24)担保に提供している賢産は次のとおりであります.

担保擢供している賢慮　　　預け金　　　　　3.691 El-万円

担保賛意に対応する債務　　借nl金　　　　　　800白万円

上記のほか､公金取撰いおよび内国鵜響取引のために風ナ金2,210百力円を担保として控供しております｡

(25)出賢1口当たりの純鞍産音別ま△24円73銭です｡

(26)有価証券の時価､評価差親等に関する事項は次のとおりでありますのこれらには､ ｢匡】憤｣､ ｢地方債｣ ､ ｢杜

偵｣ ､ ｢その他の証券｣が含まれています｡以下(30)まで同様であります.

売買日rrU有仙I証券に区分した有価証券はありませんo

満期保有El的の偵券で時仙のあるもの(記献単位は百万円)

貸借対照表　　時　　　価　　差　　　額

計　上　寄!　　　　　　　　　　　　　　　う　ち　益　　う　ち　損

社　　　　債　　　　　　97　　　　　97　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　　0

その他の証券　　　　8.999　　　7.549　　△1､449　　　　　　0　　　　　1,450

合　　　計　　　　9,097　　　7,647　　△1,449　　　　　1　　　　1,450

(注) 1時僻は当事業年度末における市場価格等に基づいておりますo

2 ｢うち益｣ ｢うち損｣はそれぞれ｢差額｣の内訳でありますo

子会社子法人株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありませんo

その他有価証券で時価のあるもの(虎戟単位は自万円)

埼こ得原価　　貸借対照表　　評価差額
計l~　葡

7,900

3,599

303

;芸

△　　△△一△

㌍一-- 41

株　　　　式

債　　　　券

r一i r占

(注) l貸借対BEl表Ial _ト緬は.当中米年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります｡

2 rうち益｣ ｢うち損｣はそれぞれ｢評iuJ登板｣の内訳であります0

3その他有価giE券で時価のあるもののうち.当該有LdJl証券の時価が取得原価に比べて著しく下落してお

り､時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては､当該時価をもって貸借

対照表価観とするとともに､評価差綿を当事暴年度の損失として処理(以下｢減損処理｣という｡ )してお

ります｡当事業年産における減損処理静ま. 155E才力円(うち､投資信託155百万円)でありますoまた､

時価が｢著しく下落した｣と判断する｢合理的な基準｣については､当該本巣年度末において時価が取

得原価に対して50%以上下落している銘柄を全て､また30%以上50%来潤F落している銘柄は､発行

会社の信用リスクの状況や過去一定期間の時価の推移等を考慮し､必要と認められる銘柄を著しく下

落したと判断しております｡

なお､上記の評価薫育亮が全額｢その他有価id･券評価差構金｣に岩l上されております｡

(追加情報)

変動制付図億の時価については従来市場価格をもって貸借対照表.il上顎としておりましたが,昨今の市

場環境を踏まえた検討の話栄市喝価格を時価とみなせない状態ににあると判断し､当事発年度において
は､合理的に昇起された価額をもって貰tEILt対照表計上補としておりますoこれにより､市場価格をもって貸借

対相乗とした場合に比べ､ ｢有価証券｣は85百万円増加, ｢そ0)他有価証券評価差額金｣は85百力円増加し

ております｡

なお､食理的に算定された価格については､一般に広く普及している理論値モデルを採用することとし､ブロー

カーから入手した理論値は当組合自身が算定する場合に比べてより相鞭かつ正確なものと判断し､当該価格

を合理的に算定された価鰭としております.

なおブローカーから入手した理i窟値は元本部分､ク-ボン部分(コンペクシティ銅盤後) ､フロア価値の合計を

国債カープの凱引金利で評価した価値であり､ 10年金利のボラティリティーに依存する部分は､スワソプノヨノ市

場のイノプライドボラティリティーカープを用いて評価しておりますo

(27)当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はありません.

(28)当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります.

売却価額　　75 1百万円

尭却去左　　　12百万円

売却損　　　61百万円

(29)時iuJのない有価言正券のうち､主なものの内容と貸借対照表計上神は､次のとおりであります｡

その他有価言正券　　　非上場株式(店頭,76買株式を除く)　33百万円

その他証券　　　　　　　　　　　　13百万円

(30)その他有価証券の満期があるもの､及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次のとおりでありま

す. (記載単位は百T1円)

年超　5年超　10年超
5年以内　　10年以内　　　~ー　■忙

235…　1票　1･諾

･･琵1,憲　7,写喜

2,652　　　　　2 ,788　　　　9,45

1年以内

債　券　　　　　2,09

国　倍　　　　　1,99

地方債
社憤9

吉の苫　　2.0,合　　計

(31)当座貸越契約及び貸付金に係るコミントメノトライン契約は､顧客から融資英子つの申し出を受けた場合に,契約

上規定された条件について述反がない限り､一定の限度蘭まで資金を頂付けることを約する契約であります｡

これらの契約に係る敵賢未実行残高は3,630百万円であります｡このうち原契約期間が1年以内のもの又は

任意の時期に無条件で取消可能なものが3,630百万11あります｡

なお､これらの契約の多くは,融資実行されずに終了するものであるため､融資兼実行残高そのものが必ずしも

当組合の将来のキャルユフローに影響を与えるものではありません｡これらの契約の多くには.金融情勢の変

化､横槍の保全､その他相当の事由がある時は､当組合が葵行申込みを受けた融資の拒縄文は契約極度甑

の減宅良をすることができる旨の条件が付けられておりますoまた､契約時において必要に応じて不動産有価

証券等の担保を徴求するほか､契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を

寸巴扱し,必要に応じて契約の見直し､与信保全上の措置等を講じております｡

(32)繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生煩悶別の内訳はそれぞれ以下のとおりであります.

繰延税金資産

貸倒引当金損金隼人限度額超過gEL

部分直捗依郷地金券人限度額超過額

その他

繰延税金腎虚小引

評価性引当額

繰延棟金賢産合引

繰延税金負債

資金援助金対応貸出金米債却
その他

繰延税金負債合剤

繰延税金資産の経巻頁

424百万円

980百万円

231両方PL

l,635百万円

△1.001百万r77

634百万円

101両万円

■■■■■圃
101百万円

533百万円
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経常収益 �"ﾃ�c2ﾃ�cr�1,848,070 

資金運用収益 ��ﾃ鼎"ﾃSsR�1,737,419 

貸出金利恵 ��ﾃC3�ﾃS3R�1,343,074 

預け金利患 ����ﾃ#sB�128,834 

全信組連短期資金利息 辻�- 

買入手形利恵 辻�- 

コールローン利息 辻�- 

買現先利息 辻�- 

債券貸借取引受入利恵 辻�- 

有価証券利息配当金 �3モﾃ鉄��253,552 

金利スワップ受入利息 辻�- 

その他の受入利息 ��"ﾃ��B�ll,957 

役務取弓l等収益 塔bﾃc3B�89,951 

受入為替手数料 鉄"ﾃ3sR�47,737 

その他の役務収益 �3Bﾃ#S��42,213 

その他業務収益 �#�ﾃ#S��15,622 

外国為替売買益 辻�- 

商品有価証券売買益 辻�- 

国債等債券売却益 辻�12,015 

国債等債券償還益 鉄澱�25 

金融派生商R｡R収益 辻�- 

その他の業務収益 ��津cc"�3,581 

その他経常収益 ��2ﾃc澱�5,076 

株式等売却益 辻�- 

金銭の信託運用益 辻�- 

その他の経常収益 ��2ﾃc澱�5,076 

経常費用 �2ﾃ�S"ﾃ#湯�2,137,964 

資金調達費用 �#Cづc�b�250,799 

預金利恵 �##"ﾃゴ2�243,286 

馴寸補てん摘金繰入額 釘ﾃ3途�7,137 

譲渡性預金利恵 辻�- 

借用金利恵 �#�ﾃ�C��189 

売渡手形利息 辻�- 

コールマネー利息 辻�- 

売現先利恵 辻�- 

債券貸借取引支払利息 辻�- 

コマ-シセル.ベーパー利息 辻�- 

金利スワップ支払利息 辻�- 

その他の支払利恵 �#�B�185 

役務取引等費用 ���rﾃCcr�118,626 

支払為替手数料 ��津�3��18,491 

その他の役務費用 涛づ3#��100,134 

その他業務費用 鉄2ﾃssR�224,275 

列国為苔売買損 辻�- 

商品有価証券売買損 辻�- 

国債等債券売却損 鼎rﾃ�ビ�61,089 

国債等債券償還損 唐�7,395 

国債等債券償却 辻�155,692 

金融派生商品真用 辻�- 

その他の業務費用 澱ﾃS���99 

経費 ��ﾃ#S"纉ッ�1,169,379 

人件費 塔�rﾃcS��754,957 

勤件斐 鼎�津3C"�398,111 

税金 ��Rﾃ涛"�16,310 

その他経常費用 ��ﾃCs津Cc2�374,883 

貸倒引当金繰入額 ��ﾃ�途ﾃC#b�117,070 

貸出金償却 �#C津S�2�232,383 

株式等売却損 辻�- 

株式等償却 辻�- 

金銭の信託運用損 辻�- 

その他資産償却 都��60 

その他の経常費用 �3"ﾃCS"�25,368 

経常損失 ��ﾃ�ヲﾃ�3"�289,894 

科目 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 

特別利益 �32ﾃC���30,298 

固定資産処分益 ����- 

貸倒引当金戻入益 辻�- 

償却債権取立益 �#Bﾃ�ッ�20,649 

金融商品取引責任準備鍋崩顕 辻�- 

その他の特別利益 湯ﾃ#ィ�9,649 

特別損失 免ﾂﾃC�"�3,594 

国定資産処分損 都S2�3,594 

減損損失 辻�- 

金融繭pE]R取引責任準備金繰入額 辻�- 

その他の特別損失 ���ﾃcS��- 

税引前当期純損失 ��ﾃ�crﾃ�c2�263,191 

法人税､住民税及び事業税 釘ﾃCCB�4,481 

法人税等調整額 田づ�#��50,862 

法人税等合計 都2ﾃ#cB�55,343 

当期純損失 ��ﾃ�C�ﾃ3#r�318,534 

前期繰越金 湯ﾃゴR�- 

目的積立金取崩額 唐ﾃSC��- 

当期未処理損失金 ��ﾃ�#�ﾃ�3"�318,534 

(荏) 1記載金額は､千円未満を切り捨てて表示しておりますCなお､以下の注記につ

いては､表示単位未満を切り捨てて表示しております｡

2出資1口当りの当期純損失45円21銭

∴　一　　妙
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科目 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 

当期未処理損失金 ��ﾃ�#�ﾃ�3"�318,534 

積立金取崩額 ��ﾃ�#�ﾃ�3"�318,534 

剰余金処分額 辻�- 

利益準備金 辻�- 

普通出頁に対する配当金 辻�- 

(年%の割合) 忠D禮,ﾈｨHﾘr��

優先出資に対する配当金 辻�- 

(円につき円の割合) 宙苓,�,(*ｸ苓,ﾈｨHﾘr��

事案の利用分Srこ対する配当金 辻�- 

(円につき円の割合) 宙苓,�,(*ｸ苓,ﾈｨHﾘr��
- 辻�

次期繰越金 ���0 

科目 剳ｽ成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

資 倬�ｾ�暮w��傭�1,942,575 ��ﾃs3rﾃC���

資金調達費用 �#Cづc�b�250,799 

金運用収支 ��ﾃc�2ﾃ田��1,486,619 

役 冩�k�竧初9假ｸ傭�86,634 塔津鉄��

役務取引等薬用 ���rﾃCcr�118,626 

務取引等収支 ��#3�ﾃ�3"�∠ゝ28,674 

そ �+ｸ,ﾉ�ﾈｼik��傭�20,259 ��Rﾃc#"�

その他業務重用 鉄2ﾃssR�224,275 

の他業務収支 ��#32ﾃS�b�△208,653 

業務粗利益 �1,629,620 ��ﾃ#C津#���

業務粗利益率 �1.79% ����R�

(荏) 1汽金調達費用は､金銭の信託運用見合費用(19年度0千円､ 20年度0千円)を控除
して衷示しております｡

2業務粗利益率-資金選書霊芝…',]芸均残高×100

項目 剳ｽ成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

人件費 �817,651 都SBﾃ鉄r�

報酬給料手当 田��ﾃscB�627,207 

退職給付費用 田�ﾃc�R�56,499 

その他 都Rﾃ#���71,250 

ー11丁零 �419,342 �3唐ﾃ����

事務費 �#��ﾃs湯�203,476 

固定資産責 都津C唐�72,405 

事業費 ��づ3s2�18,659 

人事厚生費 唐ﾃ�#R�4,362 

有形固定資産償却 �#RﾃS���24,773 

無形固定資産償却 �3"�130 

その他 都bﾃ�釘�74,304 

税金 �15,992 ��bﾃ3���

経費合計 �1,252,986 ��ﾃ�c津3s��

科目 剳ｽ成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

役務取引等収益 �86,634 塔津鉄��

受入為替手数料 鉄"ﾃ3sR�47,737 

その他の受入手数料 �32ﾃ田B�42,098 

その他の役務取引等収益 �#釘�114 

役務取引等責用 �117,467 ���づc#b�

支払為善手数料 ��津�3��18,491 

その他の支払手数料 唐ﾃ�#b�4,585 

その他の役務取引等費用 涛�ﾃ3���95,549 

項　　　　　目

受　取　利　息　の　増　減

支　払　利　恵　の　増　減

転塾埋室Llllllllll.･.一･･.

項　　　　　目

業　　　　務　　　　純　　　益

三三刑狙i弐EElJt i:まET=

区分 兌ﾙ�ﾃ�iD�7��平成ー7年度 兌ﾙ�ﾃ�吋�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

経常収益 �"ﾃ��づ鉄��2,077,100 �"ﾃ���ﾃ3ィ�2,063,167 ��ﾃイづ�s��

経常利益 ��s津��B�93,854 ��#S�"ﾃ#���△1,089,132 ��##ヲﾃンB�

当期純利益 都Rﾃピb�61,268 ��#S�Bﾃ#ッ�△1,140,327 ��#3�づS3B�

預金積金残高 涛2ﾃン�ﾃcSR�94,825,866 涛�ﾃ3srﾃ�#r�86,803,353 塔Rﾃ#sRﾃ��r�

貸出金残高 鉄2ﾃ�Sbﾃsビ�55,812,153 鉄bﾃピ�ﾃ�C2�52,840,827 鼎づ塔rﾃ#sB�

有価証券残高 ��rﾃCsRﾃ��"�16,191,167 ��bﾃsCbﾃ����16,504,989 ��rﾃ��づ#Sb�

総資産額 涛づ��Rﾃ3C��99,419,936 涛Bﾃ3#づs#R�90,410,559 塔津�C津��b�

純資産額 �"ﾃ�s2ﾃ3C"�2,048,608 ��ﾃSc津#C��2,249,435 ��ﾃ�#津S#R�

自己資本比率(単体) 途�3RR�7.39% 澱��rR�6_22% 澱�3坦�

出資総額 田SRﾃc���662,868 田c"ﾃC���1,702,669 ��ﾃcヲﾃ3���

出資総口数 澱ﾃSSbﾃ��8ﾏｲ�6,628,684口 澱ﾃc#Bﾃ��(ﾏｲ�9,526,695口 湯ﾃ3�2ﾃ��8ﾏｲ�

出資に対する配当金 澱ﾃC#��6,606 ���0 ���

職員数 ��S��ﾂ�133人 ��#Y�ﾂ�124人 ��#Y�ﾂ�

(荏) 1残高計数は期末日現在のものです｡
2 ｢自己資本比率(単体)｣の平成18年度以降引数は､平成18年金融庁告示第22号により貸出しております｡



項目 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 俘�m｢�兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度l 

(自己資本) 梯�/ 俾侘磯�gｳｹ�ﾙ�r��偖ﾂТ2辻�2���"ﾃCS"�2,409 

出資金 ��ﾃs�"�1,689 ��ﾈ,ﾈｾ�uｨｴ�ｭh,ﾈ��gｹ+)$"�詹&�,ﾈ�9�ﾙ4�,云ｹtﾉ�ｩ9i�r�辻�- 

非累積的永久優先出資 ��ﾃ����1,000 

優先出資申込吾正拠金 辻�- ��負債性資本調達手段 及びこれに準ずるもの 辻�- 

資本準備金 都#��403 

その他資本剰余金 辻�- 刳卲ﾀ付劣後債務及び期限付優先出資 辻�- 

利益準備金 辻�- 

特別積立金 辻�- 儖�:�霾緯�h処,佛x.俔H�ｧｨｷ�-��ﾙw�8ｨ5�4��ﾞﾘﾋ稲嬰�,h+X,Iw�*(.兢ｸ�永H,ﾘ4萃�5x69fﾒ�6h8ｨ6�6X4(7X,ﾉli�8ｧｨ,佛x.俔H�ｧ｢�辻�- 

次期繰越金 辻�- 

その他 辻�- 

自己優先出資(△) 辻�- 舒馮ｹ4俘�mｨ*�.x,ﾈﾕH�Zｨ/��*ﾘﾈ靂磯�gｸﾕH�,h+8.ｨ.���案84x4�5�7ﾈ�ｸ5x88�ｸｷ�-��ﾙw�^(ｪ雍�Eﾈ/�鰄,&ﾂ��5��6x8ｨ6(7h5ｈﾙ�麒�c##8��/���w�+x.��ｨﾘx/�ｭﾈ-竰�辻�- 

自己優先出資申込証拠金 辻�- 

その他有価証券の評価差損(△) �#湯�- 

営業権相当額(△) 辻�- 俔H�ﾘ�VｩW8蟀?ﾉ�r��"��辻�- 

のれん相当額(△) 辻�- 俔H�ﾘ�VｨﾇbВ��辻�- 

企業結合により計上される 無形固定資産相当額(△) 辻�- 俾侘磯�gｸｧ｢�2辻В辻С���"ﾃCS"�2,409 

(リスク.アセット等) �/ 梯�
証券化取引により増加した 自己資本に相当する額(△) 辻�- 倬�蜥�4�92�6�8�985ｘﾘ�m｢��3RﾃC���34,048 

オフーバランス取引等項目 �533 鼎3��

基本的項目(A) �"ﾃ�#B�2,092 �4�7�8ﾈ�ｸ5h��6�8ｲ�8ｨ5�4��ｩ9hｧ｢�/�９,X�+X,I;�+ﾘｧ｢��2ﾃCs��3,214 

土地の再評価顔と再評価の直前の 帳簿価張の差額の45%相当額 塔��81 

リスク-アセット等計(F) �39,412 �3rﾃs���

一般貸倒引当金 鼎�"�318 ���� 

負債性資本調達手段等 辻�- 

負債性資本調達手段 辻�- 

l期限付劣後債務及び期限付優先出資 辻�- 

補完的項目不算入額(△) �#3b�82 �%��ﾅF忙&ﾉNIzb�����迭�3坦�5.54% 

補完的項目(B) �3#r�317 �%��ﾈ齪ﾌ磯�gｹNIzbС���兎�#"R�6.39% 

(注) 1 ｢協同組合による金鰍事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき､信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自
己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第22号) ｣に係る算式に基づき算出しております｡なお､当組合はB]内基準を採用しております0

2平成24年3月3 1日までの間は､平成20年金融庁告示第79号に基づく特例を考慮しておりますD凌お､特例を考慮しない場合の金宅削よ次のとおりです0 387百万円

1自己資本調達手段の概要(平成20年度末現在)

自己資本は､主に基本的項El (Tlerl)と補完的項目(Tler2)で構成されていますD平成20年度未の自己資本額のうち基本的項目は､地域のお客様からお

預かりしている出資金及び全国信用協同組合連合会に対する優先出資発行により調達しております｡

2自己資本の充実度に関する評価方法の概要
自己資本の充実度に閑しましては､優先出資発行により自己資本を充実させ､自己資本比率及びTlerl比率について国内基準である4%を上回っており鐘

常の健全性･安全性を保っていると評価しております｡将来の自己資本の充実策については､経営健全化計画に基づく収益の積み上げや出資金の増強を施
策としております｡

先物取引の時価情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　オフバランス取引の状況

該当事項なし 該当事項なし



経理･経営内容

区　　　　　分

総　資　産経　常　利　益　率

総資産当期純利益率

(注)総資産経常(当期純)利益率-
経常(当期純)利益

総資産(債務保証見返を除く)平均残高

区分 兌ﾙ�ﾈ�ｳ僖�7��平成20年度 

資金運用利回(a) �"��B�1.97 

資金調達原価率(b) ���R�1.64 

資金利鞘(a-b) ��紊��0.33 

項目 刪齣|価格また順的価格 倬陋��評価損益 

有価証券 等D�7永b�16,827 ��Rﾃ�cb�△1,737 
20年度末 ��づ#�R�16,369 ��#�ﾃ�3b�

19年度末 辻�- 辻�

20年度末 辻�- 辻�

デリバティブ等商品 等D�7永b�- 辻�- 
20年度末 辻�- 辻�

(注)1 ｢時価｣は､ ｢金融商品に係る会副基準の設定に関する意見書｣ (企業会計審議会
平成11年1月22日)に定める時価に基づいて表示しております｡なお､時価のないもの
については､帳簿価格で表示しております0

2 51'[)/†テイブ等商品とは､当組合が保有する金融先物商品やデ)パティプ商品(協同組

合による金融事業に関する法律施行規則第41粂第1項第5号に掲げる取引)です｡

十　その他業務収益の内訳　　　　(単位:盲万邦

項目 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��平成20年度 

外国為替売買益 辻�- 

商品有価言正芳売買益 辻�- 

EEl贋等債券売却益 辻�12 

国債等債券償還益 ���- 

金融派生商nE]p収益 辻�- 

その他の業務収益 ����3 

その他業務収益合計 �#��15 

隅巨∃牌~　　　　　　　　曜鍵文瓢喝

種目 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��兌ﾙ�ﾃ#�D�7��
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

流動性預金 �#bﾃ����30.0 �#Bﾃ3�"�28.2 

定期性預金 田"ﾃc�B�69_9 田�ﾃs唐�71.7 

譲渡性預金 辻�- 辻�- 

その他の預金 辻�- 辻�- 

口計 塔津S�b�100.0 塔bﾃ����100.0 

誓〇 ≒≡ ==梱日報∃謝胤臼捉講読ヨ

科目 剩N度 兌ﾘｼ�8ﾘ"�利息 凉亜�.��

資金運用 勘定 �19年度 涛�ﾃsS)U9iﾈ冷�1,942,575千円 �%��BR�

20年度 塔づ#���1,737,419 ��纉r�

うち 貸出金 ��僖�7��55,230 ��ﾃC3�ﾃS3R�2.59 

20年度 鉄�ﾃS3R�1,343,074 �"ﾃc��

うち 預け金 ��僖�7��18,527 ����ﾃ#sB�0.59 

20年度 ��津�s2�128,834 ��緜r�

うち 金融機関貸付等 ��僖�7��- 辻�- 

20年度 ��b�363 �"��r�

うち 有価証券 等D�7��16,700 �3モﾃ鉄��2_32 

20年度 ��rﾃ#���253,552 ��紊r�

資 勘 仞�+)$"�.��19年度 涛�ﾃScB�248,606 ���#r�

20年度 塔bﾃ�c2�250,799 ���#��

うち 預金積金 ��僖�7��89,506 �##rﾃ#S��0.25 

20年度 塔bﾃ����250,424 ���#��

うち 譲渡性預金 ��僖�7��- 辻�- 

20年度 辻�- 辻�

うち 借用金 ��僖�7��1,019 �#�ﾃ�C��2.07 

20年度 ����189 ������

(注)資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(19年度0百万円､20年度0百万円)を､
資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(19年度0~百万円､20年度0
百万円)および利息(19年度0千円､20年度0千円)を､それぞれ控除して表示してお

ります｡

･ヨヨおよび預託率　　　　　　濫÷

区分 剳ｽ成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

預貸率 宙ｯｩib��60.87 鉄u�B�
(期中平均) 田����59.84 

預証率 宙ｯｩib��19.01 �#�繝��
(期中平均) ���cR�19.98 

区　　　　　分 平成1 9年度末 平成20年度末

1店舗当りの預金残高

1店舗当りの貸出金残高

区　　　　　分 平成1 9年度末 平成20年度末

職員1人当りの預金残高

職員l人当りの賃出金残高

預金音別預金残高　　　　(単位‡百万

区分 剳ｽ成19年度末 剳ｽ成20年度末 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

個人 �75,590 塔r���74,790 塔r縒�

法人 冤l,213 ��%��10,484 ��"�2�

一般法人 �8,998 ����2�8,631 ������

金融機関 �#cR�0.3 ��c��0.2 

公金 ��ﾃ鼎��2_2 ��ﾃc�2�2.0 

ロ計 �86,803 �������85,275 �������

型呈生麺室賀童Llllllllll._一･･._　　　　　　　　　　　　7]ヨlEZXWl隆替占

項　　　　目 平成1 9年度末 平成20年度末

財形貯蓄残高

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�平成20年度末 

国定金利定期預金 鉄bﾃc#��56,994 

変動金利定期預金 �#B�13 

その他の定期預金 ��ﾃS3��1,367 

合計 鉄づ�sb�58,375 



科目 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��兌ﾙ�ﾃ#�D�7��
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

割引手形 �#s��0.4 �##2�0.4 

手形貸付 釘ﾃ����8.8 釘ﾃSSb�8_8 

言正喜貸付 鼎づSs��87_9 鼎RﾃC3b�88.1 

当座賃越 ��ﾃCs��2.6 ��ﾃ3#��2.5 

合計 鉄Rﾃ#3��100.0 鉄�ﾃS3R�100.0 

有価証券種類別平均残高　　(単位‡百万m幼

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��兌ﾙ�ﾃ#�D��度 
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

国債 ��ﾃc���9_6 ��ﾃsS��10.1 

地方債 都���4.1 鼎C"�2.5 

短期社債 辻�- 辻�- 

社債 �2ﾃ33r�19.9 釘ﾃS�"�26_1 

株式 �2�0_0 ��b�0.0 

外国証券 湯ﾃSC2�57.1 湯ﾃ#�r�53,5 

その他の証券 ��ﾃS�2�9.0 ��ﾃ#モ�7.4 

合計 ��bﾃs���100.0 ��rﾃ#���100.0 

(注)当組合は､商品有価証券を保有しておりません｡

有価証券種類別残存期間別残高　　(単位頂万剛

区分 �1年以内 �ｩD�+B�YD闌�>��5年超 10年以内 ���D�+B�

国債 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�- �#���378 涛#r�
平成20年度末 ��ﾃ涛��201 鼎���996 

地方債 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�- �2�713 辻�
平成20年度末 辻�201 �����- 

短期社債 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�- 辻�- 辻�
平成20年度末 辻�- 辻�- 

社債 兌ﾙ�ﾈ�ｳ僖�7�-ﾂ�199 ��ﾃ3���1,435 都sb�
平成20年度末 涛��1,850 ��ﾃ3ィ�759 

株式 兌ﾙ>幌D�7永b�- 辻�- 辻�
平成20年度末 辻�- 辻�- 

外国証券 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�- �3���699 唐ﾃC���
平成20年度末 辻�399 涛���7,700 

その他の証券 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�- 辻�- 辻�
平成20年度末 辻�- 辻�- 

合計 兌ﾙ�ﾈ�ｳ僖�7永b�199 ��ﾃ��B�3,227 ���ﾃ�ィ�
平成20年度末 �"ﾃ�湯�2,652 �"ﾃsモ�9,456 

業種別 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

製造業 �2ﾃc3r�6,8 �2ﾃ�cr�6_4 

農業 �3���0.5 �#sb�0.5 

林業 都"�0.1 田B�0_1 

漁業 ��3��0.2 ��#"�0.2 

鉱業 ���0_0 辻�- 

建設業 迭纉���ll.1 釘ﾃ��R�9.8 

電気一ガス.熱供給.水道業 涛��0_1 涛��0.2 

情報通信業 ����0.0 �"�0.0 

運輸業 涛c��1.8 ��ﾃ�c��2.1 

卸売業､小売業 釘ﾃCs��8.4 �2ﾃ��R�7.9 

金融.保険業 迭�0_0 ���b�0.2 

不動産業 �"ﾃc�r�4.9 �"ﾃCコ�5_0 

各種サービス 途ﾃSSR�14.2 澱ﾃcC"�13.5 

その他の産業 �#c��0.4 �##��0_4 

小計 �#bﾃ�c��49.3 �#"ﾃ塔��46.9 

地方公共団体 迭ﾃS�2�10.5 澱ﾃC�2�13_0 

雇用.能力開発機構等 辻�- 辻�- 

個人(住宅.消費湖税鮎等) �#�ﾃ�s��40.0 ��津S釘�39.9 

合計 鉄"ﾃイ��100.0 鼎づ塔r�100.0 

10

区分 刹煌z 俔ﾉ�ﾉNB�債務保証見返額 

当組合預金積金 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�1,626 �2���3 
平成2D年度末 ��ﾃ3s"�2.8 迭�

有価証券 兌ﾙ�ﾆﾃ僖�7永b�0 �����- 
平成20年度末 辻�- 辻�

動産 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�- 辻�- 
平成20年度末 辻�- 辻�

不動産 兌ﾙ�ﾆﾃ僖�7永b�26,813 鉄�縒�- 
平成20年度末 �#Bﾃ3C"�49.6 辻�

その他 兌ﾙ�ﾆﾃ僖�7永b�- 辻�806 
平成20年度末 辻�- 田SR�

小計 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�28,440 鉄2繧�810 
平成20年度末 �#Rﾃs�B�52.4 田c��

信用保証協会.信用保険 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�ll,386 �#�絣�- 
平成2D年度末 ���ﾃ��"�20.6 辻�

俣書正 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�5,655 ���縒�- 
平成20年度末 釘ﾃScR�9.3 辻�

信用 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�7,357 ��2纈�- 
平成20年度末 唐ﾃS迭�17.5 辻�

合計 兌ﾙ�ﾈ�ｳ僖�7永b�52,840 �������810 
平成20年度末 鼎づ塔r�100.0 田c��

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�平成20年度末 

固定金利貸出 �#Bﾃ#�2�22,286 

変動金利貸出 �#づSSr�26,701 

口計 鉄"ﾃイ��48,987 

区分 兌ﾙ�ﾈ�ｳ僖�7永b�兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

消費者ローン 迭ﾃ33B�28_3 迭ﾃ����28.2 

住宅ローン ��2ﾃS�"�71.6 ��"ﾃs3r�71_7 

合計 ��づイb�100.0 ��rﾃsC��100.0 

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�兌ﾙ�ﾃ#�D�7永b�
金額 俔ﾉ�ﾉNB�金額 俔ﾉ�ﾉNB�

運転資金 �3�ﾃccr�59.9 �#づ��2�59_0 

21,173 鼎����20,083 鼎�纈�

ロ計 鉄"ﾃイ��100.0 鼎づ塔r�100.0 

項目 兌ﾙ�ﾃ��9年度 兌ﾙ�ﾃ"�0年度 
期末残高 ��ﾘﾋ逢｢�期末残高 ��ﾘﾋ逢｢�

一般貸倒引当金 鼎�"�150 �3���△163 

個別貸倒引当金 �"ﾃ�#��657 ��ﾃSC��△1,372 

貸倒引当金合計 �2ﾃC�2�BOB ��ﾃツr�△1,536 

(注)当組合は､特定海外債権を保有しておりませんので｢特定海外債権引当勘定｣に係る引
当は行っておりません｡



経　営　内　容

区分 剌Q戸 �%9]ｲ饐ｸ��9���"��貸倒引当金 (C) 兢ｹ�8��В����調�2��保全率 (D)′(A) ��ﾙ7ﾈ初9hｾ�初9izb��2��ﾂ��ﾔ"��

破産更生債権及び これらに準ずる債権 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��6,366 釘ﾃ3c"�2,003 澱ﾃ3cb�100_00 ��������

平成20年度 釘ﾃゴ��4,125 都32�4,859 ��������100_00 

危険債権 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��3,327 ��ﾃ��"�917 �"ﾃs���81.72 田���2�
平成20年度 �"ﾃ����1,618 塔�B�2,432 塔b經B�68.28 

要管理債権 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��898 �#Cb�243 鼎���54.56 �3r�#b�
平成20年度 �3���99 ��#��219 都�����57.41 

不良債権計 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��10,592 澱ﾃC���3,164 湯ﾃSsb�90.40 都R緜r�
平成20年度 途ﾃ都r�5,842 ��ﾃcc��7,512 涛B��r�78.17 

正常債権 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��43,256 ��
平成20年度 鼎�ﾃ��2�

合計 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��53,84-8 
平成20年度 鼎津s���

(荏) 1 ｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣とは､破産手続開始､更生手続開始､再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及
びこれらに準ずる債権です｡

2 ｢危険債権｣とは､債務者が経営破綻の状態には至っていないが､財政状態及び経営成績が悪化し､契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可

能性の高い債権ですo

3 ｢要管理債権｣とは､ ｢3か月以上延滞債権｣及び｢貸出条件腐和債権｣に該当する貸出債権です｡

4 ｢正常債権｣とは､債務者の財政状態及び経営成績に問題がない債権で､ ｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣､ ｢危険債権｣､ ｢要管理債権｣以外の債権です0

5 ｢担保･保証等03)｣は､自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額ですo

6 ｢貸倒引当金(C)｣は､ ｢正常債権｣に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です｡

リスク管理債権及び同債権に対する保全顔(単齢百万

区分 剋c高 (A) �%9]ｲ饐ｸ�逢｢��"��貸倒引当金 (C) 兢ｹ�9zb��"ｴ2碇��

破綻先債権 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��1,062 都唐�263 ��������
平成20年度 塔c��679 ��ヲ�100.00 

延滞債権 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��8,436 迭ﾃ#sB�2,553 涛%���
平成20年度 澱ﾃcs��4,974 ��ﾃ3���94.34 

3か月以上延滞債権 兌ﾘﾈ�僖�7��81 �3��22 都R�3��
平成20年度 涛"�46 �3b�89_13 

貸出条件緩和債権 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��816 �#�b�221 鉄"�3"�
平成20年度 �#�R�52 塔B�63_25 

日計 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��10,396 澱ﾃ3���3,061 涛��#"�
平成20年度 途ﾃイ��5,753 ��ﾃc3��94.07 

(注) 1 ｢破綻鬼債権｣とは､元本又は利息の支払いの遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない

ものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除

くo以下｢未収利息不計上貸出金｣という｡)のうち､法人税法施行令第96条第
1項第3号のイ会社更生法又は､金融機関等の更生手続の特例等に関する

法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者､ロ民事再生法
の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者､ハ破産法の規定に

よる破産手続開始の申立てがあった債務者､ニ会社法の規定による特別

清算開始の申立てがあった債務者､ホ手形交換所の取引停止処分を受け
た債務者､等に対する貸出金です0

2 ｢延滞院権｣とは,上記1および債務者の経営再建又は支援(以下｢経営再建

等｣という｡)を図ることを目的として利息の支払いを猶予したもの以外の

未収利息不計上貸出金です｡

3 ｢3か月以上延滞債権｣とは.元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から

3か月以上延滞している貸出金(上記1および2.を除く)です0

4 ｢貸出条件緩和債権｣とは､債務者の経営再建等を図ることを目的として､金

利の減免､利息の支払猶予､元本の返済猶予､債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金(上記1 -3を除く)です｡

5 ｢担保･保証額(B) ｣は､自己査定に基づく担保の処分可能見込漁及び保証に

よる回収が可能と認められる額です0

6 ｢貸倒引当金(C)｣は,リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引き

当てた金額を記載しており､リスク管理債権以外の貸出金等に対する貸倒

引当金は含まれておりませんo

､_L L-､【･司

●法令遵守体制
当組合は､金融機関としての社会的責任と公共的使命を十分吉忍識し､法令

等遵守を通じ社会的規範を逸脱することなく健全な業務運営を通じてお客様
及び社会からの信頼･信用の確保に取り組んでおります｡

コンプライアンス･マニュアルを制定し､全職員に携帯させるとともに､マニュ

アルに記載された具体的事例について輪読する等､店内勉強会を実施してお

ります｡各営業店にコンプライアンス･担当者を任命し､検定試験を受験させる

等の法令遵守体制の整備･充実を図っておりますo
また､本部にコンプライアンス委員会を設置し､当組合全体のコンプライアン

スに関する事項を一元的に管理､統轄してコンプライアンス態勢の充実､強化

に努めております｡

ll



一　定　性　的　事　項　一

信用リスクに関する事項

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要･･該当事項なし

証券化エクスポージャーに関する事項

オペレーショナル･リスクに関する事項

協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)第三粂第五項第三号に規定する出資その他これに洋するエクスポー

ジャ-又は株式等エクスポ-ジャ1=関するリスク管理の方針及び手続の概要

金利リスクに関する事項

●信用リスクに関する事項

リスクの説明 ��ﾙw�8ｨ5�4�,h,ﾚI�ﾙw�ｹ���h,ﾈﾞ�k��8ｻX,ﾈ敢峪9�,�.h.芥��蝌,ﾈ廂&ﾈ*ｨﾋ淫ﾘ,�*(+X���+Y9i�xﾘx*ｩ�俯�/�Nﾘ.�8ｨ5�4�/�*(*(-ﾈ+tB�当組合の信用リスク管理方針は融資時の審査において経営状態の把握､返済財源の確保､資金使途の確認などを確実に行い､ 特定業種に偏らず小口融資を徹底する丁とにより資産の健全性尤維持し不良債権の発生を兼軟に防止し収益力を向上させる 

およびリスク管理の方針 辻ﾔfﾆ坪,zJB�-ﾈ+ﾚH���9�ｲ��ﾉ+y�ｲ靠hｺI�ｲ韵ｸ擁�ｲ騷ﾉ:��ｸ,ﾈﾋI�X,偖ﾘ*)�ﾘ�ｾ�,ﾈﾉ)�8峇驂x�嶌/�査鰄+ZH竧初�h,ﾈﾉ)�8,磯�ｾ��wh,����

して円滑な資金供給を行えるよう厳正な審査基準に基づく審査休制の強化.整備を図ることとしていますo 

管理体制 �9i�xﾘx,X,ﾙu��ﾘｼik�,ﾈｮ馮ｹ4�,謁ﾙD�.(詹��*ｹ9�/�k韭h+X+ﾙu��ﾘｴｹ.ｈ4�8ﾈ5x6(6r�7ﾈ8ｨ5h�ｲ�/��y.�+ZI�X醜,凉ﾘ��,h�荿/��8+ZB�信用リスク管理規定､統合的リスク管理方針.規程に則り管理する態勢を構築しておりますo 

評価.計測 ��ﾙw�8ｨ5�4�,ﾉUﾘ廁,�,(*(,H,ﾚI�ﾙw�ｦ儻I�y7�/�;�?ﾈ+ZH齪ﾌ維�.�,h,ﾉ�靼y�ｸ/�ﾘ(-�,H*(*ﾘ+�,h,佰ﾈ*�,I�餔X/���-�,H*�.�-ﾈ+v�-ﾂ�

た､貸倒引当金は､｢自己査定基準書｣､｢償却.引当基準書｣に則り適正に計上し､内部監査､外部監査人の監査を受け厳正な換 

証に努めておりますoまた､一連の信用リスクの管理状況についてはリスク管理委員会において検討し必要に応じて担当役員.常勤 
理事会等､経営陣へ報告を行う態勢をとっておりますo信用リスクの計測については､統一したVaR等により計測し､統合リスクとして 

管理する態勢を進めておりますD 

■貸倒引当金の計算基準 
正常先､要注意先､要管理先､破綻懸念先皿分簿に対しては､それぞれの貸倒実績率を算出し､引当を行っております◇実質破綻先､破綻先に対しては､ 

保全されていない債 侈�ｧｩ�8ｧｨ,�,(*(,H初9h/�ﾗ8,�,H*�.�-ﾈ+v��

Iリスク.ウエイトの判定に使用する適格格付検閲等の名称 
I)スク.ウエイトの判定に使用する適格格付機関は､株式会社格付投資情報センター(R&Ⅰ)､株式会社日本格付研究所(JCR)､ム-デイ-ズ,インベスターズ. 

サービス.インク(Moody'S)､スタンダートアンド.プアーズ,レーティング.サービシズ(S良P)の4社を使用しております○ 

■エクスポ-ジヤ-の種類ごとのリスク.ウエイトの判定に使用する適格格付横関等の名称 

エクスポージャーの種矯ごとに適格格付機関の使用分けは行っておりませんo 

d信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の将要 
信用リスク削減手法とは､当組合が抱える信用リスクを軽減化するための措置を言い､具体的には､預金担保､有価証券担保､保証などが該当しますD当組 

合は､融資の取り上げに際し､資金使途､返済原資､財務内容､事業環境､経営者の資質など､さまざまな角度から可否の判断をしており､担保や保証による 
保全処置は､あくまでも補完的な位置づけとして認識しておりますo従って､担保又は保証に過度に依存し釦はうな融資の取り上げ姿勢に徹しておりますoた 
だし､与信審査の結果､担保又は保証が必要な場合には､お客様への十分な説明とご理解を頂いた上で､ご契約頂くなど適切な取扱いに努めておりますo 

■派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要 

該当事項なし 

●証券化エクスポージャーに関する事項
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●オペレーショナル･リスクに関する事項

リスクの説明 �4�7�8ﾈ�ｸ5h8x6�8ｲ�8ｨ5�4�,h,ﾘｼik�,ﾈ暹/h,X5h5�6X8�駮��X醜,ﾈﾗ9:�9�,ﾉW94ｹ��,�.h.�.�,ﾊH-ﾈ+ﾘ,ﾘ､��i4倬h�ｸ,�.h.�9i�xﾘx*ｩ�(��を被るリスクをいいます.当組合のオペレーショナル一リスク管理方針はオペレーショナル.リスクは当組合の縫営目標の達成に重大な 

およびリスク管理の方針 �Xｻ�/�u�*h.�.�,ﾈ,iDh�+ZH�ﾝﾘ,ﾉF8環�<�.芥8(6ｨ5�8ｨ984�,�.h.儷ﾘ幵�5(986x8ﾘ�ｸ8ｸ*�.h-�ﾞﾘﾋ�/�ﾗ8**I�X醜*�.h-�%99io�蹴��ﾘｼ��
理事会等､経営陣も積極的に関与し管理するものとしておりますo 

管理体制 丿X4�7�8ﾈ�ｸ5h8x6�8ｸ耳8ｨ5�4�,ﾙ%99iYInX*ｨｬyyﾘ+ZHｬyyﾙYInX*ｩ.葦ｩ4�,�8(6ｨ5�8ｨ984�9�,�*�*(,H�8ｻX/�F8簡,ﾈ�:H8ｨ5�4隰yyﾘ効醜橙�ヘ報告し､必要に応じて担当役員､常勤理事会等､経営陣へ報告を行う等､オペレーショナル.リスク管理方針.規程､統合的リスク管 

理方針.規程に則り管理する態勢を構築しておりますo 

評価.計測 �4�7�8ﾈ�ｸ5h8x6�8ｲ�8ｨ5�4�,ﾉUﾘ廁,�,(*(,H,ﾘ駟k�8ｨ5�4粨5h5�6X8�8ｨ5�4�9�*ｨ4�7�8ﾈ�ｸ5h8x6�8ｲ�8ｨ5�4隰yyﾙ_ｹ�｢雍ｹ/h*�.h-�ｦX8ｨ5�4隰r�理規定に則り管理されているか等､四半期ごとにモニタリングを実施し､リスク管理委員会で検討しておりますo 
オペレーショナル.リスクの計測については基礎的手法を採用しておりますo 

■オペレーショナル.リスク相当額の算出に使用する手法の名称 

基礎的(指標)手法(BⅠA:TheBasicⅠndicatorApproach) 

●出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャ-に関するリスク管理の方針及び手続の概要に関する事項

リスクの説明 仞(ﾗ8ｪ�.�,�*�*�.偬��9�-ﾈ+ﾘ,ﾘｩH�4x4�5�7ﾈ�ｸ5x88�ｸ,�*�+ﾘ.�.�,ﾈ,ﾚH�8�ｨｩH���8�ｩtI�h����伊B餔��8�ｨｩH�隧H�､ｩ��8｢�資信託.投資事業組合への出資金が該当しますo内包するリスクは､市場動向及び適格格付機関が付与する格付低ドなどにより被 I 

およびリスク管理の方針 �.著5�4�,X+v����蝌,ﾈﾉ)�9�ｸ,h�揺,ﾈﾏﾈ�8,����4�,偃i�x-�+�,h,h+ZHｩH�,�,x,ﾈ廁ｦ兔�:�*ｨ.�+ﾘ.x+x廁ｦ兔�:�8ｨ5�4�,偬I5�/�*�*ｺH��.�+X+ﾙ4ｲ�

正収益を確保するための体制の充実に努めることとしておりますo 

管理体制 �8ｨ�����ｸ/�自.�,ﾉ�ﾙw�|ﾘ/�tﾈ+x.�.�,ﾈ,jH7ﾈ�ｸ6x7H4�8ｨ4��9�ﾈ,ﾈ8ｨ5�4粨6�8�985�,僭ｩ{h+X+ﾘ暮w�/��8ｧﾈ*�.�,h,h.�,唔9i�xﾘx*ｩ.�-�.��｢有価証券運用規定｣に基づいた厳格な運用.管坪を行っておりますo状況については､定期的に経営陣に報告を行うなど適切な 
リスク管理に努めております○ 

評価.計測 �9h･偃h処,�*�*�.儷ﾘ幵霽i�ｨ,�,(*(,H,ﾚH鳧廂Uﾘ廁ｷ�-�4ｸｦ丿儻Hｴ�ｭh*ｩWIu�+x.丿儻H�饑�Hﾞ�k��Uﾈ.(暮w�_�ﾙ�/�.�,h,�4ｲ�
正に行っております○ 

●金利リスクに関する事項

リスクの説明 仞�y�8ｨ5�4�,h,ﾚH�8�ｨｾ�y�,ﾉ¥�:�,�.h,�,H�8*�.倬�蝌廂&ﾈ,ﾉ¥�:�.*H彧x�,ﾈ�擁�ｸ,���+x.�Xｻ�/�輾+X-ﾈ+x�ｲ���蝌,ﾈﾉ)�9�ｸ,h�揺,ﾈﾏﾈ�8,����4�,偃i�x-�+�,h,h+Xｾ�y噂�:�,僵ｨ*Hｾ�y�8ｨ5�4�,偬I5�/�*�*ｸ��.�+X+ﾙ4ｹ�8�揺/�ｦﾙ]ｸ+x.��

およびリスク管理の方針 �+ﾘ-�,ﾉ�ﾉ�x,ﾈ���,�7x-�.�+�,h,h+X,H*�.�-ﾈ+v��

管理体制 �4ﾘ886(7iZｩ�ﾘ詹d�/�w�**Hｾ�y�8ｨ5�4�/�蟀.�+ZITｹwh,��+h8ｨ5�4隰yyﾘ効醜檍,Xｺhｶ8ﾉ�:(/�+x.�,h,h.�,唏ﾆ�9�x-i_�ﾙ�/�ﾗ8*H,�,zB�
資産.負債の最適化に向けたリスク.コントロールに努めておりますD 

評価.計測 �ｩ.�,ﾈｾ�y�5h8x6(4�/��ｩ.�+X+ﾘ�ｨﾘx,ﾈｾ(ﾗ8ｪ�.�,ﾈｾ�y�8ｨ5�4�,ﾈﾇi�ｨ.(ｾ�y易亜ﾈ/�ｪ�H+X+ﾘｯｨｭH�揺5h8X7�8ﾈ�ｸ5h8x98,�.h.假ｸ揺-b�の影響度の測定を行っておりますo 

■内部管理上使用した金利リスクの算定手法の概要 
金利リスク算定の前提は､以下の定義に基づいて算定しておりますo 
･計測手法金利ラダー方式 
･コア預金対象:流動性預金全般 

算定方法:①過去5年間の最低残高 
②過去5年間の最大年間流出量を現在残高から差し引いた残高 
③現在残高の50%相当額､ 

満期:5年以内(平均2.5年) 
･金利感応度資産､負債預貸金､有価証券､預け金､その他の金利.期間を有する資産.負債 
･金利ショックの幅99%タイル又は1%タイル値 

･リスク計測の頻度毎月 

金利リスクに関して内部管理上使用した金利ショックに対する損益･経済価値の増減額
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一定量的事項- 

･自己資本の構成に関する事項L..自己資本の充実状況P,8をご参照ください 

･自己資本の充実度に関する事項 

･信用リスク(信用リスク.アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポ-ジヤ-を除くo)に関する事項 

･信用リスク削減手法に関する事項 

･派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項-該当事項なし 

･証券化エクスポージャーに関する事項 

･出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項 

･信用リスク.アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額-該当事項なし 

･金利リスクに関して信用協同組合等が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は軽済的価値の増減額...P.13をご参照ください 

●自己資本の充実度に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

平成19年度 剳ｽ成2 ��D�7��

所要自己資本額 ��所要自己資本額 

ィ.信用リスク.アセット､所要自己資本の額合計 剴3Rﾃ鼎��1,437 �3BﾃCッ�1,379 

①標準的手法が適用されるポートフォリオ ごとのエクスポージャー �35,408 ��ﾃC�b�34,048 ��ﾃ3c��

(i)ソブリン向け ��ﾃc3��65 ��ﾃC澱�59 

(il)金融機関向(j- 釘ﾃc���187 迭ﾃ##��208 

(iil)法人等向け 途ﾃ�s2�286 澱ﾃ3���252 

(iv)中小企業等個人向け 途ﾃ�釘�283 途ﾃc#b�305 

(V)抵当権付住宅ローン �2ﾃ�S"�122 �"ﾃcCR�105 

(Vi)不動産取得等事業向け ��ﾃS#2�60 ��ﾃ3ッ�55 

(vi1)3か月以上延滞等 釘ﾃャ"�195 釘ﾃ�#"�192 

(vnl)その他 迭ﾃ3c"�214 釘ﾃSC��181 

(か証券化エクスポ-ジヤ- �- 辻�- 辻�

3,471 ��3��3,214 ��#��

ハ.単体総所要自己資本額(イ+□) 剴3津C�"�1,576 �3rﾃs���1,508 

(注)1.所要自己資本の額=リスク･アセソトの額×4%

2 ｢エクスポージャー｣とは､資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ･バランス取引及び派生商品取引の与信相当額です0

3 ｢ソブリン｣とは､中央政府､中央銀行､地方公共団体､地方公営企業等金敵機構､我が国の政府関係機関.土地開発公社､地方住宅供給公社､地方道路公社､外国の中央

政府以外の公共部門(当該国内においてソブリン扱いになっているもの) ､ B]際開発銀行､ B]際決済銀行､国際通貨基金､欧州中央銀行､欧州共同体､官用保証協会及
び漁業信用基金協会のことです0

4 ｢3か月以上延滞等｣とは,元本又は利息の支払が約定支払日の翌Elから3か月以上延滞している債務者に係るエクスポ-ジャー及び｢ソブリン向け｣､｢金敵機開及

び第-種金融商品取引業者向け｣､｢法人等向け｣においてリスク　ウェイトが150%になったエクスポージャーのことです.

5 ｢その他｣とは､ (1)-(vll)に区分されないエクスポージャーです｡具体的には預け金､出資金､株式､拭定資産などが含まれますo

6オペレ-ショナル･リスクは､当組合は基礎的手法を採用しています｡

(オペレーショナル･リスク(基髄的手法)の算定方法)

粗利益(直近3年間のうち正の値の合計額) ×15%

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

7単体総所要自己資本額-単体自己資本比率の分母の額× 4%
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経　営　内　容

E7三≡ LIrlll日日igjEa!型重任曙弧欄

●信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高(地域別･業種別･残存期間別)

エクスポージャー区分 ��ﾙw�8ｨ5�4�4x4�5�7ﾈ�ｸ5x88�ｸｯｩih�8ﾘ"�劔剴8*佇闌��8錬穩wBﾂ�

貸出金､コミットメン 剄ﾂ券 刄fリバティブ取引 

地域区分 業種区分 期間区分 劍6xｷ�-�+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ6h8｢�6�6X4(7X決､�,ﾈ4�7B��6�8�985稲h盾�劔��ﾉ62�4x4�5�7ﾂﾘ5x8Bﾒ�

平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

国内 塔�ﾃCCR�80,441 鉄�ﾃ�#r�48,242 迭ﾃ鼎b�7,971 辻�- 迭ﾃイB�4,948 

国外 湯ﾃ3湯�8,999 辻�- 湯ﾃ3湯�8,999 辻�- 辻�- 

地域別合計 涛�ﾃイB�89,441 鉄�ﾃ�#r�48,242 ��Rﾃ3CR�16,971 辻�- 迭ﾃイB�4,948 

製造業 釘ﾃ�Cb�3,644 �2ﾃSCr�3,047 鉄湯�596 辻�- �#sb�203 

農業 鼎sb�453 鼎sb�453 辻�- 辻�- �33R�317 

林業 �����89 �����89 辻�- 辻�- 涛B�55 

漁業 涛��76 涛��76 辻�- 辻�- 迭�5 

鉱業 ���0 ���0 辻�- 辻�- 辻�- 

廷i又業 迭ﾃ塔��5,084 迭ﾃ塔��5,084 辻�- 辻�- ��ﾃ#���832 

電気,ガス.熱供給.水道業 ��CR�141 ��CR�141 辻�- 辻�- �#��20 

情報通信業 ����2 ����2 辻�- 辻�- 辻�- 

運輸業 ��ﾃ�sb�1,166 ��ﾃ�sb�1,166 辻�- 辻�- ���34 

卸売業､小売業 釘ﾃ3���4,073 釘ﾃ3���4,073 辻�- 辻�- 涛3"�869 

金融,保険業 �#Bﾃ3Sb�25,755 澱�108 迭ﾃcs��6,384 辻�- 辻�- 

不動産業 �2ﾃ�sr�3,008 �2ﾃ�sr�3,008 辻�- 辻�- 涛#B�692 

各種サービス 唐ﾃ�S��7,188 唐ﾃ�S��7,188 辻�- 辻�- 塔C"�982 

国.地方公共団体等 ��BﾃCsB�16,207 迭ﾃc�B�6,414 唐ﾃピ��9,793 辻�- 辻�- 

個人 ��づ�ッ�17,164 ��づ�ッ�17,164 辻�- 辻�- ��ﾃ�ヲ�926 

その他 澱ﾃ3#R�5,384 �##B�222 ��澱�197 辻�- ��2�7 

業種別合計 涛�ﾃイB�89,441 鉄�ﾃ�#r�48,242 ��Rﾃ3CR�16,971 辻�- 迭ﾃイB�4,948 

1年以下 �3津3s��36,041 �#bﾃイr�24,378 ��湯�2,099 辻�- 

1年超3年以下 唐ﾃ�cB�15,621 途ﾃ�Sb�6,962 ��ﾃ����1,846 辻�- 

3年超5年以下 釘ﾃCィ�7,420 �2ﾃss��3,824 都�R�796 辻�- 

5年超7年以下 迭ﾃ3#��5,255 釘ﾃ����4,760 ��ﾃ#3��495 辻�- 

7年超lO年以下 迭ﾃ�3r�5,408 �2ﾃ鼎��3,126 ��ﾃ涛b�2,282 辻�- 

10年超 免ﾂﾃS�b�10,553 ��ﾃC�"�1,102 ���ﾃ��B�9,451 辻�- 

期間の定めのないもの ��bﾃ�S2�9,141 �2ﾃ����4,090 辻�- 辻�- 

その他 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- 

残存期間別合計 涛�ﾃイB�89,441 鉄�ﾃ�#r�48,242 ��Rﾃ3CR�16,971 辻�- 

(荏)1ー｢貸出金､コミットメント及びその他のデリバティブ以外のオフリヾランス取引｣とは､貸出金の期末残高の他､当座貸越等のコミットメントの与信相当額､デリバ

ティブ取引を除くオフ･バランス取引の与信相当額の合計額です0

2 ｢3か月以上延滞エクスポージャー｣とは､元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3か月以上延滞している者に係るエクスポージャーのことです｡

3上記の｢その他｣は､裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分や期間区分に分類することが困難なエクスポー

ジャーですo

●一般貸倒引当金､個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
PIOをご参照ください｡
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経　営　内　容

●業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

個別貸倒引当金 劔劔貸出金償却 

期首残高 剴槙咜揄ﾁ額当期減少額 劔期末残高 

平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

製造業 ��ヲ�227 �3��- 辻�2 �##r�225 辻�1 

農業 鉄��51 ���- 辻�21 鉄��30 辻�- 

林業 ��b�38 �#"�- 辻�29 �3��9 辻�7 

漁業 辻�41 鼎��4 辻�- 鼎��45 辻�- 

鉱業 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- 

建白又業 �3�"�727 �33R�- 辻�366 都#r�361 ��c��131 

電気,ガス-熱供給.水道業 ���2 ���- 辻�- �"�2 辻�- 

情報通信業 �3r�0 辻�- �3r�- ���- 辻�- 

運輸業 辻�4 釘�- 辻�4 釘�0 辻�- 

卸売業､小売業 鼎SB�624 ��s��- 辻�444 田#B�180 ���40 

金融.保険業 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- 

不動産業 �#�2�210 辻�- 都2�133 �#���77 鼎��24 

各種サービス 鼎���482 都2�- 辻�190 鼎�"�292 �32�21 

国.地方公共団体等 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- 辻�- 

個人 鼎3��514 塔3��辻�187 鉄�B�327 途�8 

口計 �#ｳ#c2�2,920 都cx�｣B������1,376 �"ﾃ�#��1,548 �#C��232 

(注)当組合は､国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため､ ｢地域別｣の区分は省略しております｡

●リスク･ウェイトの区分ことのエクスポーシャ-の額等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

告示で定めるリスク.ウエイト区分(%) 曝4�5�7ﾈ�ｸ5x88�ｸ,ﾈｧ｢�平成19年度 剳ｽ成20年度 

格付有り 丿儻Ik8+R�格付有り 丿儻Ik8+R�

0 辻�15,498 辻�16,922 

10 辻�10,675 辻�9,270 

20 辻�24,969 辻�25,739 

35 辻�8.957 辻�7,777 

50 田迭�804 ��ﾃ�s"�885 

75 辻�ll,205 辻�ll,754 

100 辻�15,870 辻�13,831 

150 辻�2,168 辻�2,188 

350 辻�- 辻�- 

自己資本控除 辻�- 辻�- 

合計 田迭�90,148 ��ﾃ�s(�｣モﾃ3c��

(注)1格付は､適格格付機関が付与しているものに限ります｡
2.エクスポージャーは､信用リスク削減手法適用後のリスク･ウェイトに区分しています｡

借用リスク削減手法に関する事項

●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

信用リスク削減手法 ポートフォリオ 剴K格金融資産担保 剳ﾛ言正 刄NレジットデlJJrテイブ 

平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成ー9年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

信用リスク削減手法が適用された Iクスポ-ジャー �1,951 ��ﾃc�2�2,601 �"ﾃ��b�- 辻�

①ソブリン向け 辻�- �"ﾃC���2,014 辻�- 

②金融機関向け 辻�- 辻�2 辻�- 

③法人等向け �3sr�207 �#���99 辻�- 

(む中小企業等,個人向け ��ﾃ3�"�1,218 辻�- 辻�- 

⑤抵当権付住宅ローン �#r�26 辻�- 辻�- 

①不動産取得等事業向け ��B�ll 辻�- 辻�- 

⑦3か月以上延滞等 免ﾂ�0 辻�- 辻�- 

⑧その他 �#���149 辻�- 辻�- 

(注) 1当組合は､適格金融資産担保について簡便手法を用いています0
2上記｢保証｣には､告示(平成18年金敵庁告示第22号)第45条(信用保証協会,農業信用基金協会､漁業信用基金協会により保証されたエクスポージャー) ､第46条(秩

式会社産業再生機構により保証されたエクスポ-ジャ-)を含みませんo
3 ｢その他｣とは､①～⑦に区分されないエクスポージャーですo具体的には名寄せ後1億円超､名寄せ後小口分散基準超が含まれますo
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経　営　内　容

.言.T.T.I.I LICI I>7-i.i ≡ l三FLl井二t i I三I I ㍉トL.El 【lJl ; Ll亡I Ei≡ E =IJUY_-1 Mtll t rこ

該当事項なし

該当事項なし

●投資家の場合
任)保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

該当事項なし

②保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク.ウェイトの区分ことの残高及び所要自己資本の額等

該当事項なし

⑨証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク･アセットの額

該当事項なし
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経　営　内　容

lll.lll.lll.ll.一･･.______脚打g碍±旦里.lll.lll.lll.･.-

●貸借対照表計上額及び時価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7��兌ﾙ�ﾃ#�D�7��
貸借対照表計上額 倬陋��貸借対照表計上額 倬陋��

上場株式等 辻�- 辻�- 

非上場株式等 ��ﾃ�C"�1,042 田#r�627 

口計 ��ﾃ�C"�1,042 田#r�627 

(注)投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポ-ジャー(いわゆるファンド)のうち､上場･非上場の確認が困難なエクスポ-ジャ-については､非上場株式等に含

めて記載していますo

●出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

平成19年度 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��

売却益 辻�- 

売却損 辻�- 

償却 辻�- 

(注)投資信託等の複数の資産を裏付とするエクスポージャー(いわゆるファンド)にかかる売買損益は含まれておりませんD

●貸借対照表で認識され､かつ､損益計算書で認識されない評価損益の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

評　　　価　　　損　　　益

(荏) ｢貸借対照表で認識され,かつ､換益計算書で認識されない評価損益の額｣とは､その他有価証券の評価抵益です｡

●貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位百万円)

評　　　価　　　損　　　益

(注) ｢貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額｣とは､子会社株式及び関連会社の評価損益ですo

/
＼           /

/　　　､　_一/
∠ニー_ー_　　　　　　　　　　　　　　　　/

iZI

ノ/- ＼､､､､宣･

ノ/　　　､＼-/へ雪
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該当事項なし

担!ヨ潮三J眉闇

代理貸付残高の内訳　　　　(単駁

区分 兌ﾙ�ﾃ�僖�7永b�平成20年度末 

全国信用協同組合連合会 都C��609 

株式会社商工組合中央金庫 ����16 

株式会社日本政策金融公庫 ��3r�112 

独立行政法人住宅金融支援機構 �2ﾃャ��3,495 

独立行政法人雇用.能力開発機構 辻�- 

独立行政法人福祉医療機構 ��b�16 

その他 辻�- 

合計 釘ﾃ����4,250 

私は当組合の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第7期の事業

年度における貸借対照表､損益計算書及び損失金処理計算書の適正性､及

び同書類作成に係る内部監査の有効性を確言凱＼たしましたo

平成21年6月26日

那須信用組合

理事長断q霊泉⑳

当信用縫合は､協同組合による金融事業に関する法律第5条の8第3項

に規定する｢孝吉定信用組合｣に該当しておりますので､ ｢貸借対照表｣ ｢損益

計算書｣ ｢損失金処理計算書｣等につきましては､会計監査人である｢公認

会計士小川修事務所公認会計士小川修｣の監査を受けておりますo

該当事項なし

当組合の子会社

該当事項なし
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焉 金 関 係 �9b�ﾜ��v��ｾ��様莞頁 小切手1冊 剽ｿ金 1,050 

約束手形1冊 �1,050 

約束手形1枚 �525 

3,150 

525 

署名判登録料 �5,250 

自己宛小切手1枚 剴S#R�

1,050 

残高証明書等発行 剴3�R�

預金取弓 ����ﾃ�S��

ATM 手数料 �7帝?ｩvｩ?ｨ,ﾈｾiZ｢��7况ｩ?ｨｸﾉvｩ?｢�

1,050 

1,050 

軸 資 関 係 ���ﾈ��閲���3,150 

315 

融資証明毒等発行 剴��ﾃS���

融資取弓 ����ﾃ�S��

105 

書正喜貸付用鮒モ 剴#���

不ヨ司 動萱 産手 提驚 倬hｼi�ｸ��ｾ��一律 鼎"ﾃ����

非事業性芦金 ��ﾃ���iﾈ苓決�2�21,000 

非事業性資金 ��ﾃ���iﾈ鈴j)i��10,500 
一律 ���ﾃS���

繰 上 返 済 辛 敬 料 ���¥�:霎�y��

一部繰上返済 弍ｨﾌ�ﾄｨ�9_ｸ����3,150 

再書十算方式 迭ﾃ#S��

全額繰上返済 ��3,150 
3年超5年以内 �"ﾃ����

5年超7年以内 ��ﾃ�S��

7年超 冖9{��

■同定金利 

一部繰上返済 全額繰上返済 鉄��iﾈ鈴j)i��21,000 

l1千万円以上 姪3�ﾃS���ﾃC"ﾃ����

区分 劔�9i�xﾘygｲ���5�>��支店あて 本支店あて ��ﾈﾗ8*�,B�

為 管 関 倭 ��R�,r�本支店放 電借扱 �9iﾈ鈴j)i��組令員 ���R�210 辻�

非組合員L �#���315 辻�

3万円以上 ��xﾘx蹴�210 �3�R�- 
非組合員 鼎#��525 辻�

他行宛 電信撫 �9iﾈ鈴j)i��組舌員 辻�- 鼎#��非組合鼻 辻�- 田3��

3万円以上 ��y�8蹴�- 辻�630 
非組合員 辻�- 塔C��

文書 振込 �9iﾈ鈴j)i��親告員 ���R�210 鉄#R�非組合員 �#���315 田3��

3万円以上 俤y�8蹴�210 鼎#��735 
非観合員 鼎#��630 塔C��

定額自動 送金 �9iﾈ鈴j)i��組合員 非組合員 ���R�105 �3�R�

3万円以上 ��xﾘx蹴�O��xﾘx蹴�210 �#���525 

AIM 振込 �9iﾈ鈴j)i��組舌員 非組合員 ���R�105 �3�R�

3万円以上 ��xﾘy+r�O��xﾘx蹴�210 �#���525 

振込租戻料 剪ﾒ�- 田3��

敬 立 �9i&粐��:�ｨ訷ﾆ�ﾏ�ｫx�����h耳鳬?ﾈｾ��無料 鉄#R�525 上玉己 鉄#R�525 鉄#R�

他所 剏ﾂ別取立 辻�- 塔C��

辛 形 忠:�ｨ訷ﾆ�ﾏ�ｫx�����8ｴﾈ決､��
紙戻鞘 不渡手形返却料 剴亦n 塔C��840 塔C��

他所 辻�- 

そ め 他 冢亊Hｾ�ﾌ��基本掛(毎月) 劔2.loo 

従量料金 劔無料 

保管書正 唸ｩH�檍��騁ﾉkｨ檍���ﾙzx,ﾉ]ｸｬx�洩�,ﾃ��2R�剪�

貸金庫 ��ﾅ����D隴B��剴づC���

硬繭 賃曹 醤毒 手料 敬 料 ��ﾓ���hr�劔k9{��
101-500# 劔210 
501-I,080枚 劔420 

630 

2,001枚以上 劔 

(上記の手数料には消費税を含んでいます)
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区分 剳ｽ成19年度末 剳ｽ成20年度末 
件数 仞�ｧ｢�件数 仞�ｧ｢�

送金.振込 ��ﾈ,ﾈｾ�uｨｴ�ｭhﾏﾈ*��72,312 �3づ�#R�65,599 �32ﾃ�3b�
他の金融機関から 涛�ﾃs���46,805 塔rﾃs#r�39,466 

代金取立 ��ﾈ,ﾈｾ�uｨｴ�ｭhﾏﾈ*��876 都���410 鉄s"�
他の金融機関から ��ﾃScB�2,652 鼎湯�1,906 

■主要な事業の内容

A.預金業務

(イ)預　金･定期積金

当座預金､哲通預金､貯蓄預金､通知預金､定期預金､定期積金､

別段預金､納税準備預金を取扱っておりますo

(ロ)譲渡性預金

譲渡可能な定期預金を取扱っております.

B.貸出業務

(イ)貸付

手形貸付､証書貸付及び当座貸越を取扱っております｡

(ロ)手形の割引

銀行引受手形､商業手形の割引を取扱っておりますo

C商品有価証券売買業務

取扱っておりません｡

D有価証券投資業務

預金の支払準備及び資金運用のため国債､地方債､社債､株式､

その他の証券に投資しております｡

E内国為替業務

送金為替､当座振込及び代金取立等を取扱っておりますo

F.外国為替業務

全国信用協同組合連合会の取次業務として輸出､輸入及び外国送金

その他外国為替に関する各種業務を行っておりますO

G保険意販業務

個人年金保険､住宅関連長期火災保険､住宅関連債務返済支援保険､

自動車保険､標準傷害保険を取り扱っております.

H国債東販業務

個人向け国債の募集の取扱いを行っております｡

Ⅰ社債受託及び登録業務

取扱っておりません｡

J　金融先物取引等の受託等業務

取扱っておりませんo

K.附帯業務

(イ)債務の保証業務

(ロ)有価証券の貸付業務

(ハ)国債等の引受け及び引受国債等の募集の取扱業務

(こ)代理業務

(a)全国信用協同;阻合連合会､ ㈱商工組合中央金庫､ ㈱日本政策

金融公庫､独立行政法人住宅金融支援機構等の代理貸付業務

(b)独立行政法人勤労者退職金共済機構等の代理店業務

(ホ)地方公共団体の公金取扱業務

(へ)株式払込金の受入代理業務

(ト)保護預り及び貸金庫業務



地　域　貢　献

皇ドLlrll l~;､L.rllLI::lミ≡F三か▲l -;i≡{.-1 ･_i

当組合は､栃木県のうち､矢板市･大田原市･那須塩原市･宇都宮
市･さくら市･那須烏山市･下野市(旧下都賀都石橋町および旧下都
賀邪国分寺町の地区を除く)･日光市(旧日光市および旧上都賀郡足
尾町を除くト河内郡　塩谷都･那須郡を営業地区とし､地域の中小零
細事業者及び住民の皆様が組合員となり､お互い助け合い､発展して
いくという相互扶助の理念に基づき運営されている協同組合組織金融

機関です｡

企業理念にも掲げておりますが､組合員の経済的地位の向上をめざ
し､地域の繁栄と共に生き､地域から愛され信腰される信用組合をめど
しております｡

また､地域社会の一員として､当組合の役職員を含むすべての経営

資源を活用し､地域社会の生活の質や文化の向上に前向きに取組ん
でおりますo

i三后WiL■l仙止ヒ≠11■l h FL

当組合の平成21年3月末の預金積金残高は85275百万円で､預金の87 7%は個人預金ですo

皆様からお預かりした預金は地域経済の発展のため､以下のように活用させていただいております｡

(1 )貸出先数･全額

◇事業者に対する貸出　　　　　　　　◇個人に対する貸出　　　　　　　　　　　◇地公休に対する貸出

先　数1,640件　　　　　　　　　先　　　数　3,856件　　　　　　　　　先　　　数　5件

設備資金　全額　6,348百万円　　　　住宅ローン　全額12,737百万円　　　　金　　額　6,403百万円

運転資金　金串　23,603百万円　　　　消費者ローン　全額　5,011百万円

(2 )地方自治体の制度融資の取抜状況

当組合は､栃木県及び､那須塩原市､大EEl原市､矢板市､那須町､塩谷町､那珂川町の中小企業向け制度融資の取扱窓口となっておりますoその制度の名

称､概要､融資条件等の説明は省略致しますので営業店店頭備え置きのパンフレットをご覧下割､｡

平成20年度取扱実績
◇栃木県制度融資　　165件金額　　1β71百万円　　◇那須町制度融資　　　　62件･全額　　　227百万円

◇那須塩原市制度融資　　　　46件･全額　　　192百万円　　◇塩苓町制度融資　　　　o件･金顕　　　　o百万円

◇大EEl原市制度融資　　　　40件･金額　　　141百万円　　◇那珂川町制度融資　　　　9件全額　　　　20百万円

◇矢板市制度融資　　　　　6件･金額　　　　16百万円

(3 )当組合融資商品の概要と実績

当組合では､地域の中小零細事業者及び住民のニーズにお応えするために､次のオリジナル融資商品を発売しております｡その名称､概要､融資条件等の説

明は省略致しますので営業店店頭備え置きのパンフレットをご覧下さいo

平成20年度取扱実績

◇なすしんハッスルサポート　　　　35件.金額　　　169百万円　　　以下は､個人D-ン《テラス》の商品種類ですo

◇住　宅　ロ　ー　ン　　　34件･金額　　　493百万円　　カードローンは取扱実績に件数のみ加算されておりますo

◇ハッスルまるごとローン　　　10件･全額　　　　　7百万円

◇個人ローン電テラス》　　　　75件･全額　　　　93百万円　　　　*力-ライフローン　　*マイカーローンリピート
*奨学ローン　　　　　*目的ローン

*フリーローン　　　　*シルバーライフロ-ン

*リフォームローン

*カードローン

E E4il FAl屯己

平成20年度の地域密着型金融への具体的な取組み内容は以下のとおりです｡

1ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

○経営改善支援

取組み内容

①本部(融資部･融資管理部)の経営改善支援グループと営業店の連携
強化により不良債権の新規発生防止及び要注意先債権等の健全化に
取組むo

(三億営攻寄支援グループと営業店との連携を一層密にし､取引先の実悲

把握の制度を高める｡

③経営改善支援能力向上のため､キャッシュフローを重視した財務分析によ

り適切な企業再生支援を通し､不良債権の新規発生防止に取組む｡

④経営改善支援先を47社選定し再生支援の取組み｡

成果
①経営改善支援先47社の内経営改善計画書作成先19先｡
(む支援先の内債務者区分のランクアップ先8先､ランクダウン先3先0

③栃木県再生支援協議会への持込案件1件｡ (吸着計画策定中)

巳招LAIE

2　事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した貸金供給手法の徹底

○担保･保証に過度に依存しない融資制度への取組みo
取組み内容
①担保･保証に依存しない商品開発や､信用保証協会保証制度を利用し

た制度融資の推進｡

具体的推進商品
｢商工いきいき｣

｢なすしんセーフティサポート｣

｢なすしん当貸5000｣

｢なすしんハッスルサポート｣

②保証会社保証による事業者向け融資商品｢ハッスル応援団事業者ロー
ン｣ (無担保･保証人不要)を開発し商品化を行った｡

成果
推進4商品の実穎

商品名 傅IV���y.�?｢�新親実行件数.金額 � 

件数 仞�ｧ｢��x冷��件数 仞�ｮr��x冷��

H18ー10.2 鼎B�160,850 �#迭�748,767 

Hl8ー5.lO ��"�370,700 涛��1,956.377 

Hl7.lO.3 迭�100,000 �#��267,620 

□計 陪ﾃr貪"貪B�35 96 ��c津�S�����ﾃc���217 631 鼎3bﾃCsb�2ﾃC�津#C��

キャッシュフローを重視した融資推進を実施したQ
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地　域　貢　献

岡l持こ-,贈F_

3地域の情朝集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
○地域活性化につながる多様なサービスの提供

取組み内容
①資金使途自由な｢なすしんハッスルポケットロ-ン｣ ｢なすしんハッスル

まるごとローン｣の取按

⑦顧客の組織化｢なすしん共栄会｣ ｢なすしん信友会｣の各種活動の

実施
③各種地域行事参加

成果
(丑資金使途自由な｢なすしんハッスルポケットローン｣ ｢なすしんハッス

ルまるごとローン｣の20年度取扱実績

ローン種別 �#�D�7稲h宜�������
件数 仞�ｧ｢�蔚9iﾈ冷��件数 仞�ｧ｢�蔚9iﾈ冷��

30 ��r�608 �#途�

10 途�125 田��

日計 鼎��24 都32�365 

※なすしんハッスルボケソトローンの20年度取扱実績は､カートローン極度額の

申込件数･金額です｡

+■池増乙･案…

(1)店舗･ATM等の設置数
*店舗数　　　　15店舗(営業店9 ･出張所6)

*ATM店舗　　　1店舗

*ATM等設置数　17台

(2)顧客の組織化とその活動状況
当組合では平成21年3月現在､以下の顧客組級が活動しておりますo

◇なすしん共栄会
地域社会の浦佐化､青少年の健全な育成を主な目的としております｡

*対象　　　当組合顧零

*会員数　1,300名

*年会費　1,200円

*平成20年度の活動

4月11日　お花見イベント開催(鳥ヶ森公園)

参加人数一約700名

7月26日　西那須野町ふれあい祭りイベント参加　模擬店出店

模挽伝:金魚すくい･かき氷無料配布･共栄会PR活動等

12月6日　グ)スマスイベント開催(東京ディズニーランM

参加人数:117名

◇信友会
顧客の親睦､地域社会の活性化を目的としております｡

*対象　　当組合顧客

*平成20年度の活動

高久黒磯信友会　4月11日　高久黒磯信友会定期総会開催
9月27日　善光寺と上山田温泉一泊の旅

参加者･41名

湯本信友会　6月10日　湯本信友会総会兼親睦旅行
岐阜榔弥悦学と長J馴l鵜飼の派
参加者27名

1月21El　成田山初詣脚食､ショソビ/グ

参加者- 26名

②顧零の組織化とその活動状況
･ rなすしん共栄会｣ (地域社会の活性化､青少年の健全な育成を主な目

的とした組織)の各種イベント開催

｢なすしん信友会｣ (顧客の親睦､地域社会の酒性化を主な目的とした組

織)

(彰各種地域行事参加
･ 20年7日　西那須野ふれあい祭り参加

･ 20年8月　大田原市与-祭り参加

･ 20年9月　愛岩神社例大祭参加

E= -_tJJJW

( 3 )情報提供活動

当組合は､顧客に対する情報提供として全店窓口において年6回､情

報誌｢ボンビバーン｣を配布しております｡また､リレーションシップバンキング

の機能強化計画に沿って経営情報ゼジネスマッチング情報を提供する

仕組みとして情報提供室を設置し､活用しておりますD

(4)苦情相談窓口の設置
当組合では､お客様からのご意見､ご要望等にお応えするために営業

時間中､各営業店窓口において､業務に関してお困りの点や､ご意見､ご

要望等をお受けする態勢を完備しておりますので､ご遠慮なくお申しつけく

ださい｡

Ii l RldZE; Eilこldrt lTLltl i1-1 L･■苛間l

当組合では平成20年度に以下の活動を行いました｡

◇当組合裸職員による献血を行いました｡ (平成20年9月実施)

22



地域密着型金融の取組み状況

し:窒≡追奪ヨ琶汚ITft _lf鴨三拝字音岩〕

(注) 1本裏の｢債務音数｣､ ｢先数｣は､正常先を除く計数ですD

2.期初債務者数は平城20年4月当初の債務者数です｡

3債務者数､経常改善支援取組み先数は､取引先企業(個人事業主を含むo)であり､個人ローン､住宅ローンのみの先は含んでおりません.

4 ｢α (アルファ)のうち期末に債務者区分がランクアップした先数β (ペ-タ)｣は､当期末の僻務者区分が期初よりランクアソプした先ですoなお､経営改善支援取組

み先で期中に完済した債務者はαには含みますがβには含んでおりません0

5 ｢αのうち期末に債務者区分が変化しなかった先γ (ガンマ)｣は､期末の債務者区分が期初と変化しなかった先ですo

6 ｢ αのうち再生計画を策定した先数8 (デルタ) ｣は､ αのうち中小企業再生支援協議会の再生計画策定先､ R C Cの支援決定先､当組合独自の再生計画策足先の合計

先数です｡

7期中に新たに取引を開始した取引先は､本表に含みませんo

-il調性三

創業新事業支援実績

(注)創業新事業支援に資金使途を限定した融資商品の実僻のほか､当組合融資等のうちBrJ業･新事業支援としての実績の把握が可能なものも含んでおります｡

蓮ヨE-jjl FEL汀笥aJ I皇EIJ】 ;l≠罰:I

平成20年度 

件数 仞�ｧ｢�

(国)原材料価格高騰対応等緊急保証制度資金 ����105 

(県)緊急環境変化対応資金 ��R�205 

日計 �32�310 

(注)平成20年11月より創設された緊急保証制度利用による取引先への潤沢な資金提供､円滑な資金繰りへの対応に取組みましたo

r_　　　:≡_L･　~喜.1…･JIJ I_A Ej･J i　ら

店名 偖ｨ��電話 �4B��Dﾒ�

本店営業部 ��s3#蔦#s#y=��ｸ冑ﾋH�8侭69*ﾃbﾓ�� ���B�

三島出張所 ��s3#蔦#sS)=��ｸ冑ﾋH�8蕀8sBﾓ#Rﾓb� ���B�

黒田原支店 ��s3#蔦3##)=��ｸﾅ9=��ｹ*ﾉ�X鬨鮑��[�2� ���B�

那須出張所 ��s3#Rﾓ�3��=��ｸﾅ9=��ｹ*ﾉ�X鬩9)gｳ#��� ���B�

伊王野出張所 ��s3#蔦3C3i=��ｸﾅ9=��ｹ*ﾉ�X鬨堅唔nﾃ�C#"� ���B�

大田原支店 ��s3#Bﾓ��C��Y68ﾋH�9gｹ*ﾃ�ﾓ#s�2ﾓ#"� ���B�

矢板支店 ��s3#蔦#�cIn餃(�9gｹ*ﾃ蔦�� ���B�

片岡出張所 ��s3#蔦�Ss�n餃(�9]�團#�湯ﾓ��"� ���B�

黒羽支店 ��s3#Bﾓ�#39�Y68ﾋH�8ﾙX秤69*ﾃc#Rﾓ"� ���B�

馬頭支店 ��s3#Bﾓ�c�9=��ｸﾅ9=���ﾉ*ﾉF�:｣3途� ���B�

小川出張所 ��s3#Bﾓ�S��ｹ=��ｸﾅ9=���ﾉ*ﾈ揵�ﾃc�"ﾓ"� ���B�

黒磯支店 ��s3#Rﾓ��Sy=��ｸ冑ﾋH�8ﾙX侍ﾔｹ*ﾃ蔦��� ���B�

黒磯南出張所 ��s3#Rﾓ��#9=��ｸ冑ﾋH�9dﾈ蕪�rﾓ途� ���B�

那須塩原支店 ��s3#蔦3�S9=��ｸ冑ﾋH�9�XﾋIn#3唐ﾓ�b� ���B�

黒磯西支店 ��s3#Rﾓ��#9=��ｸ冑ﾋH�9dﾈ蕪�2ﾓ#�� �)�B�

住　　　　　所

高久ATM店 〒325-ODDl　那須郡那須町大字高久甲469

地区｢覧

矢板市
大田原市
那須塩原市
宇都宮市
さくら市

那須鳥山市
下野市

(岩芸霊書芸諾詣諾提f )
日光市

(岩屋芸霊宝畠諾<l都賀郡)
河内郡
塩昔郡
那須郡
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索引各開示卵は､下記のページに記軌でおりますoなお､ *印は､ ｢協同組合による金融事業に関する法律新規則｣で規定されております法定開示項目ですo

■　ご　あ　い　さ　つ

【概況.組織】
1事　　　業　　　方　　　針･･･

2事　業　の　組　織　* ･･

3役員一副理事および監事の氏名･役職名)*

4店舗-覧(事務所の名称･所在地)*-

5　自　動　機　器　設　置　状　況　･

6地　　　区　　　一　　　覧

7組　　　合　　　員　　　数

8子　会　社　の　耳犬　況･

【主要事業内容】
9主要な事業の内容*
10信用組合の代理業者*

【業務に関する事項】
11事　業　の　概　況　*

12経　　常　　収　　益　　*--

13業　　　務　　　純　　　益

14経常利益(損失) *

15　当期純利益(損失)*

16　出資総額､出資総口数*

17純　　資　　産　　額　　*- ･

18准　　資　　産　　額　　*　-

19預　金　積　金　残　高　* ･･

20貸　出　金　残　高　*

21有　価　証　券　残　高　*

22単体自　己資本比率*･

23　出　資　配　当　金　*･

24職　　　員　　　数　　　*･

【主要業軌こ関する指標】
25業預粗利益および業務租利益率*･-

26賃金運用収支､鯛取引等防虫よぴその他菓務収支*

2　　30　その他業務収益の内訳

31経　　費　　の　　内　　訳

･3　　32総資産経常利益率*

2　　33　総資産当期純利益率*･
-2　【預金に関する指標】

･･･23　　34　預金種目別平均残高*･

･･23　　35　預　金　音　別　預　金　残　高1

23　　36　財　形　貯　蓄　残　高･

2　　37　職員1人当り預金残高･
･ 19　　38 1店舗　当　り預金残高

39　定期預金種類別残高*
･･･20　【貸出金等に関する指標】

取扱いなし　　40　貸出金種類別平均残高*

41担保種馴貸出金注意及び債務保証見綿* ･

3　　42　貸出金金利区分別残高*

7　　43　貸出金使途別残高*

7　　44貸出金業種別残高･構成比*

7　　45　預貸率(期末･期中平均)*
･ 7　　46消費者ローン･住宅ローン残高

7　　47代理貸付残高の内訳

7　　48職員1人当り貸出金残高

7　　49 1店舗当り貸出金残高

7　【有価証券に関する指標】
･･･7　　50商品有価証券の種類別平均残高*1

･1 7　　51有価証券の種簸別平均残高*

7　　52　有価証券種類別残存期間別残高*

7　　53　預証率(期末･期中平均)*
･ ･7　【撞営管理体制に関する事項】

54法　令　遵　守　の　体　制　*

7　　55リ　スク　管　理　体　制　*

7　　　　資料編

27賛金運胸定･貸金用達勘定の平均残高､利息淵臥資全利鞘*

28　受取利息､支払利息の増減*

29役　務　取　引　の　状　況･ ･

9　　57リスク管理債権及び同債掛こ対する保全頼*

7　　　(1)破　綻　先　債　権

･9　　　(2)延　　滞　　債　　権

･9　　　(3)3か月以上延滞債権

な11抜取

(4)貸出条件緩和債権
58金融再生法開示債権及び同債権に附る保全顛*

59　自己資本充実状況(自己貸本比率明細)*

(ハーセルⅡに関する事項を含む)

60有価証券､金銭の信託等の評価*

61外　貨　建　資　産　残　高

62　オフバランス取引の状況

63　先物取引の時価情報･

64　オプション取引の時価情報･

65貸倒引当金(期末残高･期中増減換)*

66　貸　出　金　償　却　の　額　*･

67　財務諸表の適正性及び鳩監査の有効性について･

68　会計監査人による監査*

【その他の業務】
69　内　EE]為

70　外　国　為

71公　共　債

抜抜取取替蕃

販忠

72　公　共　債　引

73　手　　数　　料

績績績額覧実実実受.

【その他】
74　当　組　合　の　考　え　方

75　当　組　合　の　歩　み

76継続企業の前提の疑義
77兼岩　代　会　に　つ　い　て

11  【地域貢献に関する事項】
･ 1213　　78　地　　　域　　　貢　　　献

1415161718　　79　地域密着型金融の取組み状況･

(パーゼルⅡに関する事項を含む)

【財産の状況】
56貸借対照表､損益計算書､剰余金処刑損失金処理)計算書*　　4 5 6 7

嘉那須信用組合
〒329-2727　栃木県那須塩原市永田町6番9号

TEL:0287-36-1230　FAX:0287-36-5658

18　9988し｡099｡999｡32礼3　22231　　　　1　　　な1111　21112
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