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l　　　　経営情報(半期情報の開示について)　　　t
平成21年度上半期(平成21年4月1日～平成21年9月30日まで)における経営情報をお知

らせいたします｡

区分 剄ﾂ権額 �%9]ｲ饐ｸ��9��ﾙ7ﾈ初9hｾ��兢ｹ�8ｧ｢�保全率 
(A) 嫡"��(C) 嫡B���"調�2��(D)/(A) 

破産更生債権及び これらに準ずる債権 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駛"�4,859 釘ﾃ�#R�733 釘ﾃゴ��100.00 

平成21年9月末 迭ﾃ�cb�"ﾃ����3,886 ��ﾃ�s��5,066 2,432 ��������

危険債権 ����ﾃc���814 �86_54 
平成21年9月未 �"ﾃSsB�1,431 田Sr�2,088 塔�ﾆﾆﾂ�

要管理債権 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駟b�308 涛��120 �#���71.10 
平成21年9月末 �#s��≒77 塔2�161 鉄r纉��

不良債権計 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駟b�7,977 迭ﾃイ"�1,669 途ﾃS�"�94.17 
7,918 迭ﾃ3澱�1,920 途ﾃ3�b�92.39 

正常債権 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駛"�41,813 ��
平成21年9月末 �3津Sヲ�

合計 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駟b�49,791 
平成21年9月末 鼎rﾃS�r�

(注)平成21年9月末の計数は､ ｢金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則｣第4条に規定する各債権の
カテゴリーにより分類し､以下の簡便な方法により算出しております.従って､平成21年3月末の計数とは算出

方法が異なるため､計数は連続しておりません｡
(平成21年9月末の算出方法)
1.債務者区分については原則として平成21年3月末時)点における自己査定による債務者区分を基準としており

ますo　ただし､ 4月1日から9月末までに倒産､不渡り等の嘗観的な事実ならびに内部格付による債務者区分の

変更等のあった債務者については､当組合の定める基準に基づく債務者区分見直し複の債務者区分によって
おります｡

2 ｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣の金額は､債務者区分でいう破綻先及び実質破綻先に該当する債務

者に対する債権の合計です0
3 ｢危険債権｣の金額は､債務者区分でいう破綻懸念先に該当する債務者に対する債権の合計です0
4 ｢要管理債権｣の金額は､債務者区分でいう要注意先に該当する債務者に対する債権のうち､貸出条件を緩和

している債権及び3か月以上延滞している債権の合計です0

5. ｢正常債権｣の金額は､債務者の財務状態及び経営成績に特に問題がない債権であり､ ｢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｣以外の債権の合計ですo

区分 兌ﾙ�ﾃ#�D纔ﾈ駟b�

業務純益 粘33R�

経常利益 鼎2�

当期純利益 鉄��

平成21年9月末

自　　己　　資　　本　　比　　率

区　　　　　　　　　　　分

0

平成21年9月兼 く参考)平成21年3月末

預　　　　　金　　　　　残　　　　　高　2　　　　　　85,802

貸　　　出　　　金　　　残　　　高I　　　　　46,740

(注)各計数は､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o



業種別 兌ﾙ�ﾃ#�D纔ﾈ駟b��*ﾘ��ﾖﾂ兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駟b�
_u_金額 俔ﾉ�ﾉNB�L__金額 俔ﾉ�ﾉNB�

製造室 �"ﾃ鉄��6_3 �2ﾃ�cr�6.4 

農業 �#s��0.6 �#sb�0.5 

林業 田R�0.1 田B�0.1 

漁業 ���r�0_3 ��#"�0.2 

琴業 辻�- 辻�- 

建設業 釘ﾃCsb�9.6 釘ﾃ��R�9.8 

電気.ガス.熱供給.水道業 涛��0.2 涛��0.2 

情報通信業 �"�0.0 �"�lo.o 

運輸業 ��ﾃ�#"�2_2 ��ﾃ�c�"���

卸売業､小売業 �2ﾃsッ�8.1 �2ﾃ��R�7.9 

金融.保険業 ���b�0.2 ���b�0.2 

不動産業 �"ﾃC�R�5_1 �%�Cコ�5.0 

各種サービス 澱ﾃCSb�13.8 澱ﾃcC"�13_5 

その他の産業 �#���0.5 �##��0.4 

〃ヽ計 �#�ﾃ田2�47.0 �#"ﾃ塔��46.9 

地方公共団体 迭ﾃ涛��12.8 澱ﾃC�2�13.0 

雇用.能力開発機構等 辻�- 辻� 

個人(住宅.消費.納税資金等) ��づsッ�40.2 ��津S釘�39_9 

合計 鼎bﾃsC��100.0 鼎づ塔r�】100.0 

◎満期保有目的の債券で時価のあるもの

平成21年9月末 劔�*ﾘ��ﾖﾂ兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駟b�

票讐照歪時価 � 劔_x妺�顰iUﾂ�ﾈﾇh�8ｧ｢�土 うち益 �*H+����倬��エ額 �*H+�b�うち損 

社債 涛r�100 �2�3 辻�97 涛r�0 ���- 

その他 途ﾃ涛��6,138 ��#�ﾃツ��5 ��ﾃツb�8,999 途ﾃSC��∠ゝ1,449 ���1,450 

合計 �#づ�途�6,239 ��ｨ�C�ﾃゴ��8 ��ﾃツb�9,097 途ﾃcCr�△1,449 ���1,450 

◎その他有価証券で時価のあるもの

平成21年9月末 劔宙��ﾖﾂ兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ駛"�

取得原価 ��ﾘ妺�顰iUﾂ�ﾇh�8ｧ｢�評価差額うち一恵】うち損 劍靖;靈H幵�貸借対照表 計上額 儷ﾘ廁ﾛy�ﾉm2ﾕF�h*H+����

株式 債券 鳴�- 辻�- 辻�- 辻�- 辻�140 

5,610 迭ﾃc�"�∠ゝ7 鼎��48 唐ﾃ��B�7,900 ��#��B�26 

国債 ��ﾃ3湯�1,425 �#R�25 辻�3,598 �2ﾃS湯�1 唐�7 

地方債 �2�3 ���0 辻�302 �3�2�0 ���1 

社債 釘ﾃ#�r�4,174 ��#32�15 鼎��4,113 �2ﾃ涛r�∠ゝ116 ��R�131 

その他 ��ﾃ�3��839 ��#��"�23 �#�R�1,046 都s2�△273 辻�273 

合計 澱ﾃcC��6,441 ��##���64 辰#cB�9,061 唐ﾃcs2�△387 �#b�413 

(洋)各引数は､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

◎



地域に貢献する信用組合の経営姿勢

当組合は､栃木県のうち､矢板市　大田原市　那須塩原市　宇都富市　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(l日日光市およびlR上那賀郡足尾町を除く)河内郡　塩谷郡　那須郡を営業地区とし､地域の中小零細専業者

及び住民の皆様が組合員となり､お互い助【j-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､地域の繁宋と共に生き､地域から愛され信頼される信用組合をめざし

ておりますo

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り組んでお

りますC

預金及び融資を通じた地域頁献

当組合の平成2 1年9月末の預金積金残高は85,802百万円で､預金の87 3 l 0/oは個人預金ですo

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

(l)貸出先数･金額

り事業者に対する貸出　　　　　　　　　　　くりBl人に対する貸出

先数1,600件

設備資金･　金額　　5, 496百万円

運転資金　　　金額　17,306百万円

先数　3,742件

住宅ローン　　　　金額12,093百万円

消費者ローン　･金額　　4, 601百万円

く〉地公休に対する貸出

先数　5件

金額　5,990百万円

(2)地方自治体の制度融資の取扱状況

当組合は栃木県及び､那須塩原市､大田原市､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抜窓口となっておりますC

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備え置きのパンフレットをご覧下さい｡

平成2 1年度上半期取扱実績

◇栃木県制度融資　　　　　81件　金額　665百万円　　　　く〉那頻町制度融資　　　　　25件　金額　95百万円

¢那須塩原市制度融資　　　21件　金額　90百万円　　　　く○塩谷町制度融資　･　　5件　金額　27百万円

く>大田原市制度融資　　　　17件　金額　60百万円　　　　く)那珂川町融資制度　　　　9件　金額　38百万円

0矢板市制度融資　　　　　10件　会名頁　47百万円

(3 )当組合融資面[]E)[]の概要と実績

当組合で【ま､地域の中小零和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o

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2 1年度上半期取1畏実績

くり圭宅ロ-ン　　　　23件　金額132百万円　　　　　　く)なすしんハッスルサボ-ト　　　12件　金額　31百万円

◇商工いきいき　　　25件　金額　86百万円　　　　　　く〉なすしんまるごと口-ン　　　　　3件　金額　1百万円

以下は､個人ローン｢テラス｣の商n口｡種類ですo

投カーライフローン　　　　　※フリーロ-ン　　　※リフォームローン　　　※バリアフリーローン

※マイカーローンリピート　　※奨学ローン　　　　姦日的ローン　　　　　　栄カードローン

地域･業域･サービスの充実

(l)店舗･ATM等の設置数

米店舗数15店舗(営業店9　出張所6)　茨ATM店舗l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9月末現在､以下の顧客組織が活動しております｡

◇なすしん共栄会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇信友会

地域社会の活性化､青少年の健全な育成を主な目的としております.　顧客の親睦､地域社会の活性化をEl的としております｡

※対象　　当組合顧客

繋会員数1,300名

※年会費1,200円

※平成21年度上半期の活動

4月　お花見イベント開催(鳥が森公園)

参加人数　700名

7月　那顛塩原市｢西那須野ふれあいまつり｣参加

模擬店出店　募金活動を実施

文化的･社会的頁南Xlこ関する活動

◎

13<対象　　当組合顧客

※平成21年度上半期の活動

湯本信友会　5月　秩父まつり会館と長瀞ライン舟下りの旅

参加人数　28名

那須信友会　9月　謙信　兼続ゆかりの地と天地人博

参加人数　33名

当組合では､平成21年度上半期に以下の活動を行いました｡

那須塩原而｢西那須野ふれあい崇り｣流し踊りへ参加(7月)

那須塩原市｢そすい夏祭り｣へ参加(白月)

｢しんくみの日週間｣にて､ ｢花のT=ねプレゼント｣ ｢献血運動｣を実施(9月)

那須塩原市｢愛岩神社例大崇｣のお神輿参カロ(9月)

麓那須信用組合
〒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


