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共に生きるこの街を元気に

［たんしんの現況］

Tajima Shinkin Bank

中間期レポート

サービスのご案内

店外キャッシュコーナー  ◎印＝キャッシュコーナー土曜日・日曜日・祝日稼働店舗　○印＝キャッシュコーナー土曜日稼働店舗　　（平成27年9月末現在）

地域・社会貢献活動

公益財団法人たんしん地域振興基金の活動

●セミナーの実施

●「 たんしん経営塾」第15期開講式を
開催（9月8日）

但馬地域の産業を担う若手経営者の育成をお手伝
いするために「たんしん経営塾」を開講し、定期的
な勉強会と異業種交流を図っています。また、講座
修了者の継続的な交流と相互啓発の場としてＯＢ会
を組織し、現在200名を超える会員となっています。

今ある場所を更に魅力的に
～グッドデザイン賞審査員/照明デザイナーに

聞く 光環境のデザインの方法～（9月16日）
講師：長町  志穂（ライティングデザイナー）
場所：西村屋ホテル招月庭
ライティングの基本となる「色温度」と「配灯」「配光」につ

いてや、ライティング前後の画像を紹介しながら照明の効果や使
い方の解説をしていただきました。

予約の取れないレストラン“ラ・ベットラ・ダ・オチアイ”
「必要とされる店」になるために

大切にしたいポリシーとは（10月2日）
講師： 落合  務（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ オーナーシェフ）
場所：湯村温泉　佳泉郷　井づつや
料理の実演とセミナーでは料理人を志した経緯や自店の経営
方針などを語っていただきました。

経営者セミナー（8月25日）
講師： 株式会社 佐々木常夫マネージメント・リサーチ

代表取締役　佐々木  常夫
会場：じばさん但馬

お取引先の経営者や経営幹部・従業員の意識改革の参考にしていただくため、毎年、
「経営者セミナー」を開催しています。
講師の佐々木氏は、㈱東レ経営研究所（元）社長で、東レの事業改革を断行するな

ど大きな成果を出され、その中で培ったリーダーシップやワーク・ライフ・バランスに
ついて講義していただきました。

●「助成先決定」通知書交付式（4月17日）
但馬地域の活性化にお役に立てるよう、地域社会
活動や産業活性化活動を行う諸団体に対し、毎年、
助成金を交付しています。今年度は6団体に188万円
を助成する予定です。昨年度までの累計助成金額は、
152先、3,526万円になりました。

当金庫では、個人のキャッシュカードで、下記のいずれ
かに該当する口座をお持ちのお客様に限り、ＡＴＭの時間
外手数料を無料にしています。

当 金 庫 会 員
●会員登録されている方（出資をお持ちの方）

給 与 振 込 指 定 口 座
● 摘要に「キユウヨ」「キウヨ」「ボーナス」「シヨウヨ」
のいずれかが入っている口座
●「給与振込」「賞与振込」としての振込みがある口座

年 金 受 取 指 定 口 座
●公的年金としての振込みがある口座
※上記、お取引の翌月10日以降に無料となります。
※上記に該当する口座と同一店舗の口座も対象となります。

ATM時間外手数料“無料”

お問合せについてはお取引店またはフリーダイヤルへ

0120-615-120
受付時間：当金庫窓口営業日 午前9時～午後5時

 ATM
時間外手数料

無料

詳しくは、窓口または担当者へおたずねください。

 ▶ 当金庫会員
　　 ・会員登録されたお客様（出資をお持ちの方）

 ▶ 給振指定口座のカード
　　 ・摘要に「キユウヨ」「キウヨ」「ボーナス」「シヨウヨ」のいずれかが入っているもの

　　 ・「給与振込」「賞与振込」としての振込があったもの

 ▶ 年金振込指定口座のカード
　　 ・公的年金として振込まれたもの

　　 　※上記のお取引をしていただいた翌月10日以降から無料となります。

・当金庫発行のキャッシュカード（個人の方のみ）
・下記のいずれかに該当する口座のATMの時間外手数料が
  無料になります。

平成26年

4月1日（火）～

実　施　日

無料

〒668-8655 兵庫県豊岡市中央町17番8号
TEL.0796-23-1200（本部） FAX.0796-23-7716
http://www.tanshin.co.jp/

豊岡市
◎豊岡市役所
　豊岡総合庁舎
◎にしがき豊岡元町店
◎梶原
◎アイティ
◎コープデイズ豊岡
　神美台（豊岡工業団地）
◎ フレッシュバザール豊岡江本
◎ 三坂町（ジャパン豊岡店）
◎ 九日市（スーパーフレッシュさとう）
◎豊岡病院
◎豊岡正法寺パーク
◎市場
◎アルコム（野田）

◎メガフレッシュ館
◎港（瀬戸）
◎日高総合支所
　日高病院
◎マックスバリュ日高店
◎日高パーク
◎ヒラキ日高店
◎ 西芝（ミニストップ日高西芝店）
○ 福祉ゾーン（出石病院前）
◎町分（フレッシュバザール出石店）

養父市
○八鹿病院
◎養父市役所（八鹿）
◎ フレッシュバザール八鹿店

◎養父地域局（広谷）
◎やぶYタウン
◎ ファミリーマート養父大塚店

朝来市
◎ 玉置（TSUTAYA和田山店）
◎エスタ和田山
◎糸井
◎和田山インター
　和田山病院

美方郡
　香住病院
◎香住パーク
◎村岡地域局

　新温泉町役場（浜坂）
　浜坂病院
◎フレッシュバザール浜坂店
◎湯村温泉薬師湯

京丹後市
◎にしがき久美浜店
◎峰山パーク

福知山市
◎フレスポ福知山

しんきん
ゼロネットサービス

下記の時間帯において、信用金庫のキャッシュカードは、全国の
信用金庫が所有する自動機（ATM・CD）で利用手数料が無料です。
《ゼロネットサービスタイム》 ●平日／８：45～18：00の入出金
 ●土曜／９：00～14：00の入出金

※ 上記以外の時間帯および日曜・祝祭日のATM利用には所定の手数料が必要です。



文化講演会（ 5月23日）
講師：南蔵院住職　林  覚乗 氏　演題：心ゆたかに生きる

豊岡市の「柳まつり」に市内店舗が参加（8月1日）

地域の行事やイベントに参加
各部店では、地域で実施される行事やまつりへの協賛や参加をしています。

当金庫は地域経済の活性化や地域社会の発展に寄与
できるよう、さまざまな活動に取組んでいます。損益・預金・貸出金の状況 自己資本比率の状況等について

金融再生法開示債権の状況

有価証券の時価情報

平成27年9月期決算について、当期純利益は、債券・株式の売却益は減収しましたが、諸引当金の戻入等により939百万
円と、昨年より増益となりました。
預金は、平成27年3月末と比較して、2億68百万円増加し、平成27年9月末残高は4,248億86百万円となりました。
貸出金は、平成27年3月末と比較して、11百万円増加し、平成27年9月末残高は1,621億28百万円となりました。
引続き安定的な収益確保により経営基盤の強化に努めてまいります。

◆自己資本比率の状況

自己資本比率は、金融機関の経営の健全性を
示す主要な指標の一つとされ、当金庫は、お客
様に安心してお取引頂くため、自己資本の充実、
自己資本比率の向上に努めております。
平成27年9月末の自己資本比率は25.04％と
なり、引続き高水準を維持することができまし
た。この数値は、国内基準である4％を大幅に
上回っており、当金庫の健全性、安全性を示し
ております。

◆自己資本の構成に関する事項
自己資本調達手段の概要
１．自己資本を構成する主なものは、コア資本です。
２．コア資本は会員の皆様からお預かりしている出資金や、利益剰余金、一般貸倒引当金があります。

（単位：百万円）
項　　　目 平成27年3月末 平成27年9月末

コア資本に係る基礎項目　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 35,410 36,352
うち、出資金及び資本剰余金の額 837 839
うち、利益剰余金の額 34,640 35,513
うち、外部流出予定額（△） 66 －
うち、上記以外に該当するものの額 △0 －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　　 1,642 983
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,642 983
うち、適格引当金コア資本算入額 － －
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　  （イ） 37,052 37,335
コア資本に係る調整項目　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の
額の合計額 286 287

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 286 287
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 45 49
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　  　（ロ） 331 336
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　（ハ） 36,721 36,999
リスク・アセット等　　　 　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 140,689 137,437
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △8,226 △8,226
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △8,226 △8,226
うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額 10,303 10,303
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　（ニ） 150,992 147,740
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 24.31％ 25.04％

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89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、信用金
庫及び信用金庫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21号）」が平成25年3月8日に改正され、平成26年3月31日から改正後の告示が適用されたこ
とから、新告示に基づく開示を行っております。

　　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

（単位：百万円）

区　　分
平成27年３月末 平成27年９月末

時価
評価差額

時価
評価差額

うち益 うち損 うち益 うち損
その他有価証券 174,761 6,366 6,439 73 179,457 6,454 6,531 77

債　券 169,835 6,279 6,322 42 174,291 6,410 6,428 17
株　式 70 △0 ― 0 219 △14 ― 14
その他 4,855 88 117 29 4,946 58 103 44

（単位：百万円）

区　　分
平成27年３月末 平成27年９月末

帳簿価額 含み損益 帳簿価額 含み損益
うち益 うち損 うち益 うち損

満期保有目的の債券 13,210 755 791 36 13,709 529 671 141
子会社･関連会社株式 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）１． 平成27年9月末の「評価差額」及
び「含み損益」は平成27年9月末
時点の帳簿価額（償却原価法適用
後）と時価との差額を計上してお
ります。

　　 ２． 「その他」は外国証券及び投資信
託等です。

　　 ３． 満期保有目的の債券、子会社・関
連会社株式に係る含み損益は以
下の通りです。

（単位：百万円、％）

区　　　分 開示残高
（a）

保全額
（b）

保全率
（b）/（a）

引当率
（d）/（a-c）

担保・保証等による
回収見込額（c） 貸倒引当金（d）

金融再生法上の不良債権
平成27年3月末 8,774 8,136 5,187 2,948 92.73 82.21
平成27年9月末 8,898 8,181 5,147 3,034 91.94 80.89
増減 124 45 △40 85 △0.79 △1.32

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成27年3月末 2,142 2,142 1,161 980 100.00 100.00
平成27年9月末 1,980 1,980 1,043 936 100.00 100.00
増減 △161 △161 △118 △43 0.00 0.00

危険債権
平成27年3月末 6,619 5,981 4,013 1,968 90.36 75.52
平成27年9月末 6,890 6,174 4,076 2,097 89.59 74.53
増減 271 192 62 129 △0.77 △0.99

要管理債権
平成27年3月末 12 12 12 0 100.00 100.00
平成27年9月末 27 27 27 0 100.00 100.00
増減 15 15 15 0 0.00 0.00

正常債権
平成27年3月末 153,982
平成27年9月末 153,870
増減 △111

合　　計
平成27年3月末 162,756
平成27年9月末 162,768
増減 12

  金融再生法では、全ての債権（貸出金のほかに債務保証見返、未収収益、仮払金、外国
為替）について、回収が懸念される程度を「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」「正常債権」の4つに区分しております。
　平成27年9月末における金融再生法上の不良債権比率は平成27年3月末より0.07ポ
イント下降（悪化）し5.46%となりました。
　なお、不良債権については担保・保証や貸倒引当金で保全しており、正常債権に対し
ても万全の対応をとっております。
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（単位：％）

平成26年9月末 平成27年3月末 平成27年9月末

＊ 業務純益（実質）とは、貸出金や預金など金融機関の本来業務で得られる利益を示すものです。
＊ 経常利益とは、営業利益を含む金融機関の経常的な営業活動の成果を示すものです。

◆預金・貸出金の状況
預金 貸出金
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100,000

0

（単位：百万円）

414,931 424,618 424,886

162,770 162,116 162,128

平成26年9月末残高 平成27年3月末残高 平成27年9月末残高

◆損益の状況
平成25年9月末 平成26年9月末 平成27年9月末

（単位：百万円）

業務純益 経常利益 当期純利益
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（単位：百万円）

業　　種 平成26年9月末 平成27年3月末 平成27年9月末

製造業 10,039 9,902 9,262

農業、林業 274 267 272

漁業 2 2 2

鉱業、採石業、砂利採取業 6 6 5

建設業 15,576 15,418 13,632

電気・ガス・熱供給・水道業 ― 17 46

情報通信業 245 181 203

運輸業、郵便業 823 808 849

卸売業、小売業 13,313 13,211 13,251

金融業、保険業 9,487 9,465 9,519

不動産業 16,222 16,206 17,165

物品賃貸業 160 172 167

学術研究、専門・技術サービス業 664 696 750

宿泊業 6,338 6,185 6,323

飲食業 1,516 1,473 1,305

生活関連サービス業、娯楽業 4,242 4,238 4,360

教育、学習支援業 471 454 437

医療・福祉 4,713 4,856 5,067

その他のサービス 2,323 2,466 2,564

小計 86,423 86,034 85,188

地方公共団体 31,773 31,014 31,524

個人（住宅・消費・納税資金等） 44,572 45,019 45,342

合　　計 162,770 162,068 162,054

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

◆貸出金の業種別残高内訳

トピックス・地域活性化活動

「湯村温泉の観光キャラバン」
を実施 （10月６日～７日）
湯村温泉と周辺地域の魅力と観光をPRするため、

当金庫は湯村温泉会議と湯村温泉観光協会に同行し、
岡山・広島県の６信用金庫を訪問しました。

京丹後市と「地域産業振興に関する
連携協定」を締結 （７月16日）
平成27年７月16日に当金庫および京都銀行、京都

北都信金の３金融機関と「地域産業振興に関する連
結協定」を締結しました。地方創生に関し、市が金
融機関と協定を結ぶのは初めてで地元業者の経営安
定や新産業創出などで連携し地域の発展と成長を目
指すものです。

年金友の会「信寿会」の
活動を実施
当金庫で年金受給していただいて

いる方を対象に年金友の会を組織し
て、毎年、文化講演会やグラウンド
ゴルフ大会、小旅行等を企画し、親
睦を深めています。

「補助金活用セミナー」を実施 （4月14日）
「ものづくり・商業・サービス補
助金」の申請を中小企業・小規模
事業者が申請しやすいように、外
部講師（兵庫県よろず支援拠点、
オリックス株式会社）による補助
金活用セミナーを開催しました。
セミナーの内容は「ものづくり・
商業・サービス補助金」「省エネ
設備導入補助金」を中心としたも
ので、個別相談会も実施しました。

場所：じばさんTAJIMA
講師： 兵庫県よろず支援拠点 コーディネーター

藤田 勉 氏、谷林 佳子 氏
　　　 オリックス㈱ 近畿ビジネスコンサルティング

チーム 小林 愛子 氏

24.31

25.04



文化講演会（ 5月23日）
講師：南蔵院住職　林  覚乗 氏　演題：心ゆたかに生きる

豊岡市の「柳まつり」に市内店舗が参加（8月1日）

地域の行事やイベントに参加
各部店では、地域で実施される行事やまつりへの協賛や参加をしています。

当金庫は地域経済の活性化や地域社会の発展に寄与
できるよう、さまざまな活動に取組んでいます。損益・預金・貸出金の状況 自己資本比率の状況等について

金融再生法開示債権の状況

有価証券の時価情報

平成27年9月期決算について、当期純利益は、債券・株式の売却益は減収しましたが、諸引当金の戻入等により939百万
円と、昨年より増益となりました。
預金は、平成27年3月末と比較して、2億68百万円増加し、平成27年9月末残高は4,248億86百万円となりました。
貸出金は、平成27年3月末と比較して、11百万円増加し、平成27年9月末残高は1,621億28百万円となりました。
引続き安定的な収益確保により経営基盤の強化に努めてまいります。

◆自己資本比率の状況

自己資本比率は、金融機関の経営の健全性を
示す主要な指標の一つとされ、当金庫は、お客
様に安心してお取引頂くため、自己資本の充実、
自己資本比率の向上に努めております。
平成27年9月末の自己資本比率は25.04％と
なり、引続き高水準を維持することができまし
た。この数値は、国内基準である4％を大幅に
上回っており、当金庫の健全性、安全性を示し
ております。

◆自己資本の構成に関する事項
自己資本調達手段の概要
１．自己資本を構成する主なものは、コア資本です。
２．コア資本は会員の皆様からお預かりしている出資金や、利益剰余金、一般貸倒引当金があります。

（単位：百万円）
項　　　目 平成27年3月末 平成27年9月末

コア資本に係る基礎項目　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 35,410 36,352
うち、出資金及び資本剰余金の額 837 839
うち、利益剰余金の額 34,640 35,513
うち、外部流出予定額（△） 66 －
うち、上記以外に該当するものの額 △0 －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　　 1,642 983
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,642 983
うち、適格引当金コア資本算入額 － －
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　  （イ） 37,052 37,335
コア資本に係る調整項目　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の
額の合計額 286 287

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 286 287
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 45 49
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　  　（ロ） 331 336
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　（ハ） 36,721 36,999
リスク・アセット等　　　 　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 140,689 137,437
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △8,226 △8,226
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △8,226 △8,226
うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額 10,303 10,303
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　（ニ） 150,992 147,740
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 24.31％ 25.04％

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89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、信用金
庫及び信用金庫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21号）」が平成25年3月8日に改正され、平成26年3月31日から改正後の告示が適用されたこ
とから、新告示に基づく開示を行っております。

　　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

（単位：百万円）

区　　分
平成27年３月末 平成27年９月末

時価
評価差額

時価
評価差額

うち益 うち損 うち益 うち損
その他有価証券 174,761 6,366 6,439 73 179,457 6,454 6,531 77

債　券 169,835 6,279 6,322 42 174,291 6,410 6,428 17
株　式 70 △0 ― 0 219 △14 ― 14
その他 4,855 88 117 29 4,946 58 103 44

（単位：百万円）

区　　分
平成27年３月末 平成27年９月末

帳簿価額 含み損益 帳簿価額 含み損益
うち益 うち損 うち益 うち損

満期保有目的の債券 13,210 755 791 36 13,709 529 671 141
子会社･関連会社株式 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）１． 平成27年9月末の「評価差額」及
び「含み損益」は平成27年9月末
時点の帳簿価額（償却原価法適用
後）と時価との差額を計上してお
ります。

　　 ２． 「その他」は外国証券及び投資信
託等です。

　　 ３． 満期保有目的の債券、子会社・関
連会社株式に係る含み損益は以
下の通りです。

（単位：百万円、％）

区　　　分 開示残高
（a）

保全額
（b）

保全率
（b）/（a）

引当率
（d）/（a-c）

担保・保証等による
回収見込額（c） 貸倒引当金（d）

金融再生法上の不良債権
平成27年3月末 8,774 8,136 5,187 2,948 92.73 82.21
平成27年9月末 8,898 8,181 5,147 3,034 91.94 80.89
増減 124 45 △40 85 △0.79 △1.32

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成27年3月末 2,142 2,142 1,161 980 100.00 100.00
平成27年9月末 1,980 1,980 1,043 936 100.00 100.00
増減 △161 △161 △118 △43 0.00 0.00

危険債権
平成27年3月末 6,619 5,981 4,013 1,968 90.36 75.52
平成27年9月末 6,890 6,174 4,076 2,097 89.59 74.53
増減 271 192 62 129 △0.77 △0.99

要管理債権
平成27年3月末 12 12 12 0 100.00 100.00
平成27年9月末 27 27 27 0 100.00 100.00
増減 15 15 15 0 0.00 0.00

正常債権
平成27年3月末 153,982
平成27年9月末 153,870
増減 △111

合　　計
平成27年3月末 162,756
平成27年9月末 162,768
増減 12

  金融再生法では、全ての債権（貸出金のほかに債務保証見返、未収収益、仮払金、外国
為替）について、回収が懸念される程度を「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」「正常債権」の4つに区分しております。
　平成27年9月末における金融再生法上の不良債権比率は平成27年3月末より0.07ポ
イント下降（悪化）し5.46%となりました。
　なお、不良債権については担保・保証や貸倒引当金で保全しており、正常債権に対し
ても万全の対応をとっております。

25.0
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（単位：％）

平成26年9月末 平成27年3月末 平成27年9月末

＊ 業務純益（実質）とは、貸出金や預金など金融機関の本来業務で得られる利益を示すものです。
＊ 経常利益とは、営業利益を含む金融機関の経常的な営業活動の成果を示すものです。

◆預金・貸出金の状況
預金 貸出金
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（単位：百万円）

414,931 424,618 424,886

162,770 162,116 162,128

平成26年9月末残高 平成27年3月末残高 平成27年9月末残高

◆損益の状況
平成25年9月末 平成26年9月末 平成27年9月末

（単位：百万円）

業務純益 経常利益 当期純利益
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（単位：百万円）

業　　種 平成26年9月末 平成27年3月末 平成27年9月末

製造業 10,039 9,902 9,262

農業、林業 274 267 272

漁業 2 2 2

鉱業、採石業、砂利採取業 6 6 5

建設業 15,576 15,418 13,632

電気・ガス・熱供給・水道業 ― 17 46

情報通信業 245 181 203

運輸業、郵便業 823 808 849

卸売業、小売業 13,313 13,211 13,251

金融業、保険業 9,487 9,465 9,519

不動産業 16,222 16,206 17,165

物品賃貸業 160 172 167

学術研究、専門・技術サービス業 664 696 750

宿泊業 6,338 6,185 6,323

飲食業 1,516 1,473 1,305

生活関連サービス業、娯楽業 4,242 4,238 4,360

教育、学習支援業 471 454 437

医療・福祉 4,713 4,856 5,067

その他のサービス 2,323 2,466 2,564

小計 86,423 86,034 85,188

地方公共団体 31,773 31,014 31,524

個人（住宅・消費・納税資金等） 44,572 45,019 45,342

合　　計 162,770 162,068 162,054

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

◆貸出金の業種別残高内訳

トピックス・地域活性化活動

「湯村温泉の観光キャラバン」
を実施 （10月６日～７日）
湯村温泉と周辺地域の魅力と観光をPRするため、
当金庫は湯村温泉会議と湯村温泉観光協会に同行し、
岡山・広島県の６信用金庫を訪問しました。

京丹後市と「地域産業振興に関する
連携協定」を締結 （７月16日）
平成27年７月16日に当金庫および京都銀行、京都
北都信金の３金融機関と「地域産業振興に関する連
結協定」を締結しました。地方創生に関し、市が金
融機関と協定を結ぶのは初めてで地元業者の経営安
定や新産業創出などで連携し地域の発展と成長を目
指すものです。

年金友の会「信寿会」の
活動を実施
当金庫で年金受給していただいて
いる方を対象に年金友の会を組織し
て、毎年、文化講演会やグラウンド
ゴルフ大会、小旅行等を企画し、親
睦を深めています。

「補助金活用セミナー」を実施 （4月14日）
「ものづくり・商業・サービス補
助金」の申請を中小企業・小規模
事業者が申請しやすいように、外
部講師（兵庫県よろず支援拠点、
オリックス株式会社）による補助
金活用セミナーを開催しました。
セミナーの内容は「ものづくり・
商業・サービス補助金」「省エネ
設備導入補助金」を中心としたも
ので、個別相談会も実施しました。

場所：じばさんTAJIMA
講師： 兵庫県よろず支援拠点 コーディネーター

藤田 勉 氏、谷林 佳子 氏
　　　 オリックス㈱ 近畿ビジネスコンサルティング

チーム 小林 愛子 氏

24.31

25.04



文化講演会（ 5月23日）
講師：南蔵院住職　林  覚乗 氏　演題：心ゆたかに生きる

豊岡市の「柳まつり」に市内店舗が参加（8月1日）

地域の行事やイベントに参加
各部店では、地域で実施される行事やまつりへの協賛や参加をしています。

当金庫は地域経済の活性化や地域社会の発展に寄与
できるよう、さまざまな活動に取組んでいます。損益・預金・貸出金の状況 自己資本比率の状況等について

金融再生法開示債権の状況

有価証券の時価情報

平成27年9月期決算について、当期純利益は、債券・株式の売却益は減収しましたが、諸引当金の戻入等により939百万
円と、昨年より増益となりました。
預金は、平成27年3月末と比較して、2億68百万円増加し、平成27年9月末残高は4,248億86百万円となりました。
貸出金は、平成27年3月末と比較して、11百万円増加し、平成27年9月末残高は1,621億28百万円となりました。
引続き安定的な収益確保により経営基盤の強化に努めてまいります。

◆自己資本比率の状況

自己資本比率は、金融機関の経営の健全性を
示す主要な指標の一つとされ、当金庫は、お客
様に安心してお取引頂くため、自己資本の充実、
自己資本比率の向上に努めております。
平成27年9月末の自己資本比率は25.04％と
なり、引続き高水準を維持することができまし
た。この数値は、国内基準である4％を大幅に
上回っており、当金庫の健全性、安全性を示し
ております。

◆自己資本の構成に関する事項
自己資本調達手段の概要
１．自己資本を構成する主なものは、コア資本です。
２．コア資本は会員の皆様からお預かりしている出資金や、利益剰余金、一般貸倒引当金があります。

（単位：百万円）
項　　　目 平成27年3月末 平成27年9月末

コア資本に係る基礎項目　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 35,410 36,352
うち、出資金及び資本剰余金の額 837 839
うち、利益剰余金の額 34,640 35,513
うち、外部流出予定額（△） 66 －
うち、上記以外に該当するものの額 △0 －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　　 1,642 983
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 1,642 983
うち、適格引当金コア資本算入額 － －
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　  （イ） 37,052 37,335
コア資本に係る調整項目　　（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の
額の合計額 286 287

うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 286 287
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 45 49
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　  　（ロ） 331 336
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　（ハ） 36,721 36,999
リスク・アセット等　　　 　（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 140,689 137,437
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △8,226 △8,226
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △8,226 △8,226
うち、上記以外に該当するものの額 － －

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額 10,303 10,303
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　（ニ） 150,992 147,740
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 24.31％ 25.04％

（注） 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89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、信用金
庫及び信用金庫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21号）」が平成25年3月8日に改正され、平成26年3月31日から改正後の告示が適用されたこ
とから、新告示に基づく開示を行っております。

　　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

（単位：百万円）

区　　分
平成27年３月末 平成27年９月末

時価
評価差額

時価
評価差額

うち益 うち損 うち益 うち損
その他有価証券 174,761 6,366 6,439 73 179,457 6,454 6,531 77

債　券 169,835 6,279 6,322 42 174,291 6,410 6,428 17
株　式 70 △0 ― 0 219 △14 ― 14
その他 4,855 88 117 29 4,946 58 103 44

（単位：百万円）

区　　分
平成27年３月末 平成27年９月末

帳簿価額 含み損益 帳簿価額 含み損益
うち益 うち損 うち益 うち損

満期保有目的の債券 13,210 755 791 36 13,709 529 671 141
子会社･関連会社株式 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）１． 平成27年9月末の「評価差額」及
び「含み損益」は平成27年9月末
時点の帳簿価額（償却原価法適用
後）と時価との差額を計上してお
ります。

　　 ２． 「その他」は外国証券及び投資信
託等です。

　　 ３． 満期保有目的の債券、子会社・関
連会社株式に係る含み損益は以
下の通りです。

（単位：百万円、％）

区　　　分 開示残高
（a）

保全額
（b）

保全率
（b）/（a）

引当率
（d）/（a-c）

担保・保証等による
回収見込額（c） 貸倒引当金（d）

金融再生法上の不良債権
平成27年3月末 8,774 8,136 5,187 2,948 92.73 82.21
平成27年9月末 8,898 8,181 5,147 3,034 91.94 80.89
増減 124 45 △40 85 △0.79 △1.32

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成27年3月末 2,142 2,142 1,161 980 100.00 100.00
平成27年9月末 1,980 1,980 1,043 936 100.00 100.00
増減 △161 △161 △118 △43 0.00 0.00

危険債権
平成27年3月末 6,619 5,981 4,013 1,968 90.36 75.52
平成27年9月末 6,890 6,174 4,076 2,097 89.59 74.53
増減 271 192 62 129 △0.77 △0.99

要管理債権
平成27年3月末 12 12 12 0 100.00 100.00
平成27年9月末 27 27 27 0 100.00 100.00
増減 15 15 15 0 0.00 0.00

正常債権
平成27年3月末 153,982
平成27年9月末 153,870
増減 △111

合　　計
平成27年3月末 162,756
平成27年9月末 162,768
増減 12

  金融再生法では、全ての債権（貸出金のほかに債務保証見返、未収収益、仮払金、外国
為替）について、回収が懸念される程度を「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」「正常債権」の4つに区分しております。
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店外キャッシュコーナー  ◎印＝キャッシュコーナー土曜日・日曜日・祝日稼働店舗　○印＝キャッシュコーナー土曜日稼働店舗　　（平成27年9月末現在）

地域・社会貢献活動

公益財団法人たんしん地域振興基金の活動

●セミナーの実施

●「 たんしん経営塾」第15期開講式を
開催（9月8日）

但馬地域の産業を担う若手経営者の育成をお手伝
いするために「たんしん経営塾」を開講し、定期的
な勉強会と異業種交流を図っています。また、講座
修了者の継続的な交流と相互啓発の場としてＯＢ会
を組織し、現在200名を超える会員となっています。

今ある場所を更に魅力的に
～グッドデザイン賞審査員/照明デザイナーに

聞く 光環境のデザインの方法～（9月16日）
講師：長町  志穂（ライティングデザイナー）
場所：西村屋ホテル招月庭
ライティングの基本となる「色温度」と「配灯」「配光」につ

いてや、ライティング前後の画像を紹介しながら照明の効果や使
い方の解説をしていただきました。

予約の取れないレストラン“ラ・ベットラ・ダ・オチアイ”
「必要とされる店」になるために

大切にしたいポリシーとは（10月2日）
講師： 落合  務（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ オーナーシェフ）
場所：湯村温泉　佳泉郷　井づつや
料理の実演とセミナーでは料理人を志した経緯や自店の経営
方針などを語っていただきました。

経営者セミナー（8月25日）
講師： 株式会社 佐々木常夫マネージメント・リサーチ

代表取締役　佐々木  常夫
会場：じばさん但馬

お取引先の経営者や経営幹部・従業員の意識改革の参考にしていただくため、毎年、
「経営者セミナー」を開催しています。
講師の佐々木氏は、㈱東レ経営研究所（元）社長で、東レの事業改革を断行するな

ど大きな成果を出され、その中で培ったリーダーシップやワーク・ライフ・バランスに
ついて講義していただきました。

●「助成先決定」通知書交付式（4月17日）
但馬地域の活性化にお役に立てるよう、地域社会

活動や産業活性化活動を行う諸団体に対し、毎年、
助成金を交付しています。今年度は6団体に188万円
を助成する予定です。昨年度までの累計助成金額は、
152先、3,526万円になりました。

当金庫では、個人のキャッシュカードで、下記のいずれ
かに該当する口座をお持ちのお客様に限り、ＡＴＭの時間
外手数料を無料にしています。

当 金 庫 会 員
●会員登録されている方（出資をお持ちの方）

給 与 振 込 指 定 口 座
● 摘要に「キユウヨ」「キウヨ」「ボーナス」「シヨウヨ」
のいずれかが入っている口座
●「給与振込」「賞与振込」としての振込みがある口座

年 金 受 取 指 定 口 座
●公的年金としての振込みがある口座
※上記、お取引の翌月10日以降に無料となります。
※上記に該当する口座と同一店舗の口座も対象となります。

ATM時間外手数料“無料”

お問合せについてはお取引店またはフリーダイヤルへ

0120-615-120
受付時間：当金庫窓口営業日 午前9時～午後5時

 ATM
時間外手数料

無料

詳しくは、窓口または担当者へおたずねください。

 ▶ 当金庫会員
　　 ・会員登録されたお客様（出資をお持ちの方）

 ▶ 給振指定口座のカード
　　 ・摘要に「キユウヨ」「キウヨ」「ボーナス」「シヨウヨ」のいずれかが入っているもの

　　 ・「給与振込」「賞与振込」としての振込があったもの

 ▶ 年金振込指定口座のカード
　　 ・公的年金として振込まれたもの

　　 　※上記のお取引をしていただいた翌月10日以降から無料となります。

・当金庫発行のキャッシュカード（個人の方のみ）
・下記のいずれかに該当する口座のATMの時間外手数料が
  無料になります。

平成26年

4月1日（火）～

実　施　日

無料

〒668-8655 兵庫県豊岡市中央町17番8号
TEL.0796-23-1200（本部） FAX.0796-23-7716
http://www.tanshin.co.jp/

豊岡市
◎豊岡市役所
　豊岡総合庁舎
◎にしがき豊岡元町店
◎梶原
◎アイティ
◎コープデイズ豊岡
　神美台（豊岡工業団地）
◎ フレッシュバザール豊岡江本
◎ 三坂町（ジャパン豊岡店）
◎ 九日市（スーパーフレッシュさとう）
◎豊岡病院
◎豊岡正法寺パーク
◎市場
◎アルコム（野田）

◎メガフレッシュ館
◎港（瀬戸）
◎日高総合支所
　日高病院
◎マックスバリュ日高店
◎日高パーク
◎ヒラキ日高店
◎ 西芝（ミニストップ日高西芝店）
○ 福祉ゾーン（出石病院前）
◎町分（フレッシュバザール出石店）

養父市
○八鹿病院
◎養父市役所（八鹿）
◎ フレッシュバザール八鹿店

◎養父地域局（広谷）
◎やぶYタウン
◎ ファミリーマート養父大塚店

朝来市
◎ 玉置（TSUTAYA和田山店）
◎エスタ和田山
◎糸井
◎和田山インター
　和田山病院

美方郡
　香住病院
◎香住パーク
◎村岡地域局

　新温泉町役場（浜坂）
　浜坂病院
◎フレッシュバザール浜坂店
◎湯村温泉薬師湯

京丹後市
◎にしがき久美浜店
◎峰山パーク

福知山市
◎フレスポ福知山

しんきん
ゼロネットサービス

下記の時間帯において、信用金庫のキャッシュカードは、全国の
信用金庫が所有する自動機（ATM・CD）で利用手数料が無料です。
《ゼロネットサービスタイム》 ●平日／８：45～18：00の入出金
 ●土曜／９：00～14：00の入出金

※ 上記以外の時間帯および日曜・祝祭日のATM利用には所定の手数料が必要です。
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