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ふれあいを見つめて
豊かな地域づくりをお手伝いします。
○ 当金庫の地域経済活性化への取組みについて
当金庫は淡路島､神明地区を事業区域として､地域の中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、発展し
ていくことを共通の理念として運営している相互扶助型の金融機関です。地域のお客様からお預かりした大切な資金
（預金積金）は、地域で資金を必要とするお客様に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地
域社会の一員として地域で事業を営んでいる方や住民の皆さまとの強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続
的発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地
域社会の活性化に積極的に努力しております。

淡路信用金庫

地域のお客様・
会員の皆さま

貸出金・支援サービス

常勤役職員数：464人
（うち営業担当者99人）

会員数：24,901人

預金積金・出資金

店舗数：29店

出資金残高：1,315百万円

今期決算に関する事項
平成29年度の損益状況は、資金利益が減少したものの、経費の削

業務純益(百万円）

減に努めたほか、お取引先企業の経営改善が進み信用コストが低下

当期純利益(百万円）

したことなどもあり、当期純利益723百万円を計上しました。
なお、本来業務から得られる業務純益は674百万円（コア業務純

1,299

益335百万円）となりました。
業務純益とは、金融機関の本来的な業務である預金や貸出金、保険や投資信託などの窓
口販売業務から発生する利益を表します。
コア業務純益とは、業務純益から国債等債券損益を差引き、一般貸倒引当金繰入額を加
えたものです。
当期純利益とは、税引後利益を示すものです。

896

723

平成28年度

平成29年度

674

平成28年度

平成29年度

預金積金に関する事項
地域に密着した活動により事業基盤の拡充に努めた結果、当金庫の平成30年
3月末の預金積金残高は5,634億円となりました。
お客様の大切な財産を安全確実に運用し、いつでも気軽にご利用いただける

預金残高

合計 5,634 億円

その他 395 億円
一般法人 707 億円

ように、また、目的や預入期間に応じて選択いただけるように各種預金を取り
揃えています。当金庫ではお客様の着実な資産づくりのお手伝いをさせていた

個人 ４，
５31 億円

だくため、新商品の販売やサービスの一層の充実に向けて努力してまいりま
す。

※その他には、公金・金融機関・非課税法人・任意団体を含みます。

貸 出 金（ 運 用 ）に 関 す る 事 項
当金庫は、預金者の大切な資金を会員である皆さまへの融資を基本として、
地域経済の活性化に資するためにお客様や地域社会に還元しております。
平成30年3月末の貸出残高は、1,779億円（預貸率31.57％）となりました。
使途別内訳は事業者向け貸出915億円（運転資金664億円、設備資金250億
円）、地方公共団体向け貸出残高590億円、消費性個人向け貸出273億円（住
宅ローン201億円、消費者ローン55億円等）となっています。

貸出金残高

地方公共団体向け融資
33.1％

合計 1,779 億円

事業者向け
運転資金
37.3％

その他消費資金
0.9％
消費者ローン 3.0％
住宅ローン 11.3％
事業者向け設備資金 14.1％
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余資運用残高

貸出金以外の運用は、収益性、安全性、流動性の確保を考慮して運用を行って
おり、主なものに有価証券、預け金等があります。

合計 4,279 億円

預け金 1,941 億円

余資運用残高は4,279億円（前期比52億円増加）、有価証券の期末残高は
2,337億円（前期比194億円増加）となりました。

有価証券 2,337 億円

※余資とは、預け金、コールローン、買入金銭債権、金銭の信託、有価証券を言います。
その他 0 億円

信用金庫と地域社会

貸出金以外の運用に関する事項

※その他には、コールローン・買入金銭債権・金銭の信託を含みます。

80周年記念事業
当金 庫は、昭 和12年6月設 立以来 地 域の 皆さまに育まれ、
おかげさまで平成29年6月10日に創立80周年を迎えること
が出 来ました。8 0 年 間 のご 愛 顧 に 感 謝し、島 内 3 市 へ の
車両寄贈をはじめ様々な記念事業を実 施いたしました。
・創立８０周年記念品の配付
・創立８０周年記念定期預金の取扱い
・創立８０周年記念旅行の実 施
・創立８０周年記念

お客様感 謝デーにて

ビオラのフラワーポットをプレゼント

淡路信用金庫

淡路市

創立80周年記念式典

洲本市

等

南あわじ市

お 知 ら せ
NISA(少額投資非課税制度)・ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の取り扱い
毎年120万円まで非課税扱いの分散投資が行えるＮＩＳＡ、未成年者名義で毎年80万円まで非課税扱い
の分散投資が行えるジュニアＮＩＳＡを取り扱っております。
ご利用になられるお客様の知識・経験・投資財産等に合せた投資商品をご案内させていただきます。

でんさいネットの取り扱い
電子記録債権法に基づく新たな金銭債権の決済サービスです。「でんさいネット」の記録原簿に電子記
録することで、でんさいの発生（手形でいう振出）や譲渡（手形でいう裏書や割引）等ができます。

年金友の会「わくわく倶楽部」優待サービス
当金庫で年金をお受け取りのお客様が、県下提携先の宿泊・温泉施設、ゴルフ場、飲食店など150施設
をご利用の際に、各種割引等の優待を受けられます。

職域サポート契約
「職域サポート契約」締結先の事業所に当金庫職員が訪問し、休憩時間などに従業員の方の金融相談や、
ローン商品等のご案内をさせていただきます。なお一部のローン商品の利率を引き下げて提案させていた
だきます。

淡信教育資金一括贈与専用普通預金口座「かけ橋」の取り扱い
租税特別措置法に定められた「直系尊属から教育資金一括贈与を受けた場合の贈与税非課税措置」に対
応する専用普通預金口座「かけ橋」を取り扱っております。お孫さま・お子さまに教育資金の一括贈与を
計画されている方にお勧めの預金口座です。
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文化的・社会的貢献に関する事項

■地域創生・地域貢献への取組み
地元小学生の見学受入

地元小学生を対象にキャリア教育（生活科学習）の一環と
して、本店営業部を案内しました。ロビーや金庫室の見学ほ
か現金に触れるなどの体験をしていただきました。（写真 1）
また、津井支店では地元小学生の社会科見学を受入れ、模
擬紙幣による札勘の披露等を行いました。
「兵庫県地域見守りネットワーク応援協定事業」等への参加
兵庫県・神戸市・洲本市などが取り組む「ひとり暮らしの
高齢者の方や、地域児童の安全・安心を見守る事業活動」に
参加しております。当金庫の職員が、訪問させていただいた
ご家庭等で緊急事態等を発見した際は、ご家族や近隣の方へ
の相談（連絡）、消防、警察、市町各担当課へ通報いたします。
（写真 2）

（写真 1）地元小学生の見学受入

「総合戦略」の策定・実行支援
地元自治体の地域創生総合戦略に関する会議に参画し、 総
合戦略の実行・検証をお手伝いしています。

（写真 2）暮らし見守り隊

日本遺産に関する活動
「『古事記』の冒頭を飾る『国生みの島・淡路』〜古代国家
を支えた海人の営み〜」として日本遺産に認定された「淡路
島日本遺産委員会」に参画しています。

■文化活動
新春講演会
平成 30 年１月、ジャーナリスト長谷川幸洋氏を迎え、
「 政治・
日本経済〜これからの日本を展望する〜」と題した講演会を開
催し、約 200 名の聴衆から好評をいただきました。 （写真3）
年金観劇ツアー

（写真3）新春講演会

当金庫に年金受給口座をお持ちのお客様を対象に観劇旅行を
実施しました。
大阪新歌舞伎座の７月公演である、「五木ひろし・坂本冬美」
特別公演に 450 名の方にご参加いただきお芝居や歌をお楽し
みいただきました。

■地域行事への参加・協賛
淡路島まつり
「おどり大会」
毎年８月初旬に開催される淡路島まつり「おどり大会」に、約
130名の役職員で編成する「淡路信用金庫連」として昭和23年の
第１回より70回連続で参加いたしました。
また、
まつりのフィナーレを飾る花火大会にも協賛しています。
(写真4)

（写真4）島祭り

うみぞら映画祭2017
前年に引き続き、うみぞら映画祭に協賛し、チケット販売に協
力しました。
※「うみぞら映画祭」
淡路島の海の上に巨大なスクリーンを浮かべ砂浜から映画
を楽しむ全国的にも世界的にも珍しい映画祭です。
(写真5)
2017淡路島ロングライド150
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淡路島１周（アワイチ）約150㎞を自転車で走破する「淡路島
ロングライド150」に協賛しています。開催日の9月18日には
前日に近 畿を通 過した台風18号 の影 響が心 配されましたが、
台風一過の好天に恵まれ1,862人がゴールを目指して力走され
ました。

（写真5）うみぞら映画祭

信用金庫と地域社会

かいぼり
淡路県民局、洲本市、龍谷大学等と連携して延べ 16 名が
「かいぼり」に参加しました。平成 29 年度は八京池と竹鼻新
池の２か所で参加し、地元農家・漁業者・学生の方々と交流
することができました。
※「かいぼり」
栄養分を含んだ「ため池」の泥水を海へ流すことで漁場を豊
かにし、ため池の維持管理に繋がる作業のこと
( 写真 6)
（写真6）かいぼり

■ボランティア活動
○役職員による献血活動の実施
○役職員による年末愛の募金活動を毎年実施
○6月15日の「信用金庫の日」に地域貢献活動の
一環として地域の清掃活動を実施

役職員による献血活動

清掃活動（大浜海岸）

■産業経済の発展と福祉の向上をねがう淡路信用金庫
当金庫は淡路に生まれ育った金融機関として、創立以来地元の皆さまとともに淡路の地域産業経済発展に微力
をささげてまいりましたが、新しい時代に速やかに対応しなければならないとの観点から、地域のために基金を
提供し2つの財団法人を設立して事業を行っております。

一般財団法人 淡路経済振興財団

一般財団法人 淡路信用積善会

昭和59年9月27日
嶋田武司
2億円
淡路島の産業経済振興のため、新しい技
術の導入、経営合理化の研究、設備近代
化等、創意と工夫により、経営の安定増
進を図り、淡路島の経済振興に大きく貢
献しようとする団体・個人に対する助成
活動を行うとともに、島内産業経済振興
のための諸事業を行う。
事 業 実 績 助成金の交付・表彰
90団体及び17個人

設立年月日
理 事 長
基
金
事 業 内 容

設 立 年月日
理 事 長
基
金
事 業 内 容

昭和29年5月25日
嶋田武司
2億円
1．社会福祉事業施設及び団体に対する助成
2．青少年の健全育成を図る団体に対する助成
3．その他、目的達成のため必要と認める事項
事 業 実 績 平成29年度 助成金交付 1,500,000円
記念品交付
350,000円
寝たきりのご高齢者を長年在宅介護されて
きたご家族の表彰 7名（累計602名）
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