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本　店

　当金庫では、100万円以上の出金・振込をされる方に警察と連携したアンケートを
実施しています。詐欺が疑われる場合には事情をお伺いすることがあります。

すぐにご家族や警察に相談し、絶対に現金の郵送や手渡し、振込を行わないでください！

•宅配便やレターパックで現金の送付を依頼される
•家族の代理人や警察官、金融機関職員を名乗る者が現金や通帳、キャッシュカードを
　受け取りに来る
•医療費や税金、保険料の還付手続きをＡＴＭで行う
•身に覚えのない請求書で解約金や違約金を請求される　など

このような場合は詐欺です！

平成26年度トピックス
４月 １日 ●女性職員の制服リニューアル

７日 ●第18回地元企業新入社員合同研修会開催
23日 ●第５回おくさま塾開講

５月 １日 ●クールビズ実施（～10月31日）
20日 ●サニーマート束本店出張所（店舗外ATM）開設
27日 ●松山市と「地域経済の持続的な発展に向けた連携・協力協定」締結

６月 ９日 ●愛媛県警察「安ちゃん・心ちゃんの事業所」制度参加
15日 ●信用金庫の日　清掃ボランティアやキャンペーン活動を実施

９月 ８日 ●今治市と「地域経済の持続的な発展に向けた連携・協力協定」締結
18日 ●四国税理士会松山支部と「中小企業支援に関する覚書」締結

10月17日 ●第６回若手経営者塾開講
24日 ●松山市と「災害時等の相互協力に関する協定」締結

●愛媛県よろず支援拠点と「業務協力に関する覚書」締結
11月 １日 ●ウォームビズ実施（～３月31日）

17日 ●自己宛小切手を活用した特殊詐欺被害防止対策開始
25日 ●菊間支店リニューアルオープン

２月27日 ●５市４町※と「高齢者等の見守りネットワークに関する協定」締結
リニューアル後の菊間支店

新 商 品
９月24日～
◆しんきん震災復興応援定期積金
　「しんきんの絆」 （～２月27日）
◆（一社）しんきん保証基金保証付
　「無担保住宅ローン」
◆リピートローン（無担保住宅関連資金）

12月15日～
◆インパクト・ローン
　（居住者向け外貨建貸付）

１月５日～
◆第21回懸賞金付定期預金
　「開運大吉くん」	 （～３月31日）

特殊詐欺にご注意ください！〜愛媛県でも高齢の方の被害が多発しています〜

※八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、東温市、久万高原町、砥部町、内子町、伊方町

地域活性化に向けてお客さまと
ともに歩む当金庫の理念を表現
するため、「希望」「常に前進」を花言葉に持つ
ガーベラをモチーフとして使用しています。



※計数はすべて単体ベースで表示しています。平成26年度 業績の概要

預金・積金残高

貸出金残高

　日々の活動を通じてお客さまとのコミュニケーションを
深め、ニーズや課題の把握に努めるとともに、ライフイベント・
ライフプラン等にあわせて一人ひとりが最適な商品を選択で
きるよう定期性預金を中心に新商品の発売や商品性の見直し
を行いました。
　地域の皆さまからの信頼の証である預金・積金残高は順調
に増加しています。

　経営理念・経営方針に基づき、お客さまの夢の実現や課
題の解決に向けて、金融機能やサービスの提供はもとより
独自のコンサルティング機能の活用にも積極的に取り組み
ました。また、引き続き適切なリスク管理と経費削減に努
めました。
　当期純利益は６期連続で増益となり、継続して安定した
利益を計上しています。

　国債、地方債、政府保証債を中心に安全性・流動
性に留意しながら運用を行っています。

　地域に根ざした中小企業・個人のお客さま専門の金融機関
として、ニーズの把握や課題の早期発見・解決に努め、適時
適切な融資に取り組みました。また、定期的な訪問活動を通
してお客さまと協議しながら、返済条件や返済方法の見直し
などの対応を行いました。事業性融資を中心として、貸出金
残高は増加しています。

　お客さまからお預かりした預金・積金は、特定業種や特定先に偏ることなく、地域の皆さまへご融資し
ています。小口資金を幅広くご利用いただくことで、信用リスクの分散を図っています。

6,141億円
16億円

3,074億円

2,881億円

0

200,000

400,000

600,000

（単位：百万円）

26年３月末 27年３月末

604,686 614,109

当期純利益

0

500

1,000

1,500

（単位：百万円）

1,681 1,6961,666

26年３月期 27年３月期25年３月期

■有価証券の時価情報

0

100,000

200,000

300,000

（単位：百万円）

26年３月末 27年３月末

280,033 288,187

預金の状況

収益の状況

有価証券の状況

貸出金の状況

地域のお客さまへの融資について

（単位：百万円）

27年３月末
288,187

26 年３月末
280,033

その他
11,219

地方公共団体 11,482
卸売業、
小売業
18,331

各種
サービス業
40,388

不動産業
39,322

製造業
19,407

運輸業、
郵便業
28,230

建設業 15,023
個人 104,782

個人 105,999

住宅ローン
74,813

住宅ローン
77,746

消費資金等
29,969

消費資金等
28,253

12,762

36,08041,04416,37816,334 19,51620,488 11,428

（単位：百万円）

25年３月期 26年３月期 27年３月期

経 常 収 益 14,489 12,686 11,359

業 務 純 益 5,578 3,149 2,554

コア業務純益 2,087 1,787 1,798

経 常 利 益 3,138 2,388 2,582

当 期 純利益 1,666 1,681 1,696

◆その他有価証券 （単位：百万円）

区　　　分 貸借対照表
計上額

取得原価
（償却原価） 評価差額

株 式 703 474 228

債 券 304,868 295,871 8,996

国 債 24,132 23,489 643

地 方 債 131,979 128,277 3,702

社 債 148,755 144,105 4,650

そ の 他 121 85 36

合　　　計 305,693 296,432 9,261

（注）１．貸借対照表計上額は、３月末日における市場価格等に基づいています。
	 ２．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は含みません。

◆満期保有目的の債券 （単位：百万円）

区　　　分 貸借対照表
計上額 時　価 差　額

社 債 1,099 1,125 26

合　　　計 1,099 1,125 26

（注）時価は、３月末日における市場価格等に基づいています。

■有価証券残高構成

■業種別貸出金残高構成 国債
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307,428
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（単位：百万円）

（注）「社債」は、「事業債」です。

（注）１．「各種サービス業」は、「物品賃貸業」「学術研究、専門・技術サービス業」「宿泊業」「飲食業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、学習
支援業」「医療、福祉」「その他のサービス」です。

	 ２．「その他」は、「農業、林業」「漁業」「鉱業、採石業、砂利採取業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信業」「金融業、保険業」です。
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不良債権
12,832

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

1,159
（単位：百万円）

危険債権
9,645

要管理債権
2,026

自己資本
52,356

特別積立金
46,666

その他
1,948

繰越金
279

利益準備金
1,731

出資金
1,731

保 全 額
12,195

貸倒引当金
4,531

担保・保証等
7,663

差額
636

保全率
95.03％

正常債権
277,619百万円
（95.58％） 不良債権

12,832百万円
（4.41％）

　マネーアドバイザー（本部所属の預かり資産専担職員）
や営業店の職員による定期的な訪問活動のなかで、お客
さまの資産形成・運用のニーズに沿った情報提供や商品
のご提案に努めました。

　お客さまの資金繰りの円滑化に努めるとともに、地域事業振興部を中心に本部と
営業店が連携し、経営改善等に積極的に取り組みました。
　当金庫では厳格な基準のもと償却・引当を行い、不良債権に係る会計上の処理は
すべて完了しています。不良債権額と保全額との差額636百万円に対し、当金庫の
自己資本の構成の中心となっている内部留保額は48,676百万円であり、経営に与
える影響は極めて少なく、健全性を十分に確保しています。

472億円

4.41％

■預かり資産残高構成

保険
28,502

投資信託
13,083

国債
5,617

預かり資産残高
47,203
百万円

（単位：百万円）

預かり資産の状況

金融再生法に基づく開示債権の状況

　当金庫の自己資本は、会員の皆さまの出資金と毎期安定し
た利益を計上し積み上げてきた内部留保等によって構成され
ています。
　経営の健全性・安全性を示す自己資本比率は21.04％とな
り、国内基準（４％）を大幅に上回る高い水準を維持してい
ます。

　当金庫では、個々のリスクを一元的に管理し、経営体力（＝自己資本）の範囲内でコントロールすることで、経
営の健全化及び収益力の向上に努めています。３月末におけるリスク量がすべて顕在化したと仮定した場合の自己
資本比率も12.34％と国内基準を大幅に上回る水準を維持しています。
　アウトライヤー比率も基準を下回っており、健全性を十分に確保しています。
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自己資本額
52,356

アウトライヤー
基準20％

アウトライヤー規制に
基づく金利リスク量

6,174

アウトライヤー比率
11.792％

自己資本の状況

統合的なリスク管理の状況

アウトライヤー規制
　銀行勘定における金利リスク量が自己資本に対して
20％を超える経済価値の低下が生じる金融機関（＝アウ
トライヤー銀行）について、金融庁が自己資本比率規制の
早期警戒制度のなかでモニタリングを行うものです。

用語のご説明

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　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。
危険債権
　債務者が経営破綻の状態には至っていないが、
財政状態・経営成績が悪化し、契約に従った債権
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。
要管理債権
　「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」
に該当する債権です。
正常債権
　債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がな
い債権であり、上記３つの債権以外の債権です。

用語のご説明

（注）１．	「投資信託」は、３月末日における市場価格等に基づいています。
	 ２．「保険」は、「年金保険」「終身保険」「学資保険」です。

自己資本比率
　リスクに応じて計算された資産（＝リスク・アセット）に対す
る自己資本の割合を表すもので、金融機関の健全性を示す重要な
指標とされています。

用語のご説明

（単位：百万円）

自 己 資 本 （Ａ） 52,356

リスク・アセット等 （Ｂ） 248,805

自 己 資 本 比 率 （Ａ／Ｂ） 21.04％

預かり資産残高

不良債権比率

自己資本比率
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創業・新規事業支援 経営革新支援事業の拡大・成長支援

⃝�創業計画立案から創業後の成長期まで
　継続したサポートを行っています

経営改善・事業再生支援
⃝�経営計画策定のお手伝いや計画進捗状況
の確認、成果の検証、改善に向けた対応
などを行っています
⃝	改善計画等に基づき、必要な資金の融資や
補助金の申請にも対応しています

「地域経済の持続的な発展に向けた
連携・協力協定」締結
・東温市（平成25年１月17日）
・伊予市（平成25年８月１日）
・砥部町（平成25年11月６日）
・松山市（平成26年５月27日）
・今治市（平成26年９月８日）

⃝�新商品開発やマーケティングについ
て、専門家派遣の活用など、より効果
的な取組みを検討・実施しています
⃝�事業承継、Ｍ＆Ａに対するご相談にも
対応しています
　当金庫は、四国財務局、四国経済
　産業局から認定された「経営革新
　等支援機関」です。

「愛」ある街のホームドクター活動事
例集に詳しい内容を紹介しています。
　各取組みの具体的な事例や、実際の
お客さまの声を掲載しています。
　詳細については、地域事業振興部ま
でお問い合わせください。業種別に専
門の担当者がお答えいたします。
（地域事業振興部　TEL：089-946-1121）
※	冊子は営業店で配布しているほか、当金庫ホーム
ページにも掲載しています。
　なお、2015年版は７月下旬発行予定です。

年金相談
フリー
ダイヤル

専属の相談員
（社会保険労務士）が
対応します。

〈受付時間〉
月曜日・火曜日・水曜日

（当金庫休業日を除きます）
9：00～12：00／13：00～15：00

70120-6
ロ

0
ウ

5
ゴ

1
イイ

6
ロウ

5
ゴ

■寄附・寄贈

■子育て・教育支援

松山幼稚園へ天体望遠鏡を寄贈

愛媛マンダリンパイレーツの選手をコーチに招いた
親子野球教室を開催

■ボランティア活動

東日本大震災被災地で除草作業のお手伝い

■スポーツ振興支援

あいしんレディーステニストーナメントに特別協賛

■地域行事への参加

職場体験学習の受け入れ 第49回松山まつり野球拳おどり大会に出場

⃝子育て・教育にかかる資金
や老後の生活資金を備える
ための商品など、お客さま
のニーズに合わせた商品ラ
インナップを揃えています

⃝当金庫に年金受取口座をお持ちのお客
さまにはお誕生月に砥部焼の小鉢や洗
剤セットをプレゼント！

　年末には愛媛県産の素材で制作したお
正月用の祝い箸をお届けしています

⃝無料年金相談会では、年金に関する
あらゆるご相談に対応しています

⃝マネーアドバイザーが定期的にお客さまを
訪問し、運用ニーズにあわせたご提案や
情報提供を行っています

地域の活性化に向けてお客さまの課題解決に向けて

CSR活動

■瀬戸内しまのわ2014に協力

道後の旅館・ホテルが地元の食材を使った朝ご
はんを提供する「しまのわ道後朝飯」のPRイベ
ントを開催

サイクリングしまなみフォトコンテスト入選
作品のロビー展を開催

サイクリングしまなみ2014に協賛。当金庫職員
も参加しました

■地域経済の発展に向けた取組み

松山市との協定調印式

　愛媛県経済のさらなる活性化や産業・文化の振興を
目指して、愛媛県や県内各市町と連携しながらさまざ
まな施策に取り組んでいます。

■地場産業の活性化に向けた取組み
　11月にリニューアルオープンした菊間支店の店舗デ
ザインには、伝統産業である菊間瓦を取り入れました。
菊間町窯業協同組合のPRスペースも設置しています。

⃝�ビジネスマッチングフェア・商談会や
　経営者育成のための経営塾を開催して
　います

事 業 を 営 む お 客 さ ま へ

個 人 の お 客 さ ま へ

⃝�信用金庫ネットワークを活用し、他金庫
ビジネスマッチングフェア等への出展を
サポートしています
⃝�地方公共団体や地元商工会議所、大学、
公設試験研究機関等と連携した支援活動
を行っています

行政・各種団体等との連携支援

ライフプランに沿った資産形成・運用のご提案

年金サービス

当金庫のシンボルマークを
デザインした入口前の塀瓦
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詳しくはお近くの営業店、相談プラザへお問い合わせください。

本資料は、信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第21条に基づくディスクロージャー誌ではございません。
詳細につきましては、７月下旬発行予定の「ディスクロージャー2015」をご覧ください。

本資料は環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

見やすい紙面作りのため
ユニバーサルデザインフォントを使用しています。

〒790-0002 
松山市二番町４丁目２番地11
TEL 089-946-1111（代表）
http://www.shinkin.co.jp/ehime/ ＪＱＡ－ＥＭ6320

本　店

　当金庫では、100万円以上の出金・振込をされる方に警察と連携したアンケートを
実施しています。詐欺が疑われる場合には事情をお伺いすることがあります。

すぐにご家族や警察に相談し、絶対に現金の郵送や手渡し、振込を行わないでください！

•宅配便やレターパックで現金の送付を依頼される
•家族の代理人や警察官、金融機関職員を名乗る者が現金や通帳、キャッシュカードを
　受け取りに来る
•医療費や税金、保険料の還付手続きをＡＴＭで行う
•身に覚えのない請求書で解約金や違約金を請求される　など

このような場合は詐欺です！

平成26年度トピックス
４月 １日 ●女性職員の制服リニューアル

７日 ●第18回地元企業新入社員合同研修会開催
23日 ●第５回おくさま塾開講

５月 １日 ●クールビズ実施（～10月31日）
20日 ●サニーマート束本店出張所（店舗外ATM）開設
27日 ●松山市と「地域経済の持続的な発展に向けた連携・協力協定」締結

６月 ９日 ●愛媛県警察「安ちゃん・心ちゃんの事業所」制度参加
15日 ●信用金庫の日　清掃ボランティアやキャンペーン活動を実施

９月 ８日 ●今治市と「地域経済の持続的な発展に向けた連携・協力協定」締結
18日 ●四国税理士会松山支部と「中小企業支援に関する覚書」締結

10月17日 ●第６回若手経営者塾開講
24日 ●松山市と「災害時等の相互協力に関する協定」締結

●愛媛県よろず支援拠点と「業務協力に関する覚書」締結
11月 １日 ●ウォームビズ実施（～３月31日）

17日 ●自己宛小切手を活用した特殊詐欺被害防止対策開始
25日 ●菊間支店リニューアルオープン

２月27日 ●５市４町※と「高齢者等の見守りネットワークに関する協定」締結
リニューアル後の菊間支店

新 商 品
９月24日～
◆しんきん震災復興応援定期積金
　「しんきんの絆」 （～２月27日）
◆（一社）しんきん保証基金保証付
　「無担保住宅ローン」
◆リピートローン（無担保住宅関連資金）

12月15日～
◆インパクト・ローン
　（居住者向け外貨建貸付）

１月５日～
◆第21回懸賞金付定期預金
　「開運大吉くん」	 （～３月31日）

特殊詐欺にご注意ください！〜愛媛県でも高齢の方の被害が多発しています〜

※八幡浜市、大洲市、伊予市、西予市、東温市、久万高原町、砥部町、内子町、伊方町

地域活性化に向けてお客さまと
ともに歩む当金庫の理念を表現
するため、「希望」「常に前進」を花言葉に持つ
ガーベラをモチーフとして使用しています。
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