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ごあいさつ
　皆さまには、平素より亀有信用金庫に格別のご
愛顧とご支援を賜り、誠にありがとうございます。
おかげさまで 2020 年 12 月 13 日に当金庫は、
創立 100 周年を迎えることができました。永年に
わたる、会員の皆さま、お取引先をはじめ地域の
皆さまからのご支援に感謝申し上げます。
　また、このたびの新型コロナウイルス感染拡大
により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞
い申し上げます。

　さて、当金庫第 102 期の事業概況および決算の
ご報告にあたり、ひと言ご挨拶を申し上げます。
　2020 年度の我が国経済は、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、インバウンド需要の消失
や主要貿易相手国における経済活動停止、国内の
社会経済活動の抑制など厳しい状況にありました。
政府は「国民の命と暮らしを守る安心と希望のた
めの総合経済対策」を策定し、ポストコロナに向
けた経済構造の転換・好循環の実現、防災・減災、
国土強靭化の推進など安全・安心の確保を進める
こととしております。
　このような状況を踏まえ、地域のお客さまに対
しては資金繰り支援を続けるとともに、ポストコロ
ナの構造転換に向けた資金需要に対応できるよう、
迅速かつ柔軟な取り組みを行ってまいりました。

　2020 年度は、当金庫にとって大きな節目とな
る創立 100 周年を迎えるとともに、中期経営計画
（2 か年）の最終年度となりました。信用金庫の独
自性を発揮して、将来にわたる健全性を確保する
ため新たな 100 年への基盤づくりに向け、「営業
力の強化」、「人材力の強化」、「経営力の強化」を
重点施策とし、ニーズに応じたコンサルティング
機能の発揮、お客さまや地域の課題解決を担う人
材の確保・育成、業務効率化の推進・内部管理態
勢の高度化等を掲げ事業を進めてまいりました。
新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け
た事業者の皆さまへの資金繰り支援に積極的に取
り組んでまいりました。
　また、創立 100 周年を契機に経営方針の見直し
を行いました。新たな経営方針のもと、信用金庫
の原点に回帰し、会員の皆さまや地域の成長に貢
献してまいります。

　2020 年度の新たな取り組みとして、他金庫と
の広域連携による「ご当地おみやげ取次プロジェ
クト」を開催いたしました。お互いのお取引先が
生産した商品を紹介映像とともに信用金庫の店頭
に陳列し、来店されたお客さまに旅の気分を楽し
んでいただきながら店頭で注文を取り次ぎ、生産
者の販路開拓と各金庫の来店誘致を実現しており
ます。

　さらに、大企業等を退職し、専門知識やスキル、
資格や人脈等を中小企業の経営課題解決に役立
てたいという意欲を持った人材である「新現役」
と中小企業との人材マッチングを支援する「新
現役交流会」（第 13 回）は、コロナ禍に対応し
個別面談会や Web による面談を実施いたしま
した。この取り組みは当金庫が平成 21 年から継
続しており、地方創生に資する金融機関等の特
徴的な取組事例として内閣府から 3 年連続で表
彰を受けております。
　その他、葛飾区特定創業支援等事業として「か
つしか創業塾」（全 6 回）を毎年開催しているほ
か、平成 21 年以来開催してきた「ビジネス交流
会」がコロナ禍で中止となったことから Web
によるマッチング交流会に積極的に参加するな
ど、各種外部支援機関との連携によって様々な
中小企業の経営課題解決に多くの成果を上げて
おります。
　また、三井住友海上火災保険株式会社と
「SDGs の取り組みに関する包括連携協定」を締
結いたしました。相互に連携して取引先企業に
対する SDGｓの取り組みに関する支援を行い、
企業の持続的成長と地域社会の活性化を図って
まいります。主な事業概況は以上のとおりです。

　当金庫第 102 期の経常利益は 1,078 百万円と
なり、税引前当期純利益は 1,077 百万円、当期
純利益は 727 百万円となりました。自己資本比
率（バーゼルⅢ国内基準）は 15.88％となり、
国内基準である 4％を大きく上回り十分な水準を
維持しております。また、今期の出資配当率に
ついては、創立 100 周年の記念配当として 2％
を加算した 5％とさせていただきました。
　
　2021 年度は、新中期経営計画≪Evolution
～次の時代へ～≫が始まります。信用金庫の原
点に回帰し、営業体制強化による収益力増強、
人材育成と活用、業務効率化、企業風土の変革
と地域貢献を推進し役職員一体となり総力を挙
げて取り組んでいく所存です。
　皆さまには、何卒、今後とも一層のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げるととも
に、皆さまのご健勝とご繁栄をお祈り申し上げ
てご挨拶とさせていただきます。

理事長

2021年7月
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