


　平素より興産信用金庫をお引き立て賜り厚くお礼申し上げます。
　皆様に当金庫に対するご理解を深めていただき、安心してお取引いただきますよう、9月末時点での
経営内容についてご報告申し上げます。
　平成25年度上期における我が国経済は、第2次安倍内閣発足後の経済政策による民間消費・公的支
出の牽引により緩やかな回復基調となっております。当金庫のお取引先である中小企業においても、消
費増税の対抗措置として策定される経済対策、アベノミクス効果の波及等により景気回復の動きが広がっ
てくることが期待されます。
　当金庫におきましては、地域金融機関としての使命と責任を自覚し、地元の事業者や生活者の皆様
に金融機能を通じたご支援に徹してまいりました。今後とも地域社会の繁栄に向けて、役職員一同日々邁
進してまいりますので、ぜひ“興産信用金庫の現況2013年 9月期”をご高覧いただき、一層のご愛顧
とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　　平成25年11月

理事長

ごあいさつ

金庫概要

創　　立 大正12年 3月23日
所 在 地  （本店）東京都千代田区神田紺屋町41
 　　　　電話03-3254-3335（代）
　　　　 （本部）東京都千代田区神田神保町1- 40
 　　　　電話03-6739-7700（代）
出 資 金  27億 5百万円
会 員 数  28,347人
店 舗 数  23店舗（本店1、支店22）
 店舗外現金自動設備2
常勤役職員数 327人

（計数は平成25年9月末現在）

営業地区

東京都 23区、武蔵野市、三鷹市、西東京市、東久留米市、小平市、
 小金井市、府中市、国分寺市、清瀬市、武蔵村山市、稲城市、
 町田市
千葉県  松戸市、市川市、浦安市、千葉市、柏市（旧沼南町を除く）、
  習志野市、船橋市、四街道市、印西市（旧印旛村、旧本

埜村を除く）
埼玉県 さいたま市（旧岩槻市を除く）、和光市、八潮市、　
 川口市（旧鳩ヶ谷市を除く）、川越市、三郷市、草加市、
 蕨市、春日部市（旧庄和町を除く）、鶴ヶ島市、白岡市
神奈川県 横浜市、川崎市、茅ヶ崎市、相模原市（旧津久井町、
 旧相模湖町、旧城山町、旧藤野町を除く）、藤沢市

1．地域社会の繁栄に貢献する
2．経営体質の強化を推進する
3．役職員の資質の向上 福祉の増進を図る

❶  コンプライアンスを徹底します。
❷  お客様一人ひとりへ価値のある商品・サービスを提供します。
❸  地域社会の「良き企業市民」としてCSR経営を展開します。
❹  リスク管理にもとづく成長性の確保と財務の健全性を図ります。
❺  役職員の倫理観の向上、働き易い職場環境を確保します。
❻  地域金融のプロフェッショナルとなる人材育成に努めます。
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　単体自己資本比率（国内基準）
　平成25年9月末における当金庫の自己資本比率
は、自己資本額が増加し、運用資産の入れ替え等によ
りリスクアセット額が減少した結果、前年度末比で
0.66ポイント上昇の9.91％となりました。国内基
準の4％を大幅に上回っており、経営の健全性を充分
に維持しております。
　今後とも一層の健全経営に努めるとともに、収益力
向上によって自己資本の充実を図ってまいります。

　

■自己資本比率
総資産に対する自己資本の割合のことで、金融機関の経営の健全性、安全性を示す代表的な指標です。
出資金や内部留保（利益の積立額）などの金額を、貸出金等各種資産金額にリスク・ウエイト（資産ごとの掛け目・損失可能性の比率）
を乗じて算出した金額（リスク・アセット）で割ったものです。
この自己資本比率により金融機関の経営を規制する制度が早期是正措置制度で、海外で営業している金融機関は国際基準で8％以
上、国内業務のみの営業をしている金融機関は国内基準で4％以上が必要とされています。これらの基準に満たない場合は水準に
応じて業務改善や業務停止の命令等の早期是正措置が発動されます。

用語説明

項　　　　　　目 平成25年3月末 平成25年9月末

基本的項目計　　 （Ａ） 13,535 14,218

出資金 　 2,736 2,705

利益準備金 　 2,618 2,618

特別積立金 　 7,900 7,900

繰越金（当期末残高） 　 320 1,020

処分未済持分（△） 　 40 26

補完的項目計　　 （Ｂ） 1,178 1,152

自己資本総額　（Ａ）＋（Ｂ）　 （Ｃ） 14,713 15,371

控除項目計　　　 （Ｄ） － －

自己資本額　（Ｃ）－（Ｄ）　　 （Ｅ） 14,713 15,371

リスク・アセット等計　　　　 （Ｆ） 159,028 155,081

単体基本的項目比率　（Ａ）／（Ｆ） 8.51% 9.16%

単体自己資本比率　　（Ｅ）／（Ｆ） 9.25% 9.91%

単体総所要自己資本額 　 6,361 6,203

「自己資本比率」は、国内基準を大きく上回っています。

（注） 1．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％
 2．平成25年9月末の計数は、外部流出を考慮しておりません。

（単位：百万円）
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※記載している数値は、監査法人による監査を受けておりません。
　本資料に掲載している計数・比率は単位未満を切り捨てております。



　

■ 業務純益
 金融機関の基本的な業務の成果を示す金融機関特有の利益指標のことで、信用金庫法に基づく報告書様式（決算速報）によって算
出したものです。一般企業でいう営業利益に相当します。具体的には、預金、貸出金、有価証券等の利息収支や各種手数料の収支
などの合計である業務粗利益から経費と一般貸倒引当金の純繰入額を控除した利益額です。

用語説明

預金・貸出金推移
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（単位：百万円）
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　貸出金業種別残高・構成比

　平成25年10月、足立支店を金町支店に統合した影響もあり、預金残高は前期末対比減少となりました。また、貸出
金についても中小企業における景気回復の遅れなどから減少となりました。収益については、経費の削減、信用コスト
の減少及び金融市場の回復基調による余裕資金益等により適正な利益を確保しております。

　預金・貸出金残高の状況
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（単位：残高　百万円、構成比　％）

　
平成25年3月末 平成25年9月末
残　高 構成比 残　高 構成比

　製造業 15,416 8.5 15,014 8.5
　建設業 12,185 6.7 11,576 6.5
　情報通信業 3,817 2.1 3,776 2.1
　運輸業、郵便業 3,815 2.1 3,845 2.1
　卸売業、小売業 38,752 21.5 38,165 21.6
　金融業、保険業 821 0.4 786 0.4
　不動産業 46,546 25.8 45,405 25.8
　物品賃貸業 716 0.3 580 0.3
　学術研究、専門・技術サービス業 7,620 4.2 7,188 4.0
　宿泊業 2,042 1.1 1,846 1.0
　飲食業 4,363 2.4 4,142 2.3
　生活関連サービス業、娯楽業 2,700 1.5 1,863 1.0
　教育、学習支援業 403 0.2 356 0.2
　医療、福祉 1,120 0.6 1,240 0.7
　その他のサービス 19,921 11.0 20,007 11.3

小　　　　　計 160,245 89.0 155,795 88.5
　地方公共団体 － 0.0  － 0.0
　個　人 19,640 10.9 20,126 11.4

合　　　　　計 179,886 100.0 175,921 100.0
　会　員 177,330 98.5 173,389 98.5
　会員外 2,556 1.4 2,531 1.4

（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。
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（単位：百万円）

　金融再生法ベースの債権区分による開示（単体）

　金融円滑化への取組み

　新現役交流会の開催について

　経営革新等支援機関の認定

　当金庫は、お客様とのコミュニケーションを通じて家計や企業の業況等の把握に努め、迅速な対応を心がけて
不良債権の発生防止等に取り組んでおります。また、資産の健全化のために、再生可能な事業先への支援を行うと
ともに、適正な会計処理を進めております。

　当金庫は、中小企業専門の地域金融機関である信用金庫としての使命と責任を自覚し、地域の事業先との融資お
取引を重点として、地道に取り組んでおります。その一環として、資金繰りが苦しくなった融資お取引先からの返
済猶予や返済期間の延長等のご相談を受けるほか、事業再生に向けたご支援に努めております。

平成25年8月21日、第3回 新現役交流会を開催しました。
　“新現役”（企業を退職されたOB）の方と、“新現役”が培った豊富な技術・ノウハウ・ネットワーク等を自社の
課題解決に活用したい中小企業とのマッチングを目的とした交流会を平成23年度から継続して開催しています。
平成25年8月21日に関東経済産業局の共催により、当金庫のお取引先14社に対して、支援希望の新現役62
名の方々が参加されました。

　中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図
るため、「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支
援機関を認定する制度が創設されました。当金庫も平成25年 3月に認定を受け、創業支援、事業計画作成支援
等の指導・助言を行っております。

債 権 区 分 平成25年3月末 平成25年9月末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 2,732 2,820
危険債権 13,458 13,243
要管理債権 1,241 1,335

小　　　　　　計 17,432 17,399
正常債権 172,313 168,047

合　　　　　　計 189,746 185,447

用語説明 ■ 金融再生法開示債権
【破産更生債権及びこれらに準ずる債権】
　 破産、会社更生、再生手続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、財務状態及び経
営成績が悪化し、契約に従った債権の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」に該当する貸
出金をいいます。

【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、
「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」以外の債権をいいます。
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（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

2. その他有価証券

3. 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

1. 満期保有目的の債券

（注）1．「貸借対照表計上額」は、期末日における市場価格等に基づいております。
2．上記の「その他」は、投資信託等です。
3．「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本表には含めておりません。

種　類
平成25年3月末 平成25年9月末

貸借対照表計上額 取得原価 差額 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの

株　式 1,259 948 310 948 732 216
債　券 42,257 41,834 423 41,538 41,325 212
　国　債 5,878 5,815 62 6,877 6,842 34
　地方債 11,064 10,927 137 10,422 10,364 57
　社　債 25,314 25,091 223 24,238 24,118 119
その他 1,520 1,077 442 1,223 936 286
小計 45,037 43,860 1,176 43,709 42,994 715

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの

株　式 155 164 △ 8 58 60 △ 1
債　券 － － － 3,710 3,714 △ 4
　国　債 － － － 1,053 1,055 △ 2
　地方債 － － － － － －
　社　債 － － － 2,657 2,659 △ 2
その他 1,260 1,592 △ 331 947 1,234 △ 286
小計 1,416 1,756 △ 340 4,717 5,010 △ 292

合　計 46,453 45,617 835 48,427 48,004 422

種　類
平成25年3月末 平成25年9月末

貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額

時価が貸借
対照表計上
額を超える
もの

国　債 4,490 4,578 87 7,483 7,598 114

小　計 4,490 4,578 87 7,483 7,598 114

時価が貸借
対照表計上
額を超えな
いもの

国　債 － － － 4,499 4,477 △ 22

小　計 － － － 4,499 4,477 △ 22

合　計 4,490 4,578 87 11,983 12,075 92

種　類
平成25年3月末 平成25年9月末
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

子会社株式 40 40
非上場株式 181 181
組合出資金 66 66

合　計 287 288

　有価証券の時価情報
　有価証券は、余裕資金の運用手段の一つとして位置付けております。運用に際しては、国債を中心とした高格付
けの債券等を投資対象として選定しております。
　平成25年度の国内金融市場は、年度当初に乱高下を繰り返す場面も見られましたが、当金庫は堅実な運用方針
にもとづき資金運用に取り組んでおります。



●事業資金のご紹介
当金庫では、地域社会の繁栄に貢献できるよう地元中小
企業の方や個人の皆様のニーズに、安定的かつ迅速にお応
えしております。
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　トピックス
●事業者の皆様へ

●年金受取口座ご指定の方へ！5大特典のご紹介

●預金商品、サービス

アシストTOKYO（東京都新保証付融資制度）
東京都新保証付融資制度（東京都と地域の金融機関とが連携
した保証付融資制度）は、厳しい経営環境にある都内中小企
業の資金繰りを支援するため、「東京都と地域の金融機関と
が連携して実施する金融支援に関する条例」に基づき実施す
るものです。 当金庫も10月 15日から取扱金融機関とな
りました。

　・無担保、最大1,000万円まで
　・最長ご融資期間　5年
　・保証会社 (㈱オリックス )の審査が必要です。

企業活性化融資　『アシスト1000』
　・無担保、最大1,000万円まで
　・最長ご融資期間　５年
東京信用保証協会独自提携融資
　『ギャランティ東京』
　・無担保、最大8,000万円まで
　・最長ご融資期間　7年
　・東京信用保証協会の審査が必要です。

当金庫は、コンサルティング機能の発揮に向けて、お取引先企業のライフサイクルに応じた専門的な知識を要するご相談
について、外部支援機関との提携・連携により、迅速な対応をすべく営業店・本部一体となった態勢を図っております。

【１】年金受給日に素敵なプレゼント
【２】定期預金の金利を優遇“生活応援型定期「よろこび」”
【３】金庫主催の旅行等イベントのご案内
【４】しんきん健康ダイヤルの相談・情報提供サービス
【５】交通事故見舞金制度

★特別金利定期預金念
“KOSANエブリワン”

★ 毎年恒例の懸賞付き定期預
金“プレミアムセレクト”

★ 緑あふれる都市再生のため
に “エコグリーン定期預金”

★ ご自宅やオフィスのパソコンで残高照会・
お振込み等を簡単操作“WEB-FB”

お取扱期間平成25年4月1日～
　　　　　平成25年8月30日

お取扱期間平成25年9月2日～
　　　　　平成26年1月14日

●興産信用金庫の外部支援機関との連携

★ その他、外部の専門家として弁護士・税理士との連携を図る態勢も構築しており、日々の営業活動から的確にお客様のニーズを
把握し、これらの仕組みを活用していくことによって、お取引先企業の事業活性化に貢献してまいります。ぜひご相談ください。

平成 25 年度の旅行企画では、
20 年に一度の式年遷宮を迎え
た伊勢神宮と鳥羽の旅を 12 月
に実施いたします。

制度融資をご存知ですか？
事業資金の調達でお悩みの経営者のみなさまへ、興産
信用金庫で「制度融資」をご利用いただけます。
東京都および東京23区の制度融資は指定金融機関で
お取扱いしています。
興産信用金庫は都内広域に店舗網を持つことから、東京
都および15の行政区※の指定金融機関となっていま
す。
※千代田区、中央区、台東区、江東区、文京区、豊島区、
江戸川区、葛飾区、足立区、新宿区、渋谷区、中野区、
杉並区、練馬区、大田区（店舗ごとに取扱行政区の制
度融資が異なります。）

【制度融資の特徴】
　●低利の融資 
　●利子の一部を補助※ 
　●保証料の一部を補助※
　　※対応する制度のみとなります。
 
詳しくはお取引店窓口もしくは営業担当者までお問合
せ下さい。

創業・新事業支援
　　情報支援　→　東京都中小企業振興公社
　　　　　　　　　日本パートナー税理士法人
　　　　　　　　　日本パートナー社労士法人
　　資金支援　→　創業アシストプラザ（東京信用保証協会）
　　　　　　　　　信金キャピタル（株）・日本政策金融公庫
成長段階における支援
　　販路拡大　→　東京都中小企業振興公社
　　海外業務　→　信金中央金庫
事業承継支援
　　M&A    　→　信金キャピタル（株）
　　　　　　　　　（株）日本M&Aセンター

興産信用金庫の外部支援機関との連携体制

お取引先

各種支援機関
創業・新事業支援、販路拡大・
海外進出支援、事業承継支援

ビジネスアシストセンター
支援機関連携・活用、営業店への
情報提供・提案、情報蓄積

営業店
情報発見（アンテナ機能）、
情報加工、情報提供

相談、
情報提供、
資金供給

業務提携

金庫内ネットワーク



電話番号店　舗　名 所　　　　在　　　　地 夜間
金庫貸金庫

◯
◯
◯

◯
◯
◯
◯

◯

◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯
◯

◯
◯

◯
◯
◯

◯
◯
◯

◯

◯

本　　　店
浅 草 支 店
人形町支店
浅草橋支店
神保町支店
代々木支店
金 町 支 店
立 石 支 店
堀 切 支 店
城 西 支 店
西荻窪支店
江戸川支店
みずえ支店
渋 谷 支 店
大田市場営業部
秋葉原支店
新 宿 支 店
中 野 支 店
関 町 支 店
飯田橋支店
市ケ谷支店
高円寺支店

〒101-0035
〒111-0032
〒103-0013
〒111-0053
〒101-0051
〒151-0066
〒125-0042
〒124-0012
〒124-0006
〒171-0051
〒167-0053
〒132-0023
〒132-0011
〒150-0031
〒143-0001
〒101-0021
〒162-0056
〒164-0002
〒177-0051
〒102-0072
〒102-0076
〒166-0003

東京都千代田区神田紺屋町41
東京都台東区浅草 4-34-7
東京都中央区日本橋人形町 2-14-14
東京都台東区浅草橋 2-3-2
東京都千代田区神田神保町１- 40
東京都渋谷区西原 3-7-7
東京都葛飾区金町 6-2-1
東京都葛飾区立石１-7-30
東京都葛飾区堀切 4-57-12
東京都豊島区長崎１- 9 - 3
東京都杉並区西荻南 2 -5 - 8
東京都江戸川区西一之江 3 -1-17
東京都江戸川区瑞江 2 -47-6
東京都渋谷区桜丘町 4-26
東京都大田区東海 3-2-1
東京都千代田区外神田 4-9-8
東京都新宿区若松町 25-22 グレースプラザ若松町1F
東京都中野区上高田 2-50-1
東京都練馬区関町北 2-21-12
東京都千代田区飯田橋１-7-10
東京都千代田区五番町5
東京都杉並区高円寺南 2-22-10

03-3254-3335
03-3872-2151
03-3668-5951
03-3862-1831
03-3293-4951
03-3467-3321
03-3607-3166
03-3691-3106
03-3602-2166
03-3957-7271
03-3334-9151
03-3653-5411
03-3676-0511
03-3770-8011
03-5492-3411
03-3253-6851
03-3204-1330
03-3387-5151
03-3928-4111
03-3264-4031
03-3234-3211
03-3315-3411

京成線

JR常磐線

都営浅草線

JR総武線

都営新宿線

モノレー
ル

小田急
線

丸の内線

西武新宿線

西武池袋線

JR山手線

JR中央線

日比谷線

日暮里 南千住 北千住 亀有 金町

青砥
京成
立石

堀切菖蒲園

浅草橋

上野

京成上野

御茶ノ水

秋葉原

神田
神保町

飯田橋市ヶ谷

渋谷

代々木上原

高田馬場

池袋
椎名町

西荻窪 高円寺 中野 新宿

武蔵関

新高円寺

新井薬師前

浜松町

流通センター

人形町

一之江 瑞江

※「足立支店」は、平成25年10月 4日の営業を最後に、「金町支店」へ統合のうえ廃止いたしました。
※「大田市場営業部」では、市場内に店舗外ATMを2台設置しております。
※ATMの稼動時間帯は、店舗により異なる場合がございます。詳しくは窓口にお問い合わせください。

しんきんATM
ゼロネットサービス

全国どこの信用金庫のCD・ATMでも、平日・土曜日の下記時間帯ご利用手数料が無料となります。
サービスタイム　●平日／8：45～ 18：00の入出金
　　　　　　　　●土曜／9：00～ 14：00の出金

※一部の信用金庫では、所定の手数料をいただく場合がございます。

興産信用金庫
（本部）〒101－ 0051  東京都千代田区神田神保町 1-40  TEL 03 －6739－7700（代表）

ホームページアドレス  http://www.shinkin.co.jp/kosan/
お問い合せ先：総合企画部　03 － 6739 － 7791

　ネットワーク


