
■ 信用金庫法によるリスク管理債権の引当・保全状況

■ 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況

■ 信用金庫法上と金融再生法上の開示対象債権の違い

■ リスク管理債権の状況
(単位：百万円、%)

(単位：百万円、%)

残　　高 担保・保証 貸倒引当金区　　　　分 保全率（%）

破綻先債権

延滞債権

3ヶ月以上延滞債権

貸出条件緩和債権

合　　　計

2018年度
2019年度
2018年度
2019年度
2018年度
2019年度
2018年度
2019年度
2018年度
2019年度
2018年度
2019年度

（注）１．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして
　　　　　未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。
　　　　　①　会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立てがあった債務者
　　　　　②　民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがあった債務者
　　　　　③　破産法の規定による破産手続開始の申立てがあった債務者
　　　　　④　会社法の規定による特別清算開始の申立てがあった債務者
　　　　　⑤　手形交換所による取引停止処分を受けた債務者
　　　２．「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の2つを除いた貸出金です。
　　　　　①　上記「破綻先債権」に該当する貸出金
　　　　　②　債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金
　　　３．「３カ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。
　　　４．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決め
　　　　　を行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。
　　　５．なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、
　　　　　全てが損失となるものではありません。
　　　６．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
　　　７．「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。
　　　８．「保全率」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当金を設定している割合です。

（a） （b）
開示残高区　　　　分 引当率（％）保全率（％）

（b）／（a）
貸倒引当金

(d)
担保・保証等による

回収見込額（c） (d)／(a－c)
保全額

正常債権

要管理債権

合計

危険債権

これに準ずる債権

金融再生法上の不良債権

破産更正債権及び

（注）１．「破産更正債権及びこれに準ずる債権」とは、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に準ずる債権です。
　　　２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政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。
　　　３．「要管理債権」とは、「３カ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。
　　　４．「正常債権」とは、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。
　　　５．「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

信用金庫法による開示対象債権が「貸出金」であるのに対して、金融再生法による開示対象債権は、「貸出金、
貸付有価証券、外国為替、その他資産中の未収利息及び与信関連の仮払金、債務保証見返」と範囲が広く、債務
者の財政状態等により分類区分され、より幅広く捉えています。
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気仙沼信用金庫
宮城県気仙沼市
八日町二丁目4番10号
大正15年9月2日
110名
7,820百万円
20,356百万円
9,544人
30.91％
141,805百万円
46,534百万円
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（注）記載の数値は、すべて単位未満の端数を
　　　切り捨てて表示しております。

　当気仙沼信用金庫は、地元中小企業並びに地域住民のための金融機関として「地元とと
もに伸びる」をキャッチフレーズに、地域社会の再生・活性化に積極的に取り組みながら、
当地域の発展に努力しております。

　当金庫は大正15年の創業以来、94年の歴史を歩んでまいりました。この間、一貫して
経営の柱に掲げてきたのは、協同組織金融機関として「地元を育て、地元で伸びる」をモッ
トーに、当地域の産業経済振興のため金融の円滑を図り、そして貯蓄の増強に資し、以って
社会的使命の達成を期する、ということでありました。
　この理念に基づき役職員一致協力して業務の推進に努めた結果、地域社会の発展に貢献
ができたと思いますし、地域の皆様方との信用という絆が深まったものと確信いたしてお
ります。
　気仙沼信用金庫は今後とも経営の原点を見失わず、会員皆様、お取引先皆様からの支持
と信頼関係を更に増進すべく、時代の変化を見据えながら「地域の信用金庫」として尚一層、
積極的な経営を心がける所存であります。

　信用金庫業界を取り巻く環境は、金融自由化の進展による競争の激化、金融システムの
改革等により大きく変化してきております。このような激変する環境のもと、あらためて
地域金融機関としての使命、役割を再確認するとともに、その特性をいかんなく発揮し、存
在感のある信用金庫を目指して次のような経営計画で臨むこととしております。

地域の皆様とともに歩み、地域の皆様とともに発展する

奉仕の精神に徹し、信用、信頼をかちとる

公共性をよく認識し、誠実、親切、迅速を旨として
会員の期待に応える。

顧客と地域の繁栄のため最善の奉仕を尽くし、
頼りにされる金庫にする。

リスク管理の徹底にて、資産の健全性に努め、
盤石なる経営体制を構築する。

清廉、敬愛、勤勉を旨とし、活力ある明るく
楽しい職場作りに専念する。
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