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TOPICS地域のみなさまと共に、さまざまな活動に取り組んでいます。

●相好会ゴルフ大会開催

●投資信託新商品の取扱開始（2商品）
　「イオングループ・ファンド」
　「パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09」

●インターンシップの開催
●将棋会将棋大会開催

●「おかやましんきんThanks定期預金」の
　取扱開始
●「おかやましんきん職域サポート契約」
　制度の取扱開始

●第10回しんきん合同ビジネス交流会の開催

●若手経営者の会
「おかやまPRODUCE」結成
二周年記念講演・懇親会の開催

●投資信託新商品の取扱開始（3商品）
　「ダイワ・US-REIT・オープン（毎月決算型）Bコース（為替ヘッジなし）」
　「ダイワJPX日経400ファンド」
　「日興・CS世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」

●「信用金庫の日」にちなんだ地域貢献活動
（清掃活動、献血活動、映画鑑賞会、木下大サーカス岡山公演ご招待）

●「信用金庫の日」にちなんだ地域貢献活動
ファジアーノ岡山ホームゲーム
「おかやましんきんデー」の開催
チーム強化資金として300万円を寄贈

●「がんを知る展」の開催（松新町支店）

●旭川清掃活動への参加

●第19回お取引先
新入社員研修会の開催

●平成26年度
「おかやましんきん地域活性化
支援制度“エリアサポート”」の
取扱開始

岡山県内8信用金庫等で構成する、しんきん合同ビジネス交流会実行委員会
の主催により「第10回しんきん合同ビジネス交流会」を開催いたしました。
今回は第10回記念として、開会セレモニーを執りおこない、また、過去のし
んきん合同ビジネス交流会に参加された企業様同士が連携して創り出し
た「コラボ商品」の展示をおこなうなど、特別な企画を実施いたしました。
今回の総来場者数は3,700名、参加事業者数も491社といずれも過去最高
となり、会場内では活発な商談がおこなわれました。

6月15日の「信用金庫の日」にちなんで、日頃のお客
様からのご愛顧に感謝し、様々な地域貢献活動に
取り組んでおります。
平成26年度は、「清掃活動」、「献血活動」、「映画鑑
賞会」、「木下大サーカス岡山公演ご招待」を実施い
たしました。

「おかやまPRODUCE」が結成二周年を迎えるにあたり、
さらなる会員様同士の関係構築・連携強化を図り、地元
岡山の活性化を図ることを目的として記念講演ならび
に懇親会を開催いたしました。
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●おかやま桃太郎まつり
「第２1回うらじゃ」ほか、夏祭りなど
地域行事への参加

●木下大サーカスの招待券を社会
福祉法人泉学園様および社会
福祉法人南野育成園様に贈呈

●「おかやましんきんゆうゆうツアー」の実施
●相碁会囲碁大会開催
●第102期通常総代会開催

●「創業支援セミナー」の開催

トピックス

Focus フォーカス

お客様のニーズに合わせた有益な情報をご提供するため、外
部講師による資産運用セミナーを13回開催し、延べ199名の
ご参加をいただきました。

若手経営者の会「おかやまＰＲＯＤＵＣＥ」の運営

お客様向け資産運用セミナーなどの開催

●「おかやましんきんファジアーノ
　 岡山応援定期2015SEASON」の
　 取扱開始

●ピンクリボンキャンペーンへの参加 ●第１6回おかやましんきん
ビジネス交流会の開催

当金庫主催により「第16回おかやましんきんビジ
ネス交流会」を開催いたしました。
今回の新企画として岡山県のアンテナショップ
「とっとり・おかやま新橋館」での販売会への出展事
業者様の選考会をおこないました。
特別企画としては、今年で3回目となる岡山県内
学生による“新商品・新アイデア”創出コンテスト
「～岡山で包む、岡山を包む～コンテスト2015」を
開催いたしました。
なお、当日は約1,200名にご来場いただきました。

「岡山市がん検診受診率向上プロジェクト」の一環としてピ
ンクリボンキャンペーンに参加し、乳がん検診受診を呼びか
ける活動を実施いたしました。

オフィシャルスポンサーとしてファジアーノ岡山を
応援するため、平成26年12月から3か月間、「お
かやましんきんファジアーノ岡山応援定期
2015SEASON」を取り扱いし137億円のお預入れ
をいただきました。

●「おかやましんきん地域活性化支援制度
　“エリアサポート”」助成金贈呈式の開催

「おかやましんきん地域活性化支援制度“エリアサポー
ト”」は平成25年度に創設された当金庫独自の助成金制
度です。助成金額は、事業活動に要する費用の50％以
内、かつ10万円以上100万円以下となっております。
平成26年度は27件の応募があり、書類審査、プレゼンテーショ
ン審査を経て13の事業者様に助成金を贈呈いたしました。
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●「第6回後継者塾」の開催（10月～11月）
●相好会ゴルフ大会開催

11月11月

●投資信託新商品の取扱開始（1商品）
　「パインブリッジ金融機関ハイブリッド
　 証券ファンド2014-12」
●上半期業務報告会開催

●インドネシア経済事情視察の実施
おかやましんきんビジネスクラブでは、「インド
ネシア経済事情視察」を実施し、25名のご参加
をいただきました。

●将棋会将棋大会開催

お取引先企業の若手経営者・後継者の皆様を対象に若手経営者の
会「おかやまPRODUCE」を運営しております。
「おかやまPRODUCE」は、以下のことを目的として活動しております。
①次世代を担う若手経営者・後継者を対象に、多種多様な分野の
専門家によるセミナーや講演会の開催、企業視察、体験型講座
や各種ビジネス情報の提供により、経営者として、体系的なマ
ネジメント能力を身につけ真の経営力強化を図る。
②多種多様な業界・業種から集まった会員同士の親睦、異業種交流を図る。
③会員の斬新なアイディア・テーマをもとに、地元「岡山」の多種多様
な分野の事業創成を図り、県内のみならず県外・海外に向けて、
「岡山」から生まれた独自の情報の発信源となりうる組織を作る。
④最終的に、具体的な商品化や法人化など個々の会員の“夢”の
実現や、テーマによっては、大手企業・国・地方公共団体等へ提
言を行うことを目指す。

平成26年度は定例会、ミーティングなどを計17回開催いたしました。

●相碁会囲碁大会開催 ●保険新商品の取扱開始（3商品）
　しんきんらいふ年金S
　「たのしみ未来」「たのしみ未来＜学資積立プラン＞」
　ふるはーとF
　メディカルKitR
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■自己資本比率は、金融機関の財務体質の健全性
を示す指標の一つで、国内のみで業務を行う金融
機関は4%以上が必要とされております。
■平成26年度の当金庫の自己資本比率は、
10.18%となり、「経営体質が健全で問題がない
金融機関」に該当します。
■平成24年度の自己資本は、主に「出資金・内部留
保額」等で構成される中核的な「基本的項目
（Tier1）」と、「一般貸倒引当金・土地の再評価額と
再評価の直前の帳簿価額の差額の45%相当額」
等で構成される「補完的項目（Tier2）」とで構成さ
れております。
平成20年度からは自己資本比率規制の一部を弾
力化する特例に基づき、「その他有価証券の評価
差損」を基本的項目から控除しておりませんが、
平成24年度では「その他有価証券の評価差損」に該当する計数はございません。
■平成25年度以降の自己資本は、新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ）の適用により、「コア資本に係る基礎項目」と
「コア資本に係る調整項目」で構成されており、「コア資本に係る基礎項目」から「コア資本に係る調整項目」を控除した
ものが「自己資本の額」となっております。

平成27年7月

理事長

会員の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当金庫の業務運営に格
別のご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
ここに当金庫第103期の決算内容と業務概況をご報告申し上げます。
さて、26年度の我が国経済は、デフレからの脱却と経済再生に向けた3本の矢からなる「アベノ

ミクス」が3年目を迎え、大企業を中心に企業業績の改善がみられるようになりました。個人消費は
雇用情勢の着実な改善のもと徐々に持ち直し、消費税増税による駆け込み需要の反動も和らぎ、
国内景気は緩やかながらも回復基調を取り戻しつつあります。しかし、米国における量的金融緩和
終了後の利上げの時期、欧州における量的金融緩和の開始に加え、原油価格の大幅な下落、地
政学リスクの高まりなど先行きの不透明感は払拭できない状況にあります。
このような状況下、当金庫は協同組織原理に基づく地域金融機関として「バリューアップ型金融

モデル」を継続的に実践するとともに、地域経済の活性化を図るため、外部専門家とも連携し、中小企業の資金繰り支援、経
営改善支援、事業再生支援などに積極的に取り組んでまいりました。
中小事業者のお客様には、事業価値向上をサポートするため「ビジネス交流会」の開催や若手経営者・後継者で組織する

「おかやまPRODUCE」の運営支援等に加え、「地域活性化支援制度“エリアサポート”」では起業・開業・新規事業の支援
を目的とし、13社に対し総額600万円を贈呈しました。そして個人のお客様には、金融商品のラインナップ充実による資産運
用コンサルティング機能の強化や「内山下スクエア」における各種セミナーの開催や地域貢献活動などに取組み、生涯価値
の向上をサポートしてまいりました。
こうした活動の結果、平成26年度は、本業業務の収益力を表すコア業務純益は1,699百万円、経常利益は2,543百万
円、当期純利益は1,638百万円を計上することができました。経営の健全性を示す自己資本比率につきましては、内部留保
の増加により、自己資本の質を高めたことで10.18％の自己資本比率を確保することができました。また、帝国データバンクが
毎年岡山県内全域の企業を対象として実施するメーンバンク調査では、4年連続2位という高評価を頂くことができました。
今年度におきましても、おかやま信用金庫は、役職員一人一人の「人間力」を結集し、「地域」「中小企業」「協同組織」と

いう3つのキーワードを基に信用金庫のプレゼンスを示し、一層の社会的責任を果たしていく所存でございます。
今後とも格別のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

自己資本額と自己資本比率推移(単体・国内基準)
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最近５年間の主要な経営指標の推移
平成26年度平成25年度平成24年度平成23年度平成22年度

(千　 円)
(千　 円)
(千　 円)
(百万円)
(百万円)
(百万円)

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
純 資 産 額
総 資 産 額
有 価 証 券 残 高

11,593,195
657,902
326,288
20,345
500,875
147,596

10,965,747
1,585,568
776,891
21,659
505,978
147,298
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1,392,556
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24,118
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135,316
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1,652,418
1,395,995
25,663
516,808
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524,445
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金融再生法開示債権保全状況

（注）貸倒引当金は個別貸倒引当金および要管理債権に対して計上している一般貸倒引当金の合計額です。

平成26年度平成25年度区　　　　　　　　　　　分
（単位：百万円）

金融再生法上の不良債権 （Ａ）
　　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
保全額 （Ｂ）
　　貸倒引当金（注） （Ｃ）
　　担保・保証等 （Ｄ）
保全率 （Ｂ）/（Ａ）
担保・保証等控除後債権に対する引当率 （Ｃ）/（（Ａ）-（Ｄ））

22,240
4,568
16,171
1,500
19,563
4,783
14,779
87.96%
64.12%
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2,268
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4,855
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56.58%

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
危 険 債 権
要 管 理 債 権
正 常 債 権
 　 合 　 計 　

平成26年度平成25年度
（単位：百万円）

区　　　　　　　　　　　分
4,568
16,171
1,500

213,400
235,640

6,154
16,571
2,268

206,558
231,553

平成26年度の事業概況

今後も皆様の信頼にお応えできるよう、健全性を重視して
自己資本の充実に取り組んでまいります。



当金庫では、中小企業者のお客様の事業
についての改善または再生のための支援を
適切におこなうための体制を以下のとおり
整備しております。
当金庫は経営改善計画を策定する意思の
あるお客様から要請がある場合には、経営
改善計画策定の支援を、営業部店と経営支
援部「経営支援グループ」にておこなってお
ります。なお、貸付条件の変更などに際して、
経営改善計画を策定した場合には、当該改
善計画の進捗状況を適切に管理するとと
もに、必要に応じて経営相談・経営指導を
おこなうなど、経営改善に向けた取組みを
おこなっております。
また、経営改善支援機能の充実を図るた
め、必要に応じて中小企業診断士、公認会
計士、税理士、弁護士などの専門家の応援
を仰ぎ、きめ細やかな経営改善・再生支援
に取り組んでおります。
加えて、お客様の事業経営の支援を目
的として、ビジネス交流会の開催や産学
連携活動、取引先企業・事業者の役職員・
従業員を対象とした「おかやましんきん
Value Up塾」などに積極的に取り組んで
おります。

〈金融円滑化のための組織図〉

監 査 部

監 事 会
監　　事

理　　事　　会

リスク管理委員会

金融円滑化管理責任者
（経営支援部担当理事）

主　管　部　署

経営支援部

リスク管理小委員会

各営業部店 ・ 本部各部 ・ 子会社

与信統括部コンプライアンス部 営業支援部

関係業務部門

中小企業者等の事業についての改善
または再生のための支援をおこなうための体制整備

（平成27年7月1日現在）

貸出金業種別状況 不良債権比率の推移

（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。

（単位：百万円）
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● 各営業部店相談窓口
●設置場所 ： 全営業部店（３6店舗）
●窓口での相談受付時間 ： 平日 午前９時～午後３時
●電話による相談受付時間 ： 平日 午前９時～午後５時

● 電話・メールによる専用相談窓口
●フリーダイヤル ： ０１２０－１７３－５５０
●受付時間 ： 平日 午前９時～午後５時
●メールアドレス ： enkatu@okayama.shinkin.jp
●対応部署 ： 本部(コンプライアンス部)

「振り込め詐欺救済法」に関する被害者専用窓口の設置について
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」（いわゆる「振り込め詐欺救済法」）が
平成２０年６月２１日に施行されました。これを受けて、振り込め詐欺などの犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込んだ方
からの電話を受け付ける専用窓口を下記のとおり設置いたしました。この法律では、振り込め詐欺などの犯罪に利用され
た口座を凍結して、残っている犯罪被害金を、被害者の方へ分配する手続きなどが定められております。
最終的な分配までには、口座名義人の預金債権消滅手続や、分配金支払申請受付手続などをおこなうこととなってお

ります。被害のお申出を承り、実際に被害資金返還手続がおこなわれる際に連絡を差し上げる取り扱いとなります。振込み
を行った時の「振込控」「請求書」「チラシ」などは大切に保管してください。

●フリーダイヤル ： 0120－173－051
●受付時間 ： 平日 午前９時 ～ 午後５時
●担当部署 ： コンプライアンス部

金融ＡＤＲ制度への対応について
［苦情処理措置］

当金庫は、お客様からの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容を
ホームページ、パンフレットなどで公表しております。
苦情は、当金庫営業日（午前9時～午後5時）に営業店またはお客様相談室（電話番号086-223-7682）にお申し出ください。
証券業務に関する苦情は、当金庫が加盟する日本証券業協会から苦情の解決業務などの委託を受けた「特定非営利活動
法人証券・金融商品あっせん相談センター（ADR FINMAC）」（電話番号0120-64-5005）でも受け付けております。

［紛争解決措置］
当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記お客様相談室にお申し出があれば、岡山弁護士会岡山仲裁センター（電
話番号086-223-4401）にお取次ぎいたします。また、お客様から直接お申し出いただくことも可能です。
証券業務に関する紛争は、当金庫が加入する日本証券業協会から紛争の解決のあっせんなどの委託を受けた上記「特定
非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター（ADR FINMAC）」でも受け付けております。

当金庫は、創業を希望されているお客様を積極的かつ継続的に支援するため、各営業部店（３２店舗）に創業相談窓口を
設置しております。

創業相談窓口の設置について

● 窓口での相談受付時間
●平日　午前９時～午後３時
※電話による相談も受け付けております。
（操山支店・浦安支店・三浜町支店・東児支店は除きます。）

中小企業者からの新規案件や事業性融資資金に係る貸付条件の変更などに関する相談・申込み、また、住宅資金に係る貸付条
件の変更などに関する相談・申込みに関する苦情相談を適切におこなうため、以下のとおり専用相談窓口を設置しております。

中小企業者等の金融円滑化に向けたご相談および苦情相談窓口の設置について

● 本部お問い合わせ先
●営業支援部　電話番号：０８６－２２３－７６７２

各種相談窓口



いつも、あなたと。

： 等 号 商

〒700-8639　岡山市北区柳町1丁目11番21号　TEL086（223）7475　 FAX086（226）0788
http://www.shinkin.co.jp/okayama/

・登録金融機関・中国財務局長(登金)第19号
会協業券証本日 ： 会協入加

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


