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シンボルマークの意味するものは
大川信用金庫の基盤である一つの
円（コミュニティ）をベースとし
て、勢い良く伸びて行く力強いラ
インが更に大きな円を形作り、基
盤を拡大していることを意味して
おり、地域と共に繁栄し発展する
ことを願う当金庫の意欲をシンボ
ライズしたものであります。
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経営理念・基本方針／金庫の主要な事業の内容

あゆみ／エリアマップ

大川信用金庫機構組織図／内部管理態勢の構築

地域金融円滑化態勢の構築／リスク管理

リスク管理

コンプライアンス管理

コンプライアンス管理／金融ADR制度への対応

金融ADR制度への対応／平成25年度の業績

平成25年度の業績／リスク管理債権の引当・保全状況

1

ごあいさつ

　皆様には､平素より大川信用金庫に対しまして格別のご愛顧、お引き
立てを賜り、誠にありがとうございます。
　本年も当金庫の業務内容、活動状況をより一層ご理解いただけるよう
ディスクロージャー誌『大川信用金庫の現況2014』を作成致しました。
ご高覧いただければ幸いに存じます。
　さて、当事業年度におけるわが国の金融経済は、政府の各種政策や大
規模な金融緩和により、緩やかな景気回復基調が続きました。先行きに
ついても、消費税増税の影響による景気腰折れリスクが、懸念されてい
るものの、異次元緩和がもたらした円安基調や財政出動により大企業を
中心に企業業績は、大きく改善されており、今後家計所得や投資が増加
し、更なる景気回復基調が続くことが期待されています。
　一方、当金庫の営業エリアの地域経済は、まだ景気回復の実感に乏しく、逆に円安基調により仕入
れコストは、上昇しているものの、販売価格への転嫁が困難であり、依然として地域の中小企業に
とっては、厳しい状況が続いています。
　そのような状況下、平成26年３月期決算において、資産の主要勘定である貸出金は、全体的には地
場産業の状況を反映し、資金需要は弱含んでいましたが、不動産業や建設業等の資金需要が旺盛であ
り、それ以外でも消費者ローンのキャペーン効果や戦略的に地方公共団体関連へ積極的に融資を行っ
た結果、平残ベースで対前期比691百万円の増加となりました。一方、負債の主要勘定である預金積
金では､預金キャンペーンや年金受取口座の地道な推進等により、平残ベースで2,926百万円の大幅増
加となりました。
　収益面においては、収益の柱である貸出金利息が、市場金利の低下や金融機関相互の競争激化等に
よる利回り低下の影響で減少したほか、不良債権処理コストの増加もありましたが、逆に運用環境好
転による国債等債券売却益、株式等売買益の増加及び有価証券の積上げによる利息配当金の増加、並
びに市場金利の低下により預金支払利息が減少したほか、経費の削減効果もあり、経常利益は354百
万円と対前期比65百万円の増益となりました。また、当期純利益については、繰延税金資産の88百
万円取崩しに伴い、265百万円となり、対前期比23百万円の増益となりました。
　地域の経済状況は、未だ景気回復の実感に乏しく、今後の少子高齢化等人口構造の変化を背景とし
た取引先の企業数や人口の減少が予想される中で、今後も安定的な収益確保に努めるとともに、協同
組織金融機関としての事業機能を通じた中小企業金融の円滑化及び企業経営支援の拡充が対処すべき
課題であると認識しています。これらの課題を解決するために、更に組織力を強化し、安定的な収益
確保を目的とした様々なリスク管理態勢の強化に努めるとともに、利用者とのリレーションを深め、
更なるコンサルティング機能の発揮を推進するなど、個々の問題解決を支援する質の高い提案型金融
を提供することで、地域経済の維持可能性の向上に貢献してまいりますので、更なるご支援、ご愛顧
をお願い申し上げます。
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2014 経営理念・基本方針／金庫の主要な事業の内容2

経 営 理 念

基 本 方 針

経営理念・基本方針

　当金庫は相互扶助の精神のもとに協同組織金融機関としての社会的役割を全うすべく
業務に邁進してきた結果、地域社会の発展に貢献すると共に、信用というかけがえのな
い財産を築くことができたものと信じています。
　長期的に発展していくためには、信用金庫経営の原点に立ち返って、会員の皆様から
の支持と信頼関係を確立し、地域社会との共存共栄を図る必要があると考えています。
　当金庫は地域に密着した金融機関として、当金庫が築いてきた情報・企画力を基に、
真にお客様の立場に立った「お客様本位」のサービスを提供し、より高い顧客満足度の
実現を目指しています。

　金融活動を通じて、中小企業の発展及び地域の皆様の豊かな暮らしに寄与することを
経営目標としています。この目標を完遂するために、当金庫は金融業務の公共性に鑑
み、信用の維持とサービスの実践に万全を期すことを基本方針としています。
　地域金融機関としての使命を認識し、地域性と公共性に立脚し、自己責任原則を踏ま
えた健全な経営を基本におき、金庫経営を展開しています。

当金庫は

地元中小企業の健全
な発展のサポート

豊かな家庭生活実現
へのお手伝い

地域社会繁栄への
ご奉仕

1

2

3
新時代を志向して柔軟な発想と豊かな人間性を開発育成することにより、高い
モラルと誠意をもって、地域社会の要望に応えるために質の高い金融サービス
の提供に努めます。

地域社会への参画、地元中小企業への支援、地域社会への貢献を通じ豊かな地
域社会づくりを目指します。

自己資本の充実、各種リスク管理の徹底及び経営全般にわたる効率化、合理化
に努め、強固な経営体質を構築します。
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金庫の主要な事業の内容

業務の種類
１．預金及び定期積金の受入れ
　　当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期
預金、定期積金、別段預金、納税準備預金、非居住
者円預金、外貨預金、譲渡性預金等を取り扱ってお
ります。

２．資金の貸付け及び手形の割引
　（１）貸付
　 手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っております。
　（２）手形の割引
　 銀行引受手形、商業手形等の割引を取り扱っております。
３．為替取引
　（１）内国為替業務
　 送金為替、当座振込及び代金取立等を取り扱ってお
ります。

　（２）外国為替業務
　 輸出、輸入及び外国送金その他外国為替に関する各
種業務を行っております。

　
４．上記１～３の業務に付随する次に掲げる業務その
他の業務
（１）債務の保証又は手形の引受け
（２）有価証券（（5）に規定する証書をもって表

示される金銭債権に該当するもの及び短期社債
等を除く。）の売買（有価証券関連デリバティ
ブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券
関連デリバティブ取引（投資の目的をもってす
るもの又は書面取次ぎ行為に限る。）

（３）有価証券の貸付け
（４）国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券

（以下「国債証券等」という。）の引受け（売
出しの目的をもってするものを除く。）並びに
当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及
びはね返り玉の買取り

（５）金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する
業務（除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に
係る付随業務）

（６）短期社債等の取得又は譲渡
（７）次に掲げる者の業務の代理
　　株式会社 日本政策金融公庫
　　独立行政法人住宅金融支援機構
　　日本銀行
　　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　独立行政法人中小企業基盤整備機構
　　独立行政法人情報処理推進機構
　　独立行政法人農林漁業信用基金

　　年金積立金管理運用独立行政法人
　　一般社団法人しんきん保証基金
　　一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター
　　一般財団法人建設業振興基金
　　西日本建設業保証株式会社
　　独立行政法人福祉医療機構
　　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
　　独立行政法人労働者健康福祉機構
（８）次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総

理大臣の定めるものに限る。）
　　イ　金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）
（９）国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その

他 金銭に係る事務の取扱い
（10）有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
（11）振替業
（12）両替
（13）デリバティブ取引（有価証券関連デリバティ

ブ取引に該当するものを除く。（14）において
も同じ。）であって信用金庫法施行規則で定め
るもの（（５）に掲げる業務に該当するものを
除く。）

（14）金融等デリバティブ取引（（５）及び（13）
に掲げる業務に該当するものを除く。）

５．国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有
価証券について金融商品取引法により信用金庫が営
むことのできる業務

     （上記4により行う業務を除く。）
６  法律により信用金庫が営むことのできる業務
（１）保険業法（平成7年法律第105号）第275条

第1項により行う保険募集
（２）当せん金付証票法の定めるところにより、都

道府県知事等からの委託または都道府県知事等
の承認を得て行われる受託機関からの再委託に
基づき行う当せん金付証票の販売事務等

（３）高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成
13年法律第26号）の定めるところにより、高
齢者居住支援センターからの委託を受けて行う
債務保証の申込の受付及び保証債務履行時の事
務等（債務の保証の決定及び求償権の管理回収
業務を除く。）

（４）電子記録債権法（平成19年法律第102号）第
58条第2項の定めるところにより、電子債権記
録機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係
る業務


