
平成24年度から当金庫の7年にわたる中・長期経営計画、
「平成30年6月に当金庫が創立90周年を迎えることから
『ROAD TO 90』と銘打った経営計画」を実施しております。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

80百万円

6.5％

3.00％

80百万円

6.4％

2.80％

120百万円

6.4％

2.80％

200百万円～700百万円

6.5％～8.0％

2.60％～2.50％

平成28年度 平成29年度 平成30年度

STEP1（中期経営計画）

頼れる地域金融機関としての人材育成

収益基盤の確立

地域シェア回復

コンプライアンス態勢の改革

地域No.1金融機関としての人材育成

収益力の拡大

地域シェアの拡大

コンプライアンスオフィサーの育成

STEP2（中期経営計画） PLUS1

スリム＆パワーアップ チャレンジ＆ステップアップ コンプリート＆ネクスト

次ぎの10年
に向かって
の強固な基
盤の達成
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要
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STEP1
スリム＆パワーアップ

中・長期経営計画
ROAD to

ロード トゥ 90

ROAD to
中・長期経営計画表

当期利益

自己資本比率

不良債権比率

人　　材

収　　益

シェア

コンプライアンス

　平成24年度から当金庫の7年にわたる中・長期経営計画、
「平成30年6月に当金庫が創立90周年を迎えることから
『ＲＯＡＤ ＴＯ ９０』と銘打った経営計画」を実施しております。
　平成25年度は、ＳＴＥＰ1「スリム＆パワーアップ」の
2年目でしたが、①人材育成の強化、②収益基盤の確立、
③地域シェアの回復、④コンプライアンスの徹底・強化に
努めました。また、経営環境が大きな転換期を迎えたこと

から『ＲＯＡＤ ＴＯ ９０』の見直しを行い「おもてなしの心」を
持ち地域のお客さまに貢献する職員を育成し、男女を
問わず活躍の場を提供して行く行動計画に修正しました。
平成26年度はＳＴＥＰ1の締めくくりの年となり、修正計画を
着実に実行してまいります。
　なお、平成27年度から平成29年度までの3年間を
ＳＴＥＰ2とし、「チャレンジ＆ステップアップ」の期間として
おります。そして最後に平成30年4月から平成31年
3月までの創立90周年を迎える30年度を「ＰＬＵＳ1」とし、
「コンプリート＆ネクスト」をスローガンに掲げ、次の
創立100周年を見据えた対応といたしました。

地域社会の一員として、各イベント
の開催や、地域の催事・ボランティア
活動に参加する一方、各種協賛を
通じ地域文化・社会への貢献を行っ
ております。

地域社会への貢献・
CSRヘの取組みなど
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長期経営計画

主要目標

長期経営計画

主要目標

創立90周年（平成30年6月）に向けた経営計画
＜地域で一番信頼される金融機関を目指す＞

8.0％以上自己資本
比率7億円以上当期利益9億円以上コア業務

純益

野球部

栃木市内に残る「蔵」等の歴史的建造物をミニシアターに変貌
させた「栃木・蔵の街かど映画祭」に協賛し、多数の職員が
ボランティアとして参加しました。

栃木市の「蔵の街サマーフェスタ」、宇都宮市の「ふるさと宮まつり」に
多数の職員が参加。それぞれ「蔵音頭」と「ばんば踊り」を踊り、いずれも
コンテストグランプリを獲得しました。

ふるさと宮まつり

蔵
の
街

サ
マ
ー
フ
ェ
ス
タ

第7回  蔵の街かど
映画祭ボランティア

第55回関東地区信用金庫野球大会本戦出場決定。
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　信金中央金庫（略称：信金中金）は、
全国の信用金庫を会員とする協同組織
形態の金融機関で、信用金庫の中央金融
機関として、昭和25年に設立されました。
　信金中金は、「個別金融機関」と「信用
金庫の中央金融機関」という2つの役割を
併せ持つ金融機関であり、資金調達額は、
信用金庫から預け入れられた預金と
金融債を発行して調達した資金等を
合わせて29兆1,478億円(平成26年
3月末残高)、総資産は30兆9,394億円
(同)にのぼっています。
　このように、信金中金は、わが国有数
の規模を有する金融機関であり、数少な
い金融債発行機関でもあります。

※上記計数は、平成26年3月末現在

強固なネットワーク

地域金融に貢献

地元企業の近代的経営体制の確立を目指す企業活動を積極的に支援すると
ともに、会員相互の親睦・交流を図る為、多彩な講演会やセミナー研修会を
開催しています。

●とちしん経済クラブ

●とちしんカトレアの会
平成23年10月5日、当金庫に関係のある女性を会員に設立。会員の相互
交流により豊かな心で、企業や家庭を育むことを目的としています。

●パートナーズとちぎ
次世代を担う若手経営者同士の相互研鑽、情報交換等を通じた会員企業及
び地域経済の発展を目的に、平成26年4月に発足。勉強会やビジネスフェア
の視察など、様々な活動を行っております。

日帰りバス旅行から豪華海外旅行まで多彩なツアーを実施し、友の会会員
相互の親睦を図っております。

●とちしん旅行友の会

当金庫で年金を受給されている皆さまの会で、年一回の旅行やゴルフコンペ等を
実施しております。

●とちしん年金友の会

「おもてなしの心実行委員会発表会」を開催し、日頃の取組み
やその成果をロールプレイング形式で発表。全職員が発表事例
を共有し、「おもてなしの心」で接遇力と顧客満足度の向上を図
っています。

おもてなしの心実行委員会

　「定年後も働いた場合
や、雇用保険を受給した
場合の年金額について」
や、「企業年金の手続き
について」等、年金に関
するお客さまへのきめ
細やかなアドバイスと
お手伝いをさせていた
だいております。

　ビジネスパートナー
グループは平成24年4月
より、事業承継やM&A、
ビジネスマッチング、
海外進出支援等、取引先の
抱える課題を、支店と
協力して解決していく
ことを目的として活動
しております。

ビジネス
パートナー

年金
アドバイザー

　これから年金を受給
される方、年金について
ご質問をお持ちのお客
さまに対して、年金の
専門家である社会保険
労務士による「無料年金
相談会」を毎月実施して
おります。

計38回実施
平成25年度

うち休日相談会11回実施

とちしん
年金専用ダイヤル

0120-29-7133

年金
相談会の実施

受付時間 午前9：00～午後5：00平日

各専門機関と連携し取引先の企業
活動全般をサポート出来るよう活動
しております。

無料年金相談会

とちしんは地域の活性化
のためにオフィシャル
スポンサーとして栃木の
プロスポーツ等を応援
しています。

地域社会への貢献・
CSRヘの取組みなど

とちぎスポーツクラブ「応援金サービス」 栃木県郡市町対抗駅伝競走大会

ホームページアドレス  http://www.tspo-ouen.jp/

栃木県内の参加金融機関が共同で
クラブへの寄付をインターネットで
受け付ける＜とちぎスポーツクラブ
「応援金サービス」＞の取り扱いを
しております。
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業績の概況

お取引先への支援＆情報提供活動お客様接遇向上活動

経済交友会活動＆顧客ネットワーク化の取組み

信用金庫のセントラルバンク「信金中央金庫」との連携

●資産運用額
…30兆6,882億円
●単体自己資本比率(国内基準)
…37.84％
●単体不良債権比率
…0.63%

信金中金 信用金庫
●預金量
…128兆602億円
●信用金庫数　
…267金庫
●役職員数
…11万2,525人

「栃木県郡市町駅伝」「栃木県小学生駅伝」に特別協賛し、多く
のボランティア職員が各中継所で手旗を配布して、沿道から
声援を送りました。

栃木ウーヴァフットボールクラブ宇都宮ブリッツェン

栃木サッカークラブ

○TOCHIGI SCC ○TOCHIGI SCC

H.C.栃木日光アイスバックス

C○Tochigi-United Co.,LtdC○Tochigi-United Co.,Ltd
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