
平成24年度から当金庫の7年にわたる中・長期計画、「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。

STEP2
チャレンジ＆ステップアップ

中・長期経営計画
ROAD to

ロード トゥ 90

　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26年度は、創立90周年を迎える平成30年度に向
けた中長期経営計画『ＲＯＡＤ ＴＯ ９０』STEP1の最終年度
にあたり、「地域で一番信頼される金融機関」を目指し、人材
育成を進めながら、窓口接遇向上に向けた「おもてなしの心
実行委員会」の取組みやビジネスパートナーグループの

渉外活動を強化し、お客さまのニーズにあった商品や付加
価値の高いサービスの提供に努めてまいりました。また中
長期経営計画『ＲＯＡＤ ＴＯ ９０』STEP2の詳細版の策定を
行い、全役職員が何事にも挑戦して日々成長の努力を続け、
目標に向かって「共有、共感、共働」しながらお客さまや地域
社会に貢献できる職員の育成に努めました。
　平成27年度は、『ＲＯＡＤ ＴＯ ９０』で掲げた「地域で一番
信頼される金融機関」を目指し、役職員一丸となって中長期
経営計画『ＲＯＡＤ ＴＯ ９０』STEP2に取組み、全役職員が
ステップアップすることで、お客さまとの信頼を更に高め、
地域社会の発展に貢献してまいります。
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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5億円以上当期利益5億円以上業務純益

PLUS1STEP2（中期経営計画）STEP1（中期経営計画）ROAD to
中・長期経営計画表

業 務 純 益

当 期 利 益

自己資本比率

人 材
収 益
シ ェ ア
コンプライアンス

スリム＆パワーアップ

実績・（目標）

チャレンジ＆ステップアップ

目　標 目　標

コンプリート＆ネクスト

470百万円
（300百万円）
112百万円
（80百万円）

6.3％
（6.5％）

頼れる地域金融機関としての人材育成

収益基盤の確立

地域シェアの回復

コンプライアンス態勢の改革

地域№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

次の10年に
向かっての
強固な基盤の
達成

2,168百万円
（600百万円）
141百万円
（80百万円）

6.4％
（6.4％）

517百万円
（320百万円）
108百万円

（120百万円）
6.5％

（6.4％）

400百万円

300百万円

6.6％

350百万円

350百万円

7.0％

400百万円

400百万円

7.5％

550百万円

500百万円

8.0％

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

主
要
計
数
目
標

主
要
目
標
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地域社会への貢献・CSRヘの取組みなど
CSRは「企業の社会的責任」と訳され、地域貢献活動や環境への配慮が代表的なものとして挙げられます。協同組織
金融機関である信用金庫は地域との密接な関係で成り立っております。当金庫は、地域の皆さまからの期待や社会
的要請は非常に大きいものと考え、「社会的責任と課題」について様々な取組みを実施してきました。今後もCSRを
経営上の重要な課題としてとらえ、皆さまのご期待にひとつひとつ応えていきたいと考えています。

毎年6月15日は信用金庫の日。
「献血活動」の実施や「花の種」をお客さまにお配
りしています。

栃木市の中心部を流れる巴波川の清掃（年3回）
栃木市の大光寺の思川河川敷清掃（年2回）を
地元の方と一緒に行っています。

蔵の街サマーフェスタ

栃木秋祭り参加：本店所在地である、栃木市
万町2丁目の一員として、「ヨロニ」の掛け声
とともに祭りを盛り上げました。

第8回
蔵の街かど
映画祭ボランティア
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。

ボランティア活動

秋まつり ふるさと宮まつり



昨年10月より、栃木市のマスコットキャラクター
「とち介」と、宇都宮市マスコットキャラクター
「ミヤリー」をデザインした総合口座通帳、今年
4月より普通預金通帳の取扱いをしております。
マスコットキャラクターを通じて地域のPRをする
とともに、カーボンオフセット通帳とすることで、
環境にも配慮された取組みとなっています。

●地元のマスコットキャラクターを使用したカーボンオフセット通帳の採用

●詐欺防止に感謝状●合格鉛筆の配布

●栃木市にゆかりのある浮世絵師「喜多川歌麿」の作品を
　シリーズでカレンダー化
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　「C&Sミーティング」とは、今日チャレン
ジしたこと、ステップアップしたこと、うまく
いったこと、思い通りにならなかったこと、
ためになったことを話し合い「感動する出来
栄えの仕事」を目指しています。仲間への感
謝等があった場合には「サンキューレター」
を書き、チャレンジしたことがあった場合
には「チャレンジコンテスト」に応募し、「経
営理念」の実現、「倫理綱領」の実践を全職
員が目指し行動しています。

　平成２７年４月より「とちしん職域
サポート制度」の取扱いを開始しま
した。この制度は、職域サポート契約
を結んでいただいた事業所にお勤
めの従業員様のために各種消費者
ローン、住宅ローンの金利引き下げ
のほか、金融情報・サービスの提供、
年金等相談のご案内を行います。
様々なご提案をする事で、福利厚生、従業員様の生活
設計の向上等のお役に立てる制度です。

とち介 ミヤリー

C&Sミーティング とちしん職域サポート契約制度

受験生やそのご家族を応援するため、受験料の払い込みで
ご来店されたお客さまへ「合格鉛筆」の配布を行いました。
「合格」と掛け五角形となっています。

「とち介」と
「ミヤリー」を
よろしくね。

特殊詐欺を未然に防止したことで、「西支店」
「佐野南支店」で警察署長より感謝状をいただ
きました。

「とち介」折り紙：地元の幼稚園、保育所の子供たちへクリスマス
プレゼントとして無償で配布しました。

●地元のマスコットキャラクターを
　デザインしたグッズの活用

平成24年より、喜多川歌麿カレンダーを作成し、栃木市のまちおこしの
一環としてPRしています。平成27年カレンダーには、「喜多川歌麿カレ
ンダー第4弾」として、
長い間行方不明だった
大作「深川の雪」を箱根
美術館のご協力のもと
カレンダー化し、反響
を呼びました。

オリジナルグッズで地域のPRや、お客さまにご満足いただけるよう職員のスキルアップに取組み、地域支援を
おこなっております。

※下野新聞社より提供



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、年一回の旅行を実施して
おります。

●とちしん年金友の会

平成２７年６月設立。宇都宮営業部の耐震化工事終了により安心して会議室
を提供できる環境が整ったことから、かねてから多くの方の要望があった経済
クラブの設立を実現しました。ビジネスをはじめ経営や経済情勢などの情報
提供と交流の場として、今後さまざまな活動を予定しています。

●とちしん宇都宮経済クラブ

　「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
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　「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。

年金
アドバイザー

とちしん
年金専用ダイヤル

0120-29-7133
受付時間 午前9：00～午後5：00平日

業績の概況お客様接遇向上活動

業績の概況顧客ネットワーク化の取組み

　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36回実施
平成26年度

うち休日相談会7回実施

年金
相談会の実施

無料年金相談会

業績の概況お取引先への支援＆情報提供活動

「栃木県よろず支援拠点」の個別相談会を
当庫にて開催

　「よろず支援拠点」は、経
済産業省・中小企業庁の「中
小企業・小規模事業者ワン
ストップ総合支援事業」によ
り設置されており、各分野の
専門家が中小企業の経営相
談に応じています。
当庫では、課題解決型営業
の一環として個別相談会を
開催。同相談所との連携は
県内金融機関では初めての
取組みでした。

❶平成26年5/26、6/13、6/14
　「平成25年度補正予算ものづ
くり補助金」申請者を対象に当金
庫3ヶ店で個別相談会を開催致し
ました。総勢16社が栃木県もの
づくり企業支援室の担当者と採択
のための申請書ブラッシュアップ
を実施致しました。

❷平成26年8月28日
　ビジネスパートナー会議に参加
している各店のビジネスパートナー
10名が理事長以下役員の前で会
議の取組内容や成果について発表
致しました。反省点や不足の知識
は次回以降無くすよう日々努力を
重ねております。

❸平成26年10月8日
　信金業界広域連携の取組みと
して、群馬県しののめ信用金庫と
連携し「しののめ信用金庫フード
ビジネス商談会」に協賛致しまし
た。当金庫取引先バイヤー1社、
サプライヤー7社が参加。自社の
製品を1コマ30分の商談でＰＲ、
お客さまの商品販路拡大のため
のお手伝いを今後も実施してい
きます。

ビジネス
パートナー

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。



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。

「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。

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。

栃木サッカークラブ

宇都宮ブリッツェン

リンク栃木ブレックス

栃木ウーヴァフットボールクラブ

　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31兆2,519億円(平成27年3月末
残高)、総資産は33兆2,692億円(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27年3月末現在

強固なネットワーク

地域金融に貢献

●資産運用額
…33兆410億円
●単体自己資本比率(国内基準)
…36.46％
●単体不良債権比率
…0.73%

信金中金 信用金庫
●預金量
…131兆9,433億円
●信用金庫数　
…267金庫
●役職員数
…11万1,477人

業績の概況信用金庫のセントラルバンク「信金中央金庫」との連携

○TOCHIGI SCC ○TOCHIGI SCC C○Link Sports Entertainment Inc. C○Link Sports Entertainment Inc.
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