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Ⅱ.連結（信用金庫法施行規則第133条等における規定）
1. 金庫及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ. 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容
及び組織の構成 …………………………………………………50
ロ. 金庫の子会社等に関する事項 …………………………………50
2. 金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として
次に掲げるもの

預金

貸出金

損益の状況

お客さまの金利選好・安全性などのご希望
にお応えできるよう、スーパー定期預金の
キャンペーンを年3回実施したほか、新型コ
ロナウイルス感染症関連の給付金・補助金
等により、預金・積金残高は204億円増加
し、6,966億円となりました。

お客さまの資金需要にお応えできるよう、一般
事業資金、住宅ローン、消費性ローン等の商品を
ご用意しておりますが、特に新型コロナウイルス
感染症の影響を受けている事業者様に積極的
な資金繰り支援を実施した結果、貸出金残高は
160億円増加し、3,413億円となりました。

金利の低下により貸出金利息は減少しましたが、有価
証券利息配当金等の増加により資金利益は増加しま
した。また、役務収益の増加や経費の削減等の効果も
あり、経常利益は前年比464百万円増加の1,338百万
円となり、当期 純 利益は、前年比 6 3 5百 万円増 加し
1,316百万円となりました。

■ 自己資本比率について
自己資本比率（令和3年3月末）

10.07%

当金庫の安全性・健全性を示す比率のうち自己資本比率について
は、貸出金等のリスク・アセットの減少に加え、適正な内部留保により
自己資本が増加したことで、前年比で0.75％ポイント上昇しました。

令和3年3月末の自己資本比率は10.07％と国内基準
の4％を上回っており、 ひょうしん の経営が安全かつ健
全であることを示しています。
今後も皆様に安心してご利用いただけますように、
リス
ク管理と収益力の強化を推し進め、
自己資本の充実に努め
てまいります。
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リスク・アセット

31,047 百万円
308,025 百万円

×100 ＝

■最近5年間の主要な経営指標の推移
平成28年度

経
常
収
益
経
常
利
益
当 期 純 利 益
出
資
総
額
出 資 総 口 数（千口）
純
資
産
額
総
資
産
額
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
単 体 自 己 資 本 比 率（ ％ ）
出資に対する配当金
出資1口当たりの配当金（ 円 ）
役
員
数（ 人 ）
うち 常 勤 役 員 数（ 人 ）
職
員
数（ 人 ）
会
員
数（ 人 ）

10,691
1,959
1,789
2,368
4,736
28,850
700,613
665,271
314,038
190,251
9.58
93
20
11
7
538
44,137

10.07%
（単位：百万円）

平成29年度

10,575
1,223
1,117
2,393
4,787
29,218
725,717
688,213
326,437
187,357
9.03
94
20
11
7
527
44,162

平成30年度

9,499
770
712
2,427
4,854
31,565
729,091
690,315
328,772
196,139
9.30
95
20
11
7
542
44,198

令和元年度

9,679
873
681
2,408
4,816
30,064
710,879
676,151
325,333
212,440
9.32
96
20
11
7
521
43,641

令和2年度

9,437
1,338
1,316
2,392
4,784
34,440
756,068
696,626
341,371
232,475
10.07
95
20
10
6
499
43,184

（注）残高、計数は期末日現在のものであり、総資産額には債務保証見返は含んでおりません。
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