
　平成27年3月より鴻巣パ
ンジーマラソンに協賛して
おります。平成31年3月2日
に開催された第37回鴻巣
パンジーマラソン大会に、
当金庫ランナーズクラブの
メンバーをはじめ、役職員が参加しました。当日は、鴻巣
市陸上競技協会の役員を永く務めた山口特別顧問の号砲
により一斉にスタートいたしました。

　平成30年11月9日、
蒲生西口支店に新た
に後援会「川信会」が
発足いたしました。蒲
生西口川信会の発足
により、当金庫45店
舗のうち、33店舗に
川信会が置かれること

となりました。今後も会員の皆さまの交流により組織の活
性化を図り、後援会活動を支援してまいります。
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　平成30年10月19日、当金庫の後援会「川信会」の会員
相互のマッチング機会を創出することを目的に、本店にお
いて川信会ビジネスマッチング交流会を初めて開催しまし
た。川信会会員119社のご参加をいただき、19社のマッチ
ングが成立しました。

地域密着型金融への取組み

● 川信会ビジネスマッチング交流会を開催
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　平成31年1月7日
より発売した第21
回環境クリーン定
期預金の完売によ
り、平成31年3月
22日に埼玉県庁に
おいて販売額の一
定割合に相当する

200万円を「彩の国みどりの基金」に寄附いたしました。
これまでの販売額は1,765億円、寄附総額は4,450万円と
なり、緑と川の再生のために使われています。

地域貢献・社会貢献への取組み

● 彩の国みどりの基金へ寄附

　平成30年10月31日、
当金庫と富士見市は包括
連携に関する協定を締結
いたしました。企業誘致
や創業支援、空き家対策
などで協力し、地域発展
のお手伝いをしてまいります。

● 富士見市と包括連携に関する協定を締結
　平成30年11月10日、川
口リリアにおいて、川口市
中核都市移行記念式が開催
されました。当金庫は長年
にわたり地域福祉の推進の
ために活動し、川口市の発

展のために貢献したとして表彰を受けました。

● 川口市中核都市移行記念式典において表彰

　平成31年3月25日、当
金庫とふじみ野市は包括
連携に関する協定を締結
いたしました。産業・経
済の振興、創業支援、地
域企業育成などで協力
し、地域活性化のお手伝いをしてまいります。

● ふじみ野市と地域活性化包括連携に関する
　協定を締結

　当金庫は、振り込め詐欺
被害防止をテーマとした
2019年カレンダーを職員か
らアイデアを募り作成し、地
域の事業所やお客さまに配
布しました。この取組みに
ついて、平成30年12月19日

に川口警察署より感謝状をいただきました。

● 振り込め詐欺防止への取組み

● 鴻巣パンジーマラソン大会に協賛、
　当金庫「ランナーズクラブ」の役職員が参加

● 蒲生西口支店に川信会が発足

地域の皆さまとともに

▲「ランナーズクラブ」のメンバー

地域社会の活性化への取組み

▲埼玉県庁知事室にて

未来へつなぐ力 一致団結



多くの地元のお客さまから高いご信頼をいただき、
業績は順調に推移しております。

● 預金積金残高の推移
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　当金庫の預金積金残高は年々増加し、平成30
年度末では8,489億円となっております。そのう
ち個人のお客さまが8割近くを占め、多くの地元
の皆さまから高い信頼をいただいております。こ
れからもご信頼にお応えできるよう健全経営を
目指してまいります。

　当金庫は地元中小企業の健全な発展
および地域の皆さまの豊かな暮らしの
お手伝いのため、特定の業種に偏るこ
となく、バランス良くご融資を行ってお
ります。
　またお客さまの幅広い資金ニーズに
迅速・的確にお応えするよう、新商品の
開発等にも積極的に取組んでおります。

自己資本比率 ＝ ×100＝10.51％自己資本額（40,396百万円）
リスク・アセット等（384,098百万円）

● 貸出金残高の推移
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● 当期純利益の推移
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　当金庫の貸出金残高は、平成30年度末では
4,364億円となっております。地元中小企業の
健全な発展および地域の皆さまの豊かな暮らし
のお手伝いのため、特定の業種に偏ることなく、
バランス良くご融資を行っております。

　平成30年度において、当金庫は当期純利益
10億円を計上しております。
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● 単体自己資本比率の推移

　自己資本比率は金融機関の健全性や安定性を
はかる重要な指標のひとつです。
　当金庫の平成30年度末の自己資本比率は
10.51％と、国内基準である4％を大きく上回っ
ております。これからもご安心してお取引してい
ただけるよう自己資本を充実させてまいります。

　当金庫では「金融検査マニュアル」に則した自
己査定基準等に基づく厳正な資産査定を行い、
これを基に不良債権の償却・引当を実施しており
ます。
　平成30年度末の不良債権額は88億円となっ
ておりますが、その大部分は担保や引当金等で
保全されており、また十分な自己資本額によって
カバーされております。

経営の健全性を表す自己資本比率は10.51％となり、
国内基準である4％を大きく上回り、堅実な経営を
維持しております。

健全性の目安とされる基準（国内基準）
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● 不良債権（金融再生法開示債権）比率の推移

● 保全状況（平成30年度）

不良債権比率は年々低下し、2.03％に改善いたしました。
また、不良債権のうち9割以上は担保や引当金等で保全
されており、さらに豊富な自己資本で十分カバーされて
おります。
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不動産業 18.1％ 18.1％
うち市町村公社

1.9％
うち市町村公社

1.9％

地域の皆さまからお預かりした大切な資金（ご預金）は、
特定のお取引先や業種に偏ることなくバランス良くご融資
させていただいております。それ以外の資金は安全性を第一
に考え、預け金や有価証券等で堅実な運用をしております。
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多くの地元のお客さまから高いご信頼をいただき、
業績は順調に推移しております。
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● 当期純利益の推移

　当金庫の貸出金残高は、平成30年度末では
4,364億円となっております。地元中小企業の
健全な発展および地域の皆さまの豊かな暮らし
のお手伝いのため、特定の業種に偏ることなく、
バランス良くご融資を行っております。

　平成30年度において、当金庫は当期純利益
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● 単体自己資本比率の推移
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　自己資本比率は金融機関の健全性や安定性を
はかる重要な指標のひとつです。
　当金庫の平成30年度末の自己資本比率は
10.51％と、国内基準である4％を大きく上回っ
ております。これからもご安心してお取引してい
ただけるよう自己資本を充実させてまいります。

　当金庫では「金融検査マニュアル」に則した自
己査定基準等に基づく厳正な資産査定を行い、
これを基に不良債権の償却・引当を実施しており
ます。
　平成30年度末の不良債権額は88億円となっ
ておりますが、その大部分は担保や引当金等で
保全されており、また十分な自己資本額によって
カバーされております。

経営の健全性を表す自己資本比率は10.51％となり、
国内基準である4％を大きく上回り、堅実な経営を
維持しております。
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● 不良債権（金融再生法開示債権）比率の推移
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● 保全状況（平成30年度）

担保・保証 貸倒引当金
《保全率 91.3％》

破産更生債権破産更生債権等 危険債権 要管理債権
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不良債権比率は年々低下し、2.03％に改善いたしました。
また、不良債権のうち9割以上は担保や引当金等で保全
されており、さらに豊富な自己資本で十分カバーされて
おります。
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多くの地元のお客さまから高いご信頼をいただき、
業績は順調に推移しております。

● 預金積金残高の推移
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　平成27年3月より鴻巣パ
ンジーマラソンに協賛して
おります。平成31年3月2日
に開催された第37回鴻巣
パンジーマラソン大会に、
当金庫ランナーズクラブの
メンバーをはじめ、役職員が参加しました。当日は、鴻巣
市陸上競技協会の役員を永く務めた山口特別顧問の号砲
により一斉にスタートいたしました。

　平成30年11月9日、
蒲生西口支店に新た
に後援会「川信会」が
発足いたしました。蒲
生西口川信会の発足
により、当金庫45店
舗のうち、33店舗に
川信会が置かれること

となりました。今後も会員の皆さまの交流により組織の活
性化を図り、後援会活動を支援してまいります。
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　平成30年10月19日、当金庫の後援会「川信会」の会員
相互のマッチング機会を創出することを目的に、本店にお
いて川信会ビジネスマッチング交流会を初めて開催しまし
た。川信会会員119社のご参加をいただき、19社のマッチ
ングが成立しました。

地域密着型金融への取組み

● 川信会ビジネスマッチング交流会を開催
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　平成31年1月7日
より発売した第21
回環境クリーン定
期預金の完売によ
り、平成31年3月
22日に埼玉県庁に
おいて販売額の一
定割合に相当する

200万円を「彩の国みどりの基金」に寄附いたしました。
これまでの販売額は1,765億円、寄附総額は4,450万円と
なり、緑と川の再生のために使われています。

地域貢献・社会貢献への取組み

● 彩の国みどりの基金へ寄附

　平成30年10月31日、
当金庫と富士見市は包括
連携に関する協定を締結
いたしました。企業誘致
や創業支援、空き家対策
などで協力し、地域発展
のお手伝いをしてまいります。

● 富士見市と包括連携に関する協定を締結
　平成30年11月10日、川
口リリアにおいて、川口市
中核都市移行記念式が開催
されました。当金庫は長年
にわたり地域福祉の推進の
ために活動し、川口市の発

展のために貢献したとして表彰を受けました。

● 川口市中核都市移行記念式典において表彰

　平成31年3月25日、当
金庫とふじみ野市は包括
連携に関する協定を締結
いたしました。産業・経
済の振興、創業支援、地
域企業育成などで協力
し、地域活性化のお手伝いをしてまいります。

● ふじみ野市と地域活性化包括連携に関する
　協定を締結

　当金庫は、振り込め詐欺
被害防止をテーマとした
2019年カレンダーを職員か
らアイデアを募り作成し、地
域の事業所やお客さまに配
布しました。この取組みに
ついて、平成30年12月19日

に川口警察署より感謝状をいただきました。

● 振り込め詐欺防止への取組み

● 鴻巣パンジーマラソン大会に協賛、
　当金庫「ランナーズクラブ」の役職員が参加

● 蒲生西口支店に川信会が発足

地域の皆さまとともに

▲「ランナーズクラブ」のメンバー

地域社会の活性化への取組み

▲埼玉県庁知事室にて

未来へつなぐ力 一致団結
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