
平成29年7月
理事長　近 藤 　 実

ごあいさつ

平素は、西尾信用金庫に格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

今年も皆さま方に当金庫の経営方針や現状をお伝えするため「DISCLOSURE2017《にししん》の

現況」を作成いたしました。本誌では、少しでも経営の透明性を高めるために「中小企業の経営支援

に関する取組方針」、「平成28年度の事業概況」、「企業の社会的責任（CSR）への取組み」、「総代会

制度」、「コンプライアンス（法令等遵守）態勢」、「リスク管理態勢」などについて開示しておりますの

で、ご高覧のうえ、当金庫をより一層、身近な金融機関としてご理解いただければ幸いに存じます。

さて、平成28年度の我が国経済は、アベノミクスの取組みの下、雇用・所得環境が改善し、緩

やかな回復基調を続けました。しかしながら、年度前半には海外経済で弱さが見られたほか、国

内経済についても、個人消費や設備投資は所得、収益の伸びに比べ、力強さを欠いた状況となっ

ていました。特に、地域経済の担い手である中小企業の多くは、少子高齢化や人口減少、空洞化

といった従来からの構造的な課題に加え、慢性的な人手不足、為替動向による生産コスト等の変動、

売上不振といった逆境に晒されており、中小零細企業にとって厳しい状況が続いております。

このような環境下にあって、当金庫は、お客さま満足度の高い金融機関、地域のお客さまから頼

りにされ信頼される金融機関を目指し、当金庫の独自性・特性を活かしながら、お客さまや地域

の成長・発展等に資する取組みの推進に最善の努力を重ねてまいりました。おかげさまで、業容

面は順調に伸展しており、自己資本比率も20.11％と国内基準の4％をはるかに上回る強固な資本

構成となりました。また、金融再生法開示債権における不良債権比率も2.44％と、健全性におい

て全国有数の評価を得られる水準を維持できております。これもひとえに皆さま方の温かいご支援、

ご愛顧の賜物と深く感謝申し上げます。

平成29年度の経営環境は、「マイナス金利環境下における対応と競争力の強化」「地方創生・地

域活性化に向けた取組みの強化」「フィンテック等IT技術の活用」など課題が山積しておりますが、3

か年計画「頼りにされる“にししん”への挑戦」の最終年度として、当金庫の独自性・特性を活かし、

お客さまや地域の成長・発展等に資する各種施策に役職員一丸となって取り組んでまいる所存であ

りますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

地域に生まれ、地域で育ち、
　地域の皆さまとともに歩む
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西尾信用金庫の基本方針等

 ■基本方針 中小企業のための専門金融機関として、中小企業の堅実な育成発展に努め、また
広く国民大衆のための地域金融機関として、その生活の向上と地域経済の健全な振興
発展に貢献する。

 ■  経営方針 1. 郷土の発展となるか
 2. 会員（得意先）の繁栄となるか
 3. 金庫の隆昌を来たし職員の生活安定となるか

T02.10.01 産業組合法に基づき西尾信用組合を愛知県幡豆郡西尾町大字天王12番地に設立

S25.04.01 中小企業等協同組合法に基づき信用協同組合に改組

S25.07.26 本店を愛知県幡豆郡西尾町大字本町11番地に移転

S26.10.20 信用金庫法の施行により西尾信用金庫に改組

S36.04.05 本店を西尾市永楽町3丁目45番地に移転

S43.12.16 日本銀行との当座取引開始

S44.11.06 日本銀行歳入代理店業務の取扱開始

S47.03.15 日本銀行国債代理店業務の取扱開始

S48.01. ～ ｢仮名預金をなくす運動｣を推進

S55.10.13 本店を西尾市寄住町洲田51番地に移転

S58.06.01 国債、地方債又は政府保証債の募集の取扱（窓口販売）業務の取扱開始 

H03.11.11 日本銀行との手形割引取引及び手形貸付取引開始

H06.06.29 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託業務の取扱開始

H06.10.03 外国為替業務の取扱開始

H12.06.01 投資信託の窓口販売を開始

H13.04.02 保険の募集の開始、年金休日相談会の開始

H24.10.29「にししん経営者倶楽部」設立総会を開催

H24.11.05 中小企業経営力強化支援に基づく「経営革新等支援機関」として認定

H25.06.21「西三河ハイスクール・起業家コンテスト」が第16回信用金庫社会貢献賞・会長賞（全国信用金庫協会主催）を受賞

H25.09.02 海外子会社への直接貸付の認可取得

H25.09.26 事務センター棟・研修センター棟竣工

H25.09.28 創立100周年記念式典、記念祝賀会を開催

H25.09.30 預金残高1兆円を達成

H26.12.01 大府共和支店を大府市共和町三丁目２番地３に開設

H28.01.04 ジュニアNISAの取扱開始

H28.02.24 名古屋工業大学と産学連携に関する基本協定書締結

H28.06.01 道の駅「にしお岡ノ山」に店外ＡＴＭコーナーを設置

H28.06.13 辻支店新築移転オープン

H28.12.01 キャッシュカード振込の一部利用制限の開始（高齢者限定振込め詐欺防止対策）

H28.12.20 来店不要型（ＷＥＢ完結）ローン取扱開始

H29.01.23 信託契約代理業務開始

H29.03.16 蒲郡支店を蒲郡市八百富町３番８号に開設

H29.03.21 幸田支店新築移転オープン

西尾信用金庫の沿革

天王本店

寄住町本店

幸田支店

蒲郡支店

辻支店

永楽町本店

本町本店
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信用金庫の最高議決機関は、総会又は総代会であり、議決権は会員1人1票制をとって
います。総代は、定款の定めるところに従って会員の中から選任されます。 
総会又は総代会では、理事及び監事が選任され、理事によって理事会が構成されます。 
理事長等の代表理事は、理事会で選任され、信用金庫の日常業務は、理事会の決定の下
に行われます。
信用金庫は、金融庁の監督を受けており、関係法令を遵守しているか、経営は健全かと

いった視点から、定期的な検査を受けています。

信用金庫の運営

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

平成25年
3月末

平成26年
3月末

40,000

50,000

60,000

70,000
（単位：人）

64,288 64,557 64,926 65,186 64,578

平成27年
3月末

平成28年
3月末

平成29年
3月末

平成25年
3月末

平成26年
3月末

400
450
500
550
600
650
700
750
800

（単位：百万円）

791 792 793 794 785

 ■会員数  ■出資金

当金庫の会員資格は、当金庫の事業地区内にお住まいの方、お勤めの方、事業所をお持ち
の方、事業所を有する者の役員となっています。ただし、従業員が300人以下又は資本金
が9億円以下であることが必要です。会員となるためには、1万円の出資をしていただき
ます。

．当金庫の会員となることができない者

１．暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋 
等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」と
いう。）

２．次の各号のいずれかに該当する者
（1） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
（2） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
（3） 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当

に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
（4） 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する

こと。
（5） 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

．総代会の決議により除名となることがある場合

１．貸付金の弁済、貸付金の利子の支払又は手形債務の履行を怠り、期限後6ヶ月以内にその義務を履行しないとき。

２．法令もしくは当金庫の定款に違反し、当金庫の事業を妨げ又は当金庫の信用を失わせるような行為をしたとき。

３．自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
（1） 暴力的な要求行為
（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為
（3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
（4） 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの金庫の信用を毀損し、またはこの金庫の業務を妨害する行為
（5） その他前各号に準ずる行為

４．反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意でしていただく、上記  の「１」及び「２」のいずれにも該当
しないことの表明ならびに将来にわたっても該当しないことの確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。

５．5年以上継続してこの金庫の事業を利用せず、かつ、この金庫がその会員に対してする通知又は催告が5年以上
継続して到達しないとき。
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