
最近５年間の主な経営指標の推移
単位 2014 年度

（2015 年３月末）
2015 年度

（2016 年３月末）
2016 年度

（2017 年３月末）
2017 年度

（2018 年３月末）
2018 年度

（2019 年３月末）
経常収益 百万円 11,971 11,380 12,316 10,415 9,591
経常利益 百万円 3,138 2,339 2,324 1,860 1,765
当期純利益 百万円 2,145 1,620 1,127 1,067 1,282
出資総額 百万円 1,351 1,352 1,352 1,344 1,336
出資総口数 千口 2,703 2,705 2,705 2,688 2,673
純資産額 百万円 56,094 55,908 54,528 54,269 55,621
総資産額 百万円 732,879 749,768 756,336 775,153 783,060
預金積金残高 百万円 661,773 680,463 682,507 702,740 710,394
貸出金残高 百万円 286,276 293,340 293,645 299,790 307,957
有価証券残高 百万円 304,515 297,190 236,550 227,668 192,518
単体自己資本比率 ％ 20.59 21.03 19.63 18.62 17.22
出資１口あたり配当金 円 20 30 20 20 20
役員数 人 16 16 16 16 16

うち常勤役員数 人 9 9 9 9 9
職員数 人 426 424 420 402 409

うち男性 人 272 263 258 245 249
うち女性 人 154 161 162 157 160

会員数 人 40,615 40,526 40,530 40,442 40,413
※単体自己資本比率は、算出方法を定めた「平成 18 年金融庁告示第 21 号」の改正により、新告示に基づき算出しております。

※ 計数は 2019 年 3 月末現在
です。単位未満は切り捨てて
表示してあります。

2018 年度の業績

概　況
　当金庫は、2016 年度からの 10 年間で取り組むべき基本施策の方向性を総合的に示すものとして「長期経営計画『第
二創世紀 共創とかち ～豊かな十勝の未来のために～ 』」を策定しました。同時に長期経営計画で示した「経営方針」、「経
営目標 (2026 年のあるべき姿 )」及び「5 つの基本戦略」を具現化するための 18 項目にわたる「行動計画」及びその「ね
らい」を中期経営計画に盛り込み、金融仲介機能を発揮し、取引先企業のニーズや課題に応じたソリューションの提供
により、取引先企業の成長や地域経済の活性化に貢献して行く基本方針のもと事業運営に当たってまいりました。
　2018 年度は、この中期経営計画の最終年度になることから、同計画で掲げた「18 の行動計画」の「ねらい」を実
現するため、単年度事業運営計画において 19 項目の個別施策を掲げ、その完遂に向け役職員一丸となって取り組んで
まいりました。

損　益
　経常収益は、貸出金の残高増加により貸出金利息が前期と同水準となり、手数料改定などに伴い役務取引等収益が増
加したものの、有価証券利息配当金、国債等債券売却益、金銭の信託運用益がそれぞれ減少したことなどから、前期比
824 百万円減少し 9,591 百万円となりました。
　経常費用は、一般貸倒引当金及び金銭の信託運用損の増加があったものの、国債等債券売却損、国債等債券償還損、
外国為替売買損及び人件費などが減少し、また、個別貸倒引当金の戻入もあったことから、前期比 729 百万円減少し
7,825 百万円となりました。
　この結果、経常利益は前期比 95 百万円減少し 1,765 百万円となりました。
　特別損益は、老朽化した庫宅の処分などにより固定資産処分益を 3 百万円、固定資産処分損を 29 百万円計上してお
ります。また、固定資産の減損損失を 69 百万円計上しております。
　以上により、税引前当期純利益は 1,671 百万円となり、法人税等合計 388 百万円を控除した結果、当期純利益は前
期比 215 百万円増益の 1,282 百万円となりました。

2019 年度事業の展望・対処すべき課題

事業の展望
　管内の資金需要は、足元では、農業関連などで設備投
資が堅調であるものの、公共工事が大幅なマイナスに転
じ、住宅着工に関しては、持家は前年を上回るものの、
賃貸住宅市場が大幅に前年を下回って推移しており、消
費増税の特需等の要因はあるものの、総体の資金需要の
伸びは鈍化するものと予想されます。加えて、日銀のマ
イナス金利政策長期化の見通しから、当金庫の収益環境
は更に厳しさを増していくものと見込まれます。
　このような情勢の下、当金庫は、2016 年度からスター
トした「長期経営計画」及び 2019 年度スタートの「新・
中期経営計画」のもと、お客さま本位の営業態勢を構築
し、十勝における金融サービスの維持・向上を図り、地
元事業者の成長と産業の発展に尽くしてまいります。

対処すべき課題
　十勝は農業を基幹産業とする底堅い経済基盤を有して
おりますが、人口・事業所の減少といった構造的な問題
を抱えており、十勝の経済規模も漸次縮小が懸念されて
おります。
　こうしたなか、当金庫では、事業性評価の取組みを一
層強化し、地域経済の担い手である事業者の真のニーズ
や課題を把握し、その解決に資する本業支援等を組織的・
継続的に行い、安定的に金融仲介機能を発揮することが
課題と捉えており、地元事業者と共通価値を創造すべく
取り組んでまいります。

出資金

預金積金 貸出金
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ご支援等

貸出金地域のお客さま
会員の皆さま 残 高

　貸出金は、地方公共団
体、金融・保険業、医療・
福祉などの業種で残高
の減少があった一方、卸
売業・小売業、農業・林
業、建設業、不動産・物品
賃貸業など幅広い業種
の資金需要が伸張した
ことなどにより、期末残
高は前期比2.72％増加
し307,957百万円とな
りました。
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　預金積金は、法人、年
金等高齢者層の流動性
預金の増加などにより、
期 末 残 高 は 前 期 比
1.08％増加し710,394
百万円となりました。
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経常利益：17億65百万円
当期純利益：12億82百万円
単体自己資本比率：17.22％

2018年度の
決算状況

●常勤役職員数／418人  ●店舗数／32店舗
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