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大阪府東部
地区 店番 店名 郵便番号 所在地 電話番号

守口市 18 守口東支店 〒570-0014 守口市藤田町2-5-14 ☎ 06-6902-1101
54 花博公園支店 〒570-0044 守口市南寺方南通2-4-13 ☎ 06-6996-1621

四條畷市 20 四条畷支店 〒575-0032 四條畷市米崎町13-38 ☎ 072-878-2121

東大阪市
13 東大阪支店 〒577-0816 東大阪市友井2-30-17 ☎ 06-6722-6501
44 永和支店 〒577-0055 東大阪市長栄寺2-5 ☎ 06-6781-1161
56 荒本支店 〒578-0954 東大阪市横枕2-3 ☎ 072-964-5751

八尾市 19 八尾支店 〒581-0084 八尾市植松町8-1-15 ☎ 072-994-1511
43 八尾桜ヶ丘支店 〒581-0869 八尾市桜ケ丘3-79 ☎ 072-997-2791

松原市 17 天美支店 〒580-0032 松原市天美東7-8-6 ☎ 072-334-0500
66 松原支店 〒580-0014 松原市岡2-11-13 ☎ 072-333-0551

大阪府南部 
地区 店番 店名 郵便番号 所在地 電話番号

高石市 82 高石南支店 〒592-0014 高石市綾園2-18-16 ☎ 072-264-5100

泉大津市 74 泉大津支店 〒595-0062 泉大津市田中町7-2 ☎ 0725-32-4501
85 和泉支店 〒595-0021 泉大津市東豊中町1-2-10 ☎ 0725-45-2121

和泉市 60 信太支店 〒594-0083 和泉市池上町1-4-24 ☎ 0725-41-7911
83 北信太支店 〒594-0003 和泉市太町145-23 ☎ 0725-45-0678

岸和田市

70 しもまつ支店 〒596-0827 岸和田市上松町2-1-20 ☎ 072-426-6181
72 春木支店 〒596-0006 岸和田市春木若松町1-35 ☎ 072-439-2323
73 岸和田支店 〒596-0076 岸和田市野田町2-7-3 ☎ 072-439-2345
76 久米田支店 〒596-0821 岸和田市小松里町1060-1 ☎ 072-445-1161

貝塚市 57 貝塚支店 〒597-0004 貝塚市西町12-15 ☎ 072-431-2481
81 南貝塚支店 〒597-0054 貝塚市堤32-1 ☎ 072-432-1321

泉佐野市 58 泉佐野支店 〒598-0007 泉佐野市上町3-10-19 ☎ 072-462-2981
泉南市 68 泉南支店 〒590-0522 泉南市信達牧野583 ☎ 072-482-3381
阪南市 59 尾崎支店 〒599-0202 阪南市下出727-4 ☎ 072-472-0081
忠岡町 75 忠岡支店 〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-18-14 ☎ 0725-32-4506

来店不要型店舗
地区 店名 アドレス
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店外ＡＴＭコーナー
地域 出張所名 所在地

大阪市内

毛馬橋出張所
ライフ杭全店出張所
ビス平野出張所
イオン野田阪神店出張所
今福鶴見出張所
茨木支店出張所
イズミヤ八尾店出張所
七道駅前出張所
ライフなかもず店出張所
コーナン貝塚東山店出張所
関空第1ターミナル出張所
関空第2ターミナル出張所
ＫＯＨＹＯ光明池店出張所
ビバモール和泉中央出張所

大阪市都島区毛馬町2-10-1 スギ薬局都島毛馬店2階
大阪市東住吉区杭全5-11-7 ライフ杭全店3階
大阪市平野区平野本町1-8-32 ビス平野1階
大阪市福島区海老江1-1-23 イオン野田阪神店4階
大阪市鶴見区鶴見4-2-2
茨木市東太田1-1-112 ローレルハイツ茨木総持寺2号棟1階
八尾市沼1-1 イズミヤ八尾店1階
堺市堺区鉄砲町25
堺市北区長曽根町3081-17 ライフなかもず店1階
貝塚市東山4-3-1 コーナン貝塚東山店1階
関西国際空港 旅客第１ターミナルビル４階 国際線出発フロア 中央集合エリア前
関西国際空港 旅客第２ターミナルビル１階出発ロビー西側
和泉市伏屋町3-2-50 KOHYO光明池店1階
和泉市唐国町3-17-56 ビバモール和泉中央1階

大阪府北部
大阪府東部

大阪府南部

兵庫県
地区 店番 郵便番号 所在地 電話番号

尼崎市 55 尼崎支店 〒661-0023 尼崎市大西町3-17-13 ☎ 06-6426-0011
店名

開示項目一覧

ページ ページ
１．金庫の概況及び組織に関する事項
 （１）事業の組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
 （２）理事・監事の氏名及び役職名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
 （３）事務所の名称及び所在地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55～57

２.金庫の主要な事業の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

３．金庫の主要な事業に関する事項
 （１）直近の事業年度における事業の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
 （２）直近の５事業年度における主要な事業の状況
  ①経常収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ②経常利益又は経常損失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ③当期純利益又は当期純損失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ④出資総額及び出資総口数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑤純資産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑥総資産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑦預金積金残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑧貸出金残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑨有価証券残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑩単体自己資本比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑪出資に対する配当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑫役員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑬職員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ⑭会員数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
 （３）直近の２事業年度における事業の状況
  ①主要な業務の状況を示す指標
   ア．業務粗利益及び業務粗利益率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
   イ．資金運用収支、役務取引等収支及びその他の業務収支 ・・・・・・30
   ウ．資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、
      利回り、及び資金利鞘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
   エ．受取利息及び支払利息の増減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
   オ．総資産経常利益率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
   カ．総資産当期純利益率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
  ②預金に関する指標
   ア．流動性預金、定期性預金、その他預金の平均残高 ・・・・・・・・・・・・36
   イ．固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分
      ごとの定期預金の残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
  ③貸出金等に関する指標
   ア．手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 ・・・・36
   イ．固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 ・・・・・・・・・・36
   ウ．使途別の貸出金残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
   エ．担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額 ・・・・・・・・・・・・37
   オ．業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 ・・・・・・・・37
   カ．預貸率の期末値及び期中平均値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
  ④有価証券に関する指標
   ア．有価証券の種類別の期中平均残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
   イ．預証率の期末値及び期中平均値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
   ウ．公共債引受額 ・ 公共債窓販実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40

４．金庫の事業の運営に関する事項
 （１）金融ＡＤＲ制度への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
 （２）リスク管理の体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17～18
 （３）法令等遵守への取組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19～20
 （４）中小企業の経営改善及び地域の活性化のための取組の状況 ・・・5～12

５．金庫の直近の２事業年度における財産の状況
 （１）貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・31～35
 （２）貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 
  ①破錠先債権に該当する貸出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
  ②延滞債権に該当する貸出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
  ③３ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
  ④貸出条件緩和債権に該当する貸出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
  ⑤金融再生法による債権額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
 （３）自己資本の充実の状況 
 （４）次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 
  ①有価証券 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38～39
  ②金銭の信託 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
  ③規則第１０２条第１項第５号に掲げる取引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
 （５）貸出金償却の額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
   
６．報酬等に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
   

７．単体における事業年度の開示事項
 （１）自己資本調達手段の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
 （２）自己資本の充実度に関する評価方法の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
 （３）信用リスクに関する事項
  イ．リスク管理の方針及び手続きの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,45
  ロ．標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項
    ①リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称 ・・・・46
    ②エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使
      用する適格格付機関等の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
 （４）信用リスク削減手法に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
 （５）派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関
  するリスク管理の方針及び手続きの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
 （６）証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項
  イ．リスク管理の方針及び手続きの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
  ロ．証券化取引に関する会計方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
  ハ．証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判
    定に使用する適格格付機関の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
 （７）オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項 
  イ．リスク管理の方針及び手続きの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
  ロ．オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称 ・・・・・42
 （８）銀行勘定における出資等エクスポージャー又は株式等エクス
  ポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要 ・・・・・・・・・・48
 （９）銀行勘定における金利リスクに関する次に掲げる事項
  イ．リスク管理の方針及び手続きの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
  ロ．銀行勘定における金利リスクの算定方法の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・42

■連結ディスクロージャーの開示項目
１．子会社等の概況に関する事項
 （１）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 ・・・・・・23
 （２）子会社等に関する事項
  ①名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
  ②主たる事務所の所在地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
  ③資本金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
  ④事業の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
  ⑤創立年月日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
  ⑥金庫が所有する子会社等の株式等の発行済株式の総数等に
   占める割合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
   
２．金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項
 （１）直近の事業年度における事業の概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
 （２）直近の５連結会計年度における主要な事業の状況を示す指標
  ①経常収益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
  ②経常利益又は経常損失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
  ③当期純利益又は当期純損失 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
  ④純資産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
  ⑤総資産額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
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