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本誌に記載の数値は、原則、単位未満の端数を切り捨てて表示しています。したがって項目ごとの合計等が一致していない場合があります。また増減・比率につい
ては、原則、表上・グラフ上の計数を基に算出しています。
本誌は信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づいて作成したディスクロージャー資料（業務および財産の状況に関する説明書類）です。
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　皆さまには、平素より西武信用金庫に格別のご愛顧を賜り、誠にあ
りがとうございます。
　このたびの新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けられた
皆さまに、心よりお見舞い申しあげますとともに、医療の最前線で献
身的な活動をされている医療関係者の方々をはじめ、社会のインフラ
維持にご尽力いただいている皆さまに深く感謝申しあげます。

　昨年５月の行政処分につきましては、お客さまをはじめ、多くの関
係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、改
めて深くお詫び申しあげます。当金庫は、昨年６月に業務改善計画を
策定、関東財務局に提出し、以降、具体的な改善策を実行してまいり
ました。今後も同計画を確実に遂行することで、適切な業務運営の実
施と健全な企業文化の醸成による信頼の回復に努めてまいります。
　このような状況の下、2020年３月期は当期純利益66億円、自己資
本比率11.00％、不良債権比率1.78％となり、堅調な業績を維持でき
ましたことや、新型コロナウイルス対応に備えた予防的な引当金を含
めた貸倒引当金として167億円を計上するなど、財務の健全性を高め
ることができました。
　これも、ひとえに地域の皆さまのご支援の賜物と厚く御礼申しあげ
ます。

　さて、当金庫では「原点回帰 そして進化へ」をテーマに掲げた中期
経営計画（本年4月から3ヵ年計画）を策定し取り組んでおります。当
金庫のビジネスモデルの原点である「お客さま支援」を根幹とする
様々な事業に金庫を挙げて取り組み、お客さま一人ひとり、企業一社
一社のお気持ちや夢、未来や課題にしっかり寄り添うことで、“地域の
資金を地域に循環させる”という地域金融機関本来の使命をしっか
りと果たしてまいります。
　また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経済は不透明さ
を増しております。かかる状況下、当金庫は、本年2月から独自にお客さ
まへの支援融資の取扱いを開始しました。引き続きお客さまの資金面
をはじめ、経営に関するご相談に真摯に向き合ってまいる所存です。

　今後も地域の皆さまと共生する地域金融機関としての重大な責務
を自覚し、役職員が一丸となり、努力してまいります。
　変わらぬご支援ご愛顧のほど、よろしくお願い申しあげます。

ごあいさつ

『人間主義』=人がすべて
『人間主義』とは、役職員・社員一人ひとりが組織の中で個性と能
力を最大限に発揮し、地域のお客さまとのつながりを深めて共
に発展する、すなわち、人が経営のすべての原点であるという考
え方です。

1.社会的責任を果たすために健全な経営をします
2.お客さまへの支援活動を通じて地域社会の発展に貢献します
3.一人ひとりの個性と能力を最大限発揮できる職場とします

■基本理念 ■経営理念

髙橋一朗
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2020年7月

西武信用金庫　理事長

設 立 年 月 日
本 店 所 在 地
預 金 残 高
貸 出 金 残 高
出 資 金 総 額
出 資 会 員 数
当 期 純 利 益
コア業務純益

1969年(昭和44年）6月30日
東京都中野区中野2-29-10
2兆109億円
1兆4,981億円
240億円
102,823人
66億円
157億円

自己資本比率
不良債権比率
店 舗 数
常勤役職員数

11.00％
1.78％
76店舗
1,201人

お客さま〈出資会員〉

西武信用金庫

預金

●JCR格付　2019年8月取得

出資金 貸出金 コンサルティング

当金庫は（株）日本格付研究所（JCR）より、長期発行
体格付として「Ａ＋」の評価を得ております。Ａ＋

＊JCR格付は1年ごとに見直しが行われます。　

　2020年3月31日現在
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金庫概要

当金庫は、東京都(島しょ地域を除く)および埼玉県･神奈川県の一部を営業地域として、地域企業や住民の皆さまの
繁栄を共通理念とする協同組織金融機関です。
地域の皆さまからお預かりしたご預金を、地域経済や事業の継続的な発展、より良い暮らしのための資金需要として
お応えするほか、地域の皆さまの多様な課題を解決するためのコンサルティング機能発揮に努めるなど、地域の 
持続的発展に資する活動を展開しております。
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トピックス

2019年5月13日に文京区初の店
舗「本郷支店」を、10月1日にはイ
ンターネット上の店舗「東京プライ
ベートネット支店」を開設しました。
また、2019年5月27日より仮店舗
にて営業している「中神支店」（昭
島市）は、2020年7月下旬のリ
ニューアルオープンを予定してお
ります。

2019年7月1日よりシニア向け金利優遇定期預金「ハッピー」および「ほほえみ60」の取扱いを開始しました。次いで10月1日に「よろこ
び」などシニア向け定期預金の商品リニューアルを行い、シニア向け預金商品の拡充を図りました。また、運転経歴証明書・マイナンバー
カード等の制度普及と金利優遇機能を備えた「制度普及促進定期預金」を12月2日から取扱いを開始しました。
＊実績など詳しくは17ページをご覧ください

2019年8月1日よりクラウドサービス「Tokyo Big Advance」
の取扱いを開始しました。本サービスは、他社とのマッチングや、
会社の福利厚生の充実等の機能を有する便利なビジネス支援
ツールです。チャット機能など使い勝手もよく、多くの事業者の
方にご利用いただいております。
＊実績など詳しくは14ページをご覧ください

本郷支店 東京プライベートネット支店 中神支店

店舗の開設Pick up 1

シニア向け預金商品の拡充Pick up 2

「Tokyo Big Advance」取扱開始Pick up 3

お客さまの利便性を追求し、さまざまな取組みを実施しました。
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トピックス

2019年11月7日「第20回ビジネスフェア」を開催しました。今回は20thアニバーサリーとあって過去最大の248社が出展され、多くの商
談が行われました。フェア終了後の20周年記念シンポジウムでは、パネルディスカッション等の祝賀企画が執り行われ、当金庫は地域の皆
さまへの益々の貢献と共栄を宣言しました。
＊実績など詳しくは13ページをご覧ください

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに謹んでお見舞い申しあげ
ます。
当金庫では、刻々と変わる状況をふまえ、お客さまの安全・安心を第一にウイルス感染拡大防止に努
めるとともに、お客さまの状況を理解したうえで、柔軟に資金調達や経営に関するご相談を承ってお
ります。
具体的には、国や地方自治体の無利子の制度融資や補助金・助成金に加え、当金庫独自の融資商品を
取り揃えております。 また、資金調達面に限らず、テレワークの導入や売上減少対策のためのビジネス
マッチングなど、経営に関する各種ご相談もトータルで承っております。

「第20回ビジネスフェア」開催Pick up 4

新型コロナウイルスの感染拡大をうけてPick up 5

4/1 ●｢地域産業応援資金｣贈呈(39団体2,570万円）
4/15 ★｢家族不動産管理処分信託｣(ほがらか信託株式会

社)取扱開始
4/19 ■｢事業支援セミナー｣開催[173(4/19)～

186(2020/2/18)]
4/23 ★｢おひとりさまリバース｣(ほがらか信託株式会社) 

取扱開始
5/13 ▲｢本郷支店｣開店
5/15 ■｢第13回東京発！物産・逸品見本市｣開催 

(5/15～5/17)
5/27 ▲「中神支店」仮店舗営業開始
6/6 ▲｢西武年金友の会 日帰り旅行｣実施（6/6～7/30）
6/27 ▲｢第50期通常総代会｣開催
7/1 ★｢シニア向け定期預金｣取扱開始
7/5 ■｢マッチング西武会｣開催[新宿(7/5)･立川（7/18）]
7/22 ▲｢しんきんPayB(ペイビー)｣運用開始

8/1 ■｢Tokyo Big Advance｣取扱開始
8/28 ▲｢日本格付研究所(JCR)格付｣取得
9/2 ★｢金利優遇定期預金｣取扱開始（9/2～2020/3/31）
10/1 ★「シニア向け定期預金」商品リニューアル
 ▲｢東京プライベートネット支店」開店
11/7 ■「第20回ビジネスフェア」開催
12/1 ★「西武コンタクトセンター」始動
12/2 ★「制度普及促進定期預金」取扱開始
1/28 ▲｢西武年金友の会観劇会」実施 

（1/28・2/18・2/20・2/25）
1/29 ●「梅の里再生プロジェクト支援」助成金贈呈
 ■●★▲ 新型コロナウイルス感染拡大に伴う 

各種取組
2/1 ▲「西武信用金庫SDGｓ」宣言
3/9 ●「第7回西武街づくり活動助成金」贈呈

Pick up 1

Pick up 2

Pick up 3

Pick up 4

Pick up 5

Pick up 6

あゆみ　2019.4.1〜2020.3.31 ■事業支援　●街づくり支援　★資産形成・管理支援　▲その他

Pick up 1

Pick up 2

Pick up 2

テーマ「20年を振り返り、次の時代の更なる発展に
向けて」

パネルディスカッション
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トピックス

当金庫は、2020年2月1日にSDGs宣言を行い、持続可能な社会実現に向けて信用金庫の本業を通じた地域の課題解決および次世代に
配慮した持続可能な社会づくりへの貢献に努めております。

【参考：SDGs（Sustainable 
Development Goals）とは】
世界的な貧困や飢餓、天然資源の枯渇といっ
た地球規模のさまざまな課題を解決し、持
続可能な社会をつくるため、2015年に国連
総会で採択された『我々の世界を変革する

（Transforming Our World）：持続可能な
開発のためのアジェンダ2030』に記載された
2030年までの国際目標のことで、持続可能な
開発目標を表します。
17の目標と169のターゲットで構成され、「経
済」「社会」「環境」の3側面の調和による課題
解決と繁栄を提唱し、『誰一人取り残さない

（Leave No One Behind）』をテーマに、
2030年に向けた世界のあるべき姿を示して
います。
国際的な目標というと縁遠いイメージがあり
ますが、とても身近なものです。
目標達成に向けては、政府だけでなく自治体や
企業、諸団体、個人にいたる我々一人ひとり、す
べてのステークホルダーが相互理解し、協同的
なパートナーシップのもと、実施していくこと
が求められています。

西武信用金庫SDGsの取り組み
当金庫は持続可能な社会実現に向け、｢経済｣｢社会｣｢環境｣の3側面の調和による課題解決に努めSDGsに取り組んでおります。

重点項目１地域経済の発展と産業の活性化
当金庫は、永年培ってきた連携力とノウハウを活かした｢課題解決力｣を上進し、地域の事業者、地域の多様な課題の解決を
ご支援することで、持続的な地域経済の発展および産業の活性化に貢献します。

経済 Economy　Financial

社会 Social

取り組み例

・専門家派遣事業による課題解決支援
・公的支援施策取得活用支援
・ビジネスマッチング支援
・ビジネスフェアの開催
・東京発 ! 物産･逸品見本市の開催

・産学連携支援
・創業支援
・海外展開支援
・西武しんきんキャピタルによる
　ベンチャービジネス投資

・AI･キャッシュレス化の普及支援
・事業承継支援
・再生支援

重点項目２豊かで魅力ある街づくり
当金庫は、福祉、教育、社会的弱者支援など地域・社会の課題解決に取り組む地域の事業者、団体等に対するご支援や、
地域の様々なステークホルダーとのパートナーシップを深め、地域の人々が安心して生活できる豊かで魅力ある持続可能な
街づくりの実現に貢献します。

取り組み例

・｢街づくり定期預金｣による、地域･社会の課題解決に取り組むNPO団体等に対する助成金の交付
・ソーシャル・コミュニティビジネスを行っている団体･事業者に対する支援｢西武コミュニティローン｣の取扱い
・地域活性化事業を行う商工会議所･商工会等の団体および中小企業との産学連携事業を行う大学等に対する助成金｢地域みらいプロジェクト｣の贈呈
・地域イベントへの協力（｢東村山エール飯｣ほか）

事業支援活動

街づくり支援活動

資産形成･管理支援活動
・リバースモーゲージタイプローン　・商事信託、民事信託、遺言信託　・投資信託　・生命保険

重点項目３多様な人財育成
当金庫は、多様な課題･ニーズに対応できる「人財」の育成に注力します。また、役職員一人ひとりの個性に留意し、
安心して活躍できる働きがいのある職場づくりと社会の実現に努めます。

取り組み例

当金庫の取り組み
・職員の要望を反映した職場環境、設備の改善
・職員のスキル・職位に応じた適宜適切な研修などの見直しと活性化
・短時間勤務制度の対象を３歳未満から小学校卒業まで延長

重点項目４環境活動
当金庫は、環境に配慮した事業活動に取り組みます。また、環境活動に対する取り組みを実施している地域の事業者、
団体等をご支援することで、地域の環境保全に貢献します。

取り組み例

当金庫の取り組み
・エコアクション21に資する取り組み
・環境省 温暖化防止対策活動｢COOL CHOICE｣に賛同し、実施イベントに参加
・エコキャップ運動を実施 
・クールビズ・ウォームビズの実施 
・環境に配慮した設備、備品等の採用(LED･環境配慮型店舗･ディスクロージャー等にFSC認証紙を使用･各種イベント粗品） 

普及促進の取り組み
・環境やSDGsをテーマにした、お客さま向けのセミナーの実施
・NPO法人環境文明21が主催する経営者「環境力」大賞への協賛、およびお客さまへの啓発提案活動の実施

環境 Environment

「西武信用金庫SDGｓ」宣言Pick up 6
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トピックス

西武信用金庫SDGsの取り組み
当金庫は持続可能な社会実現に向け、｢経済｣｢社会｣｢環境｣の3側面の調和による課題解決に努めSDGsに取り組んでおります。

重点項目１地域経済の発展と産業の活性化
当金庫は、永年培ってきた連携力とノウハウを活かした｢課題解決力｣を上進し、地域の事業者、地域の多様な課題の解決を
ご支援することで、持続的な地域経済の発展および産業の活性化に貢献します。

経済 Economy　Financial

社会 Social

取り組み例

・専門家派遣事業による課題解決支援
・公的支援施策取得活用支援
・ビジネスマッチング支援
・ビジネスフェアの開催
・東京発 ! 物産･逸品見本市の開催

・産学連携支援
・創業支援
・海外展開支援
・西武しんきんキャピタルによる
　ベンチャービジネス投資

・AI･キャッシュレス化の普及支援
・事業承継支援
・再生支援

重点項目２豊かで魅力ある街づくり
当金庫は、福祉、教育、社会的弱者支援など地域・社会の課題解決に取り組む地域の事業者、団体等に対するご支援や、
地域の様々なステークホルダーとのパートナーシップを深め、地域の人々が安心して生活できる豊かで魅力ある持続可能な
街づくりの実現に貢献します。

取り組み例

・｢街づくり定期預金｣による、地域･社会の課題解決に取り組むNPO団体等に対する助成金の交付
・ソーシャル・コミュニティビジネスを行っている団体･事業者に対する支援｢西武コミュニティローン｣の取扱い
・地域活性化事業を行う商工会議所･商工会等の団体および中小企業との産学連携事業を行う大学等に対する助成金｢地域みらいプロジェクト｣の贈呈
・地域イベントへの協力（｢東村山エール飯｣ほか）

事業支援活動

街づくり支援活動

資産形成･管理支援活動
・リバースモーゲージタイプローン　・商事信託、民事信託、遺言信託　・投資信託　・生命保険

重点項目３多様な人財育成
当金庫は、多様な課題･ニーズに対応できる「人財」の育成に注力します。また、役職員一人ひとりの個性に留意し、
安心して活躍できる働きがいのある職場づくりと社会の実現に努めます。

取り組み例

当金庫の取り組み
・職員の要望を反映した職場環境、設備の改善
・職員のスキル・職位に応じた適宜適切な研修などの見直しと活性化
・短時間勤務制度の対象を３歳未満から小学校卒業まで延長

重点項目４環境活動
当金庫は、環境に配慮した事業活動に取り組みます。また、環境活動に対する取り組みを実施している地域の事業者、
団体等をご支援することで、地域の環境保全に貢献します。

取り組み例

当金庫の取り組み
・エコアクション21に資する取り組み
・環境省 温暖化防止対策活動｢COOL CHOICE｣に賛同し、実施イベントに参加
・エコキャップ運動を実施 
・クールビズ・ウォームビズの実施 
・環境に配慮した設備、備品等の採用(LED･環境配慮型店舗･ディスクロージャー等にFSC認証紙を使用･各種イベント粗品） 

普及促進の取り組み
・環境やSDGsをテーマにした、お客さま向けのセミナーの実施
・NPO法人環境文明21が主催する経営者「環境力」大賞への協賛、およびお客さまへの啓発提案活動の実施

環境 Environment
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業績ハイライト 

●預金・貸出金の状況
預金残高は、2兆円超、貸出金残高も1兆4千億円台を計上しました。

当期純利益66億円、自己資本比率11.00％と堅調な業績を維持できました。

■業績の推移　 （単位：億円）

科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

預金残高 16,436 17,490 19,351 20,416 20,109 

貸出金残高 12,500 14,470 16,618 16,642 14,981 

当期純利益 74 61 89 76 66

経常利益 60 82 122 121 107

業務純益 53 97 119 124 132 

コア業務純益 86 105 144 181 157 

19,35120,000
（億円）

15,000

10,000

0
2017年度

17,490

2016年度

16,436

2015年度

20,416

2018年度

20,109

2019年度

2兆109億円■預金残高

1兆4,981億円■貸出金残高

16,618

20,000
（億円）

15,000

10,000

0
2017年度

14,470

2016年度

12,500

2015年度

16,642

2018年度

14,981

2019年度
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業績ハイライト 

●損益の状況
最終的な利益にあたる当期純利益は、66億円を計上しました。

60
82

122 121
107

200
（億円）

107億円■経常利益

150

100

50

0
2017年度2016年度2015年度 2018年度 2019年度

86
105

144

181

157

200
（億円）

157億円■コア業務純益

150

100

50

0
2017年度2016年度2015年度 2018年度 2019年度

74
61

89
76

66

200
（億円）

66億円■当期純利益

150

100

50

0
2017年度2016年度2015年度 2018年度 2019年度

コア業務純益とは？　 業務純益から一時的な変動要因（一般貸倒引当金繰入額や国債等債券関係損益）を除いたもの。 
貸出業務など金融機関の本来の収益力を表します。
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業績ハイライト 

自己資本の額は、利益等の積み上げにより1,639億円を計上しました。自己資本比率は11.00％となり、金融機関の
健全性を示す国内基準の4％を大きく上回っています。

不良債権残高は284億円となりましたが、不良債権比率は1.78％と低水準を保っています。

1,173 1,242
1,463 1,570 1,639

3,000
（億円）

1,639億円■自己資本の額

12
（%）

8

4（国内基準）

0

2,000

1,000

0
2017年度2016年度2015年度 2018年度 2019年度

9.319.20
10.06 9.66

11.00

11.00%■自己資本比率

219
192

162

221

284300
（億円）

284億円■不良債権残高

3
（%）

2

1

0

200

100

0
2017年度2016年度2015年度 2018年度 2019年度

1.78%■不良債権比率

0.96

1.32

1.74

1.27

1.78

■業績の推移　�

科　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

自己資本の額 ＊1 （億円） 1,173 1,242 1,463 1,570 1,639

自己資本比率 ＊1 （%） 10.06 9.20 9.31 9.66 11.00

不良債権残高 ＊2 （億円） 219 192 162 221 284

不良債権比率 ＊2 （%） 1.74 1.32 0.96 1.27 1.78
＊1 単体･国内基準　＊2 単体･金融再生法開示債権

●自己資本の額と自己資本比率の状況

●不良債権残高と不良債権比率の状況
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業績ハイライト 

地域社会との共生（中期経営計画）…………………………………………… 11

事業支援…………………………………………………………………………… 11

　起業ステージ…………………………………………………………………… 12

　成長・円熟ステージ…………………………………………………… 13～15

街づくり支援……………………………………………………………………… 16

資産形成・管理支援……………………………………………………………… 17

お客さま支援活動編
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事業支援 街づくり支援

お客さま支援活動
資産形成・管理支援

地域社会との共生

事業支援

中期経営計画のテーマ「原点回帰 そして進化へ」の「原点回帰」は、地域の中
小企業・小規模事業者の皆さま、地域に居住・勤務される個人の皆さまが直面
される様々な課題に、ともに向き合い解決する、すなわち「お客さま支援活動」
を実直に展開しながら、地域からお預かりした資金で地域の資金需要に応え、
循環型社会の実現に貢献することです。
そして「進化」とは、原点回帰を果たしつつ、地域のお客さまの視点に立った、
新たなサービス等の提供にも積極的に取り組み、挑戦することです。
私たちは、地域の活性化と豊かで安心できる暮らしの創出に尽くしてまいり
ます。

当金庫は、2020年4月より新たな中期経営計画を掲げ「地域社会との共生」の実現に努めております。
私たちは、地域のお客さまやともに働く仲間のしあわせのため、役職員一人ひとりができることを考え行動します。

当金庫は、中小企業等経営強化法の認定経営革新等支援機関として、下記のコンサルティング態勢のもと地域発展
の担い手である中小企業・小規模事業者の皆さまの持続的な成長をサポートしています。

中小企業・小規模事業者の皆さま
製商品・サービス・技術の向上 強い財務･経営力の向上人材や組織力の向上

西武信用金庫

営業店 本　部

専門家

連 携

販路開拓･技術革新･海外進出･資本増強･事業承継など多岐にわたる課題を解決

西武しんきんキャピタル株式会社

国や都・県、大学など公的連携機関

税理士や中小企業診断士など

コ ン サ ル テ ィ ン グ

地域社会との共生

中期経営計画

経
営
理
念

原点回帰　そして進化へ
2020.4 ～ 2023.3

お客さま本位の
支援活動の充実

健全性
維持

デジタル
イノベーション

働きがいある
職場づくり

業務運営態勢の
強化

方針

中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取組み状況

●中期経営計画「原点回帰 そして進化へ」（2020年4月～2023年3月）

●中小企業コンサルティング体制

●ライフステージに応じた企業支援のため各種研修を実施しています（2019年度の実績）

地域社会との共生
事業支援

企業実態把握力および提案力向上のため
・企業調査研修（支店長向け） 3回
・営業力強化研修（営業統括副支店長向け） 3回
・営業力強化研修（コーディネート担当者向け） 7回

与信判断力向上のため
・融資実践力強化研修（内部統括副支店長向け） 12回
・融資実践力強化研修【格付・自己査定編】 2回
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事業支援 街づくり支援

お客さま支援活動
資産形成・管理支援

創業専用融資
2019年度は、366件の創業融資を実
行し、創業期の資金需要にお応えしま
した。

ベンチャー･ビジネス（VB）投資
新規事業に挑戦している皆さまに対し、
西武しんきんキャピタル株式会社（当金
庫子会社/2003年設立）を通じてエクイ
ティ資金の供給を行っています。子会社
設立以降のべ116社のVB投資を実行
し、うち12社が上場を果たしています。

1. 創業期の資金需要をサポート

事
　
例

創業支援セミナーの開催
新たなビジネスを成功させるには、革新的なアイデアや技術だ
けではなく、マーケティングや組織管理、財務などの経営面の知
識やノウハウが必要となります。
当金庫は｢創業支援セミナー｣を開催し、創業の知識やノウハウ
習得にお役
立ていただ
きました。

オフィススペースの提供
創業期の出費は抑えたいもの。当金庫は安価な家賃のオフィス
スペースを設け、創業期の活動拠点としてご利用いただいてい
ます。

お客さまの「古民家を再生して地域の憩いの場にしたい」との新事業への
想いをうけ、地域の活性化につながる街づくりの創出をサポートしました。
具体的には当金庫はこの新事業を企画した事業者に対し、幅広い支援者
から資金調達できるクラウドファンディングをご提案。空き家の有効利用
と地方創生に寄与する事業として自治体の関心も高く、結果的に目標金
額を上回る資金調達に成功しました。
調達した資金は「緑開く庭」の造成に活用。今後も東村山市や市民と協同
し、まちの人の拠りどころとして展開されるのが楽しみです。

2. 創業期のノウハウや活動拠点をサポート

古民家再生、住み続けられる街づくり 地域の憩いの場所を！
クラウドファンディングによる古民家再生で新たな事業がかなったケース

●経営支援に関する取組み状況

創業・新事業開拓期は、ビジネスとして成功するために必要な経営資源（人･物･金･情報）が乏しいこ
とから、起業への第一歩を踏み出せない方も多くいらっしゃいます。当金庫はこうした課題を解決す
るため、ニーズに合った支援メニューを取り揃え、皆さまの起業をご支援しています。

起業
ステージ

創業のイロハを
しっかり学べます！

実践！
創業セ

ミナー
受講料
無料！

日程

20 2 0年　2 /1 (土)・2 /8 (土)・2 /1 5 (土)・2 /2 2 (土)

短期集中で
効率的

夢から、現実へステップアップ！

定員

申込方法

2 4名（先着順／定員になり次第受付締切／
　　　　お申込みが５名を下回った場合は、
　　　　開催を見合わせる場合がございます）

西武信用金庫ホームページよりお申込み
（詳しくは裏面を参照ください）

会場
中野区役所　９階会議室
（詳しくは裏面を参照ください）

●杉並区・中野区で創業をお考えの方
●もしくは創業間もない方で、融資の利用を検討または予定している方

一時保育
先着6名（0歳児～小学校就学まで）
利用料：無料

資金調達を
検討したい方におススメ

毎回10：00～15：00　＊各日　昼休憩１時間あり
対象

主　催 共　催

塾
業
創

独立開業ノウハウ習得集中セミナー、参加者募集中！

７/10
(水)

｢夢を実現するためのはじめの一歩｣
○創業にむけた準備確認　○成功に導く事業計画の作り方

中小企業診断士
　佐藤泰久氏

７/17
(水)

中小企業診断士
　山内喜彦氏

７/24
(水)

中小企業診断士
　稲垣裕充氏

８/7
(水)

中小企業診断士
　村尾奈津氏

対象者 創業を具体的に考えている方・４日間参加可能な方 定　員 ２０名

受講料 ２，０００円(税込）　＊4回テキスト代込 場　所 東村山市立中央公民館

創業の基礎知識から実践ノウハウまで、楽しく学ぼう！

日程／カリキュラム 全日　18：00～21：00

→お申込みは裏面をご覧ください

東村山市

東村山市

｢夢を実現するために知っておかねばならない会計知識｣
○事業計画に必要な簿記の構造　○数値計画の作り方

｢夢を実現するための人材育成｣
○ʻ想いʼの共有がヒトを育てる

｢夢を実現するための販路開拓｣
○売るために考えること　○ITを活用した販売促進

１
2
3
4

講
師

講
師

講
師

講
師

• ｢西武インキュベーションオフィス」
　当金庫薬師駅前支店併設施設
　2003年開設
　運営: 西武しんきんキャピタル株式会社
• ｢西武コミュニティオフィス」
　当金庫荻窪支店併設施設
　2005年開設
　運営: 西武信用金庫

2019
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事業支援 街づくり支援

お客さま支援活動
資産形成・管理支援

お客さまの多岐にわたる課題を専門家のノウハウで迅速に解決する｢専門家派遣｣態勢を構築し、課題解決に努めています。

問診申込み 専門家･金庫職員が
訪問等実施し
相談内容を
ヒアリング

専門家･金庫職員が
解決策を提案

･支援メニューの活用
･連携機関のご紹介
･資金支援など
具体的な解決策を実行

相談受付 現状把握 解決策の
提案

解決策の
実行

1 2 3 4

2. 専門家派遣事業

3. ビジネスセミナーの開催
西武事業支援セミナー
多様な専門家･コンサルタント･現役の経営者など、実務者中心の講師選定で好評のビジネスセミナーを開催しました。2019年度は、の
べ603名に参加いただきました。

事 

例 鉄道車両の部品製造を営む事業者は、受発注のニーズに対応するため設備の更新が必要だった。そこで当金庫は「東京
都革新的事業展開設備投資支援事業」の助成金申請を提案。申請では当金庫より派遣された専門家の支援が功を奏し、
助成金の交付が決定した。事業者は設備更新がかない幅広いニーズ対応が可能となった。

助成金を活用した設備投資で生産力アップにつながったケース

成長･安定期、円熟期における各社の経営課題は、業種や市場などで異なり、その解決手段も多岐にわ
たります。当金庫は、それら多種多様の経営課題に対し、専門家派遣や事業診断、資本強化策など適切
な支援メニューを適宜ご提案することで、中小企業のライフステージに合わせた支援を行っています。

成長･円熟
ステージ

1. ビジネスイベントで事業をバックアップ
オンリーワンの製品で勝負するものづくり企業や、こだわりの食材で美味を追求する食品製造販売系企業など、多種多様な事業者のステッ
プアップに各種ビジネスイベントを開催し、各社の成長を後押ししました。

第13回東京発！物産・逸品見本市 第20回ビジネスフェア
開催日 ： 2019年5月15～17日
場所 ： 新宿駅西口広場イベントコーナー
出展団体数 ： 62
来場者数 ： 53,428 
バイヤー商談件数 ： 242

開催日 ： 2019年11月7日
場所 ： 東京ドームシティプリズムホール 
出展団体数 ： 248
来場者数 ： 5,911
マッチング件数 ： 3,371

●専門家派遣フロー図

第185回　事業支援セミナー

＊定員になり次第募集終了となります
＊原則2回すべてご参加いただける方を募集いたします

水上　貴央氏
銀行系シンクタンクを経て2007年早稲田大学法科大学院修了。早稲田リーガルコモンズ
法律事務所パートナー弁護士、青山学院大学法務研究科助教授などを歴任し、2017年、
Socio　Forward株式会社を設立する。地域貢献型の再生可能エネルギー事業への法的
助言や政策提言、著作物を多数発表し、ＵＲ都市機構契約監視委員、（一社)グリーンファ
イナンス推進機構諮問委員、行政改革推進会議歳出改革ワーキンググループ委員などを
務める。また、国や企業を対象にしたSDGsや再生可能エネルギーに関するセミナー講師
としても活躍中。

2015年に国連で採択されたSDGs。
近年では、政府や自治体だけでなく、SDGsに取組む民間企業が加速度的に増えています。
これから持続可能な経営を目指す方、SDGsをこれから学びたい経営者の方は、
ぜひ、ご参加ください。

Socio Forward株式会社　代表取締役　　／　弁護士

第 回１
2020

1/22(水)
「SDGsとは︖」SDGsの基礎編
SDGsとは︖　何故注目されているの︖　どのように関係あるの︖など
SDGsについての基本を学んでいただきます。

第 回2
2020

2/5(水)
「企業がSDGsに取組むメリットや留意点は︖」
SDGsは企業活動とどのように関係しているのか。
SDGsを企業が取り組むメリットなど、事例を交えご紹介します。

各回15:00～17:30時間 西武信用金庫　本店場所

無料費用各回50名定員

講師

□SDGs導入の
きっかけに！

SDGsをはじめよう!

SDGsセミナーカリキュラム

第184回　事業支援セミナー

＊定員になり次第募集終了となります
＊原則3回すべてご参加いただける方を募集いたします

岩尾加寿美氏
株式会社ヤマノビューティメイトにビューティインストラクターとして入社しメイクアップ・エステティックの
美容の基礎技術を磨く。その後、美容品訪問販売会社へ入社し、コンサルティング営業法を独自
開発。売上高実績全国第一位を連続で獲得する。これまでの経験を活かして印象力をつける
外見改革によるコンサルティングおよび研修業を営むため独立。
2003年有限会社ナムグローバル代表取締役に就任し、美容コンサルタントとして業務を開始する。
大手企業・官公庁を中心に研修講師を多数担当。現在、人財育成講師として活躍中。

当金庫人気NO.1セミナーの講師、岩尾先生がご登壇。
部下を持つ、これから持つ、キャリアアップを目指す女性が対象です。
ぜひ、ご参加ください！

美容･人財コンサルタント
有限会社ナムグローバル代表取締役

第 回１
2020

1/24(金)
「企業における女性社員の影響力と自己分析」
・女性活躍推進とは
・自分の強み・特性 自己チェック
・第一印象　・立居振舞と表情

第 回2
2020

2/7(金)
「視覚的印象を磨いて仕事で輝く」
・イメージコンサルティング
・パーソナルカラー
・ビジネスメイクとヘアスタイル

第 回3
2020

2/20(木)
「内面を磨き職場で光る人財となる」
・コミュニケーション
・多様性・他者理解、受容性を磨く
・自己分析まとめ

各回14:30～17:30時間 西武信用金庫　本店場所

無料費用30名定員

講師

NEW
企画セミナー
NEW

企画セミナー

女性活躍

　　　推進研修
□女性限定の少

人数セミナー

□業種・年齢不問

□キャリアアップに！

＊定員になり
次第募集終了14:30～17:30

各回

開催日・場所

時間 30名
各回定員 無料

各回
費用

講師

2019. 12/5
第１回

2019. 12/12
第２回 本　　店(中　野)

カリキュラム

2019. 12/19
第３回 本　　店(中　野)

本　　店(中　野)

 (木)

 (木)

 (木)

酒井勇貴氏
長岡技術科学大学大学院修了。老舗産業資材メーカーにて研究開発業務に従事。
その後、独立系ベンチャーキャピタルグループにて家電ベンチャーのEC事業の立ち上げを
行う。独立後は新規事業・営業支援の他、IT・IoT導入や人材育成・目標管理制度
の導入などの生産性向上支援にも支援領域を拡大。
「メーカー技術者・ベンチャーキャピタル・ベンチャー経営陣」という3つの経験を武器にした
業績向上支援を得意とする。

実績豊富な講師がリーダーシップ・マネジメント理論を伝授。
幹部、中堅社員の人材育成プログラムとして最適です。ぜひ、ご参加ください︕

■リーダーは“まとめ役”ではない
■“マネージャー＝管理職”は誤訳である
■リーダーシップ無くしてマネージャーは務まらない
■使命・目標・価値観の設計能力が重要
■“部下の目標を上司が管理”では失敗する

実務家のためのリーダーシップとマネジメント論

■リーダーに必須の“勝つための思考法”とは︖
■確実に仕事を前に進める逆算思考とは︖
■強い右腕人材は”8つ自問自答”をしている
■リーダーシップとフォロワーシップ
■批判的思考力とロジカルシンキング

余人をもって代えがたい“右腕人材”になるための経営者思考

■部下が育つチームと育たないチームの違い
■「教えられない・育成できない」はマネージャー失格
■信頼関係を最大化するコミュニケーション技法
■部下の成長を促すフィードバック技法
■不満分子部下を蘇らせる個別面談テクニック
■年上部下にも使える万能フィードバック技法とは︖

今いる人材で勝つための部下育成の技術

第183回　事業支援セミナー

＊原則３回すべてご参加いただける方を募集いたします

30名限定、連続演習方式セミナー
中堅社員研修

社長の右腕となる人材の育成に

株式会社コンサラート　アドバイザリーボードメンバー
経営学修士(MBA)　中小企業診断士　東洋大学大学院非常勤講師

□３０名限定の大人気セミナー

□社員教育に！

第182回　事業支援セミナー

＊定員になり次第募集終了50名 無料

日時/会場

定員 費用

2019年12月6日（金）15：00～17:00　　　／　　西武信用金庫　本店　（中野）

講師

□社員の生産性向
上

□営業力強化

□現場の業務効率
化

□幹部層の育成

｢鬼速PDCA｣著者
冨田和成氏ご登壇！

売上２倍、３倍も夢じゃない。
超高速成長を達成するための実践プログラムを学び、自社経営に活かそう！

鬼速PDCAで実現する急成長組織の作り方講演テーマ

経営者限定｢経営セミナー｣

株式会社ZUU　代表取締役冨田和成氏
神奈川県出身。一橋大学在学中にソーシャルマーケティングの分野で起業。
2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライ
ベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。
2013年3月に野村證券を退職。同年4月に株式会社ZUUを設立し代表取
締役に就任。

第180回　事業支援セミナー

＊定員になり次第募集終了80名 無料

経営者目線による、財務分析を通じた経営力向上のヒント

日時/会場

定 員 費 用

2019年10月17日（木）15：00～17:30　　　　／　　西武信用金庫　本店　（中野）

1. 会社の現状を見える化するための財務分析

2. 会社を継続するために必要な管理会計

3. 中小企業を取り巻く財務関連のトレンド

講 師

数字で失敗しない、財務による経営力強化

□財務集中セミナー！

□経営に携わる方に！

｢財務セミナー｣
応用編

私たち中小企業が厳しい市場環境の中で事業を継続していくためには、
自社の財務状況を理解し、それに基づいた的確な経営方針を構築にする力が
より必要になります。
応用編では、場当たり的な経営ではなく、財務の根拠にもとづいた判断材料によって
経営のかじ取りができる「数字で失敗しない経営者」を目指していただきます。

株式会社コンサラート　代表取締役社長覚張和寿氏
大学卒業後、医薬品メーカーにてドラッグストアをリードする大手企業を担当し、
企業対企業取り組みのなかでマーケティング戦略等を学ぶ。
2008年に中小企業診断士資格を取得し、2010年に(株)コンサラート代表取締
役に就任。現在、22名の経営コンサルタントを有する経営者、また経営コンサル
タントとして、地域金融機関や中小企業支援機関等との連携による中小事業者
支援に尽力。

第179回　事業支援セミナー

＊定員になり次第募集終了80名 無料

経 営 者 目 線 による 、財 務 資 料 を 通 じ た 経 営 力 向 上 の ヒント

日時/会場

定 員 費 用

2019年10月10日（木）15：00～17:30　　　　／　　西武信用金庫　本店　（中野）

1. 中小企業経営者が知っておくべき決算書のポイント

2. 損益計算書を経営に活かす

3. 貸借対照表を経営に活かす

講 師

知っておいて損はない、会社の数字の活かし方

□財務集中セミナー！

□経営に携わる方に！

｢財務セミナー｣
基礎編

会社の事業活動内容を数字として記している決算書は、年に1回の健康診断書のようなもの。
問題を放置しておくと大病を患うことになってしまいます。
また、決算書に基づく財務資料は、金融機関などのステークホルダーや社内でのコミュニケー
ションツールとしてとても重要です。
基礎編では、決算書を使い、会社の数字の見方・読み方を理解することで、
財務管理への活かし方をお伝えします。

株式会社コンサラート　代表取締役社長覚張和寿氏
大学卒業後、医薬品メーカーにてドラッグストアをリードする大手企業を担当し、
企業対企業取り組みのなかでマーケティング戦略等を学ぶ。
2008年に中小企業診断士資格を取得し、2010年に(株)コンサラート代表取締
役に就任。現在、22名の経営コンサルタントを有する経営者、また経営コンサル
タントとして、地域金融機関や中小企業支援機関等との連携による中小事業者
支援に尽力。

第173回　事業支援セミナー

社会人の基本
ビジネスマナー、学べます

各回
15:00～17:30時間 定員 費用

日程

内容

＊定員になり
次第募集終了

駐車場はございません。公共交通機関にてご参加ください。

美容･人財コンサルタント岩尾加寿美氏 有限会社ナムグローバル代表取締役

株式会社ヤマノビューティメイトにビューティインストラクターとして入社しメイクアップ・エステティック
の美容の基礎技術を磨く。その後、美容品訪問販売会社へ入社し、コンサルティング営業法を
独自開発。売上高実績全国第一位を連続で獲得する。これまでの経験を活かして印象力を
つける外見改革によるコンサルティングおよび研修業を営むため独立。
2003年有限会社ナムグローバル代表取締役に就任し、美容コンサルタントとして業務を開始
する。大手企業・官公庁を中心に研修講師を多数担当。現在、美容･マナー講師として活躍
中です。

1.ビジネスマナーとは
2.第一印象、強力アップ法
3.挨拶・名刺交換の基本マナー
4.円滑なコミュニケーションのための話し方･言葉づかい
5.ビジネスメール
6.来客応対の心得
7.復習

2019年４月19日（金）　／　�中小企業大学校東京校　講堂（東大和市）

2019年５月10日（金）　／　�中野サンプラザ 14Ｆ　クレセントルーム（東京都中野区）会場

各回
100名

各回
無料

講師 有限会社ナムグローバル代表取締役

メイクアップ・エステティック
美容品訪問販売会社へ入社し、コンサルティング営業法を

印象力を

開始
大手企業・官公庁を中心に研修講師を多数担当。現在、美容･マナー講師として活躍

社会人として自分力を高めるためには、
ビジネスマナーを身につけることが必要不可欠。
社員の自分力向上に、なくてはならない人財づくりに、
本セミナーをご活用ください︕

｢人財力｣を高める

当金庫
人気NO.

1
セミナー

大好評セミナーにつき、1社、3名までのご参加とさせていただきます。

□社員教育に！

事業支援
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事業支援 街づくり支援

お客さま支援活動
資産形成・管理支援 クラウドサービス「Tokyo Big Advance」による事業支援

Big Advance（提供：株式会社ココペリ）は、「金融サービス革命で地域を
幸せに」をコンセプトに全国の金融機関が連携して地域の企業をご支援
する新しいタイプのプラットフォームです。販路拡大・人材確保・業務効
率化・事業承継など、地域企業が抱える様々な経営課題にワンストップで
応えるマッチング機能や、サイト内にてチャットでコミュニケーションをと
る機能を有しています。当金庫は2019年8月1日より取扱いを開始し、
2019年度は574件のお申込みをいただきました。

キャッシュレス決済プラットフォームの導入支援
お客さまの事業におけるキャッシュレス対応のご支援として、決済プラットフォームの導入支援
に取組みました。2019年度は当金庫ビジネスイベント「第13回東京発！物産・逸品見本市」会場
内で「PayPay」の展示コーナーを設置し、その普及をサポートしました。
なお、当金庫は「PayPay」ほか、「STORES」（旧Coiney）、「Times PAY」、「メルペイ」、「LINE Pay」、

「Star Pay」やクレジットカード、「J-Debit」など各社サービスをご紹介し、2,730件のお客さま
に導入いただきました。

海外に活路を求める企業ニーズの高まりから、当金庫は海外進出に特化した相談窓口「海外展開サポートデスク」を設置。いつでも相談い
ただける態勢を整えています。また、海外での資金調達や販路開拓など、海外展開に必要なノウハウやネットワークを持つ専門機関と連
携を図り、海外進出を身近なものとして取組んでいただけるよう努めています。

相談受付

・進出時期
・進出先の選定など

情報提供 進出計画
策定

現地事業
開始

・セミナー
・専門家アドバイスなど

・現地調査
・マーケティング
・人材など

・現地労務対策
・税関物流対策
・貿易実務など　

フィージ
ビリティ
スタディ
(F/S）

5. 海外展開支援で事業をサポート

4. ビジネスマッチングで事業をサポート

事 

例

事 

例

Ｅ社は金融機関系のシステムを提供しており、Big Advance上にニーズ（システム開発）を登録していた。他方、システム
開発が得意なＳ社はTokyo Big Advance事務局からの提案でE社と商談することに。両社は商談当初から意気投合。約
１ヵ月で正式発注に至る。今後も継続的な取引が見込めるとのことで、新たなビジネス連携の創出につながった。

2019年11月7日、当金庫ビジネスイベント「第20回ビジネスフェア」にて外国企業との
商談会を開催した。在日フィリピン共和国大使館協力の下、フィリピン共和国やインドな
ど9ヵ国から日本企業とのマッチングを希望する外国企業19社が参加したグローバル
コーナーでは、110件の商談が行われた。

正式発注まで１ヵ月とスピーディなマッチングが実現

外国企業との商談会で海外展開をサポート

●｢海外展開サポートデスク｣支援フロー図

●その他事業支援の実績（2019年度）
専門家派遣による支援 1,017先（1,502回）
公的支援策活用支援 233件

ビジネスマッチング支援 5,151件

受発注成約支援 643件

産学連携支援 78件
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事業支援 街づくり支援

お客さま支援活動
資産形成・管理支援

経営改善の意思確認 お客さまと共に
実現性ある
再生計画を策定

計画達成に向け
具体的施策を
専門家派遣などで
支援

定期的に
モニタリングを実施
目標達成に向けて
経営支援活動を継続

相談受付 再生計画
の策定

再生計画
の実行 モニタリング

1 2 3 4

6. 再生支援でバックアップ

●経営者保証に関するガイドラインへの取組み状況
当金庫では「経営者保証に関するガイドライン」および「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の趣旨や
内容を十分にふまえ、お客さまからお借入や保証債務整理の相談を受けた際に真摯な対応をするための態勢を整備しています。また、経
営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドライン等の記載
内容をふまえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。

2019年度
新規に無保証で融資した件数 535件
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 12.06％
保証契約を解除した件数 22件
＊「保証債務整理」については、当金庫をメイン金融機関として成立に至った経営者保証に関するガイドラインに基づくお申し出はありませんでした。
＊「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

事 

例 A社は歴史ある製造小売業者。自社製品を百貨店等に出店販売し製造工員や販売店員を自社で雇用することで、高い製
品クオリティと地域経済への貢献を果たしている。経営においては過去の借入金（設備投資）の返済負担が重いものの最
近の業績は順調だった。新型コロナウイルスの猛威→百貨店の休業→売上減少が予見される状況下において、いち早く
経営改善計画を再策定し取引金融機関が協調しシンジケートローンを組成。早期の対応で雇用確保と営業継続の見通し
が立った。厳しい状況下だが、非対面取引（ネット通販）の強化やコロナ収束後の営業戦略に注力されている。

新型コロナウイルスの影響をいち早く察知し対応したケース

当金庫は再生支援の専門部署を設け、きめ細かい支援を行い、お客さまと共に事業再生に取り組んでいます。2019年度は123件の事業
再生計画を策定しました。

事業支援

●再生支援フロー図

期初
債務者数

経営改善
支援
取組率

ランク
アップ率

事業再生計画
策定率

うち経営
改善支援
取組先数

Bのうち期末に
債務者区分が
ランクアップ
した先数

Bのうち期末に
債務者区分が
変化しなかった
先数

Bのうち
事業再生計画を
策定した先数

A B C D E B/A C/B E/B
正常先 15,516 150 129 150 0.97% 100.00%
要注
意先

うちその他要注意先 3,910 795 38 657 795 20.33% 4.78% 100.00%
うち要管理先 25 4 2 1 4 16.00% 50.00% 100.00%

破綻懸念先 594 116 2 99 116 19.53% 1.72% 100.00%
実質破綻先 142 — — — — — — —
破綻先 25 — — — — — — —
合計 20,212 1,065 42 886 1,065 5.27% 3.94% 100.00%
＊「経営改善支援取組率」および「ランクアップ率」は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。

●経営改善支援の取組み実績（2019年度）
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事業支援 街づくり支援 資産形成・管理支援

お客さま支援活動

2月
前年度の報告・
次年度の事前申請

1
次年度交付先決定・贈呈

4月 4月～1月
事業実施

2 3

街づくり支援

1. 融資

街づくり支援

事 

例
武蔵村山市内の飲食店の活性化イベント「むらり～」に、本助成金を活用い
ただきました。イベントでは参画した飲食店のおすすめメニュー＆１ドリンク
をお手頃価格で楽しめるチケットが発行され、2020年2月19日には飲食店
を周遊できる無料バスが運行。武蔵村山の旨い！を堪能いただきました。

（武蔵村山市商工会）
武蔵村山の飲食店を愉しむ街バルイベント「むらり～」への活用

当金庫は、地域の課題をビジネスで解決するコミュニティビジネスのご支援や、地域活性化のための助成金制度等を通
じて、地域の新たな創業や雇用の創出、働きがい・生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与したいと考え活
動しています。

コミュニティビジネスなど

地域産業応援資金

「梅の里再生プロジェクト支援」助成金

子育て世代の支援やご高齢者支援など、地域でコミュニティビジネスを営まれる皆さまを「西武コミュニティロー
ン」などの資金調達ツールを通じて積極的にご支援しています。
2019年度の実績は、114件、24億53百万円となりました。

1989年より地域の活性化事業に活用いただいている「地域産業応援資金」。2019年度で31年目、寄贈総額は6億円超と地域に浸透した
助成制度に育っています。2019年度は39団体2,570万円を贈呈し、地域活性化等のための事業にお役立ていただきました。
　対象団体 ： 商工会議所・商工会・学校法人や市区町等の団体の皆さま
　助成金額 ： 1団体あたり30万～100万円

ウイルスの感染が発見され全伐採された東京都青梅市の観光スポットの梅木再生
のため、当金庫は2020年1月29日「梅の里再生プロジェクト支援」助成金を（一社）
青梅市観光協会に贈呈しました。本助成金の原資は梅木再生支援の仕組みをもっ
た定期預金の満期利息の一部（お客さま拠出）と、その同額（当金庫拠出）で、総額
1,135,396円となりました。

当金庫は「西東京オープン選抜少年野球大会」（昭島市）や「東京
フラフェスタin池袋2019」（豊島区）など、地域の各種イベントの
ご支援を積極的に行っています。2020年3月には、新型コロナウ
イルス感染症対策プロジェクト「東村山エール飯」をスタートアッ
プからサポート。SNSを通じた地域の飲食店を応援するプロジェ
クトの輪は、羽村市など他の地域に拡大しています。

＊本制度は1989年（平成元年）に創設し「中小企業振興資金」、「地域活性化資金」、「地域産業応援資金」、2020年4月から「地域みらいプロジェクト」として継続的に地域の産業をご支援する助成制度です。

2. 助成金制度

3. 地域イベントへの協力にも積極的です

昭島市／西東京オープン選抜少年野球大会 東村山市／東村山エール飯
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事業支援 街づくり支援 資産形成・管理支援

お客さま支援活動

資産形成・管理支援
資産形成・管理支援

西武コンタクトセンターの始動
2019年12月、新商品やイベントのご案内など有益な情報をお電話にてご案内する「西武コン
タクトセンター」が始動しました。当金庫はお客さまのお声にアンテナを張りめぐらせ、役立つ
情報の発信に努めてまいります。
　【2019年度実績】架電ご案内件数14,576件

営業店と本部、専門家が一体となったご提案体制
お客さまのライフプランに寄り添い、個々のお客さまのニーズに合わせたご提案をするために、2019年11月よりお客さまを担当する営
業店担当者と、経験豊かな本部職員(預かり資産アドバイザー）が同行させていただいております。お客さまの課題に直接向き合い、解決
に向け専門家のノウハウを要する場合は速やかに連携し、より良いご提案をお届けしてまいります。

当金庫は、資産形成を始める世代、育てる世代、老後資金を準備する世代、資産を引き継ぐ世代、地域のお客さまそれ
ぞれのライフプランに寄り添い、多様化するニーズに対応し、きめ細かなご提案をすることを目指し活動しています。
2019年度はシニア層への商品拡充や、本部・営業店が一体となったお客さまご提案体制の充実に努めました。

お客さまの貯蓄ニーズにお応えし、既存の定期預金「よろこび」に加え2019年7月に「ハッ
ピー」の取扱いを開始しました。同時にご契約対象を拡大した新商品「ほほえみ60」も取り揃
え、2019年10月からは「年金を受給されているお客さま」の定義拡大を図りシニア向けの商
品の拡充を図りました。また、2019年12月からは制度普及と金利優遇機能を備えた「運転経
歴証明書・マイナンバーカード普及促進定期預金」の取扱いを開始しております。なお、2019
年度のご契約実績は、「ハッピー」は2,905件10,227百万円、「ほほえみ60」は1,105件3,643
百万円と好評をいただきました。

事
　
例

遺言信託等を活用し円満な相続対策がかなったケース
当金庫営業店担当者はお客さまAさん（お子さまが複数いらっしゃる）より相続についての相談を受ける。後日、本部の預か
り資産アドバイザーとの同行訪問により、Aさんは所有財産の子供たちへの振り分けに強い希望をお持ちであることが判
明する。当金庫は解決プランとして専門家をまじえ終身保険や信託の仕組みなど多様な方法を丁寧に説明。結果、Aさん
は遺言信託と金銭管理信託を締結される。生前に子供たちにAさん自身の意志を伝えることができる本制度の活用は、A
さんとご家族の安心につながり大変喜んでいただいた。

シニア向け預金商品の拡充　

ご提案体制の充実

●マネープラン提案力向上のため各種研修を実施しています（2019年度の実績）

資産形成・管理支援

営業力強化研修（コーディネート担当者向け） 6回

ファイナンシャル・プランニング技能士2級試験対策講座 6回

認知症サポーター養成研修 7回
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●貸借対照表
資産の部 単位：百万円

2018年度 2019年度

現金 18,873 12,669
預け金 739,886 596,329
金銭の信託 2,985 7,983
有価証券 89,308 74,490
　国債 23,064 7,525
　地方債 908 751
　社債 5,687 4,278
　株式 4,000 3,878
　その他の証券 55,645 58,056
貸出金 1,664,246 1,498,104
　割引手形 3,790 2,242
　手形貸付 27,468 16,439
　証書貸付 1,615,735 1,461,997
　当座貸越 17,250 17,425
外国為替 280 219
　外国他店預け 280 219
その他資産 11,000 10,411
　未決済為替貸 823 564
　信金中金出資金 6,895 6,895
　前払費用 64 94
　未収収益 1,576 1,263
　金融派生商品 0 0
　その他の資産 1,640 1,592
有形固定資産 19,251 19,449
　建物 4,551 4,496
　土地 14,053 13,996
　リース資産 65 119
　建設仮勘定 10 199
　その他の有形固定資産 571 636
無形固定資産 809 978
　ソフトウェア 398 551
　リース資産 76 86
　その他の無形固定資産 335 340
前払年金費用 1,180 1,806
繰延税金資産 1,378 1,613
債務保証見返 76,797 95,650
貸倒引当金 △13,356 △16,702

（うち個別貸倒引当金） （△1,211） （△2,553）

資産の部合計 2,612,641 2,303,004

負債の部及び純資産の部 単位：百万円

2018年度 2019年度

預金積金 2,041,645 2,010,966
　当座預金 24,017 24,587
　普通預金 790,542 805,810
　貯蓄預金 6,696 6,687
　通知預金 2,652 2,321
　定期預金 1,190,546 1,140,013
　定期積金 14,847 14,263
　その他の預金 12,343 17,283
借用金 47,364 27,285
　借入金 47,364 27,285
コールマネー 280,221 174
外国為替 10 6
　未払外国為替 10 6
その他負債 11,185 8,475
　未決済為替借 1,212 946
　未払費用 1,084 1,214
　給付補塡備金 7 6
　未払法人税等 4,363 3,783
　前受収益 304 251
　払戻未済金 15  －
　払戻未済持分 75 69
　職員預り金 1,153 1,103
　金融派生商品 0 0
　リース債務 139 207
　資産除去債務 153 162
　その他の負債 2,675 730
賞与引当金 952 904
役員退職慰労引当金 246 124
睡眠預金払戻損失引当金 126 109
偶発損失引当金 267 355
再評価に係る繰延税金負債 2,321 2,306
債務保証 76,797 95,650
負債の部合計 2,461,140 2,146,359
出資金 24,132 24,022
　普通出資金 24,132 24,022
利益剰余金 121,056 127,027
　利益準備金 15,198 20,198
　その他利益剰余金 105,857 106,828
　　特別積立金 97,454 99,431
　　（償却準備積立金） （1,000） （1,000）
　　（地域産業応援資金積立金） （200） （200）
　　（固定資産圧縮積立金） （591） （579）
　　（特別償却準備金） （32） （21）
　　当期未処分剰余金 8,403 7,396
処分未済持分 △204 △312
会員勘定合計 144,984 150,737
その他有価証券評価差額金 905 335
土地再評価差額金 5,611 5,571
評価・換算差額等合計 6,516 5,907
純資産の部合計 151,501 156,644
負債の部及び純資産の部合計 2,612,641 2,303,004

（注） 1.貸借対照表、損益計算書のうち残高のない科目については記載を省略しています。
 2. 貸倒引当金には、メイン先を守る態勢構築のための特別引当金（2018年度70億円、2019年度69億円）、賃貸不動産融資向け特別引当金（2018年度33億

円、2019年度31億円）、および新型コロナウイルス感染症対策融資向け特別引当金（2019年度22億円）が含まれています。

単体財務諸表
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●損益計算書 単位：百万円

2018年度 2019年度

経常収益 38,758 36,001
資金運用収益 33,520 30,462
　貸出金利息 31,565 28,862
　預け金利息 583 444
　有価証券利息配当金 1,201 986
　その他の受入利息 169 169
役務取引等収益 2,920 3,420
　受入為替手数料 1,402 1,463
　その他の役務収益 1,517 1,956
その他業務収益 687 553
　外国為替売買益 72 46
　国債等債券売却益 21  －
　その他の業務収益 593 507
その他経常収益 1,630 1,564
　償却債権取立益 262 294
　株式等売却益 986 1,094
　金銭の信託運用益 71 93
　その他の経常収益 310 82
経常費用 26,643 25,285
資金調達費用 1,213 1,289
　預金利息 861 921
　給付補塡備金繰入額 3 2
　借用金利息 359 352
　コールマネー利息 △17 7
　その他の支払利息 5 5
役務取引等費用 1,774 1,619
　支払為替手数料 529 535
　その他の役務費用 1,244 1,083
その他業務費用 1,130 513
　国債等債券売却損 14 9
　国債等債券償還損 1,113 501
　その他の業務費用 2 2
経費 15,661 15,790
　人件費 8,931 8,886
　物件費 6,389 6,575
　税金 340 328
その他経常費用 6,863 6,072
　貸倒引当金繰入額 4,785 3,414
　貸出金償却 863 1,062
　株式等売却損 646 987
　金銭の信託運用損 198 29
　その他資産償却 24 28
　その他の経常費用 345 549
経常利益 12,115 10,715
特別利益 13 0
　固定資産処分益 13 0
特別損失 161 73
　固定資産処分損 161 7
　減損損失  － 59
　その他の特別損失  － 7
税引前当期純利益 11,967 10,641
法人税、住民税及び事業税 4,535 4,017
法人税等調整額 △168 △29
法人税等合計 4,367 3,988
当期純利益 7,600 6,653
繰越金（当期首残高） 641 703
土地再評価差額金取崩額 161 39
当期未処分剰余金 8,403 7,396

●会計監査人による監査
貸借対照表、損益計算書及び注記（以下「計算書類」という）並び
に剰余金処分案は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づ
き、PｗCあらた有限責任監査法人の監査を受け、計算書類につ
いては適正である旨、剰余金処分案については法令及び定款に
適合している旨の監査報告書を受理しております。

●代表理事による財務諸表の適正性･有効性の確認
2019年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計
算書(以下、｢財務諸表｣という。)並びに財務諸表作成に係る内部
監査等について適正性・有効性等を確認しております。
　2020年6月30日　西武信用金庫　理事長　髙橋一朗

●剰余金処分計算書 単位：百万円

2018年度 2019年度

当期未処分剰余金 8,403 7,396
積立金取崩額

（固定資産圧縮積立金取崩額） 11 11

積立金取崩額
（特別償却準備金取崩額） 10 10

積立金取崩額
（地域産業応援資金積立金取崩額）  － 200

合計 8,426 7,619
剰余金処分額 7,722 6,915
　利益準備金 5,000 3,000
　普通出資に対する配当金（年3.0％） 722 715
　地域みらいプロジェクト積立金  － 200
　特別積立金 2,000 3,000
繰越金（当期末残高） 703 704
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自己資本の構成に関する開示事項（単体）

●単体自己資本比率　 単位：百万円

2018年度 2019年度

コ
ア
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
１

普通出資または非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 144,262 150,021
　うち、出資金および資本剰余金の額 24,132 24,022
　うち、利益剰余金の額 121,056 127,027
　うち、外部流出予定額（△） 722 715
　うち、上記以外に該当するものの額 △204 △312
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 12,413 14,504
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 12,413 14,504
　うち、適格引当金コア資本算入額 － －
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 1,784 1,418

コア資本に係る基礎項目の額  （1） 158,460 165,944

コ
ア
資
本
に
係
る
調
整
項
目
２

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く）の額の合計額 583 705
　うち、のれんに係るものの額 － －
　うち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 583 705
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
前払年金費用の額 850 1,302
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く）の額 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る10パーセント基準超過額 － －
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る）に関連するものの額 － －
特定項目に係る15パーセント基準超過額 － －
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る）に関連するものの額 － －
コア資本に係る調整項目の額  （2） 1,434 2,007

自己資本の額〔（1）－（2）〕  （3） 157,025 163,937

リ
ス
ク・ア
セ
ッ
ト
等
３

信用リスク・アセットの額の合計額 1,565,137 1,427,374
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 7,932 5,679
　（うち、他の金融機関等向けエクスポージャー） （－） （－）
　（うち、上記以外に該当するものの額） （7,932） （5,679）
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 58,994 61,788
信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額 （4） 1,624,132 1,489,163

自己資本比率〔（3）/（4）〕 9.66％ 11.00%
（注）  自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫および信用金庫連合会がその保

有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しています。  
なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しています。
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貸出資産の状況（単体）

当金庫では貸出資産の健全かつ良質化を維持するため、審査部門と営業推進部門を分離独立させ厳正な審査体制としています。審査部
門は担当を2部制としマーケットに応じたきめ細かな審査に努めています。また、貸出資産は「企業格付制度」と「自己査定」をリンクさせ適
切な資産査定と適切な償却・引当を実施しています。
2019年度の「金融再生法開示債権」のうち、危険債権と要管理債権は全額が保全されているわけではありませんが、未保全部分の29億
円は個別取引先ごとに査定を行い、全額の引当を要しないと判断した債権です。また、仮に未保全額すべて貸倒れとなった場合でも、十分
な自己資本1,566億円を備えており経営への影響は軽微です。なお、当金庫は新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響をふま
えた将来への予防的備えとして22億円の貸倒引当金を計上するなど、経営の健全性の確保に努めています。

●金融再生法開示債権および引当・保全状況 単位：百万円
2018年度 2019年度

債権額
（a）

（構成比）
保全額
（b）

保全率
（b）／（a）

引当率
（d）／（a－c）

債権額
（a）

（構成比）
保全額
（b）

保全率
（b）／（a）

引当率
（d）／（a－c）担保・保証

（c）
貸倒引当金

（d）
担保・保証

（c）
貸倒引当金

（d）

金
融
再
生
法
上
の
不
良
債
権

破産更生債権および
これらに準ずる債権

2,427
（0.13%） 2,427 2,335 92 100.00% 100.00% 3,699

（0.23%） 3,699 3,571 127 100.00% 100.00%

危険債権 18,794
（1.07%） 16,575 15,456 1,118 88.19% 33.49% 23,214

（1.45%） 21,119 18,693 2,425 90.97% 53.63%

要管理債権 911
（0.05%） 429 405 24 47.09% 4.74% 1,520

（0.09%） 704 665 39 46.31% 4.56%

小計 22,133
（1.27%） 19,432 18,197 1,235 87.79% 31.37% 28,434

（1.78%） 25,524 22,931 2,593 89.76% 47.11%

正常債権 1,720,190
（98.72%）

1,566,303
（98.21%）

合計 1,742,323
（100.00%）

1,594,738
（100.00%）

（注） 1.「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる
債権です。

 2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りがで
きない可能性の高い債権です。

 3.「要管理債権」とは、「3ヵ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。
 4.「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以

外の債権をいいます。
 5.「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しています。

●2019年度　金融再生法開示債権の状況

不良債権額
284億円

保全額
255億円

1,566億円

29億円

未保全の債権は、約定返済中の債権を含んでいるうえ、過去の貸倒実績に基づく
適正な引当金の計上により、将来の貸倒れに備えています。したがって、貸倒れが
発生したとしても自己資本等経営体質への影響は軽微です。

万一、未保全の債権29億円全額が貸倒れとなっ
た場合でも、1,566億円の十分な自己資本を備え
ています。

ポイント1

ポイント2

未保全の
債権

自己資本
（貸借対照表上の純資産額）
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連結の状況

●主要な事業の内容および組織の構成・事業の概況
西武信用金庫グループは、当金庫、子会社2社で構成され、信用
金庫業務を中心に労働者派遣業務やベンチャーキャピタル業務
などの金融サービスを提供しています。

●事業の種類別セグメント情報 　 連結会社は、信用金庫業務以外の事業を一部営んでいますが、それらの事業の全セグメン
トに占める割合は僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載していません。

●報酬体系について 　別冊版の15頁を参照ください。

●連結している投資事業有限責任組合 （2020年3月31日現在）

ファンド名 組成年月日 出資総額 当金庫引当金出資比率

西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 2011年3月1日 10億円 99.0％

西武しんきんキャピタル企業投資2号投資事業有限責任組合 2013年8月28日 10億円 99.0％

西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合 2015年1月1日 30億円 97.5％

●子会社等の状況 （2020年3月31日現在）

名称 住所 主要業務内容 設立年月日 資本金 当庫
議決権比率

子会社等の
議決権比率

（株）西武コミュニティセンター 小平市小川町1-168-1
TEL：042-344-3741

■労働者派遣業務
■販促活動受託業務
■福利厚生受託業務

1987年4月6日 10百万円 100% －

西武しんきんキャピタル（株） 渋谷区恵比寿西1-20-2
TEL：03-6455-2313

■ 投資事業組合財産の運用および 
管理業務

■経営コンサルタント業務
2003年2月20日 50百万円 100% －

●連結の主な経営指標 単位：百万円

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

連結経常収益 31,946 32,757 36,872 38,868 36,071

連結経常費用 25,652 24,345 24,498 26,688 25,327

連結経常利益 6,293 8,411 12,374 12,179 10,743

親会社株主に帰属する当期純利益 7,412 6,202 9,001 7,640 6,670

連結純資産額 117,190 122,525 144,309 151,940 157,100

連結総資産額 1,824,957 1,991,731 2,258,518 2,611,657 2,302,223

連結自己資本比率 10.11% 9.24% 9.34% 9.69% 11.04%

●連結リスク管理債権状況 単位：百万円
2018年度 2019年度

債権額 担保・保証 貸倒引当金 保全率（％） 債権額 担保・保証 貸倒引当金 保全率（％）
破綻先債権 584 529 54 100.00% 609 543 66 100.00%
延滞債権 20,636 17,261 1,156 89.24% 26,288 21,717 2,487 92.07%
3ヵ月以上延滞債権 132 131 3 100.00% 106 63 2 61.32%
貸出条件緩和債権 779 273 20 37.61% 1,414 601 36 45.04%
合計 22,133 18,197 1,235 87.79% 28,419 22,927 2,593 89.79%

（注） 1.「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。
 2.「保全率」は、リスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証および貸倒引当金を設定している割合です。

西武信用金庫
（株）西武コミュニティセンター

西武しんきんキャピタル（株）
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連結財務諸表

●連結貸借対照表
資産の部 単位：百万円

2018年度 2019年度

現金及び預け金 758,764 609,004
金銭の信託 2,985 7,983
有価証券 88,325 73,713
貸出金 1,664,246 1,498,104
外国為替 280 219
その他資産 10,993 10,403
有形固定資産 19,251 19,449
　建物 4,551 4,496
　土地 14,053 13,996
　リース資産 65 119
　建設仮勘定 10 199
　その他の有形固定資産 571 636
無形固定資産 809 978
　ソフトウェア 398 551
　リース資産 76 86
　その他の無形固定資産 335 340
退職給付に係る資産 1,180 1,806
繰延税金資産 1,378 1,613
債務保証見返 76,797 95,650
貸倒引当金 △13,356 △16,702
資産の部合計 2,611,657 2,302,223

負債の部及び純資産の部 単位：百万円

2018年度 2019年度

預金積金 2,040,180 2,009,692
借用金 47,364 27,285
売渡手形及びコールマネー 280,221 174
外国為替 10 6
その他負債 11,227 8,513
賞与引当金 952 904
役員退職慰労引当金 246 124
睡眠預金払戻損失引当金 126 109
偶発損失引当金 267 355
再評価に係る繰延税金負債 2,321 2,306
債務保証 76,797 95,650
負債の部合計 2,459,716 2,145,123
出資金 24,132 24,022
利益剰余金 121,495 127,483
処分未済持分 △204 △312
会員勘定合計 145,423 151,193
その他有価証券評価差額金 905 335
土地再評価差額金 5,611 5,571
評価・換算差額等合計 6,516 5,907
純資産の部合計 151,940 157,100
負債の部及び純資産の部合計 2,611,657 2,302,223

2018年度 2019年度

経常収益 38,868 36,071
資金運用収益 33,578 30,514
　貸出金利息 31,565 28,862
　預け金利息 583 444
　有価証券利息配当金 1,259 1,038
　その他の受入利息 169 169
役務取引等収益 2,918 3,417
その他業務収益 662 565
その他経常収益 1,709 1,573
　償却債権取立益 262 294
　その他の経常収益 1,446 1,278
経常費用 26,688 25,327
資金調達費用 1,213 1,289
　預金利息 861 921
　給付補塡備金繰入額 3 2
　借用金利息 359 352
　売渡手形利息及びコールマネー利息 △17 7
　その他の支払利息 5 5
役務取引等費用 1,774 1,619
その他業務費用 1,210 596
経費 15,570 15,757
その他経常費用 6,920 6,065
　貸倒引当金繰入額 4,785 3,414
　その他の経常費用 2,135 2,650
経常利益 12,179 10,743
特別利益 13 0
　固定資産処分益 13 0
特別損失 161 73
　固定資産処分損 161 7
　減損損失  － 59
　その他の特別損失  － 7
税金等調整前当期純利益 12,031 10,670
法人税、住民税及び事業税 4,558 4,028
法人税等調整額 △168 △29
法人税等合計 4,390 3,999
当期純利益 7,640 6,670
非支配株主に帰属する当期純利益  －  －
親会社株主に帰属する当期純利益 7,640 6,670

●連結損益計算書 単位：百万円

●連結剰余金計算書 単位：百万円

2018年度 2019年度

利益剰余金期首残高 114,092 121,495
利益剰余金増加高 7,801 6,710
　親会社株主に帰属する当期純利益 7,640 6,670
　土地再評価差額金取崩額 161 39
利益剰余金減少高 399 722
　配当金 399 722
利益剰余金期末残高 121,495 127,483
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連結自己資本比率

●連結自己資本比率　 単位：百万円

2018年度 2019年度

コ
ア
資
本
に
係
る
基
礎
項
目
１

普通出資または非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 144,701 150,478
　うち、出資金および資本剰余金の額 24,132 24,022
　うち、利益剰余金の額 121,495 127,483
　うち、外部流出予定額（△） 722 715
　うち、上記以外に該当するものの額 △204 △ 312
コア資本に算入されるその他の包括利益累計額または評価・換算差額等 － －
　うち、為替換算調整勘定 － －
　うち、退職給付に係るものの額 － －
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 － －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 12,413 14,504
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 12,413 14,504
　うち、適格引当金コア資本算入額 － －
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 1,784 1,418

非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
コア資本に係る基礎項目の額  （1） 158,899 166,400

コ
ア
資
本
に
係
る
調
整
項
目
２

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く）の額の合計額 583 705
　うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む）の額 － －
　うち、のれんおよびモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 583 705
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
退職給付に係る資産の額 850 1,302
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く）の額 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 － －
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 － －
特定項目に係る10パーセント基準超過額 － －
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る）に関連するものの額 － －
特定項目に係る15パーセント基準超過額 － －
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 － －
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る）に関連するものの額 － －
コア資本に係る調整項目の額  （2） 1,434 2,007

自己資本の額〔（1）－（2）〕  （3） 157,464 164,393

リ
ス
ク・ア
セ
ッ
ト
等
３

信用リスク・アセットの額の合計額 1,565,058 1,427,268
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 7,932 5,679
　（うち、他の金融機関等向けエクスポージャー） （－） （－）
　（うち、上記以外に該当するものの額） （7,932） （5,679）
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額 58,738 61,745
信用リスク・アセット調整額 － －
オペレーショナル・リスク相当額調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額 （4） 1,623,797 1,489,013

連結自己資本比率〔（3）/（4）〕 9.69% 11.04%
（注）  自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫および信用金庫連合会がその保

有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しています。  
なお、当金庫グループは国内基準により連結自己資本比率を算出しています。
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リスク管理態勢

当金庫は、「リスク管理の基本方針」を定め、多様化するリスクを総体的にとらえる自己管理型のリスク管理、「統合的リスク管理」により、健
全な資産・負債のバランス、収益体質の維持・管理体制の充実に努めています。

●リスク管理の基本方針
1.  自己責任原則のもと、リスク管理を経営の重要課題の一つとして位置付け、各種リスクを的確に把握、分析、管理する。
2.  不測の損失を未然に防止し、経営の健全性を確保するためリスク管理体制を強化する。
3.  経営体力、自己資本の水準から、許容できるリスク量の適正なコントロールを行い、経営の収益性・健全性を向上させる。

●統合的リスク管理
金融機関が直面するリスクに関して、自己資本比率の算定に含まれないリスク（与信集中リスク、銀行勘定の金利リスク等）も含めて、それ
ぞれのリスク・カテゴリーごとに評価し、リスクを総体的にとらえ、金融機関の経営体力（自己資本）と比較・対照することによりリスク管理
することです。
当金庫では、統合的リスク管理の方針により「統合的リスク管理規程」を定め、さらに各リスクについてその管理に係る部署がそれぞれ管
理規程を定め、適切に管理しています。また、各リスクをALM会議において総体的にとらえ自己資本と比較・対照し、自己資本の十分性を
検証することで、金庫業務の健全性・適切性を確保するための管理を行っています。

理事会監事会

常勤理事会

外部監査

監査部

ALM会議

審査第一部
審査第二部

営業店・本部各部・子会社

1.信用リスク
総合資金部
2.市場リスク

リスク管理統括部
3.オペレーショナル・リスク

総合資金部
4.流動性リスク

事務部
（1）事務リスク

システム企画部
（2）システムリスク

リスク管理統括部
（3）法務リスク

人事総務部
（4）人的リスク

人事総務部
（5）有形資産リスク

経営企画部
（6）風評リスク

リスク管理統括部経営企画部

〈統合的リスク管理体制〉
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リスク管理態勢

●各リスクの管理態勢
1.信用リスク
　貸出資産の健全化・良質化を維持するため、審査部門と営業推進部門を分離・独立し、厳正な審査体制を構築しています。
　なお、審査部門はマーケットに応じたきめ細かな審査体制とするため、審査担当者を増員し2部体制としています。
　また、企業格付制度と自己査定をリンクさせ、適切な資産査定と適切な償却・引当を実施しています。

 企業格付制度
信用リスク管理の基本となるもので、「企業格付制度要領」に基づき、規模・業種など経営基盤が異なるお取引先企業の信用力を13段階
に区分し、（1）自己査定における債務者区分の決定　（2）信用リスクの計量化　（3）企業格付に応じた融資の取扱い　などに利用します。

 資産の自己査定（資産査定）
資産の自己査定とは、金融機関自らが保有する資産を個別に検討し、回収の危険性または価値毀損の危険性の度合いに従って区分を
行い、資産の不良化がどの程度かを自己判定します。
当金庫では、以下の自己査定規程・マニュアルを制定し、厳格な自己査定体制を確立しています。
（1）資産自己査定規程　（2）貸出金及び貸出金に準ずる債権の自己査定マニュアル　（3）有価証券その他資産の自己査定マニュアル
（4）自己査定体制運用基準

 資産の償却・引当
自己査定の結果を受け、「資産の自己査定に係る償却・引当規程」および「資産の自己査定に係る償却・引当マニュアル」に基づき、厳正
に償却・貸倒引当金を計上しています。自己査定結果と貸倒引当状況については、外部監査法人による監査が実施され、適正である旨
の確認を受けています。

2.市場リスク
「ALM会議」にて資産・負債の総合管理を実施して、金利、為替などの市場動向を分析・予測し、適正な収益を確保するための資産運用と
調達の効率化を図ります。その際に発生するリスクは、バリュー・アット・リスク（VaR）法等によって計量化し、リスク限度量をコントロー
ルすることにより管理します。
また、当金庫では、牽制機能を充実させるため、独立した部署としてリスク管理統括部を設置し、リスク管理態勢を強化しています。

3.オペレーショナル・リスク
事務リスク・システムリスク・法務リスク・人的リスク・有形資産リスク・風評リスクを管理の対象とするリスクとして定めています。組織体
制や管理の仕組みを整備するとともに、「オペレーショナル・リスク管理会議」や「再発未然防止委員会」などを開催し、定期的に把握した
管理データの分析・評価をふまえて改善を行い、リスク発生の未然防止および発生時の影響度を極小化するよう努めています。

4.流動性リスク
運用と調達状況の日々の管理により安定的な資金繰り体制を構築し、不測の事態の資金対応についても資金手当の方法を決めるなど
して、迅速・適切に対応できるようにしています。

●内部監査態勢
監査部は、監事会直轄の独立した立場から、当金庫の経営目標を効果的に達成するため、本部各部、営業店および子会社等のコンプライ
アンス（法令等遵守）態勢、顧客保護等管理態勢、内部管理態勢（リスク管理態勢を含む）等の適切性・有効性を検証し、業務諸活動におけ
る評価および提言を行っています。

●外部監査および監事監査態勢
当金庫は、会計監査を外部の監査法人に委託し適正な会計監査を行っています。また、監事・員外監事を選任、常勤監事を選定して監査態
勢を強化しています。
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業務継続態勢

当金庫は、地震などの大規模自然災害や感染症の拡大、システム障害や風評等の業務の継続が脅かされる危機発生時において、金融機
関として社会的責任と公共的使命を果たし以下の目的を達成するため、「危機管理要領」を制定し緊急事態に備えています。

●目的
 1. お客さま・来訪者・役職員および役職員家族の身体・生命の安全を確保する。
 2. 人的・物的な二次被害の防止を図り、被害および損害を極小化する。
 3. お客さまの財産の保全および金庫資産の保全等災害による影響を極小化する。
 4. 必要と思われる範囲での業務の継続を図り、公共的使命を果たす。
 5. 早期の本格復旧を目指し、信用秩序を維持し、社会的混乱を極小化する。
 6. 金庫経営に重大な影響を及ぼす恐れのある場合、その影響を極小化する。

●対応の原則
 1. 上記目的の達成のため、各部署、各担当者の役割を最大限の努力で対処する。
 2. 状況を的確に把握し、あらゆる可能性を検討したうえで迅速な判断を行う。
 3. 正確な情報に基づき冷静に行動し、その情報を正確・迅速に伝達する。
 4. 指示・命令を明確にして、組織全体に徹底する。
 5. 本部と営業店との連絡窓口、情報の発信窓口を明確にして一本化する。
 6. お客さま対応を第一優先とし、安全の確保に努める。
 7.  組織体制が有効に機能するよう緊急対策本部および緊急対策本部構成員、本部各部、営業店、関連会社の役割分担を明確にして連

携、協力して対応する。
 8. 状況に応じて正確な情報を迅速に対外的に広報する。
 9. 外部からの問合せ窓口を明確化して適切な対応を行う。
10. 事実確認・原因究明を行う。
11. 監督当局への報告を行うとともに、当局と連携を保つ。
12. 誤報や誤解を招く報道をしたマスコミに対しては抗議を行い、訂正記事の記載等を要求する。
13. 悪質な誹謗・中傷と判断した場合は、警察に通報し刑事告訴する。

●危機事態への具体的対応
通常の業務体制から緊急時体制に移行し、応急措置・復旧措置を経て、通常の業務体制に戻るまで、具体的な対応を定めています。
具体的には、原則、発動基準に則り「緊急対策本部」を立ち上げ、その指示に従います。指示内容は震災やシステム障害、インフラ障害、感
染症等、個別の危機事象により異なり、あらかじめ個別の危機事象への対応編として危機事態に備えています。ただし、危機時においては
通信障害等により緊急対策本部や本部業務主管部署からの連絡・指示・承認が受けられない状況も想定されます。そうした場合は「危機管
理要領」の主旨をふまえ、所属長（不在時は最上位の職位のもの）が適切に判断して対応し事後報告等を行うことができるなど、臨機応変
な対応をとれるものとしています。
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コンプライアンス（法令等遵守）の態勢

●態勢強化の取組み
・ コンプライアンスに関する基本規程となる「法令等遵守規程」および日常の行動指針となる「コンプライアンス・マニュアル」を定め、適

時、適切にその内容を見直しながら全役職員の法令等遵守態勢強化を図っています。
・ 実践計画「コンプライアンス・プログラム」の実施
　 年次ごとに内容を適宜見直している「コンプライアンス・プログラム」では、全役職員に対して定期的に勉強会・検討会を実施したり、各

自が自らの行動を確認するセルフチェックなどを通じて、知識の習得やコンプライアンス意識の醸成を図っています。
・ 不正行為等の早期発見と是正のため「公益通報者保護管理規程」を定め、所属上司を介さず通報できる制度「コンプライアンス・ホット

ライン」を制定し、報告・相談しやすい環境整備に努めています。
・ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止や反社会的勢力等との取引排除に対して、定期的なモニタリングを実施するこ

とで、態勢の強化を図っています。

（注） 1. 理事会：法令等遵守体制に係る最終意思決定機関
 2. コンプライアンス委員会：法令等遵守に抵触する事象やコンプライアンス意識向上に関する具体的な取組みを審議し必要に応じて常勤理事会に報告します
 3. 西武しんきん相談所：お客さまからの問合せ・相談・要望・苦情等を受付し苦情等の速やかな解決を図ります
 4. コンプライアンス・オフィサー：各部・店における法令等遵守態勢の実現を先導する担当者

〈コンプライアンス運営体制〉

●コンプライアンス（法令等遵守）の取組み
お客さまや社会からの信頼・信用は、西武信用金庫にとってかけがえのない財産です。この財産を守りながら経営の健全性および適切性
を確保するためには、役職員全員がコンプライアンスを重視する企業風土を醸成することが最重要と考えています。コンプライアンスの
根源として「倫理憲章」を制定し、地域金融機関として社会の要請に応え揺るぎない信頼を確立します。

●倫理憲章
1. 信用金庫の果たすべき社会的使命と責任を自覚し、健全で適切な業務運営を行います。
2. 社会的要請に対応し、法令やルールを遵守した公正な業務運営を行います。
3. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、これを断固として排除します。

理　事　会
理事

役員　コンプライアンス態勢チェックリスト

監事会

理事調査委員会
理事罰則委員会

理事事故等再発未然防止委員会

理　事　長

常勤理事会

リスク管理統括部
西武しんきん相談所

監事

人事総務部

本部

再発・未然防止委員会
委員長　リスク管理統括部長

人事総務部担当管掌役員

内部通報制度
顧問弁護士

コンプライアンス委員会
委員長　リスク管理統括部担当管掌役員

監査部
コンプライアンス遵守状況の

評価および検証

コンプライアンス・オフィサー

警察等への通報
報告が必要な場合
の提言

報告

懲戒に係る協議

改善指示 案件報告

顧客サポート・コンプライアンス
報告中、違反行為に該当するもの

選任

研修

報告

通知書
事故報告等中、違反行為に

該当するもの

リーガルチェック
法務相談依頼

リーガルチェック
法務相談依頼
結果報告
協議

コンプライアンス
ニュース

顧客サポート
報告

法務相談

コンプライアンス
報告

コンプライアンス・
ホットライン
報告

コンプライアンス・
ホットライン
報告

コンプライアンス・
ホットライン
通報

顧客サポート対応
依頼・回答

答申

監査

報告

報告

案件報告

監査

各部店コンプライアンス研修コンプライアンス自己チェックリスト

行動観察記録表
セルフチェックシート

職
員

　営
業
店・各
部
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●マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策への対応
国内のみならず国際的にも各金融機関へ要請されている重要な課題であるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策。
当金庫は、関係法令等を遵守し、複雑･高度化する手口に対し有効な防止対応をとるため、以下の基本方針を定め、リスクベースアプロー
チによるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与のリスク管理態勢の整備･確立を図っています。

●マネー･ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る基本方針
1. 法令等の遵守
 犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替および外国貿易法ならびに関連法令を遵守し、取引時確認、疑わしい取引の届出、

その他必要な顧客管理措置を適切に強化します。
2. 組織態勢･責任者の明確化
 経営陣はマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与（以下、「マネロン・テロ資金供与」といいます）対策を経営戦略等における重要な

課題として位置付けて取り組みます。
 また、マネロン・テロ資金供与対策における最高責任者をリスク管理部門担当役員とし、マネロン・テロ資金供与対策等の重要事項を

常勤理事会において協議し、理事会へ報告のうえ決議する態勢とします。
3. リスクに応じた対策の構築
 マネロン・テロ資金供与対策の構築に際しては、リスクベースアプローチ（リスクの特定・リスクの評価・リスクの低減）の考え方に則って

適切な措置を講じます。
4. 経営管理態勢の明確化
 有効なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築するため、営業部門・管理部門・監査部門の三部門（「三つの防衛線」）が担う役割・

責任を経営陣責任の下で明確にして、組織的に対応します。
5. 職員の確保･育成
 マネロン・テロ資金供与リスク対策に関わる各部門の職員が、その役割に応じて必要とされる知識、専門性や対策、措置を的確に行える

適合性を有する職員を育成します。取引時確認等の顧客管理が適切に行われるよう、職員への研修を適切かつ継続的に実施します。
6. 監査部門による内部監査
 監査部門がマネロン・テロ資金供与対策の状況について、営業部門・管理部門とは独立した立場から方針・手続・計画等の有効性を検証

します。監査においては、対策の浸透状況や実効性を検証し、また、経営陣に対して必要に応じて対策等の見直しを提言します。

〈マネー･ローンダリングおよびテロ資金供与対策に係る管理体制〉

理事会

マネロン統括責任者（支店長）

マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策業務 反社会的勢力等対策業務

常勤理事会

事務部 海外推進部

マネロン・テロ資金防止対策委員会

リスク管理統括部担当管掌役員

統括部署
リスク管理統括部

庫内マネロン統括責任者
(リスク管理統括部長）

報 

告協議

連携 連携

報告･連絡･相談 報告･連絡･相談･指示

報
告

報
告

２
線 ３

線

監
査
部

監
査
部
門

１
線

報告 指示

営業部門

管理部門

＊経営への定期的報告

　反社会的勢力等の排除に向けた知識習得および実務遂行能力向上のため
マネー・ローンダリング防止研修（講義式） 3回
マネー・ローンダリング防止研修（DVD視聴式） 4回

　マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関わる資格取得
AML／CFT　スタンダード 1,050名
AML／CFT　オフィサー 13名
AML／CFT　オーディター 3名

●マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のための研修と資格取得実績（2019年度）
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コンプライアンス（法令等遵守）の態勢

●反社会的勢力への対応
地域金融機関として公共的使命を果たすため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、断
固たる態度で関係を遮断することで業務の適切性および健全性の確保に努めています。

●反社会的勢力に対する基本方針
1. ｢倫理憲章」「法令等遵守規程」「反社会的勢力等対応規程」等に則り、反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者や担当部署だけ

ではなく、組織全体として対応する。
2. 反社会的勢力による不当要求に対応する職員の安全を確保する。
3. 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、特殊暴力防止対策連合会、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門

機関と緊密な連携関係を構築する。
4. 反社会的勢力とは、提携による金融サービスの提供などの取引関係を含めて、関係の遮断に向けた態勢整備に取り組む。また、反社会

的勢力による不当要求は拒絶する。
5. 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
6. 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引

を絶対に行わない。
7. 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。

●反社会的勢力等の排除に向けた管理態勢の抜本的な見直し
当金庫は反社会勢力等の排除対応の担当役員の下で、以下の改善対応を実施しています。

1. リスク管理部署に、反社会的勢力等担当職員を増員し、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策担当を新たに加え、体制強
化を図っています。

2. データベースの整備やシステム対応の高度化をさらに進め、それらデータベースを活用した管理徹底を図っています。

●顧客説明管理態勢
お客さまへの説明を要する取引または商品について、「金融商品の販売等に係る勧誘方針」を制定し、お客さまに対してその知識、経験、
資産の状況等に応じた適切かつ十分な説明や情報提供を徹底して行い、お客さまの利益を守るよう努めています。

●与信取引に関する顧客説明態勢
融資をご利用のお客さまに対して「ご融資用語解説集」を用いてご説明するなど、案件に応じて適切かつ十分な説明と情報提供を行い、
お客さまの利益を守るよう努めています。

●顧客情報管理態勢
お客さまの情報を必要かつ適切に保護・管理するため、不正アクセスや情報の流出・紛失等を防止するよう、厳正な取扱いを行うよう徹底
しています。

●情報資産保護に関する基本方針（セキュリティポリシー）
1. 情報資産を安全･適切に保護･管理します。
2. 情報システムの安全な運用により、情報資産保護の安全性と信頼性の維持向上を図ります。
3. お客さまとの取引の安全性を確保し、経営の安全性や信頼性を高め、社会的使命を果たします。

●個人情報等保護宣言（プライバシーポリシー）
当金庫はお客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報等の適切な保護と利用を図るため、個人情報の保護に関する法律、行政
手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)、および金融分野における個人情報保護に関
するガイドライン、その他個人情報等保護に関する法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の漏えい
防止等の機密性･正確性の確保に努めます。

●外部委託管理態勢
当金庫の業務を外部に委託する場合、外部委託先においてもお客さま情報の管理やお客さまへの対応が適切に行われるよう努めています。

●利益相反管理態勢
当金庫または西武しんきんキャピタル株式会社による取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反の管理を
適切に行っています。
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金融ADR制度への対応

当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等（以下「苦情等」という）を営業店または「西武しんきん相談所」等で受付しています。また、お
客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、金融ＡＤＲ制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）をふまえ、
態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めています。

●苦情等への対応
1. 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
2. 事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等と連携を図り、迅速・公平にお申し出への対応や解決に努めます。
3. お申し出された苦情等については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を実施し、再発防止に努めます。

苦情処理措置・紛争解決措置の概要

●金融ADR制度への対応
当金庫のほかに、一般社団法人全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」をはじめとする以下の機関でも、苦情等のお申し出
を受付しています。詳しくは上記「西武しんきん相談所」にご相談ください。

業務全般に関する苦情等 投資信託および国債・公共債に関する苦情等

名　　称 全国しんきん相談所
（一般社団法人全国信用金庫協会）

特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター

（ADR FINMAC）（日本証券業協会）

受付方法 電話・手紙・面談 電話・手紙

電話番号 （03）3517-5825  0120-64-5005

受付日時 月～金（祝日・12月31日～1月3日を除く）9：00～17：00 月～金（祝日・12月31日～1月3日を除く）9：00～17：00

住　　所 〒103-0028　東京都中央区八重洲1-3-7 〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町2-1-1　第二証券会館

紛争解決を図るため、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下｢東京三弁護士会｣という)が設置する仲裁センター等
へのお取次ぎも可能ですので、利用を希望するお客さまは、お取引店、西武しんきん相談所または全国しんきん相談所へお申し出ください。
また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外のお客
さまもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京都以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば東京
都以外の弁護士会において東京都の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法(現地調停）や、東京都以外の弁護士会に案件を移す
方法(移管調停）があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ東京三弁護士会、西武しんきん相談所または全国しんき
ん相談所にお尋ねください。

東京三弁護士会

名　　称 東京弁護士会紛争解決センター 第一東京弁護士会仲裁センター 第二東京弁護士会仲裁センター

電話番号 （03）3581-0031 （03）3595-8588 （03）3581-2249

受付日時 月～金（祝日、年末年始を除く）
9：30～12：00、13：00～15：00

月～金（祝日、年末年始を除く）
10：00～12：00、13：00～16：00

月～金（祝日、年末年始を除く）
9：30～12：00、13：00～17：00

住　　所 〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3

名称　西武しんきん相談所（リスク管理統括部）

受付方法 電話・手紙・面談・インターネット（当金庫ホームページ内専用フォーム）

電話番号  0120－61－1447

受付日時 月～金（祝日・12月31日～1月3日を除く） 9：00～17：00

住　　所 〒164－8688 東京都中野区中野2－29－10

●お申し出受付窓口
苦情等は、お取引いただいている営業店、または次の「西武しんきん相談所」へお申し出ください。
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総代会の機能

信用金庫は地域の中小企業や住民の皆さまのための会員制度
による協同組織の地域金融機関です。会員お一人が一票の議決
権を持ち総会を通じて当金庫の経営に参加することになります
が、当金庫の会員数は10万人を超えており、総会の開催は事実
上困難です。
そこで当金庫では会員の皆さまのご意見を経営に適正に反映す
るため、総会に代えて総代会制度を採用しています。
総代会は決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項
を決議する最高意思決定機関ですので、会員の皆さまお一人お
ひとりのご意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の中から
適正な手続きにより選任された総代によって運営されます。
さらに当金庫では総代会に限定することなく、一般会員からの意
見聴取や日常の事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニ
ケーションを大切にし改善に努めています。なお総代会の運営に
関するご意見やご要望は、お近くの営業店までお寄せください。

●総代とその選任方法
総代の任期と定数
任期　3年（2019年3月1日～2022年2月28日）
定数　 200人以上300人以内  

＊選任区域ごとに定数を定めています。

総代の選任方法
総代は会員の代表として会員の総意を当金庫の経営に反映する
重要な役割を担っています。そこで総代の選考は下記の｢総代候
補者選考基準｣に基づき右図の手続きを経て選任されます。
総代候補者選考基準
1. 総代として相応しい公正な見識を有する方
2.  当金庫の経営理念を理解し当金庫の健全な発展に寄与できる方
3.  地域の発展を願い地域住民の意見を代表できる人望を有する方
4.  就任時に満80歳を超えない方。ただし総代改選時前3年間に

｢総代会｣および｢総代情報交流会｣いずれか3分の2以上出席
された満80歳を超える方は再任可能。

●通常総代会の決議事項
第51期通常総代会（2020年6月29日）において、次の事項が付
議され、それぞれ原案のとおり承認されました。
報告事項
第1号報告　 第51期（令和元年度）業務報告、貸借対照表および

損益計算書について
第2号報告　 ｢一般会員のご意見」に対する当金庫の取り組みに

ついて
議案事項
第1号議案　第51期（令和元年度）剰余金処分（案）について
第2号議案　 会員の法定脱退（除名）について　1.債務不履行の

会員　2.所在不明の会員
第3号議案　 定款の一部改正について　1.定款第17条（役員の

定数）　2.定款第18条（代表理事）　3.定款別表2
（従たる事務所（支店）の所在）

第4号議案　理事および監事の任期満了に伴う選任について
第5号議案　退任理事への役員退職慰労金の支払について

総代会

総代

選考委員

総代候補者

会　員

総代会は会員一人ひとりの意見を
適正に反映するための開かれた制度

総代が選任されるまでの手続きについて

1.総代会の決議により、会員の中から選考委員を選任

総代会
会員の総意を適正に反映するための制度

決算に関する事項、理事･監事の選任等、重要事項の決定

2.選考委員会を開催のうえ選考基準に基づき選考委員が総代候補
者を選考

3.総代候補者氏名を店頭掲示し、所定の手続きを経て、会員の代表
として総代を委嘱

会員から異議がな
い場合、または選
任区域の会員数
の1/3未満の会員
から異議の申出が
あった総代候補者

1.総代候補者選考委員の選任

2.総代候補者の選考

3.総代の選任

理事長が
総代を
委嘱

総代の氏名
を店頭に
1週間掲示

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

地区を4区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

選考委員が総代候補者を選考

理事長に報告

総代候補者の氏名を、１週間店頭掲示

上記掲示についてホームページに公告 異議申出期間（公告後2週間以内）

選任区域の会員数の1/3以上の会員から
異議の申出があった総代候補者

B.当該総代を再度候補者として選考A.他の候補者を選考

選任区域の会員による投票

当該総代候補者が
選任区域の

総代定数の1/2以上

Ａ、Ｂいずれか選択

当該総代候補者が
選任区域の

総代定数の1/2未満

A、B、Dいずれか選択

D.欠員（選考を行わない）

有効投票の
過半数の賛成

有効投票の
過半数の賛成なし

当該総代候補者が
選任区域の

総代定数の1/2以上

C.他の候補者を選考

当該総代候補者が
選任区域の

総代定数の1/2未満

C、Dいずれか選択

上
記
２
以
下
の

手
続
き
を
経
て
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●総代のご氏名等 （2020年6月10日現在 氏名は地区別50音順 敬称略） 氏名後の数字は総代就任回数です

第1地区

〔東京都〕中野区・千代田区・
新宿区・文京区・北区・中央区・
港区・台東区・墨田区・江東区・
品川区・目黒区・大田区・渋谷
区・荒川区・足立区・葛飾区・江
戸川区

75名

明石浩一①　朝倉健吾③　浅田國昭⑤　阿部謹一郎⑧　雨宮督了⑤　有馬清種⑩ 
有若信雄⑧　安藤公裕①　安藤文隆⑬　飯髙進⑦　池田尚弘③　石山朗②　　
磯村一郎④　井出豊②　碓田幸夫⑧　宇田川光一③　内田眞人⑧　榎本克己③ 
大石尚彦①　大園博史③　大月浩司郎⑦　大野則子③　岡戸義光①　小川文男② 
遅澤一洋②　柿内幸藏⑤　春日井宏③　鹿野太一①　川崎久雄④　神﨑孝治②　
金原猛兒④　小池博⑧　小早川仙一朗④　坂本昇①　櫻井正人①　左座蘭子②　
佐山公男②　清水玄一②　関口宏彦①　園田幸二⑦　株式会社髙木本社⑥　
髙橋健二②　株式会社髙村ホールディングス⑥　田口博之⑤　谷口政幸⑦　
土橋堅一⑦　鳥居憲夫⑤　中井隆三①　株式会社名取工務店⑥　並木秀幸⑥　　
西岡康夫①　西嶌武彦③　西村正治⑤　根津繁⑦　萩尾孝之⑧　橋爪勝利②　　
羽田秀光②　原田潔⑤　福井清一郎②　福田善紀②　古本勝美②　星野弘幸①　
細谷智雄②　堀野勝利④　堀野隆之助⑤　本郷滋③　松本憲二②　食野三郎⑭　
八木原保⑥　柳田道康③　横川正文④　横山浩之⑤　吉田哲朗③　若山聖亮②　
渡邊哲人①

第2地区

〔東京都〕世田谷区・杉並区・
板橋区・豊島区・練馬区・武蔵
野市・三鷹市・府中市・調布市・
西東京市・小金井市・清瀬市・
狛江市・稲城市

〔神奈川県〕横浜市港北区・横
浜市都筑区・横浜市鶴見区・
川崎市

〔埼玉県〕朝霞市・和光市・新
座市・入間郡三芳町

53名

相田征一③　朝比奈安成②　飯田勇一③　井口和也①　井上和英⑤　岩﨑茂⑰　
上原敬③　氏橋治信②　内田善啓⑫　梅田尚利②　海老沢國利⑤　遠藤源太郎② 
大河原章雄④　小國敏雄②　尾﨑政雄②　小俣宗昭④　小美野英樹②　
織茂章則②　兼村仁②　河並祐幸④　熊倉健介②　栗原節子④　小竹良夫①
小林栄①　桜井英敏③　宍戸美惠子⑥　嶋信介④　島田 　顯⑬　下田照雄⑦　
須藤史郎②　曽我幸弘②　髙橋義勝②　堤欣也②　德竹康憲⑤　内藤安雄②
中村達夫②　新納智保②　根本美恵子①　秦孝良④　濵中佳朗①　早舩時良⑪　
原島芳一③　保谷清蔵⑩　松原宏武⑬　柗本俊洋③　三島勲④　宮代昌三②
本橋喜久雄①　山﨑史郎④　山下陽右⑥　山中重孝①　由井営太郎④　
渡部丈夫②

第3地区

〔東京都〕立川市・昭島市・東
大和市・武蔵村山市・東村山
市・東久留米市・小平市・国分
寺市・国立市・町田市・多摩市・
日野市

〔神奈川県〕相模原市・愛甲郡
愛川町

〔埼玉県〕入間市・所沢市・狭
山市・飯能市・川越市・鶴ヶ島
市・日高市・入間郡毛呂山町

63名

石川治江④　石川彌八郎⑦　内野紀宏⑤　鵜家きよ③　大川繁雄⑨
大久保利夫②　小澤真也②　小野喜由④　小原肇①　尾又勝廣④　加川広志⑤　
粕谷武司②　加藤博之④　金杉賢治②　金子忠夫②　川島政義②　河本洋次⑤　
木村政人②　倉内哲①　金野眞一④　酒寄好夫③　沢西清雄⑤　柴田正隆② 
清水一行①　志村秀雄③　志茂光男⑨　須﨑昭平⑤　筋野明④　鈴木亀太郎⑦　
関田正民⑧　関田光男④　反町仲道③　髙水章夫⑤　瀧野昌之⑤　武内英雄②　
田嶋継明②　谷口達郎②　當麻誠⑤　友利巖②　中島清司②　中條基成① 
中根徹①　中政博⑫　西村年博⑤　橋本正明⑤　平畑文興⑤　平本勝哉③ 
広瀨成留⑤　深井善次⑤　深澤勝②　藤野豊⑧　星野宗保⑤　町田務②　
松田昭男⑧　株式会社丸新プロテック⑮　三上修平①　宮鍋正幸⑦　森田茂⑥　
森田忠男⑦　谷津弘③　山内千枝①　横山政晴⑤　和田勝元⑧

第4地区

〔東京都〕福生市・羽村市・あき
る野市・八王子市・青梅市・西
多摩郡瑞穂町・西多摩郡日の
出町・西多摩郡檜原村・西多
摩郡奥多摩町

56名

相原章彦④　秋山暎尚⑨　安島英夫②　天野博③　新井信一①　石井征二③
伊藤雅夫①　伊藤義緩②　内田薫②　浦野知昭④　榎本日生⑥　岡部勇②
鬼塚好弘⑤　川崎鉄工株式会社⑦　神辺和幸①　久保進⑥　倉田勉⑥　
株式会社交運社⑯　小林和人⑥　小山喜三⑧　齋藤公雄⑤　佐伯直廣⑧
指田重治郎⑥　株式会社島崎精工⑩　島﨑孝之⑭　島田哲一郎⑦　清水誠②
清水勇司⑧　下田利正⑥　高橋光一郎④　髙橋勉④　髙橋誠②　髙水謙二④
武政健太郎⑦　田澤信之②　田村金子男⑥　鶴田和男⑦　富山昌彦⑤
永田盛久④　中村良憲⑨　橋本健司⑨　林英夫④　樋口拓行⑥　牧野幹司⑤
株式会社桝屋⑭　松村和夫⑤　松村博文①　松村美代子②　南澤敏雄④
森川秀行⑤　株式会社ヤサカ⑫　柳川金一②　山﨑定利①　山下真一⑥
山本俊明①　若林鴻志⑤

職業別
法人・法人代表者 93.12 
個人事業主 5.67 
個人 1.21 

年代別
70歳以上 60.50 
60～69歳 19.75 
59歳以下 19.75 

業種別

製造業 20.24 
建設業 11.34 
卸・小売業 14.17 
サービス業その他 25.51 
不動産業 10.93 
不動産賃貸業 16.60 
個人 1.21 

（注）　年代別の構成比は法人を除きます

●総代の属性別構成比 （2020年3月31日現在） 単位：%
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内部管理態勢

当金庫は、信用金庫法第36条第5項第5号および同法施行規則第23条に基づき、業務の適正を確保するための基本方針として「内部統
制システム基本方針」を制定し、内部管理態勢の整備とその実効性の確保に取り組んでいます。

●内部統制システム基本方針
1. 当金庫の理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
2. 当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
3. 当金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4. 当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5. 当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
6. 当金庫の監事の職務を補助すべき職員の当金庫の理事からの独立性および当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
7. 当金庫および子法人等の役職員が当金庫の監事に報告をするための体制その他の当金庫の監事への報告に関する体制
8. その他当金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
9. 当金庫およびその子法人等における業務の適正を確保するための体制

〈内部管理体制〉　2020年6月29日現在

監事会

総代会

監事3名（うち非常勤2名）
理事会

役員12名（うち非常勤2名）

常勤理事会
常勤役員11名（理事10名 監事1名）

本部・営業店監査部

業務改善委員会

人事･報酬評議会

●各会における役割
理事会
理事会は、12名の理事(うち職員外理事1名）で構成され、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事が相互に職務執行の監督
を行っています。
常勤理事会
常勤理事会は、11名の常勤役員（理事10名 監事1名）で構成され、理事会から権限委譲を受けた全般的業務執行方針に関する事項を審
議･決定しています。また、監事は審議状況、決定プロセスを監視するため参加しています。
監事会
監事会は、３名の監事(うち員外監事1名)で構成され、独立した機関として理事の職務の執行状況を監査しています。
なお、本部および営業店の監査を行う監査部は独立性を確保するため、監事会直轄組織としています。
人事･報酬評議会
役員の人事や報酬等についての透明性や客観性を確保するため、経営経験の豊かな有識者を議長とする人事･報酬評議会を設置してい
ます。
業務改善委員会
当金庫の業務全般を洗い出し抜本的な管理体制の改善を図るため、経営経験の豊かな有識者をスーパーバイザーとする業務改善委員
会を設置しています。
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●役員　2020年6月29日現在
理 事 長（代表理事） 髙橋 一朗
専務理事（代表理事） 後藤 憲秀
常務理事 田村 康彦
常務理事 長澤 貴淑
常務理事 小町 　孝

●執行役員　2020年6月29日現在
白石 育夫　　坂本 常幸　　惣田 雄二　　宇佐美 大典　　中村 幸夫　　川津 美加子　　仲村 洋一　　　　

●特別職　2020年6月29日現在　　会長・評議会議長 倉重 喜芳

常勤理事 田中 博昭
常勤理事 関　 靖則
常勤理事 川越 富美雄
常勤理事 内藤　 亘
常勤理事 原　　 健

＊1 信用金庫業界の｢総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ｣に基づく職員外理事　＊2 信用金庫法第32条第5項に定める員外監事

●顧問等　2020年5月29日現在 
顧問弁護士 近藤 智孝　 顧問弁護士 山田 秀雄　 顧問弁護士 佐藤 岳陽　 顧問弁護士 コンプライアンス顧問 郷原 信郎
税務顧問 辻・本郷税理士法人　 会計監査人 PwCあらた有限責任監査法人

役員等／事業の組織

常勤監事 佐藤 茂樹
監　　事 田村 半十郎
員外監事 髙﨑 孝夫＊2

理　　事 谷　 　修＊1

理　　事 半澤 佳宏

監査担当
顧客サポート担当
サイバーセキュリティ担当
リスク管理担当

反社会的勢力等対策
マネロン･テロ資金供与対策担当

コンプライアンス担当
システム管理担当
システム企画担当
事務集中担当
事務指導担当
事務支援担当

資金管理担当
資金運用担当

採用担当
厚生担当
人財開発担当
総務担当
人事担当

主計担当
企画･広報担当
データ管理担当
債権管理担当
資産査定担当
事業強化支援担当
審査第二部担当
代理業務担当
審査第一部担当
外国為替担当
海外推進担当
テレマーケティング担当
営業店支援担当

街づくり支援担当
資産形成･管理支援担当

事業支援担当
業務企画担当
業務第二部担当
ネットワーク担当
業務第一部担当

業務第一部
業務第二部

業務企画部

事業支援部

個人推進部

海外推進部

審査第一部
審査第二部

事業強化支援部

融資業務部

経営企画部

人事総務部

総合資金部

事務部

システム企画部

リスク管理統括部

監査部

業務改善委員会

人事・報酬評議会

常
勤
理
事
会

理
事
会

総
代
会

監
事
会

●本部組織図　2020年3月31日現在
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●金庫の主要な事業の内容

●金庫のあゆみ
1969年 協立信用金庫と武陽信用金庫とが合併し、西武信用金庫誕生
1970年 新本部･本店営業開始／中野駅前支店を本店に、本店を中野北口支店へ改称
1974年 事務センター開所／第1次オンライン実施
1978年 第2次オンライン実施
1981年 両替商業務認可
1984年 外国為替業務開始
1987年 CI発表大会実施、CIシステム導入スタート／株式会社西武コミュニティセンター設立（子会社）

1988年 電算機新オンラインシステムに移行／西武ニュービジネスクラブ（略称SNBC）発足
フルディーリング業務開始／東京証券取引所国債先物取引特別会員権取得

1996年 西武パソコンネットワーク（S.P.N）構築
2000年 第1回西武ビジネスフェア開催
2002年 平成信用金庫と合併
2003年 西武しんきんキャピタル株式会社設立（子会社）／TAMAファンド設立／西武インキュベーションオフィス開設

2004年 第1回「企業フィランソロピー大賞」　特別賞リレーションシップ・バンキング賞を受賞
第7回「信用金庫社会貢献賞」会長賞を受賞／TAMAファンド2号設立

2005年 西武コミュニティオフィス開設／商店街ファンド設立
2006年 福生市指定金融機関業務開始

2007年 新オンラインシステムに移行（SBOC東京加盟）／第5回「産学官連携功労者表彰」経済産業大臣賞を受賞
第1回 TOKYO物産・逸品見本市開催

2011年 ファンド「西武しんきんキャピタル企業投資1号」組成／環境省「21世紀金融行動原則」に署名
2012年 「経営者『環境力』大賞」受賞／「経営革新等支援機関」認定

2013年 貸金量1兆円達成／でんさいネットサービス取扱開始／会員の海外子会社への直接融資の認可取得／ファンド「西武しんき
んキャピタル企業投資2号」組成

2015年 「西武人財支援センター」開設／ファンド「西武しんきんキャピタル企業投資3号」組成
2018年 預金量2兆円達成
2019年 西武信用金庫アプリ運用開始／本郷支店・東京プライベートネット支店開設
2020年 SDGｓ宣言

預金業務
　 当座預金・普通預金・貯蓄預金・通知預金・定期預金・定期積金・

納税準備預金・外貨預金・決済用普通預金など
貸出業務
　1.貸付：手形貸付・証書貸付および当座貸越
　2. 手形の割引：銀行引受手形・商業手形および荷付為替手

形など
商品有価証券売買業務
　国債など公共債の売買業務
有価証券投資業務
　 預金の支払準備および資金運用のため国債・地方債・社債・株

式・その他の証券に投資
内国為替業務
　送金為替・当座振込および代金取立など
外国為替業務
　外国送金など外国為替に関する各種業務

附帯業務
　◆代理業務
　　1. 日本銀行歳入代理店
　　2.地方公共団体の公金取扱業務
　　3. 株式払込金の受入代理業務および株式配当金・公社債元

利金支払代理業務
　　4. 信金中央金庫・独立行政法人住宅金融支援機構などの代

理貸付業務
　　5. 信託等の代理店業務
　◆保護預りおよび貸金庫業務
　◆有価証券の貸付
　◆債務保証
　◆公共債の引受
　◆国債等公共債および投資信託の窓口販売
　◆ 保険商品の窓口販売（保険業法第275条第1項により

行う保険募集）
　◆確定拠出年金運営管理業務
　◆電子債権記録業に係る業務

主な事業の内容等
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開示項目一覧　（信用金庫法第89条に基づく開示事項）

1. 金庫の概況および組織に関する事項
 （1）事業の組織 ………………………………………………………… 36
 （2）理事および監事の氏名および役職名 …………………………… 36
 （3）会計監査人の氏名または名称 …………………………………… 36
 （4）事務所の名称および所在地 ………………………………… 39～42
2. 金庫の主要な事業の内容 ……………………………………………… 37
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 ………………………… 7～9
 （2）直近の5事業年度における主要な事業の状況を示す指標 …………＊
 （3）直近の2事業年度における事業の状況を示す指標
  ①主要な業務の状況を示す指標………………………………………＊
  ②預金に関する指標……………………………………………………＊
  ③貸出金等に関する指標………………………………………………＊
  ④有価証券に関する指標………………………………………………＊
4. 金庫の事業の運営に関する事項
 （1）リスク管理の体制 …………………………………………… 26～27
 （2）法令遵守の体制 ……………………………………………… 29～30
 （3） 中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取組 

の状況 ………………………………………………………… 10～17
  ｢経営者保証に関するガイドラインの活用状況｣等の開示……… 15
 （4）金融ADR制度への対応 …………………………………………… 32
5. 金庫の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項
 （1） 貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書または 

損失金処理計算書 …………………………………………… 19～20
 （2）貸出金のうち次に掲げるものの額およびその合計額
  ①破綻先債権に該当する貸出金………………………………………＊
  ②延滞債権に該当する貸出金…………………………………………＊
  ③3ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金 ……………………………＊
  ④貸出条件緩和債権に該当する貸出金………………………………＊
  　金融再生法開示債権の開示……………………………………… 22
 （3）自己資本の充実の状況等 ……………………………………………＊
 （4）次に掲げるものに関する取得価額または契約価額、時価および評価損益
  ①有価証券………………………………………………………………＊
  ②金銭の信託……………………………………………………………＊
  ③信用金庫法施行規則第102条第1項第5号に掲げる取引 ………＊
 （5）貸倒引当金の期末残高および期中の増減額 ………………………＊
 （6）貸出金償却の額 ………………………………………………………＊
 （7） 金庫が信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき貸借対照表、 

損益計算書および剰余金処分計算書または損失金処理計算書に 
ついて会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 ……… 20

　　　 直近の事業年度における財務諸表の正確性および財務諸表作成に 
係る内部監査の有効性を確認した旨の代表者署名……………… 20

6.  報酬等に関する事項であって、金庫の業務の運営または財産の状況に 
重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの ………＊

1. 金庫およびその子会社等の概況に関する事項
 （1） 金庫およびその子会社等の主要な事業の内容および 

組織の構成 ………………………………………………………… 23
 （2）金庫の子会社等に関する事項
  ①名称………………………………………………………………… 23
  ②主たる営業所または事務所の所在地…………………………… 23
  ③資本金または出資金……………………………………………… 23
  ④事業の内容………………………………………………………… 23
  ⑤設立年月日………………………………………………………… 23
  ⑥ 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主または総出資者の 

議決権に占める割合……………………………………………… 23
  ⑦ 金庫の1の子会社等以外の子会社等が保有する当該1の子会社等

の議決権の総株主または総出資者の議決権に占める割合…… 23
2. 金庫およ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 … 23
3.  金庫およびその子会社等の直近の2連結会計年度における財産の状況

に関する事項
 （1）連結貸借対照表、連結損益計算書および連結剰余金計算書 … 24
 （2）貸出金のうち次に掲げるものの額およびその合計額
  ①破綻先債権に該当する貸出金…………………………………… 23
  ②延滞債権に該当する貸出金……………………………………… 23
  ③3ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金 ………………………… 23
  ④貸出条件緩和債権に該当する貸出金…………………………… 23
 （3）自己資本の充実の状況等 ……………………………………………＊
 （4） 金庫およびその子法人等が2以上の異なる種類の事業を営んで 

いる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する 
経常収益の額、経常利益または経常損失の額および資産の額とし 
て算出したもの（事業の種類別セグメント情報） ……………… 23

4.  報酬等に関する事項であって、金庫およびその子会社等の業務の 
運営または財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官 
が別に定めるもの …………………………………………………………＊

＊については、別途作成している別冊｢DISCLOSURE2020.3｣に掲載しています。なお、別冊「DISCLOSURE2020.3」は、当金庫本支店窓口または当金庫ホー
ムページにてご覧いただけます。

●単体 （信用金庫法施行規則第132条等） ●連結 （信用金庫法施行規則第133条等）
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●本・支店
東京都

（中野区）

001 本店／本部 中野区中野2-29-10 ☎（03）3384-6111

002 鷺宮支店 中野区若宮3-16-11 ☎（03）3330-2321

練馬事務所 中野区若宮3-16-11（鷺宮支店内） ☎（03）3330-2321

003 本町通支店 中野区中央3-1-1 ☎（03）3362-1231

004 中野北口支店 中野区新井2-30-1 ☎（03）3387-5161

005 薬師駅前支店 中野区新井5-29-1 ☎（03）3386-2181

007 東中野支店 中野区東中野5-3-5 ☎（03）3368-0171

（千代田区）

161 神田支店 千代田区神田須田町1-8-4 陽友神田ビル2F ☎（03）3251-5111

169 日テレ通り支店 千代田区二番町5-5 番町フィフスビル4F ☎（03）3263-0071

（中央区）

163 日本橋支店 中央区日本橋3-1-2 NTA日本橋ビル2F ☎（03）5201-3011

（港区）

162 虎ノ門支店 港区西新橋2-14-1 興和西新橋ビルB棟 ☎（03）3580-2677

（新宿区）

008 北新宿支店 新宿区北新宿1-8-1 ☎（03）3371-5311

051 新江古田支店 新宿区西落合4-25-8 ☎（03）5988-5651

166 飯田橋支店 新宿区下宮比町3-2 日本精鉱ビル3F ☎（03）3269-5711

171 高田馬場支店 新宿区高田馬場1-29-8 いちご高田馬場ビル3F ☎（03）6457-6341

（文京区）

172 本郷支店 文京区本郷5-24-1 永島ビル3F ☎（03）3830-0431

（品川区）

170 五反田支店 品川区東五反田1-25-13 神野商事ビル2F ☎（03）3445-3511

（目黒区）

105 中目黒支店 目黒区東山1-6-11 ☎（03）3719-0611

（世田谷区）

168 三軒茶屋支店 世田谷区太子堂1-12-40 グレート王寿1F ☎（03）3411-7511

（渋谷区）

101 渋谷営業部 渋谷区神南1-12-16 アジアビル4F ☎（03）3463-1501

102 千駄ヶ谷支店 渋谷区千駄ヶ谷5-18-18 ☎（03）3341-4101

103 恵比寿支店 渋谷区恵比寿西1-20-2 ☎（03）3461-6106

104 幡ヶ谷支店 渋谷区本町6-36-5 ☎（03）3376-3321

111 原宿支店 渋谷区神宮前4-30-4 エムズクロス表参道6F ☎（03）3479-1111

117 渋谷東支店 渋谷区東1-25-4 ☎（03）3498-4051

（杉並区）

006 阿佐ヶ谷支店 杉並区阿佐谷北4-23-7 ☎（03）3337-3221

106 荻窪支店 杉並区荻窪5-28-16 ☎（03）3393-1521

107 浜田山支店 杉並区浜田山3-26-16 ☎（03）3313-8201

108 久我山支店 杉並区久我山4-2-2 ☎（03）3332-3301

141 杉並営業部 杉並区上荻4-29-15 ☎（03）3301-7111

142 阿佐ヶ谷南支店 杉並区阿佐谷南3-32-18 ☎（03）3391-7111

144 西荻窪支店 杉並区西荻南3-8-6 ☎（03）3335-7111

151 下井草支店 杉並区井草1-1-1 ☎（03）3394-2311

157 荻窪西口支店 杉並区上荻1-16-4 ☎（03）3220-2111

（豊島区）

164 池袋支店 豊島区南池袋2-28-13 KHK池袋ビル3F ☎（03）5955-3101

板橋事務所 豊島区南池袋2-28-13 KHK池袋ビル3F（池袋支店内） ☎（03）5955-3101

（練馬区）

149 大泉支店 練馬区大泉学園町7-15-7 ☎（03）3921-6711

（八王子市）

030 北野支店 八王子市北野町545-3 ☎（042）645-3241

034 楢原支店 八王子市楢原町629-1 ☎（042）626-7911

159 八王子支店 八王子市八日町1-11 ☎（042）620-3111

（立川市）

044 幸町支店 立川市幸町2-11-34 ☎（042）537-3101

048 立川南口支店 立川市柴崎町3-5-15 ☎（042）529-1311

（武蔵野市）

049 武蔵境支店 武蔵野市境1-15-14 ☎（0422）53-5011

145 吉祥寺支店 武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 ☎（0422）22-5141

（三鷹市）

010 三鷹支店 三鷹市下連雀4-17-9 ☎（0422）47-3281

（青梅市）

029 河辺支店 青梅市師岡町4-12-2 ☎（0428）24-1171

038 千ヶ瀬支店 青梅市千ヶ瀬町4-327-2 ☎（0428）24-1411

040 三ツ原支店 青梅市藤橋3-3-1 ☎（0428）31-1581

（府中市）

167 府中支店 府中市宮町1-40 KDX府中ビル5F ☎（042）336-6001

（昭島市）

022 拝島支店 昭島市松原町4-11-17 ☎（042）541-1120

027 昭島支店 昭島市昭和町1-14-10 ☎（042）541-3421

042 中神支店 昭島市中神町1169-1 ☎（042）546-3211

（調布市）

114 柴崎駅前支店 調布市菊野台3-1-14 ☎（042）482-8181

（町田市）

165 町田支店 町田市原町田3-7-13 ☎（042）722-8031

（小平市）

028 小平支店 小平市学園東町1-4-29 ☎（042）341-5131

035 花小金井支店 小平市花小金井4-33-8 ☎（042）463-2711

（東村山市）

026 東村山支店 東村山市栄町2-18-5 ☎（042）391-0301

（国分寺市）

031 西国分寺支店 国分寺市日吉町3-24-40 ☎（042）575-5811

（福生市）

021 福生支店 福生市福生768 ☎（042）551-1211

036 牛浜支店 福生市牛浜95 ☎（042）552-6611

店舗等一覧　2020年7月現在（本・支店：76　出張所：36）

＊中神支店の所在地は、2020年7月22日までは昭島市中神町1169-14-3Fとなります。（上記の住所は同年7月27日リニューアルオープン後の所在地です）

＊
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●出張所（ATMコーナー）（東大和市）

043 東大和支店 東大和市狭山4-1394-1 ☎（042）562-4111

046 桜街道支店 東大和市上北台3-452-17 ☎（042）563-6711

（東久留米市）

032 東久留米支店 東久留米市本町3-10-8 ☎（042）475-5311

（武蔵村山市）

025 村山支店 武蔵村山市本町2-91-1 ☎（042）560-3421

（羽村市）

023 羽村支店 羽村市羽東1-14-11 ☎（042）554-4611

041 小作支店 羽村市小作台1-11-12 ☎（042）555-0411

（あきる野市）

024 五日市支店 あきる野市五日市135 ☎（042）596-1811

033 秋川支店 あきる野市秋川1-3-1 ☎（042）558-1311

（西東京市）

009 保谷支店 西東京市保谷町3-24-24 ☎（042）462-3661

147 田無支店 西東京市田無町5-2-3 ☎（042）463-1111

（西多摩郡瑞穂町）

037 瑞穂支店 瑞穂町大字箱根ヶ崎2228-1 ☎（042）556-0171

045 長岡支店 瑞穂町長岡2-3-1 ☎（042）557-2212

（西多摩郡日の出町）

050 日の出支店 日の出町大字平井2031-1 ☎（042）597-6911

埼玉県

（所沢市）

039 狭山ヶ丘支店 所沢市若狭4-2487-11 ☎（04）2949-3621

（入間市）

047 入間支店 入間市久保稲荷4-1-21 ☎（04）2966-1511

神奈川県

（相模原市）

158 橋本支店 相模原市緑区西橋本2-4-12 ☎（042）700-6011

160 矢部支店 相模原市中央区矢部2-29-5 ☎（042）786-1011

インターネット

173 東京プライベートネット支店

1 弥生町出張所 中野区弥生町3-17-1
2 江原町出張所 中野区江原町3-12-16
3 中井駅南口出張所 新宿区中落合1-19-1
4 ライフ西大泉店内出張所 練馬区西大泉3-16-20
5 アルプス甲の原店内出張所 八王子市中野町2689-3
6 コピオ楢原店内出張所 八王子市楢原町1818-15
7 立川病院出張所 立川市錦町4-2-22
8 新川出張所 三鷹市新川6-11-7
9 西友河辺店内出張所 青梅市河辺町10-9-1
10 ザ・ビッグ昭島店内出張所 昭島市宮沢町500-1
11 昭島市役所出張所 昭島市田中町1-17-1
12 サンドラッグ小金井梶野町店内出張所 小金井市梶野町1-7-32
13 昭和病院出張所 小平市花小金井8-1-1
14 拝島駅北口出張所 福生市熊川1696-3
15 マルフジ熊川南店内出張所 福生市熊川158-1
16 マルフジ南田園店内出張所 福生市南田園2-15-1
17 バリュー牛浜店内出張所 福生市牛浜120-2
18 福生市役所出張所 福生市本町5
19 西友福生店内出張所 福生市東町5-1
20 マルフジ福生店内出張所 福生市武蔵野台1-9-8
21 ザ･マーケットプレイス東大和店内出張所 東大和市立野3-1344-1
22 東久留米市庁舎出張所 東久留米市本町3-3-1
23 マルフジ東久留米店内出張所 東久留米市幸町5-3-21
24 イオンモール東久留米店内出張所 東久留米市南沢5-17-62
25 イオンモールむさし村山店内出張所 武蔵村山市榎1-1-3
26 西友羽村店内出張所 羽村市五ノ神1-8-14
27 コピオ羽村店内出張所 羽村市神明台2-3-13
28 コピオあきる野店内出張所 あきる野市秋留2-3-2
29 あきる野草花出張所 あきる野市草花1572-2
30 あきる野とうきゅう店内出張所 あきる野市秋川1-17-1 4F
31 ジョイフル本田瑞穂店内出張所 瑞穂町大字殿ヶ谷442
32 ザ･モールみずほ16店内出張所 瑞穂町大字高根623
33 イオンモール日の出店内出張所 日の出町大字平井字三吉野桜木237-3
34 日の出町役場出張所 日の出町大字平井2780
35 イオン入間店内出張所 入間市上藤沢462-1
36 コピオ相模原インター店内出張所 相模原市緑区向原4-2-3

金融機関コード：1341　　店番：店名左の3ケタの数字

■営業地区
東京都（島しょ地域を除く）　埼玉県：所沢市、新座市、入間市、飯能市（旧入間郡名栗村を除く）、朝霞市、和光市、狭山市、日高市、川越市、鶴ヶ島市、
入間郡毛呂山町、入間郡三芳町　神奈川県：川崎市、横浜市港北区、都筑区、鶴見区、相模原市、愛甲郡愛川町
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■本・支店　●出張所（ATMコーナー）

店舗等一覧　2020年7月現在
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