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　皆様には、平素より鳥取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。

　平成29年度のわが国の経済は、海外経済の回復やＩＴサイクルの改善を追い風に、輸出の回復が続いたほか、前年度の第二

次補正予算に基づく公共工事等の経済対策の執行により、公共需要が増加し、いざなぎ景気（1965年11月～1970年7月）を

超えて、戦後第2位の景気拡張期間に達するなど、改善基調が続きました。内需の２本の柱である個人消費と設備投資も回復

基調で推移し、人手不足感の強まりや海外経済の拡大を背景とした省力化ニーズの高まりが、企業の設備投資を押し上げると

ともに、10月の総選挙では安倍政権の経済政策である「アベノミクス」の継続が担保され、11月にかけて日経平均株価が16連

騰するなど、株式相場の回復や、大企業を中心とした賃上げの継続等が、個人消費の持ち直しにつながりました。

　地域経済に目を向けると、鳥取市では、鳥取市役所の新築移転、県立中央病院や日本赤十字病院の建て替え、私立高校2校

の建て替え等、大型建造物の建設ラッシュが続いており、平成29年度は全建築物着工総数が2年ぶりに増加するなど明るい材

料も見られました。一方で、駅前商店街等の中心市街地では、郊外型の大手スーパー進出の影響や後継者問題等もあり、空き店

舗が増加しており、地域経済活性化のためにも早急な対応が必要な状況となっています。

　このような環境の中、当金庫は地域金融機関として、事業者の皆様のビジネスマッチングや販路開拓のお手伝い等、本業支

援の取組みや、お取引先企業の従業員の皆様と直接お会いし、様々なご要望をお伺いする「職域サポート」を積極的に推進する

ことで、お客様のライフステージに適した金融サービスの提案に取り組んでまいりました。

　業績につきましては、預金残高は1,759億6百万円、貸出金残高は1,044億47百万円となりました。収益面では、日本銀行

によるマイナス金利政策が維持されるなか、厳しい経済環境となりましたが、コア業務純益4億79百万円、当期純利益95百万

円を確保することが出来ました。これもひとえに皆様のご支援の賜と、心より感謝申し上げます。

　平成30年度は、新3か年計画“とりしん共創共生3か年計画2020”のスタートの年になります。本計画では、地域との「共

創」「共生」の行動指針を主題として継続し、「お客様と地域を支え続けるかけがえのない存在となるために」をビジョンとして

掲げ、“「地縁人縁」という「ツテ」を最大限に活かし、「ひと・企業・地域」を繋ぐ「ハブ」の役割を積極的に果たすことで、地域

経済の「好循環」を創出し、地域の持続的な発展に貢献する”ことを使命として取り組むこととしています。

　計画初年度となる今年度は、前3か年計画でも掲げた「お客様を知る」「地域を知る」行動をより一層深化させ、お客様の属性

やニーズに応じて、お客様との深度ある対話を重視した事業性評価を通じ、課題解決型金融等を着実に実践・推進していくこと

で、地域経済の「好循環」を創出し、地域の持続的発展に貢献してまいります。

　今後とも一層のご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
                                                                                                                                            平成30年6月

理事長　藏増　篤志

経営理念
とりしんの経営理念は、「存在意義」「経営姿勢」「行動規範」の３つの柱で構成しています。

存在意義

地域社会の繁栄を願い、
豊かな未来づくりに貢献します。
とりしんは、地域、会員、お客さまとともに歩み、
中小企業の繁栄と人びとの豊かな暮らしに貢献します。

ふれあいを大切にし、
裾野金融に徹した経営を
すすめます。

常に情熱を燃やし、
進取の心でチャレンジします。

行動規範経営姿勢

とりしんは、お客さまを大切にし、積極的
で、きめこまやかな柔軟性のある健全経営を
すすめます。

わたくしたちは、知性を磨き明るく積極果敢
に行動し､地域の人びとや企業に親しまれ、信頼され
る信用金庫人をめざします。

ごあいさつ
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預金・貸出金、預り資産の状況

　当金庫は、地域に密着した金融機関として、地域経済の活性化に積極的に貢献するとともに、健全経営に努めてまいりました。

　預金につきましては、期末残高は、法人・公金預金の増加により、前年対比で30億65百万円増加の1,759億6百万円となりま

した。

　貸出金につきましては、事業性・個人向け融資ともに積極的に取り組んだ結果、期末残高は前年対比で19億6百万円増加の

1,044億47百万円となりました。

　預り資産につきましては、前年対比で2億52百万円減少の56億円となりました。
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当期純利益は、経常利益に特別損益を加減して、税金などを控除した後の純利益です。

コア業務純益

業 務 純 益

経 常 利 益

当期純利益

記載上の注意

経常利益は、業務純益に株式等損益および不良債権処理に要した費用などを加減したものです。

コア業務純益は、業務純益から一時的な変動要因（一般貸倒引当金繰入・国債等債券関係損益等）を除いた
金融機関の本来業務での収益力を表す指標です。

業務純益は、金融機関の本来的な業務（資金の運用・調達、サービスの提供など）で、どれだけの利益をあげた
かを表す利益指標です。一般企業の営業利益に相当します。

各表の金額単位未満の端数は切り捨てて表示しています。また、文章中の増減額については、計算した結果を
説明中の単位未満を切り捨てて表示しています。

　収益につきましては、日本銀行のマイナス金利

政策の下、貸出金利息が減少したものの、経費削減

に努めた結果、本業の収益力を示すコア業務純益

は前年対比40百万円増益の4億79百万円となり

ました。なお、当期純利益は、前年対比11百万円減

益の95百万円となりました。

コア業務純益 経常利益業務純益 当期純利益
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収益の状況



1,302
3,561
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単体自己資本比率（国内基準）　　

金融再生法による開示債権とその保全状況

　自己資本比率とは、金融機関の総資産に対する「自己資本」の割合のことです。当金庫のように、国内だけで営業を行って

いる金融機関は、4％以上を維持することが求められています。

　平成30年3月末の自己資本比率は、前期末の7.59％から0.33ポイント上昇して7.92％となりました。

　なお、国内基準の４％を大きく上回っていますが、引き続き自己資本の充実に努めてまいります。

　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（「金融再生法」）に基づいて、当金庫の保有する債権の資産査定を行った

結果は、以下のとおりです。

　金融再生法上の不良債権は、前年度末に比べ9億30百万円減少して52億52百万円となりました。この開示債権のうち、

46億55百万円が担保・保証及び貸倒引当金により保全されており、保全率は88.63%となっています。また、総与信額に対

する金融再生法による開示債権の比率は、前年度末に比べ0.98ポイント低下し4.95%となりました。
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1.「破産更生債権及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及びこれらに準
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
及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取り
ができない可能性の高い債権です。
3.「要管理債権」とは、「３か月以上延滞債権」及び「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、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権
であり、「破産更生債権及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おります。
　また､｢要管理債権｣の｢貸倒引当金｣は、一般貸倒引当金を計上しております。

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
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金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況
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100,745



4月

6月

11月

1月

3月

遺言・相続全国一斉相談会を開催

日本財団「わがまち基金」を活用した

地方創生支援スキーム記者発表

「つみたてNISA」取扱開始

「後見支援預金」取扱開始

年金友の会新春大会を実施（広島方面）

「平木コレクション　歌川広重の世界」に特別協賛

7月

8月

「鳥取大学　出前おもしろ科学実験室inとりしん」

を開催

第４期とりしん女性塾を開講

鳥取市しゃんしゃん祭りに参加

鳥取労働局と「働き方改革に係る包括連携協定」

を締結

9月

10月

鳥取砂丘除草ボランティア活動に参加

とりしん交友会「世界遺産富士山・箱根の旅」を実施

湯村温泉観光キャラバン隊によるＰＲ活動を実施

山陰海岸ジオパーク120㌔ウォークに特別協賛

第20回とりしんグラウンドゴルフ大会を開催

株式会社地域商社とっとり発足

とりしんユニオンクラブ講演会
（平成29年6月27日）

鳥取大学　出前おもしろ科学実験室inとりしん
（平成29年7月29日）

「働き方改革に係る包括連携協定」を締結
（平成29年8月23日）

とりしん年金友の会新春大会
（平成30年3月14日～16日）
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とりしん　この一年の歩み

お取引先新入社員研修会を開催

「アートたけし展」に特別協賛

湯村の清正公園及び石張階段一斉清掃に参加

日本列島クリーン大作戦に参加

第６７期総代会を開催

とりしんユニオン講演会を開催

平成2９年

平成30年



「この街に生まれ この街に生きる いままでも これからも」
地域との共創共生をめざすとりしんの決意です。

　当金庫は、全国の信用金庫のネットワークを活用して、エリアの観光情報を発信するとともに、地元の地方公共団体とも連携を図りなが
ら鳥取県と但馬地域のPR、観光立県を応援しています。
　また、多くの職員が地域のボランティア活動に積極的に参加し、地域と深く関わっています。

　当金庫は、平成22年2月1日に、中小企業金融円滑化法に対応して「地域金融円滑化のための基本方針」を定め、当金庫の取組方
針、金融円滑化措置の実施に向けた態勢整備、金融円滑化に関する苦情・相談窓口などを公表するとともに、積極的に取り組んでま
いりました。平成25年3月31日に中小企業金融円滑化法の期限が到来しましたが、従来と変わらず、下記のとおり地域金融の円滑
化に全力を傾注しております。

中小企業・個人事業主のお客様
件　数

貸付けの条件の変更等の
申込みを受けた貸付債権

う ち 実 行

う ち 謝 絶

うち審査中

うち取り下げ

件　数

4,286 142

4,209 117
98.2％ 82.4％

29 5
0.7％ 3.5％

5 0
0.1％ 0.0％

43 20
1.0％ 14.1％

住宅資金をご利用のお客様

1 ・  各表中の各欄には、法の施行日（平成21年12月4日）から平成30年3月末までの累積額および累積件数を記載しております。
2 ・  「謝絶」とは、実行を拒否することをいい、貸付条件の変更等の申込みの日から3か月を経過した日または貸付債権の支払期日のいずれ 
 か遅い日を過ぎてもなお「審査中」のものについては「謝絶」したものとみなして記載しております。
3 ・  「審査中」とは、貸付条件の変更等の申込みがあったものの「実行」、「謝絶」、「取り下げ」に至っていない状態をいいます。
4 ・  「取り下げ」とは、債務者の意思で申込みを撤回することをいいます。
5 ・ 割合は、「申込み」に占める「実行」「謝絶」「審査中」「取り下げ」それぞれの割合を表しています。

金融円滑化法への対応状況（平成30年3月末）

平成30年6月発行

当金庫は、中小企業金融円滑化法の期限到来後も、これまでと同様に、他業態を含めた関係金融機関と緊密な連携を図りながら、貸付条件の
変更や円滑な資金供給に取組んでまいります。
当金庫は、コンサルティング機能を積極的に発揮し、それぞれのお客様の経営課題や問題点に応じた最適な解決策をお客様の立場に立って提
案し、真の経営改善に向けた支援に取組んでまいります。
当金庫は、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、これまでと同様に、お客様の抱えている問題を十分に把
握したうえで、その解決に向けて真摯に対応いたします。

1. 

2. 

3. 

TOTTORI SHINKIN BANK地域金融円滑化の取組み

平成29年10月
網走信用金庫（北海道）お客さま旅行 お出迎え

平成29年10月
湯村温泉観光キャラバン隊　大阪府・和歌山県の信用金庫
でPR活動

平成29年9月
鳥取砂丘除草ボランティア活動

平成29年10月
山陰海岸ジオパーク120kmウォークボランティア参加

（１）申込み、相談の受付体制
○「金融円滑化相談窓口」の設置
各営業店及び本部に「金融円滑化相談窓口」 
   を設置し、「金融円滑化相談責任者」、「金融円滑
　化相談担当者」を配置しています。
○「金融円滑化苦情・相談フリーダイヤル」の設置
　事務部内に「本部金融円滑化苦情相談窓口」
  専用フリ－ダイヤル（0120-260-262）
を設置しています。
（2）金融円滑化法への対応状況
  平成30年3月末時点での取組状況は、右の表
  のとおりです。
  詳しくは、当金庫ホームページで公表しています。

各表の記載内容についての説明


