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足立成和信用金庫の現況

地元　ふれあい　しんきん感



ごあいさつ

 『足立区・足立成和信用金庫「協働・協創」推進のための包括連携協定』を締結
～地域経済の活性化と地域やくらしの安全・安心の推進～

　皆さまには、平素より足立成和信用金庫をご愛顧
いただき、誠にありがとうございます。
　このたび、平成30年6月22日の第92期通常総代
会および理事会を経て、理事長に選任され、同日付
をもって就任いたしました、土屋武司でございます。
　お取引先の皆さまの繁栄と地域の発展のため、誠
心誠意、職務に精励してまいります。どうぞよろしく
お願い申し上げます。
　ここに、平成29年度の業績をご報告し、当金庫へ
のご理解を深めていただけるよう本誌を作成いたし
ました。ご高覧いただければ幸いです。

理事長 土屋 武司

足立成和信用金庫は、足立区と緊密に連携し、「地域経済の活性化」や「地域やくらしの安全・安心」等に関するこ
とを、共に考え、共に取組んでまいります。

　平成３０年３月２０日、足立区と当金庫が緊密に連携しながら、相互の資源を最大限
に活用した活動を推進することにより、足立区における諸課題に的確に対応し、足立
区の一層の活性化および区民の安全・安心に資するべく、包括連携協定を締結いた
しました。

　当金庫の会議室を「子どもの居場所」「高齢者サロン」「子育
て世代の親子の交流の場」等の用途に無料で貸し出しいたし
ます。 対象店舗：旭町支店、南花畑支店、皿沼支店、中央支店

区民への支店会議室の貸出3

　地元金融機関のノウハウを活かし、足立
区内で創業する方の経営支援に協力いた
します。

創業者経営力アップ支援事業1

　当金庫支店の敷地内に初期消火用資器材「スタンドパイプ」
を備え置くことで、地域の安全・安心のお手伝いをいたします。
　平成30年度は区内の10店舗に設置予定です。

初期消火用スタンドパイプの設置4

　地元企業とのつなが
りを活かして、経営者に
よる従業員の健康づく
りを応援いたします。

区内企業の
健康経営®促進支援2

　足立区からのお知ら
せ等を足立区内の各支
店に設置しております。

区の発行する広報物の掲示
及び配架への協力5



平成29年度	業績のご報告

　地域のお客さまからお預かりしたご預金を地域
の中小企業や個人の皆さまへのご融資として還元
しております。平成29年度も事業性融資、個人向
け融資ともに積極的に取り組んだ結果、前年度対
比106億円増加の2,356億円となりました。これか
らも地域の活性化と発展に貢献できるよう、積極
的な貸出業務に取り組んでまいります。

貸出金
　預金残高は、地域の皆さまの温かいご支援によ
り、前年度対比45億円増加の4,929億円となりま
した。
　このうち個人のお客さまからお預かりしている
預金残高は4,212億円と全体の85.4％となってお
ります。

預金

　平成30年3月末の自己資本比率は8.98％となり
ました。国内で営業する金融機関に求められている
基準の4％を大きく上回っております。これからも皆
さまに安心してご利用いただけるよう、自己資本の
充実に努めてまいります。

　平成29年度は、貸出金利息や有価証券利息配
当金を中心に収益を確保するとともに、経費削減
に努めた結果、金融機関の本業から得られる業務
純益は6億84百万円となりました。また、経常利益
は6億14百万円、当期純利益は4億33百万円とな
りました。

収益の状況

不良債権の総額 8,920百万円

担保・保証及び
貸倒引当金による保全額 8,391百万円 （単位：百万円）

（単位：百万円）

2,061 6,306 552

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

貸倒引当金

7,803587 担保・保証による回収見込額

　平成29年度の不良債権額は、前期比8億22
百万円減少の89億20百万円となりました。当金
庫の不良債権の94.0%は、担保や保証などで保全
されております。また、十分な自己資本を保有して
おりますので不良債権に対する備えは万全です。
これからも、不良債権の新規発生防止およびお取
引先の再生支援に努めてまいります。

不良債権の状況

平成27年度 平成28年度 平成29年度

2,090
2,3562,250

（単位：億円）

4,929
4,883

4,840

（単位：億円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度

自己資本の状況

科目 H27年度 H28年度 H29年度

自己資本の額（百万円） 21,057 21,238 21,590

自己資本比率（％） 10,24 9,51 8,98

 保全率  
94.0％



地域とともに

 ◆ あだち菓子本舗
	 　当金庫が中心となり、足立区内のお菓子製造業者15社で構成する「あだ
ち菓子本舗」を足立区や大学の先生の助言をいただき立ち上げました。足
立区内のスーパーで常設販売や週末販売を実施し、地場産業の活性化を
支援をしております。

 ◆ マッチメーカー
	 　ビジネスマッチング専担者の名称です。お客さまの「売りたい」「買いたい」「連携したい」等の課題解決に
向けて、当金庫のネットワークを活かして相手先を探し出し、引き合わせる取組みを実施しております。

 ◆ 「千本桜まつり」での企業PR支援
	 　足立区主催の当イベントにおいて、当金庫による地元企業のＰＲとして
「地元・ふれあい・しんきん感」をテーマにした物産展を開催いたしました。

 ◆ 足立区「創業資金」の保証料を補助
	 　足立区が利子補給を行う制度融資「創業資金」では、保証料の一部を当
金庫が負担するサービスを実施しております。

 ◆ 創業支援施設「あかつき」の運営
	 　旭町支店の向かいに旭町支店別館として完成いたしました。1階にはＡＴ
Ｍコーナーと全自動貸金庫を設置し、平成29年8月7日よりご利用いただ
いております。2階から5階は創業支援施設「あかつき」として平成30年1月
より運用開始しております。
　　創業支援施設「あかつき」では、足立区および東京電機大学の運営する3
つの創業支援施設と連携することにより、「創業前」「創業時」「創業後」のすべ
てのフェーズで、創業者の皆さまの悩みや課題を解決するお手伝いをしてお
ります。

 ◆ 日本政策金融公庫との創業協調融資
	 　平成29年10月より、日本政策金融公庫との創業協調融資「あかつき」の
取り扱いをしております。

　足立成和信用金庫は、創業見守りサービス「創業“おせっかい„宣言」を掲げ、創業に関する各種相談に加
え、融資後2年間、当金庫職員が原則毎月訪問することで企業の不安や悩みの解消、事業の成功をお手伝いする
「創業見守りサービス」を平成28年4月より開始し、創業者へのサポートを積極的に取組んでおります。

足立成和信用金庫は、これまで培ってきた経験とネットワークを活用し、お客さまのライフサイクル
に応じて経営課題の発見から解決までを総合的にサポートいたします。

創 業 期

ビジネスマッチング・販路拡大

成 長 期・成 熟 期

地域活性化への取組み

創業支援施設「あかつき」
東京都インキュベーション施設
運営計画
認定事業者（認定番号：28006）

● 平成29年度の創業資金取組実績： 64件、3億84百万円
● 足立区全体における当金庫の創業資金シェア: 件数 48.9％、金額 49.2％

● お取引先ブース出展：34社 
● 販売をお手伝いした役職員数：延べ132名 
● 来場した役職員と家族数：延べ462名



「すうぷせん」、「SUPER-SEN」

 ◆ 事業承継に関する取組み
　　11月6日に「事業承継セミナー」を開催し、お取引先31社34名にご参加いただきました。参加者からの
アンケート結果を基に、うち７社に対して、中小企業基盤整備機構・東京都よろず支援拠点・東京商工会議所
の専門家との連携により、事業承継に関する課題解決支援を継続しております。

承 継 期

◆ シグマバンクグループビジネス交流会
	 　お客さま同士の交流とビジネスマッチングを目的とした「第９回シグマバンクグループビジネス交流会」
を8月4日に開催いたしました。開催後もきめ細かなフォローにより商談の成約を支援しております。

人材派遣・ジョブマッチング
 ◆ 足立プラットフォームにおける活動
	 　平成25年9月、関東経済産業局からの承認を受け、中小企業支援を目的
とした地域の支援機関の連携体である「足立中小企業支援プラットフォー
ム」が発足しております。社員の定着化のための「社員が笑顔になる会社づ
くり」をテーマとした共感と感動を与えるセミナーと個別相談会を開催し、
43名にご参加いただきました。

 ◆ 都立足立工業高校見学会
	 　地元企業と学生のジョブマッチングを目的とした見学会を実施し、企業
の雇用と若者の就労を支援しております。（参加企業24社）

地元の大学との連携
 ◆ 東京電機大学
	 「第5回産・学・公・金交流会」が行われ、「技術課題解決のために大学のシ
ーズと補助金を活用しよう！」をテーマとしたセミナーと、同大学に新設され
た「ものづくりセンター」の見学会も同時開催されました。27社66名にご
参加いただきました。

 ◆ 東京未来大学
	 　新宿髙島屋において第10回「大学は美味しい！！」フェアが開催され、同大
学と当金庫お取引先、足立区、当金庫の連携により開発した食品を販売い
たしました。

相談サポート
 ◆ 経営改善支援
	 　当金庫はお取引先の健全な経営状態の維持や
改善、事業再生のため、外部機関と連携し、お客さ
まの立場に立った経営支援を行っております。

 ◆ 相談会・セミナーの開催
	 ・「事業承継セミナー」（11月6日）
	 ・「第3回遺言・相続全国一斉相談会」（11月15日）
	 ・「ものづくり補助金個別相談会」（3月13日）

● 平成29年度の支援活動実績： 59件

都立足立工業高校見学会

● お取引先参加企業：96社（うち出展企業18社）  
● 商談・相談件数： 延べ471件  成約件数22件



本店・本部所在地  〒120-0034 東京都足立区千住1丁目4 番16号　
電話：03-3882-3221（代表）
ホームページ  http: //www.adachiseiwa.co.jp/

竹の塚こどもお仕事まつり

あだちサンタウォーク

足立フレンドリーマラソン

あだちワンダフルCMグランプリ

　足立成和信用金庫は、地域経済の発展と暮らしやすい社会の実現をめざし、スポーツ振興、防犯・
防災、交通安全や環境活動への参加と協賛等を通じて、地域の一員としてさまざまな活動に積極
的に取り組んでおります。平成２９年度の主な活動は以下のとおりです。

社会貢献活動

 ◆第7回「あだちワンダフルCMグランプリ」への協賛
	 　１分間の動画で足立区の魅力を区内外に向け広く伝えるほか、区のイメー
ジアップを募集する「あだちワンダフルCMグランプリ」に協賛しております。

 ◆がん検診受診率向上への協力
	 　がん検診を受診した足立区民を対象に、金利を上乗せする「がん検診応援
定期預金」を取り扱い、受診率向上のお手伝いをしております。

 ◆「竹の塚こどもお仕事まつり」に協力
	 　足立区竹の塚地域学習センターが小学生を対象に開催したお仕事体験イ
ベントにおいて、当金庫はお金の使い方や大切さを学ぶ金融講座を開催し、
営業店で硬貨巻きの体験もいたしました。（参加者７０名）

 ◆「あだちサンタウォーク」への協力
	 　世界各地で行われている住民参加のチャリティイベントが足立区でも初開
催され、当金庫は運営・協賛を行いました。129名の参加者全員がサンタクロ
ースの衣装を身につけ千住の街を歩き、参加費はすべて足立区社会福祉法人
連絡会主催の「クリスマス子ども食堂」に寄付いたしました。

 ◆第8回足立フレンドリーマラソン
	 　同大会に協賛し、ボランティア６５名と走者３０名の職員が参加いたしました。
また、会場内のブースには飲食業等のお取引先５先が出店いたしました。

 ◆足立区民駅伝競走大会
	 　参加選手のゼッケンと優勝カップの寄贈で毎年共催しています。当金庫か
ら3チーム21名の選手が参加いたしました。

　「足立の街で元気に働く皆さんを写真で応援したい」をコンセプトとし
た「あだち★元気つながるプロジェクト」を東京都写真館協会足立支部
の方々と立ち上げました。
　写真を見た人が元気になる、働く人を応援する、足立区を元気にする
ことを目的としてモノクロ写真でポスターを作成し、足立区内の店舗・ロ
ーンプラザにて掲示しております。
　平成30年2月21日に全国信栄懇話会「第37回信用金庫ＰＲコンクー
ル」において、「全信懇会長賞」（最優秀賞）を受賞いたしました。

 「あだち★元気つながるプロジェクト」足立成和信用金庫は
 「地元の元気」を応援します！

本誌は、FSC®認証紙を使用し、
環境に配慮した植物油インキを使用しています。
本誌は、FSC®認証紙を使用し、
環境に配慮した植物油インキを使用しています。


