
　　平素は、皆さまより格別のお引き立てを賜わり、誠にありがとうございます。
　　さて、当組合の平成27年度上期の経営状況を取りまとめました。ご一読いただき、私どもへのご理解を深
　めていただければ、幸いでございます。
　　この度の中間決算につきましては、優先出資発行による資本調達を前提として、積極的な不良債権処理を
　実施したことによる関連費用を多く計上したことから、経常利益、当期純利益ともに赤字となっております。
　　しかしながら、今期の赤字決算は一過性の赤字であり、積極的な不良債権処理により資産の健全化が進む
　ことで、収益性は大幅に上昇し、更にコア業務純益は順調に推移していることからも、次年度以降の利益は大
　幅に増加する見込みであります。また資本増強を機に地元中小個人事業者への円滑な資金供給に力をいれ
　ていく考えであります。
　　お客様に十分ご満足いただけるサービスの提供を心がけ、地域社会に貢献する“しょうしん”を目指して
　まいりますので、今後とも皆様のご支援賜りますようお願い申し上げます。

　 理事長 中　居　和　男

　　（１）貸借対照表

　　　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。
　　　　　　表示における「－」は残高がないことを表しています。

単位：百万円

ご　　あ　　い　　さ　　つ

しょうしんの近況報告 平成27年9月期

１．主な経営指標の推移

平成27年９月平成26年９月

現　　　金 1,9792,416

平成27年９月平成26年９月

預 金 積 金 260,223261,646

項　　目
資産の部 負債及び純資産の部

預　け　金 41,18352,032 借　用　金 --

金銭の信託 -- その他負債 1,2501,413

有 価 証 券 85,16375,703 賞与引当金 154157

貸　出　金 143,301140,383 退職給付引当金 21967

その他資産 1,5641,816

再評価に係る繰延税金負債 267270

有形固定資産 3,9133,902

債務保証 1114

無形固定資産 3844

負債の部合計 264,210263,634

繰延税金資産 665562

債務保証見返 1114

出資金 4,3504,386

貸倒引当金(△) 2,9151,853

資本剰余金 --

(うち個別貸倒引当金(△)) （2,489）( 1,528)

利益剰余金 3,7634,741

投資損失引当金 --

組合員勘定合計 8,1149,127

その他有価証券評価差額金 2,3061,985

土地再評価差額金 276273

評価・換算差額等合計 2,5822,259

純資産の部合計 10,69611,387

項　　目

資産の部合計 274,906275,022 負債及び純資産の部合計 274,906275,022

 資産の部 負債の部

純資産の部

その他の引当金 6850

役員退職慰労引当 1414



　　（２）損益計算書
単位：百万円  

　　　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。
　　　　　　表示における「０」は表示単位未満の残高があることを表しています。

　　（３）自己資本の構成に関する事項
単位：百万円  

　　　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。

平成27年９月

　経 常 収 益 2,608

平成26年９月

2,877

　　資金運用収益 2,4032,443

　　役務取引等収益 7869

　　その他業務収益 1227

　経 常 費 用 3,3342,274

　　資金調達費用 288283

　　役務取引等費用 267240

　　その他業務費用 03

　　経　　費 1,5481,632

　経常利益(又は経常損失) △725603

　　業 務 純 益 414696

　　業 務 粗 利 益 1,9272,213

　特 別 利 益 --

　特 別 損 失 --

　税引前当期純利益（又は税引前当期純損失） △725603

　法人税、住民税及び事業税 3125

　法人税等調整額 △96△43

　当期純利益(又は当期純損失) △633521

    その他経常収益 136 125

　　その他経常費用 114 1,230

平成27年9月
経過措置によ

る不算入額

8,644

126,793

126,773

△3,470

うち、無形固定資産(のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るものを除く。) 22

うち、繰延税金資産 335

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △4,307

うち、上記以外に該当するものの額 479

8

11

7,616

134,409

6.43%

自己資本

自己資本の額((イ)―(ロ))　　　　　　(ハ)

リスク・アセット等　　　(3)

信用リスク・アセットの額の合計額

資産(オン・バランス)項目

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

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を

8％で除して得た額

リスク・アセット等の額の合計額　　　(ニ)

自己資本比率

自己資本比率　　　((ハ)/(ニ))

オフ・バランス等取引項目

ＣＶＡリスク相当額を8％で除して得た額

平成27年9月
経過措置によ

る不算入額

8,114

うち、出資金及び資本剰余金の額 4,350

うち、利益剰余金の額 3,763

うち、外部流出予定額(△) －

425

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 425

194

8,733

5 22

うち、のれん及びモーゲージ・サービシン

グ・ライツに係るもの以外の額
5 22

83 335

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
83 335

89

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

特定項目に係る10％基準超過額

コア資本に係る調整項目の額　　　(ロ)

コア資本に係る基礎項目　　　(1)

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組

合員勘定又は会員勘定の額

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

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の四十五

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

コア資本に係る基礎項目の額　　　(イ)



単位：百万円

　　　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。

単位：百万円

　　　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。
　　　　　　時価は、各年の９月末日における市場価格等に基づいています。

２．貸出金業種別残高

３．有価証券の時価情報

保有目的区分
平成26年９月

評価差額

満期保有目的の債券 336

取得原価

6,958

時　　価

7,274

評価差額

315

平成27年９月

その他有価証券 2,761 75,037 78,205 3,168

66,642 68,797 2,155

71 80 9

8,323 9,327 1,004

債　　　券

株　　　式

そ　の　他

合　　　　計 3,097 81,995 85,479 3,483

売買目的有価証券 － － － －

平成26年９月

7,446

141

17

96

7,282

100

807

5,372

5,550

7,355

-

620

4,202

2,698

-

82,069

140,383

学術研究・専門技術サービス

農　業　・　林　業

漁　　　　　　　業

鉱業・採石・砂利採取業

建　　　設　　　業

製　　　造　　　業

卸 売 業・小 売 業

金 融 業・保 険 業

不 　動 　産　 業

物  品  賃  貸  業

電気・ガス・熱供給・水道業

宿　　　泊　　　業

そ　の　他　産　業

地 方 公 共 団 体

個　　　　　　　人

合　　　　　　　計

運 輸 業・郵 便 業

飲　　　食　　　業

教育 ・ 学習支援業

医  療 ・ 福  祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

雇用・能力開発機構等

3,241

5,344

354

1,228

6,108

300

43情  報  通  信  業

生活関連サービス業・娯楽業

1,703

6

1,051

平成27年９月

7,122

185

33

168

8,303

241

912

5,577

6,523

6,711

-

675

3,745

2,575

-

82,409

143,301

3,210

5,120

447

2,428

6,437

426

44



　　（１）預金・貸出金残高

　　　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。

　　（２）組合員数・出資金残高

　　　（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。

単位：百万円

　　　（注）上記の計表は、当組合の総与信に対し、上期中に倒産・不渡り等の客観的事実のあった債務者、
　　　　　　新たに３ヶ月以上の延滞となった債務者等について、当組合の定める自己査定基準に基づき、債
　　　　　　務者区分の見直しを行い、９月末時点における債権額をベースとして集計しております。

単位：百万円

単位：百万円

４．預金・貸出金・出資金等の推移

平成27年９月平成26年９月

預　　　金 260,223261,646

貸　出　金

平成27年９月平成26年９月

組 合 員 数

4,350出　資　金

破産更正債権及びこれらに準ずる債権 4,3893,963

危　 険 　債 　権 5,6465,784

要　管　理　債　権 648702

小　　　　　計 10,68410,450

正　 常　 債　 権 132,779130,082

合　　　　　　　計 143,464140,533

５．金融再生法に基づく資産の査定

平成27年９月平成26年９月

143,301

70,038人

4,386

70,206人

140,383


