
事業方針

貸出金

　第９９期は、「『ながしん「支援力の強化と変革への挑戦」３か年計画』～課題解決による地域経済の力強い回復を目指して～」
の初年度であり、皆さまの課題解決に尽力し、幸せづくりと地域社会全体の成長に貢献することを目指し、また、本計画中に
迎える令和５年１０月の当金庫創立１００周年に向け、役職員一丸となって取り組まなければなりません。その中で当金庫は、地域
に根ざした金融機関として、皆さまの課題解決に向けて、きめ細やかな対応により、円滑な金融仲介の役割を果たすため  ①本業
支援、経営改善支援  ②業務の改革  ③業界総合力の活用  ④業務遂行能力の向上  を計画の重点施策とし、これが実現に
向けて取り組み、「お取引先・地域・ながしん」が一体感の持てる存在感のあるコミュニティバンクを目指してきたところです。

金融経済環境

預　金

　令和３年の我が国経済は、新型コロナウイルス感染再拡大が断続的に発生し、緊急事態宣言の発出による経済活動の抑制
が長期に及んだことから、個人消費が引き続き低迷し、加えて年央以降は、半導体不足や東南アジアからの部品調達の停滞に
よる自動車関連の大幅な減産から生産活動や輸出が弱い動きとなり、実質ＧＤＰ成長率は、年初の落ち込みを回復できない
状態が続きました。他方、日銀短観による景況感は、前年の大幅な落ち込みの反動もあり、大企業製造業・非製造業ともに改
善傾向が続いており、雇用・所得環境においても有効求人倍率は前年を上回って推移しました。この間、欧米諸国に大きく後
れをとっていた我が国のワクチン接種は、５月以降に本格化し、足元のワクチン接種率は欧米諸国を上回る水準まで急上昇し
ました。これに伴い８月下旬以降の新規感染者は急速に減少し、年末まで沈静化した状態が続きましたが、年明けからは新た
な変異株（オミクロン株）による感染再拡大が強く懸念される状況となりました。
　また、中小企業分野では、「実質無利子・無担保融資」などの資金繰り支援融資や各種補助金・助成金により、中小企業者の
当面の運転資金は概ね充足し、企業倒産件数は過去５０年で最も低い水準で推移しましたが、反面、企業債務は増加しており、
今後は業績回復の遅れにより企業倒産や廃業の増加が懸念され、今後の動向に特に注視する必要があります。こうしたコロナ
禍において、当金庫は対面営業の自粛など感染予防に留意しつつも、お取引先の資金繰り支援に積極的に対応するなど全力
を挙げて取り組みました。今後も景気低迷の長期化が予想されるもとで、事業性評価を重視した融資やコンサルティング機能
の発揮により、引き続きお取引先の資金繰り支援、本業支援、事業承継・再生支援に積極的に取り組むとともに、地域の面的再生
や活性化に取り組んでいくことが重要な経営課題となっています。さらに、収益環境が一段と厳しさを増す中ではありますが、
顧客・地域の課題解決できる営業力の強化やデジタル技術の活用等によるコスト削減への取組みのほか、マネロン・テロ資金
供与対策やサイバーセキュリティ対策の充実強化も急務の課題となっています。
　このような情勢下、当金庫においてはコロナ対策融資に全力を注ぎつつ、不良債権に対する適切な引当を行い、且つ効率的
な資金運用やローコスト経営に努めた結果、最終当期純利益は前期を上回り、尚一層の経営基盤の強化を図ることができま
した。
　

期末残高　３６９，９９０百万円 
（前期比 ２９，１６６百万円、８．５５％増加）

【預金の人格別・科目別残高内訳】
(令和4年3月31日現在)

　給与・年金振込、金利優遇定期預金を中心に
個人向け取引を推進し､結果として期末残高は、
369,990百万円、対前期比29,166百万円、
8.55％、また、期中平均残高は、362,338百万
円、対前期比24,555百万円、7.26％と各々堅
調に増加いたしました。

個人（76.0%）　

金融機関（0.0%）

公金（9.3%）

法人（14.5%）

281,400百万円

70百万円

34,700百万円

53,818百万円

定期預金（66.2%）　

定期積金（2.1%）

当座預金（0.9%）

普通預金（30.1%）

貯蓄預金（0.1%）

別段・納税準備預金（0.3%）

245,117百万円

7,784百万円

3,421百万円

111,700百万円

550百万円

 1,414百万円

【貸出金の業種別残高内訳】
(令和4年3月31日現在)

個人
（住宅・消費・納税資金等）
（21.7%）

地方公共団体
（13.4%）

金融業・保険業（24.4%）

その他（0.5%）

29,923百万円

18,450百万円

33,551百万円

668百万円

製造業（7.4%）

建設業（8.6%）

運輸業・郵便業（3.0%）

卸売業・小売業（4.7%）

不動産業（8.8%）

サービス業（7.5%）

 10,169百万円

11,829百万円

4,157百万円

6,490百万円

12,192百万円

10,328百万円

期末残高　１３７，７６６百万円 
（前期比 ２，８０２百万円、２．０７％増加）
　個人・法人ともにコロナ対策の資金繰り支
援や日本政策金融公庫のＣＬＯ融資などに取
り組み、また、消費者ローンにおいても職域サ
ポートを中心に増加が図れました。加えて金
融機関向け融資により、結果として期末残高
は137,766百万円、対前期比2,802百万円、
2.07％、また、期中平均残高は136,391百万
円、対前期比4,085百万円、3.08％と各々増
加いたしました。

損　益
当期純利益　２，０９９百万円 （前期比 ２１０百万円、１１．１２％増益）
　超金融緩和下ではあったものの、米国好景気が日本の金融市場に好影響を与え、当金庫の資金運用収益や債券売却益等が
増加し、必要とする貸倒引当金も積み増すことできました。結果として、経常収益は6,120百万円、対前期比419百万円､7.36％
の増加となりました。また、経常費用も、経費等は減少したものの引当金繰入が増加したことから、3,218百万円、対前期比121
百万円、3.91％の増加となりました。その結果として、経常利益は、2,901百万円、対前期比298百万円、11.46％、また当期純
利益も、2,099百万円、対前期比210百万円、11.12％、各々増益となりました。なお、健全性の指標である自己資本比率は、
17.10％と国内基準(4%)の4倍を上回る水準を確保することができ、引き続き健全な財務体質を堅持しております。

（単位：百万円）
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【業務純益・コア業務純益・経常利益・当期純利益の推移】

業務純益
※貸出金や預金などの信用
金庫の本来業務による利
益です。

コア業務純益
※業務純益から一般貸倒引当
金繰入額と国債等債券損
益等の一時的変動要因を
差し引いた、本来業務にお
ける基礎的利益です。

経常利益
※本来業務による収益に、本
業以外の普段活動による
損益（臨時損益）を加減し
た利益です。

当期純利益
※経常利益に特別損益を加
減し、法人税等の税金を
差し引いた利益です。

1,888

1,374

2,099

2,9012,868

3,361

2,602

1,906

2,633
2,4342,584

1,933

令和2年3月期
令和3年3月期
令和4年3月期
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第99期（令和3年度）事業の概況
(令和4年3月31日現在)

企業理念･事業計画に基づき着実に
経営活動を営んでいます。
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