
利回りの低下から資金利益は低下、業務の基本的な
成果を示す業務純益は前期比２億９１百万円の減益と
なりました。当期純利益は、信用コストが低減した
ことから前期比１億４１百万円増益の６億４３百万円とな
りました。

　令和元年度は、長期５か年計画の第三期となる中心
年度にあたり、当金庫のビジネスモデルを着実に構
築するうえで非常に重要な年度と捉えています。当
金庫が根ざす滋賀県の経済発展と活性化は、当金庫
の永続的な発展と一体と考えており、社会現象とさ
れる人口減少・企業減少問題に真摯に向き合い、地
域の企業さまや個人の皆さまの課題に対し迅速にお
応えするとともに金融面のみならず身近なご相談相
手となれるよう一層注力する所存でございます。

　これまで以上に、内部管理態勢の充実・強化、役
職員のコンプライアンス意識の醸成に努め、地域の
皆さまに親しまれ、信頼されるよう取り組んで参り
ますので、引き続き旧倍のご支援、ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。

令和元年７月

理事長　沼尾 　護

ごあいさつ
　皆さまには、平素より滋賀中央信用金庫に対しまし
て格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

　本冊子は、平成３０年度における当金庫の経営内容
や活動状況を取りまとめ作成いたしました。ご高覧
賜り、当金庫に対するご理解を一層深めていただけ
れば幸いに存じます。

　平成３０年度は、世界経済の先行き不透明感が高ま
りつつあるなか金融循環の拡張的な動きは継続して
いましたが、長引く金融緩和政策が金融機関の収益
に与える影響は次第に厳しく反映されるところとな
りました。

　こうした環境のもと、当金庫は、平成２９年度に策
定した長期計画「―まっすぐ未来―しがちゅうしん５
か年計画」の第二期に果敢に取り組み、事業計画ど
おり平成３０年１１月には念願でありました大津市に当
金庫３１番目の店舗となる大津支店を新設開店するこ
とができました。また、業容においても平成３１年３
月末総預金残高は４,４６９億６５百万円（前期比１８２億
２７百万円増加）、貸出金残高は２,３４２億４５百万円（前
期比９５億３１百万円増加）を計上し、預貸率は５２.４０％
となり預金･貸出金とも堅調に推移しました。収益に
つきましては、経費削減等に努めましたが資金運用
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１．預金又は定期積金の受入れ

２．会員に対する資金の貸付け

３．会員のためにする手形の割引

４．法令の定めるところによる地方公共団体、金融機関
その他会員以外の者に対する資金の貸付け及び手形
の割引

５．為替取引

６．左記１～５の業務に付随する債務の保証又は手形の
引受けその他信用金庫業務に付随する業務

７．国債、地方債、政府保証債その他の有価証券について
金融商品取引法により信用金庫が営むことのできる
業務（上記６により行う業務を除く。）

８．担保付社債信託法その他の法律により信用金庫が営
むことのできる業務

９．その他前各号の業務に付帯又は関連する業務

経営理念・経営方針・金庫の概況
O u t l i n e

1. 地域を大切にし、発展的未来を共に創造する。
2. 人々の「幸福」かつ「安定」した生活設計に寄与する。
3. 常に積極的で、最良のサービスを提供する。

経営理念

金庫の概況

金庫の主要な事業内容

経営方針

創　立 大正3年6月2日
出資金 12億72百万円（平成31年3月末現在）
代表者 理事長　沼尾　護

店　舗

本部：滋賀県彦根市中央町5番9号
本店：滋賀県近江八幡市桜宮町198番地
支店：彦根市　　  9店舗・1出張所 東近江市　1店舗

近江八幡市　4店舗・1出張所 野洲市　　2店舗
守山市　　　3店舗 蒲生郡　　1店舗
栗東市　　　1店舗 愛知郡　　2店舗
草津市　　　2店舗 犬上郡　　2店舗　　　　　
大津市　　　1店舗 合　計　 31店舗

営業地区 滋賀県

高品質なサービスで地域に貢献 健全・透明な経営の実践
協同組織金融機関の特色を活かして、
顧客ニーズに応じた高品質な商品と
サービスを安定的かつ積極的に提供
し、地域社会と中小企業の繁栄に寄
与する。

健全で透明な金庫経営を通じて社会
的企業価値の最大化に尽力するとと
もに、地域顧客のパートナーとして、
地域社会のさらなる活性化をめざす。

自由闊達で活力ある職場環境をつく
り、職員の資質の向上とより良い人
材育成に努める。

職員の資質向上1 2 3
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