
【設　立】昭和 20年 12月 15日
【出資金】249億円
【会員数】128,441名

【職員数】1,395名
【店舗数】68店舗 7出張所
　　　　 店舗外ATMコーナー 19ヵ所

当金庫の概要　　　　　　　　　（令和 2年 9月 30日現在）
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ごあいさつ

　平素より “ひがしん”に対し、格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。
　このたび、令和2年度上半期の業績や地域における
活動等についてご報告するため「Disclosure 2020
東京東信用金庫の現況 半期レポート」を作成いたしま
した。
　令和2年度上半期は、新型コロナウイルス感染症の
拡大が、地域の皆さまに多大な影響を及ぼしており、
未だ収束の見通しが立たない状況です。当金庫では地
域の皆さまの事業継続を支援するため、役職員一丸と
なって課題解決に臨みます。ぜひご相談ください。
　ひがしんグループではSDGs達成のために、地域
の皆さまと共に持続可能な社会の実現に向け、全力
で取り組んでまいりますので、一層のご愛顧を賜り
ますよう心よりお願い申し上げます。

　令和2年11月

理 事 長

ひがしんのメインスローガン

“夢を夢で終わらせない信用金庫”

ヒューマニティあふれる地域を創る信用金庫

地域金融機関としての使命を果たす信用金庫

地域とのつながりを
大切にしながら
明日をかなえる信用金庫
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●影響を受けたお客さまへ相談窓口のご案内

●ご来店されるお客さまへのお願い

新型コロナウイルス感染症に対する対応とご協力のお願い

地域の皆さまの事業継続を支援するために相談窓口を全店に設置しております。新型コロナウイルス感染症
対応制度融資を中心とした資金繰りのご支援、経営課題の解決にご利用いただいております。ご相談には迅
速かつ丁寧に、皆さまに寄り添ったオーダーメイドのご提案をさせていただいております。ぜひ遠慮なくご相
談ください。

上半期までにご支援した内容（令和 2 年 9月 30日現在）

営業店窓口では、ひがぴょんマスクを着用してお客さまをお迎えしております。

お客さまと職員の安心・安全に配慮しながら、よりレベルの高い業務継続態勢を構築し、
金融サービス提供の維持に、全力で取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご来店いただくお客さまにおかれましては、以下の点につい
てご理解・ご協力をいただけますようお願い申し上げます。

1.  消毒液のご利用やマスクをご着用ください
2.  熱のある方、体調不良の方はご来店をお控えください
3.  お客さま同士、できるだけ距離を空けてお待ちください
4.  ロビーに置いてある新聞・雑誌等は当面、撤去しております
5.  ＡＴＭやインターネットバンキングを極力ご利用ください
6.  振込、税公金の納付等は、日数・時間に余裕をもってお持込みください
7.  急を要しない手続きにつきましてはお控えください
　 （住所変更等、口座の解約、大量の硬貨の入金、記念硬貨の両替等）

融資件数 融資金額
14,196件 2,428億円

対応融資取扱件数・金額

補助金・助成金申請手続き等支援件数

■ 国の支援
■ 都・県の支援
■ 区・市の支援

1,664件

201件190件

この他、事業性資金や消費資金・住宅ローンのご
返済でお困りのお客さまに返済方法の変更のご相
談もお受けしております。

　　■返済方法変更例
　　　・毎月返済額の減額
　　　・元金返済の据置
　　　・ボーナス返済額の減額等

令和 3 年 3月末まで新型コロナウイルス感染症の影響に
よる条件変更等の手数料を免除しております。
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○自己資本の充実の状況〔単体〕

：自己資本額 ：自己資本比率

4.00％

令和2年9月末

10.23% 10.30% 10.70%

令和2年3月末平成31年3月末

1,127億円
1,150億円 1,168億円

自己資本比率は、前期末比0.4ポイント上昇し、信用金庫に必要とされる国内基準4.00%を大きく上回っ
ており、高い健全性を保っています。自己資本額についても前期末比18億円増加して1,168億円となり、
充実した体力を備えております。

○預金・貸出金残高の状況

：預金 ：貸出金

2兆281億円

1兆1,122億円

令和2年9月末

1兆8,300億円

1兆36億円

平成31年3月末

1兆8,578億円

1兆138億円

令和2年3月末

○損益の状況
マイナス金利政策が継続する中、前年同月比で各指標において低下いたしましたが、ほぼ同水準を確保する
ことができました。金融機関の基本的な収益力を示す実質業務純益は24億円となりました。

令和2年9月末平成30年9月末

26億円27億円
25億円

12億円11億円

17億円17億円
20億円 21億円

令和1年9月末

：コア業務純益：実質業務純益 ：コア業務純益（投資信託解約損益を除く）：業務純益

24億円 24億円24億円

新型コロナウイルス感染症により影響を受けておられる事業者の皆さまへの資金繰りや本業支援に取り組
み、預金残高は2兆円、貸出金残高は1兆1千億円となりました。
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○金融再生法に基づく開示債権〔単体〕

○貸出金業種別状況

○有価証券の時価情報

不良債権額
正常債権額

：要管理債権

：危険債権

：不良債権比率

：破産更生債権およびこれらに準ずる債権

249億円

79億円

令和2年9月末

358億円
10,796億円

35億円

270億円

89億円

396億円
9,678億円

平成31年3月末

352億円
9,815億円

令和2年3月末

「3カ月以上延滞債権」および「貸出条件緩
和債権」に該当する貸出金をいいます。

債務者が経営破綻の状態には至っていない
が、財政状態および経営成績が悪化し、契
約に従った債権の元本回収および利息の受
取りができない可能性の高い債権です。

破産、会社更生、民事再生等の事由により、
経営破綻に陥っている債務者に対する債権
およびこれらに準ずる債権です。

不良債権比率については、小数点第3位を
四捨五入して算出しております。

3.21%

3.93%

3.47%

64億円

258億円
29億円 29億円

（注）1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。2. 上記の「その他」は、外国証券および投資信託等です。
3. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は、本表には含めておりません。

※満期保有目的の債券は保有しておりません。

（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づい
　　 ております。

金融再生法ベースの不良債権額は、前期末比 6億円増加し 358 億円となりました。一方で、不良債権
比率は前期末比0.26ポイント低下し3.21％となりました。

地域のより多くの皆さまへ円滑に資金を提供するため、
大口貸出を避け、小口貸出に重点を置き、特定のお客
さまに偏らないように取り組んでおります。
これからも多くのお客さまに資金をご利用いただくた
めに、小口多数の貸出を積極的かつスピーディーに
行ってまいります。

※本資料に掲載している計数は、単位未満を切り捨てて表示しております。

その他有価証券 令和2年 3月末 令和2年9月末
貸借対照表計上額 取得原価 差額 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
るもの

株式 3,224 2,784 440 2,612 2,117 495
債券 128,049 126,106 1,942 138,110 136,143 1,967
その他 58,247 57,269 978 88,405 86,746 1,659
小　計 189,522 186,160 3,361 229,129 225,007 4,121

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

株式 8,528 12,189 △3,660 7,643 10,806 △3,162
債券 49,729 50,970 △1,241 39,965 40,809 △843
その他 118,172 123,503 △5,331 85,653 91,750 △6,096
小　計 176,429 186,663 △10,233 133,263 143,366 △10,103

合　　計 365,951 372,823 △6,871 362,392 368,373 △5,981

売買目的
有価証券

令和2年 3月末 令和2年9月末

貸借対照表
計上額

当期の損益に
含まれた評価
差額

貸借対照表
計上額

当期の損益に
含まれた評価
差額

69 △1 44 0

時価を把握することが
極めて困難と認められる有価証券

令和2年 3月末 令和2年9月末
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式および関連法人等株式 69 69
その他有価証券（未公開株式） 284 284
その他有価証券（投資事業有限責任組合） 689 497

合　　計 1,043 851

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）

貸出金

製造業
1,258 億円
11.3%

建設業
1,451 億円
13.0%

運輸業、
郵便業
377 億円
3.3%

卸売業、小売業
1,173 億円
10.5%

不動産業
2,890 億円
25.9%

サービス業関係
1,625 億円
14.6%

個人
1,533 億円
13.7%

その他
812 億円
7.3%

1 兆 1,122 億円
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SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けて

ひがしん新現役交流会から「日本文具大賞」受賞につながりました

事業者さまが抱える経営課題を解決するため経験・知識が豊富な大手企業
ＯＢ等とのマッチングの場として新現役交流会を開催しています。
株式会社相馬さまは商品開発についてお悩みがあり、新現役交流会に参加し
たことで支援いただける人材とマッチングしました。新商品開発を進め、自社
ブランド“紙のコト”を立ち上げ、「ホントの紙ねんど」の開発に成功、「日本
文具大賞 機能部門グランプリ」を受賞する大きな成果に結びつきました。

全国信栄懇話会「第11回信用金庫保険窓販表彰制度」で最優秀賞を受賞しました

同表彰制度の損害保険部門で最優秀賞を受賞し、さらに生命保険部門で最
優秀賞と優秀賞を受賞しました。記念の盾がフコクしんらい生命保険株式会
社櫻井健司代表取締役社長から授与されました。コロナ禍で高まるリスクに
対応するために今後も、お客さまの立場に立ち、適切な保険をご提案できる
ように取り組んでまいります。
( 全国信栄懇話会とは共栄火災海上保険株式会社、富国生命保険相互会社、
フコクしんらい生命保険株式会社と信用金庫との相互協力機関です )

津山信用金庫と「地方版総合戦略に関する協定」を締結

令和 2 年 4月 8日、津山信用金庫（岡山県津山市、理事長 松岡裕司）と、
「地方版総合戦略に関する協定」を締結しました。
相互協力して墨田区内等での津山圏域の特産品販売イベントの実施や、
ビジネスマッチング、津山圏域内での交流イベントの実施等、販路拡大・
地域活性化に向けた各種事業に取り組んでいくことに合意しました。
具体的な取組みとして、地域産品の販路拡大を図るために各種産品の利
用用途について、当金庫職員がアンケートに答える形で情報提供したこ
とや、営業店の店頭で産品の紹介を実施することが行われます。

「新型コロナウイルス感染症関連支援制度休日相談会」を開催

新型コロナウイルス感染症拡大による業況悪化に直面したお客さまに対し、ハロー
プラザ両国・西葛西の 2か所で、国や自治体が設けた各種支援策を活用していた
だくため、申請書作成等の休日相談会を開催しました。
一部制度においては、青色申告会による書類の事前確認を受けることにより支給
が早まるとされていたことから、休日相談会には向島・江戸川南の青色申告会か
ら相談員を招き、協力してサポートを実施しました。

熱中小学校「丸森復興プロジェクト」で丸森町を応援

令和 1年の台風 19 号で大きな被害にあった宮城県丸森町の復興を、日
本財団、信金中央金庫と連携して支援しております。
丸森復興応援チームとして、令和 2 年 6月に熱中小学校※丸森復興分校
の開校に携わり、第 1期の授業（6月～ 9月）が開催されました。当金庫
のお客さまと役職員も入学し、現地入学者との交流を通じて、丸森町の
復興支援・地方創生につながる役割に貢献しております。
10月には台風被害で仮復旧となっていた阿武隈急行が 1年ぶりに全線開
通するという、うれしい知らせも届きました。
（写真提供 河北新報社）

※熱中小学校とは、「もういちど 7 歳の目で世界を・・・」をコンセプトに生涯学び、交流し、
　新たな地方発の価値創造活動を展開する、全国レベルの地方創生プロジェクトです。 丸森町

津山市
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キッチンカー支援活動、清掃活動、募金活動など地域貢献活動に積極的に参加

墨田区が墨田区商店街連合会と連携して
行っているキッチンカーによる「商店街ＰＲ
事業」に職員が販売のお手伝いをさせてい
ただきました。

地域社会への貢献

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、地域の医療体制の維持に役立てていただくために、墨田区、江東区、江戸川
区へサージカルマスクを寄贈いたしました。医師会からは感謝状を頂戴いたしました。今後もさまざまな関係機関とのパー
トナーシップを深め、地域社会に貢献できるよう取り組んでまいります。

新日本フィルハーモニー交響楽団に寄付金を贈呈

公演の中止や延期などで、厳しい状況にある地元の新日本フィル
ハーモニー交響楽団に、地域の音楽文化の維持に役立てていただ
くために、寄付金を贈呈しました。贈呈式では、新入職員代表が
激励の言葉を添えた絵てがみを読み上げ、お礼として貴重な演奏
リハーサルを見学させていただきました。

ひがしんビジネスクラブオーロラ会員企業紹介書籍「東京イースト」出版

ひがしんビジネスクラブオーロラの会員企業紹介書籍を「東京イースト　中
小企業の未来」と題して出版いたしました。書籍は中小企業診断士が取材、
執筆、編集し、大学教授、関係者の監修のもと、81社を掲載しております。
企業の魅力を 4 ページに凝縮した 1冊となっております。ぜひご一読くだ
さい。
なお、書籍購入につきましてはお取引店へお申込みください。

豊かな地域経済社会づくりに奉仕し、人縁・地縁を大切にし、地域貢献
活動に積極的に参加しております。これからも、地域社会のお役に立つ
活動に取り組み、持続可能な社会の実現に向け、お手伝いをします。

墨田区 江戸川区
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（本部）東京都墨田区両国 4-35-9
　　　電話番号 03-5610-1111（代）
（本店）東京都墨田区東向島 2-36-10
　　　電話番号 03-3611-0131（代）

表紙画像提供：すみだ北斎美術館　葛飾北斎「冨嶽三十六景　江戸日本橋」

ひがしんグループは、東京東信用金庫を核として、
　　　　（持続可能な開発目標）を踏まえ、
グループ 7社とともに協同組織の理念に則り、

持続可能な社会の実現に向けた活動に取り組むことを
宣言します。

～ひがしんグループ～
東京東信用金庫・ひがしんビジネスサービス（株）・信用メンテナンス（株）

ひがしんリース（株）・プラス保証（株）・システム運輸（株）
みのり（株）・システムバンク（株）

ひがしんグループ 宣言

　　　

ひがしんグループ SDGs 宣言をホームページ
で公表しております。取組みの内容をご紹介
しておりますので、ぜひご覧ください。


