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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3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 2021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3年度の上半期においても、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大が、地域のみなさまに多大な影響を及ぼし
ました。この影響を受けられているみなさまに心よりお見舞
い申し上げます。また、医療従事者をはじめ、社会を支えて
くださっている多くの関係者のみなさまには、深く敬意を表
し、感謝申し上げます。
　ひがしんではコロナに負けず、地域のみなさまの事業継
続を支援するため、役職員一丸となって"お客さまに寄り添っ
た活動"を展開し、課題解決に臨みます。ぜひご相談ください。また、ひがしんグループではSDGs達成のために、地域
のみな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3年11月 理 事 長

医療従事者のみなさまへ感謝をこめて “メッセージ”
新型コロナウイルス感染症への対応が長期化するなか、第一線で奮闘されている
医療従事者のみなさまに対し、心から感謝の気持ちをお伝えするとともに、

少しでも心の支えとなっていただけるよう
緊急事態宣言中に応援メッセージを全営業店に掲示させていただきました。

【設　立】昭和 20年 12月 15日
【出資金】247億円
【会員数】127,167名

【職員数】1,404名
【店舗数】66店舗 8出張所
　　　　 店舗外ATMコーナー 20ヵ所

当金庫の概要　　　　　　　　　（令和 3年 9月 30日現在）



Higashin 2021     01

SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けて

中田理事長が「すみだ地域ブランド推進協議会」の新理事に就任

墨田区が“すみだ地域ブランド戦略”に基づくこ
れまでの魅力発信活動をリニューアルするにあた
り、「すみだ地域ブランド推進協議会」の新理事に
中田理事長が就任しました。地域金融機関として
のネットワークや知見を活かしながら、「新すみだ
地域ブランド」の確立に貢献するため、今後さま
ざまな取組みに参画してまいります。

学校法人中央大学と産学連携協定を締結

令和 3 年 5月 18日に学校法人中央大学と
産学連携協定を締結しました。今後、人的・
知的資源の交流、連携を行いながら地域
活性化に向けた取組みを行ってまいりま
す。感染拡大防止の観点から協定式はオ
ンラインで行いました。

葛飾区と「災害時における帰宅困難者対策への協力に関する協定」を締結

令和 3 年 4月 14日に葛飾区と「災害時に
おける帰宅困難者対策への協力に関する
協定」を締結しました。葛飾区が行う災
害対策活動への取組みに賛同し、区内の
3店舗（葛飾支店・金町支店・高砂支店）
の会議室を一時滞在施設として提供しま
す。今後も地域金融機関として、さまざま
な分野で地域貢献に努めてまいります。

墨田区商店街連合会へキッチンカー「すみキチ号」を寄贈

墨田区商店街連合会と墨田区が連携し取り組んでいる「商店街ＰＲ事業」のキッチンカー活動を支援するため、ひが
しんから墨田区商店街連合会へキッチンカー「すみキチ号」を寄贈いたしました。この事業は現在も続くコロナ禍に
より苦境に立つ地域の飲食店を支援するものであり、ひがしんはさまざまな形で協力しております。
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「事業継続力強化計画策定セミナー」をオンライン開催

「～災害・感染症に負けない強い企業へ～その場
で作成！事業継続力強化計画策定セミナー」と題
して SOMPOリスクマネジメント株式会社首席
フェローの高橋孝一さまを講師として BCP（事
業継続計画）に関する基本的な考え方と、BCP
の第一歩である「事業継続力強化計画」を一緒に
作成するWEB セミナーを開催しました。

経済産業省関東経済産業局主催「地域産業創出セミナー」に登壇

経済産業省関東経済産業局「中堅・中小企業との
スタートアップの連携による価値創造チャレンジ
事業」における地域産業創出セミナーにひがしん
亀戸支店お取引事業者である岡本硝子株式会社
会長の岡本毅さまおよび冨澤支店長（現吾嬬支店
長）が登壇し、ベンチャー企業とお取引事業者
のビジネスマッチング事例について発表しました。

学校法人芝浦工業大学との商品開発プロジェクト

産学連携協定を結んでいる学校法人芝浦工業大学
とお取引事業者の新商品開発に取り組んでいます。
7月に橋田教授監修のもとデザイン工学部の学生
がひがしんのお取引事業者 4 社にデザイン提案の
プレゼンテーションを行いました。今後、提案さ
れたデザインアイデアをもとに試作を経て商品化
を目指します。

日本政策金融公庫オンライン個別相談会開催

日本政策金融公庫船橋支店とお客さまとのオンライン個別相談会を開催しました。参加されたお客さまから、「コロナ
禍でのオンライン開催のため、安心して助成金や資金調達等の相談ができた」などの感謝のお言葉をいただきました。
今後も「地域貢献」に傾注し、地域に必要とされる金融機関として活動してまいります。

デザイン会社と連携して商品開発を支援

プロダクトデザインやプロモーションを得意とする
ひがしん錦糸町支店お取引事業者である有限会社
セメントプロデュースデザイン代表取締役社長の
金谷勉さま講演による「第 3回東京職人工房」を
開催しました。実践型の商品開発プログラムになっ
ており、マーケティングの観点から商品開発のノウ
ハウや販売手法などを学びつつ、商品開発に取り
組んでいただく機会を提供しました。

SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けて
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パラカヌー日本代表を応援

パラカヌー日本代表の瀬立モニカ選手を応
援しています。ひがしんビジネスクラブ オー
ロラとして、会員が利用する JCB 法人カー
ドの一定割合額を応援金として寄贈してい
ます。東京パラリンピックでは、7位入賞と
輝かしい成績を収められました。

第22回ひがしんわいわい倶楽部明治座観劇会を開催

第 22 回ひがしんわいわい倶楽部明治座観劇会を開催しま
した。会場内は感染症対策を万全に行い、収容率も 50%
とソーシャルディスタンスを考慮した開催となり、明治座初
主演・初座長となる「純烈」の公演をお楽しみいただきまし
た。昼・夜の 2 公演で 1,161名のお客さまにご参加いただき、
声援の代わりに大きな拍手で盛り上げていただきました。

地域清掃活動への参加

地域の美化をめざし、ひがしん役職員が地域企業と一緒に清掃活動ボランティアに参加しています。今後も「地域金
融機関」として、地域のみなさまと共に「住み続けられる町づくり」の実現のための活動を続けてまいります。

綾瀬支店 両国支店

SDGs（持続可能な開発目標）達成に向けて

地産都消プロジェクト　気仙沼産メカジキ弁当販売を実施

ひがしんが気仙沼信用金庫・国立大学法
人東京海洋大学と連携している地産都
消プロジェクトの一環として、ひがしん
篠崎支店お取引事業者である株式会社
江戸まといさまが「産地直送気仙沼産メ
カジキ弁当」を開発、期間限定で販売し
ていただきました。東日本大震災の被
災地復興支援の取組みでしたが、想定
以上の反響がありコロナ禍の都内飲食
店支援にも繋がりました。
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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3年3月末

11.25%
10.30%

11.14%

令和2年3月末 令和3年9月末

1,212億円
1,150億円 1,188億円

自己資本比率は、前期末比0.11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24億円増加して1,212億円
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

2兆753億円

1兆1,289億円

令和3年3月末

2兆1,077億円

1兆1,396億円

令和3年9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、各指標については前年同期比、全て上回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25億円となりました。

令和2年9月末 令和3年9月末

26億円27億円
25億円

27億円
25億円

30億円

26億円

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2兆1千億円、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

248億円

55億円

令和3年3月末

327億円
10,997億円

24億円

242億円

59億円

326億円
11,116億円

令和3年9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。

2.89% 2.86%3.47%

64億円

258億円

29億円
23億円

（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1億円減少し326億円となりました。また、不良債権比率
は前期末比0.03ポイント低下し2.86％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3年 3月末 令和3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 3,125 2,681 443 4,131 3,384 747
債券 166,216 163,888 2,328 194,229 191,128 3,100
その他 95,446 93,658 1,787 106,879 104,828 2,051
小　計 264,788 260,229 4,558 305,240 299,341 5,899

貸借対照表計上額
が取得原価を超え
ないもの

株式 6,954 7,855 △901 5,824 6,758 △934
債券 43,432 44,215 △782 24,024 24,410 △385
その他 75,512 80,200 △4,687 62,420 67,134 △4,714
小　計 125,899 132,270 △6,371 92,269 98,303 △6,034

合　　計 390,687 392,499 △1,812 397,509 397,644 △134

売買目的
有価証券

令和3年 3月末 令和3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

20 △0 20 △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3年 3月末 令和3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） 580 331

合　　計 933 684

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）

貸出金

製造業
1,266 億円
11.1%

建設業
1,544 億円
13.5%

運輸業、
郵便業
387 億円
3.4%

卸売業、小売業
1,227 億円
10.7%

不動産業
2,981 億円
26.1%

サービス業関係
1,681 億円
14.7%

個人
1,495 億円
13.1%

その他
813 億円
7.1%

1 兆 1,396 億円



葛飾北斎「新板浮絵両国橋夕涼花火見物之図」
画像提供：すみだ北斎美術館

「両国の夏の納涼花火」隅田川花火大会の歴史は、享保18年（1733）両国
川開きにまで遡る。大飢餓や疫病の犠牲による死者供養と災厄除去を祈願
して、花火を打ち上げたのが始まりだった。

―清水晴風「東京名物百人一首」1907年8月「両国の夏の納涼花火」から抜粋―

コロナ禍の収束を願い表紙画に採用いたしました。


