
　日頃から大阪信用金庫をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
　当金庫の経営内容をご理解いただくために、ディスクロージャー誌「ＤＡＩＳＨＩＮＤＩＳＣＬＯＳＵＲＥ 
２０１９ ～だいしんの現況～」を作成いたしました。
　経営方針や業績、地域貢献活動などを分かりやすくご案内していますので、どうぞご覧ください。
　２０１８年度の大阪経済は、円安や堅調なインバウンド消費に支えられ緩やかな回復が続きました
が、人口減少による国内市場の縮小や人材不足、後継者不足など、中小企業を取り巻く経営環境
は依然として厳しい状況にあります。
　また、金融機関を取り巻く環境も、長引くマイナス金利政策による貸出金利の低下や他業種による
金融業務への参入が増えるなど、今後さらに厳しい状況が予想されます。
　こうした中、当金庫はこれまでの規模拡大戦略を改め、２０１８年１０月より、「量から質へ」と経営方
針を大きく転換しました。
　金融サービスの原点に立ち返り、お客さまの課題の解決に向け真摯に取組み行動していくことを
通じて、だいしんファンを創造することが重要と考え、特に創業支援、事業承継支援、人材雇用支援
を３本柱として、最重要課題と位置づけ取組んでおります。
　２０１８年度の業績は、期末の預金残高が２兆８，２４９億円、貸出残高が１兆４，２７７億円となり、業
務純益は９８億円、当期純利益は７５億円となりました。
　これもひとえにみなさまの長年にわたるご愛顧・ご支援の賜物と深く感謝しております。
　今年度、当金庫は創業１００周年を迎える記念すべき年であり、お客さま目線の経営に一層注力
し、役職員一丸となり業務に取組んでまいります。　
　これからも地域金融機関としてみなさまに頼りにされる金庫を目指してまいりますので、今後ともご
支援、ご愛顧くださいますよう心よりお願い申し上げます。
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地域金融機関として 中小金融の円滑をはかり
地区内産業経済の発展と一般大衆の繁栄に寄与する

常に堅実なる経営を維持し 役職員は信義誠実を旨とし
和をもって協調し 金庫の永遠の発展と繁栄をはかる

だいしんファンの創造 ～原 点 回 帰 ～

「量から質へ」経営方針の転換

経営ビジョン

基本戦略

基　本
方　針

１００年を飛躍の年に ～未来への挑戦～
この街のホームドクター

スローガン

自　主　創　造行動指針

数値目標

２０１９年度 経営計画

課題解決の3本柱

　2019年6月17日、創業100周年記念事業の
一環として、「だいしんシェアオフィス『夢やさか
い』を堺東支店の2階に開設しました。この取組
みは、創業希望者、創業間もない事業者向けの
シェアオフィスを開設し、「創業支援」を一層強化
するものです。24時間利用可能で個室利用とな
るスモールオフィスが3室、マイデスクが6席、フ
リーデスクが29席あり、会議室や交流スペース
も設けています。創業を目指す方に作業スペー
スを提供するとともに、様々な相談についても
対応し、創業企業の増加、地域経済の発展に貢
献致します。

　人材不足は、今や、中小企業にとって最も大き
な課題の一つです。当金庫は中小企業の「人材
雇用」の課題解決実現のため、2019年4月1日、
有料職業紹介事業許可を取得し、運営サイトと
して「だいしんWORK²（わくわく）ネット」を開設
しました。これは、求人企業と求職者とのマッチ
ングをお手伝いするウェブサイトです。だいしん
WORK²ネットにご登録いただくだけで、複数の
提携業者がもつ求職者とのマッチングが可能と
なります。

　中小企業にとって、経営者の世代交代を円滑
に行うことは重要な課題です。だいしんでは、こ
うした悩みを解決するために、信金キャピタル株
式会社、みらいコンサルティング株式会社など
と業務提携を行い、相談・仲介業務を実施してい
ます。
　また、当金庫は経済産業省より「中小企業・小
規模事業者ワンストップ総合支援事業」に係る地
域プラットフォームの代表機関として認可を受
けており、事業承継に詳しい経験豊富な専門家
の派遣も行っています。

1兆4,500億円貸出金
残高

70億円当期
純利益

2兆8,500億円預金
残高

創業支援 事 業 承 継 支 援 人 材・雇 用 支 援

お客さま
満足 

業務体制

経営基盤

人　材
ネットワークの
再構築

だいしんの絆
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　2018年10月より、「量から質へ」と経営方針を大きく転換し、金融サービス業の原点に立ち返り、お客さまとの強い絆を
通じて「だいしんファン」を増やすことを目的に、3ヵ年計画「だいしんの絆」を策定しました。2022年3月末預金残高2兆9千
億円、貸出残高1兆5千億円、自己資本額1,400億円を目指し、お客さま目線の経営に一層注力し、更なる業績の伸展に努
めてまいります。

３ヵ年計画「だいしんの絆」
～ より強固な絆を求めて ～

　当金庫は、大阪府下３３市４町、兵庫県伊丹市・尼崎市および和歌山
県紀の川市（一部除く）・岩出市を事業区域として、地元の中小企業者
や住民のみなさまが会員となって、お互いに助け合い、発展していくこ
とを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。　
　また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった分野
においてもＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たすべく、広く地域社会の活
性化に積極的に取組んでいます。

会員数

普通出資金

配当金　　

役職員数

店舗数

104,453人

15,192百万円

年5.00％
（うち、創業100周年記念配当金　年1％）

1,352人

74店舗
（2019年3月末現在）

この街のホームドクター

行 動 指 針

基 本 戦 略

自　主　創　造

お客さま満足 ～だいしんファンの拡充～

業務体制 ～営業力の強化～

経営基盤 ～経営体質の改善～

人　材 ～人材の育成・活用～

★課題解決力の充実　★地域貢献の拡充

★営業力の強化　★本部サポートの充実

★収益性・健全性の向上　★内部管理態勢の強化

★人材の育成　★モチベーションの向上

数値目標（２０２２年３月末）
預金残高　　　2兆9,000億円
貸出残高　　　1兆5,000億円
自己資本額　　     1,400億円

具体的な戦略

（2019年度～2021年度）

お客さま満足
～だいしんファンの拡充～

課題解決力の充実
●お客さまとの課題の共有
　（創業・事業承継・人材雇用ほか）
●課題解決への対応力強化
●金融仲介機能の発揮
●外部ネットワークの拡充・活用

地域貢献の拡充
●相談業務の活性化
●地域密着型金融の推進
●ＳＤＧｓへの取組み
●顧客本位の業務運営
　（フィデューシャリー・デューティ）

業務体制
～営業力の強化～

営業力の強化
●だいしん金利の維持
●お客さまとの対話の質の充実
●融資に軸足をおいた活動の徹底
●重層管理の徹底
●店頭セールスの強化
●適正な手数料ビジネスの促進
本部サポートの充実

●ソリューションの充実
●だいしん総研の活用促進
●新商品・新サービスの開発
●フィンテックの有効活用
●事務の効率化・省力化
●手数料ビジネスの見直し

人　材
～人材の育成・活用～

人材の育成
●コンサルティング能力の向上
●管理職の養成
●実務研修の充実
●ＯＪＴの充実
●コミュニケーション能力の向上
●自己啓発の支援
モチベーションの向上

●健康経営の実践
●働き甲斐のある職場作り
●適材適所の人員配置
●信賞必罰の実践
●女性・高齢職員等の活用

経営基盤
～経営体質の強化～

収益力・健全性の向上
●営業店収益管理の高度化
●不良債権の発生防止
●内部留保の確保
●ポートフォリオ管理の徹底
●チャネル戦略の多様化

内部管理態勢の強化
●コンプライアンス態勢の強化
●マネロン・テロ資金供与対策の強化
●不祥事の未然防止
●リスク管理態勢の充実
●顧客保護等管理態勢の強化

長期経営計画の進捗状況
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◎預金残高 ◎貸出金残高

　2019年3月末は、預金残高が2兆8,249億円、貸出残高が1兆4,277億円となり、預金、貸出金ともに順調に推移しています。2019年度は創業100
周年を迎える記念すべき年であり、お客さま目線の経営に一層注力し、更なる業績の伸展を目指します。

預金残高の目標を達成、貸出金残高も順調に増加

　2018年度は、昨年度に引き続き積極的な貸出金の推進により、
当期純利益は75億円と安定した収益を確保することができました。

安定収益を確保
　2019年3月末は、自己資本額が72億円増加し、1,201億円とな
りました。自己資本比率は0.05ポイント上昇し8.85％となり、国内
基準4％を大幅に上回っています。

8.73

業務純益 経常利益 当期純利益 自己資本比率 自己資本額

目標 実績 目標 実績
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