
　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「ＤＡＩＳＨＩＮ ＤＩＳＣＬＯＳＵＲＥ ２０２０
～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。
　２０１９年度の大阪経済は、米中貿易摩擦や消費税率引上げにより、景況感が後退しました。
　またその後、新型コロナウイルスの感染症拡大が、インバウンド消費だけでなく国内生産活動にも深刻な
影響を及ぼし、感染の終息に長期間を要することから今後の中小企業を取り巻く経営環境は極めて厳し
い状況におかれています。
　こうした中、当金庫はいち早く「新型肺炎対策融資」や保証協会緊急融資など地元企業の資金ニーズ
に取り組むだけでなく、助成金情報の発信や販路拡大に向けた経営サポートを積極的に行っています。
　今後も信用金庫の原点に立ち返り、最重要課題として位置付ける、創業支援、事業承継支援、人材雇
用支援の3本柱を中心に、お客さまの課題解決に向け真摯に取り組み、だいしんファンを創造することに全
力を傾け、「課題解決といえばだいしん」と言われるブランド確立に向け、全役職員が取り組みます。
　２０１９年度の業績は、期末の預金残高が２兆6,869億円、貸出残高が１兆4,443億円となり、業務純益は
134億円、当期純利益は70億円となりました。
　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。
　昨年度、当金庫は創業１００周年を迎え、従来二項立てとなっていた基本方針に、役職員の健康と幸福
を謳った第三項を追加し、新たな一歩を踏み出しました。引き続き、役職員一丸となりお客さま目線の経営
に一層注力し、取り組んでまいります。
　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

役職員の健康と幸福を追求し 常に自信と誇りを保ち
夢のある職場づくりをめざす

基　本
方　針

健 康 経 営 宣 言

大阪信用金庫は持続可能な社会の実現のため「この街のホームドクター」として金融
サービスの提供を通じて中小企業が有する経営課題や環境問題など地域社会の課題
解決に積極的に取組み、２０３０年のＳＤＧｓの達成に向け使命を果たしてまいります。

大阪信用金庫ＳＤＧｓ宣言

主な取組み

地域社会に向けた取組み
みなさまと共に地域を支える一員として

◆女性活躍の推進　◆金融教育の実施　◆エコアクション２１の普及
◆障がい者雇用の推進　◆だいしんふれあいスマイル基金　◆花咲かしんきん運動
◆さくら・夢授業バスケット教室の実施　◆清掃・献血活動
◆特殊詐欺被害防止への積極的な取組

地域経済活性化に向けた
取組み

ＳＤＧｓに貢献する中小企業を
強力にバックアップ

◆経営課題解決「事業承継」「創業・第二創業」「人材雇用」　◆ＥＳＧ金融に対する積極的な取組
◆だいしん創業支援ファンド　◆おおさか社会課題解決ファンド　◆中小企業の海外展開支援
◆だいしん地域支援プラットホーム　◆だいしんなんでもネット　◆ビジネスマッチング
◆景気動向調査　◆シェアオフィス「夢やさかい」　◆だいしんＷＯＲＫ2ネット

目標達成のための
パートナーシップ

地域経済を支えるパートナーとして

◆だいしん産学連携共創機構　◆大阪府との包括連携協定締結
◆大阪労働局との包括連携協定締結　◆中小企業支援団体との連携
◆大阪府立大学・大阪工業大学・大阪芸術大学との産学連携

世界を変えるための17の目標
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大阪信用金庫は、「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」という基本方針の実現に向け、職員一人ひとりが心身ともに健康

で活き活き働くことができる組織作りを行うとともに、職員と家族、また地域住民の

方の健康リテラシー向上に寄与する金融機関を目指します。
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　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中小企業の経営環境はますます厳しくなっています。当金庫は全力でお客
さまの経営課題に積極的に取り組み、だいしんファンを創造し、目標預金残高２兆7，2００億円、貸出金残高１兆４，8００億円、
当期純利益20億円を目指します。

　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
性化に積極的に取り組んでいます。　

会員数

普通出資金

配当金　　

役職員数

店舗数

104,110人

15,098百万円

年2.00％

1,343人

73店舗
（２０２０年３月末現在）

お客さま満足
～強い絆の構築～

金融仲介機能の強化
●新型コロナウイルス対策
　支援融資の強化（金融支援）
●コンサルティング機能の充実
●だいしん総研等との連携強化
●創業・第二創業支援の拡充
●事業承継支援の拡充
●人材雇用支援の拡充
●外部機関等との連携強化

CSR経営の推進
●新型コロナウイルス影響への
　積極的な取組み（課題解決支援）
●地域活性化への積極的な取組み
●相談業務の充実
●顧客の組織化活動の充実
●社会貢献活動の充実
●環境問題への積極的な取組み
●SDGsへの取組み

人　材
～人材の育成・活用～

信用金庫人の育成
●お客さま応対力の向上
●管理職の養成
●研修、OJTの充実
●コミュニケーション能力の向上
●モチベーションの維持高揚
●7つの行動指針の徹底

ES経営の実践
●チャレンジができる組織風土作り
●風通しのよい、明るい職場作り
●健康経営の促進
●適材適所の人員配置
●女性、若手、高齢職員の活用促進
●クラブ、同好会、文化活動の活性化

業務体制
～営業力の強化～

営業力の強化
●お客さま目線の提案
●だいしん金利の徹底
●保証協会付融資の増強
●重層管理の徹底
●消費者ローンの販売促進
●目利き力の発揮
　（ローカルベンチマーク）

本部サポートの充実
●営業店事務の改革
●新商品・新サービスの企画開発
●キャッシュレス化・
　フィンテックへの対応
●手数料収入の多様化
●情報発信力の強化

経営基盤
～経営体質の強化～

生産性の向上
●不良債権の発生防止
●収益管理体制の強化
●資金運用力の強化
●店舗戦略の見直し
●自己資本比率の向上
●当庫アプリ等を活用した
　顧客の利便性向上

内部管理体制の強化
●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
●リスク管理態勢の充実
●不祥事の未然防止
●顧客本位の業務運営体制
●各種委員会の活性化
●BCP体制の構築

2020年度 経営計画

お客さまが安心して取引できる　金融機関を目指して

だいしんファンの創造 ～だいしんブランドの確立～経営ビジョン

夢をかなえる信用金庫 この街のホームドクター

ネットワークの構築  だいしんの絆

スローガン

自　主　創　造行動指針

数値目標

基本戦略

1兆4,800億円貸出金
残高 20億円当期

純利益

2兆7,200億円預金
残高
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◎預金残高 ◎貸出金残高

　2020年3月末は、預金残高が2兆6,869億円、貸出金残高が1兆4,443億円となり、預金、貸出金ともに安定しています。
　2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大にともなうお客さまの課題解決に真摯に取り組み、更なる業績の伸展を目指します。

預金残高・貸出金残高

　2019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70億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
　2020年3月末は、自己資本額が63億円増加し、1,264億円とな
りました。自己資本比率は0.52ポイント上昇し9.37％となり、国内
基準4％を大幅に上回っています。

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

27,261 26,869 27,200

16,000

2018年
3月末

2019年
3月末

2020年
3月末

2021年
3月末

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

14,443

高い経営の健全性

14,800

12,494
13,470

10,157

7,048

9,089

11,38311,383

9,730

7,536

9,8019,801

預金・貸出金残高の推移

収益状況の推移 自己資本等の推移

お客さまが安心して取引できる　金融機関を目指して

28,249 14,27713,930

健全性の目安とされる基準（国内基準）


