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１．経常収益の状況 
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⇒2016/2マイナス金利導入 

マイナス金利政策導入以降、
金利の低下により減少 

2017/3期以降マイナス金利政策の影響等により減少傾向にありましたが、2021/3期は5期ぶりに増加しました。 

（億円） 
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２．経常利益、当期純利益の状況 

2005/3期以降、リーマンショックと東日本大震災が発生した期を除き、毎期利益を計上しております（10期連続黒字）。 
第五次経営計画1年目となる2021/3期も当期純利益は9億円となり、目標（7億円/年）を大幅に上回りました。 

2011/3 
東日本大震災

発生 

第五次経営計画 
目標純利益 
7億円達成 

⇒2016/2マイナス金利導入 （億円） 
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経常利益 当期純利益 
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リーマンショック 
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6,090 

8,087 
137 

1,160 

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

'04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3

総預金（末残） 預り資産（投資信託+公共債+個人保険） 

３．総預金＋預り資産残高の推移（単体） 

2021/3末の総預金と預り資産残高の合計は、はじめて9,000億円を突破しました。 

6,227 

9,248 

（億円） 
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４．貸出金の推移（単体） 

2021/3末は、コロナ対策資金による資金繰り支援等により、2020/3末対比514億円増加（過去最高更新）しました。 
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昨年度22年ぶりに 
過去最高を更新 

1998/3末 貸出金残高5,334
億円であったが、不良債権処理等
により1,000億円減少 

（億円） 

2021/3末では更に515億円と大幅
に増加しております。 
 変更↓ 
2021/3末では更に515億円増加し
ております。 
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５．与信費用の状況（単体） 

2000/3期から2004/3期迄の5年間は年間約100億円の与信費用を計上しておりました。 
その後は、与信リミットを厳格化したことから、与信費用は大幅に減少しております。 

5年間で480億円超 
(96億円/年） 

2011/3 
東日本大震災

発生 
2008/9 

リーマンショック 

（億円） 

コロナ禍での業況 
悪化を想定し引当 
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６．不良債権（開示債権）の状況（単体） 

開示債権額は2004/3末比で約1/3に減少しております。 
2021/3末は、コロナ対策資金に積極的に取り組んだ結果、開示債権比率は対前期比0.3ポイント上昇し2.7％となりました。 
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連結自己資本額 連結自己資本比率 

７．自己資本の状況（連結） 

連結自己資本比率は、2020/3末で9.53％となり、第二地銀各行平均(※)を上回っております。 
2021/3末ではさらに上昇し、自己資本比率は10％台となりました。 

2020/3第二地銀各行平均 

9.13％（連結） 
※31行の比率の平均値。国際基準 
  1行、単体のみ6行を除く。 

2倍 
（+199億円） 

（億円） 
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（参考）2021/3期の業績 

貸出金利息の増加等に伴う資金利益の増加や、預り資産手数料の増加等に伴う役務取引等利益の増加などから、経常収
益及び経常利益は前期比増加しました。当期純利益は、税金費用の増加等により前期比減益となりました。 
本業収益であるコア業務純益（除く投資信託解約損益）は前期比大幅に増加しました。 

824 

百万円  

1,060 
百万円 

1,939 
百万円 

2019/3期 2020/3期 2021/3期 

※ コア業務純益(除く投資信託解約損益) 
貸出業務や役務サービスなど金融機関の本来の収益力をあ
らわす。本業のもうけを示す営業利益にあたる業務純益から、
国債の売買損益、投資信託解約損益など、一時的な変動
要因を除いたもの。 

前期比  
+8億78百万円 

(+82.8％) 

単体 コア業務純益（除く投資信託解約損益）※ 

2020/3期 2021/3期 増減 

経常収益 11,287 11,996 709 

経常利益 1,397 1,541 143 

資金利益 7,790 8,013 223 

役務取引等利益 1,583 1,926 343 

当期純利益 1,015 946 △69 

コア業務純益（投信解約損益除く） 1,060 1,939 878 

与信関連費用 638 612 △26 

総資金利鞘 -0.01% 0.09% 0.10% 

お客さま向けサービス業務利益率 -0.04% 0.07% 0.11% 

（百万円） 



Ⅱ ．コーポレートガバナンス体制 
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１．ガバナンス体制図 

株主総会 

取締役の指名・報酬などの決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンスの更なる
充実を図ることを目的として、2021年2月に取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。 

ガバナンス体制 

経営・監督 

業務執行 

取締役（監査等委員を除く） 監査等委員会 

監査部 

会
計
監
査
人 

取締役会 

監査・監督 

指名・報酬 
委員会 

会計監査 

連携 

連携 

連携・報告 報告 指揮・命令 

選任・解任 選任・解任 

常務会 

本部 

営業店 

報告 

内部監査 

諮問 

答申 

選任・解任 
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２．役員の状況 

氏名 役職名 取締役会 監査等委員会 指名・報酬委員会 常務会 

鈴木 孝雄 取締役社長 ◎ ◎ ◎ 

岡 安廣 常務取締役 ● ● 

三浦 謙一 常務取締役 ● ● ● 

大里 裕昭 取締役 ● ● 

渡辺 宏和 取締役監査等委員 ● ◎ ● ● 

清水 紀男 取締役監査等委員（社外取締役） ● ● ● 

松本 三加 取締役監査等委員（社外取締役） ● ● ● 

菅野 裕之 取締役監査等委員（社外取締役） ● ● ● 

佐藤 親  取締役監査等委員（社外取締役） ● ● ● 

古川 光雄 常務執行役員 ● 

村上 浩 常務執行役員   ● 

大八木 孝之 執行役員 ● 

片桐 久 執行役員 ● 

機関ごとの構成員（◎は議長・委員長） 

2021年6月25日開催予定の第116期定時株主総会での承認を前提とした当行の役員一覧は以下のとおりでございます。 
取締役9名中4名が社外取締役で社外取締役の比率は44.4%となっております。 

役員一覧 

＊1：取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名については2020年6月25日に開催予定の第116期定時株主総会に上程予定 
＊2：執行役員4名については2020年6月25日の株主総会後に開催される取締役会において決議し、同日付で発令予定 

＊1 

＊1 

＊1 

＊1 

＊2 

＊2 

＊2 

＊2 

再任 

再任 

再任 

再任 

再任 

再任 

新任 

新任 
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３．社外役員の主な活動状況 

氏名 在任期間 取締役会等への出席状況 
取締役会等における発言 

その他の活動状況 

清水 紀男 9か月 

2020年6月26日就任以降開催の取締
役会8回全てに出席 
2020年6月26日就任以降開催の監査
等委員会8回全てに出席 

日本銀行で長年培われた金融業務経験や、民間金融機関経営に携わっ
た経験、また事業会社経営者としての豊富な経験と幅広い知識に基づき、
経営の監督と経営全般への助言など、社外取締役に求められる役割・責
務を十分に発揮しております。また、指名・報酬委員会に2回（100%）
出席し、取締役の指名・報酬の審議に携わるなど、当行のコーポレート・ガ
バナンスの向上に大いに寄与されています。 

松本 三加 5年9か月 

2020年度開催の取締役会11回全てに
出席 
2020年度開催の監査役会3回全てに出
席 
2020年度開催の監査等委員会8回全て
に出席 

弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当行の経営に対する実
効性の高い監督等に十分な役割・責務を果たしております。また、指名・報
酬委員会に2回（100%）出席し、取締役の指名・報酬の審議に携わる
など、当行のコーポレート・ガバナンスの向上に大いに寄与されています。 

菅野 裕之 1年9か月 

2020年度開催の取締役会11回全てに
出席 
2020年度開催の監査役会3回全てに出
席 
2020年度開催の監査等委員会8回全て
に出席 

地方行政において長年財務・財政・総務領域に携わった経験と幅広い知
識に基づき、当行の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責
務を果たしております。また、指名・報酬委員会に2回（100%）出席し、
取締役の指名・報酬の審議に携わるなど、当行のコーポレート・ガバナンスの
向上に大いに寄与されています。 

佐藤 親 9か月 

2020年6月26日就任以降開催の取締
役会8回全てに出席 
2020年6月26日就任以降開催の監査
等委員会8回全てに出席 

地方行政において長年財務・総務領域に携わった経験と幅広い知識に基
づき、当行の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割・責務を果
たしております。また、指名・報酬委員会に2回（100%）出席し、取締役
の指名・報酬の審議に携わるなど、当行のコーポレート・ガバナンスの向上に
大いに寄与されています。 

社外役員は重要会議等への出席を通じて、その期待される役割に応じた意見や発言を行っており、意思決定の妥当性・適正
性を確保する為の適切な役割を果たしております。 

2020年度における社外役員の主な活動状況 



 Ⅲ．第五次中期経営計画の取組みについて 
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１．第五次中期経営計画の取組み状況 

新型コロナウイルス感染症による影響を受けるお客さまを支援するため、資金繰り支援等に全力を挙げて取り組んだほか、金
融市場の変化に合わせた適切な提案により、お客様の資産形成をサポートしてまいりました。 
  

新型コロナウイルス対策特別資金の実行件数 5,119 件 

新型コロナウイルス対策特別資金の実行金額 950 億円 

（うち実質無利子型） 797 億円 

•実質無利子型の融資を中心に新型コロナウイルス対策特別資金の取
扱いは5,000件以上になります。 

新規開拓先数 

• 2020年度の新規開拓先数は798先
で、前年度実績と比べおよそ2.5倍の
実績を計上。 

創業支援貸出件数 

• 2020年度の創業支援貸出件数は
213件（120億円）で、件数、金額
ともに前年度を大きく上回る実績を計
上。 

取引基盤の裾野拡大 

事業性融資の取扱い状況（’20/4/1～‘21/3/31） 

320 先 

798 先 

2019年度 2020年度 

96 件 

213 件 

2019年度 2020年度 

資産形成サポートの取り組み状況 

•金融市場の変化に合わせた適切な提案により、お客様の資産形成に
寄与することができました。 

2019年度末 2020年度末 増減額 

総預金（末残） 7,437  8,087  649  

個人預金 5,294  5,540  245  

法人預金 1,487  1,904  416  

公金・金融機関 655  642  ▲12  

預り資産残高 1,102  1,160  58  

投資信託 341  476  135  

個人保険 704  630  ▲74  

公共債 56  53  ▲3  

総預金＋預り資産残高 8,540 9,248 708 

年度末基準で 

過去最高 

遺言代用信託の取り扱い開始 

• 高齢化社会の進展に伴う世代間の資産承継ニーズに対応する為、新たにオリックス
銀行の提供する遺言代用信託「つなぐ、エール」の取り扱いを開始。 

（億円） 
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２．経営計画の実現に向けた取組み 

お客さまの事業継続や生活を支援していくため、ウィズコロナにおける取組みを継続して行うほか、アフターコロナを見据え新た
な環境下での事業活動支援など、フェーズに応じた課題やニーズに適切に対応してまいります。 

法
人 

個
人 

ウィズコロナ

 資金繰り支援
 制度資金を活用した実質無利子・無担保融資の積極活用
 既往債務などについて元本・金利を含めた返済猶予などの条件変
更に柔軟に対応

 各種制度の情報提供、申請支援
 助成金や補助金について申請のサポート・情報提供を実施

 事業転換、事業承継等の支援
 事業環境の変化に伴う、事業転換や第二創業、事業承継やM＆A
のサポート

 事業転換等に伴う事業計画策定を積極的に支援
 調達手段の多様化への対応

 経営コンサルティング
 既存販路などに変わる販路拡大支援
 IT技術を活用したBPRによる経費削減、業務効率化支援（生産性
向上）

 非対面取引
 各種ローンのWEB完結商品の取扱い

 資産形成サポート
 幅広い顧客ニーズに対応するため、商品ラインナップの見直し

 高齢者ニーズへの対応
 個々の資産状況に応じたオーダーメイド型のコンサルティングを展開
 財産管理や相続など、高齢者が抱える悩みに対し、外部連携先と
協働でサービスを提供

 住宅取得支援
 在宅ワーク等勤務形態の多様化による郊外移転やリフォーム需要

への対応
 住宅取得ニーズへ迅速に対応する為、専門性の高いスタッフによる
支援・相談体制を整備

アフターコロナ
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３．目指す経営指標 

第五次中期経営計画の達成に向けて全力で取り組んだ結果、初年度にあたる2021年3月期は、全ての指標において計画
値を上回ることが出来ました。こうした状況を踏まえ、中期経営計画の残り2年度（2021年度及び2022年度）について、
当初公表した計画値を上方修正いたしました。 

7億円 15億円 50億円増加

当期純利益 

毎期 最終年度 最終年度 

コア業務純益
（除く投資信託解約損益） 

預り資産残高 

10億円

毎期 

20億円

最終年度 
※ 預り資産残高は、投資信託、

個人保険、公共債の合計
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４.ＳＤＧｓへの取組み

ＳＤＧｓへの取組み重点施策に掲げている「健康増進への取組み」として、今年度以下の取組みを行っております。 

〈SDGｓ推進支援〉 

  KFB福島放送「ふくしまの健康！応援キャンペーン」への協賛 

  福島県内のテレビ局であるKFB福島放送がSDGｓ推進として展開する『ふくしまの健康！応援 

キャンペーン』企画に賛同し、協賛をしています。

本企画は福島県民へ血圧のコントロールによる健康管理を呼びかけることで、「すべての人に健康

と福祉を」というSDGｓ目標を支援するものです。  

 具体的には、啓発CMや高血圧症予防特別番組の放送、高血圧予防セミナーの開催、ミニ企 

画での情報発信等を通じ、血圧のコントロールによる健康管理を県民に呼びかけます。 

  また、協賛金の一部は、日本高血圧学会、福島県医師会、福島県看護協会に寄付されます。 

〈職員の健康づくり〉 

  「さつきラン＆ウォーク2021 企業対抗戦」への参加 

従業員の健康づくりを応援する取り組みとして、歩いた歩数をスマホアプリ上で競う企業対抗型の 

オンラインイベントに参加しています。



本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は将来の業績
を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績等は、今
後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があることにご留意くださいますようお
願いします。本資料は、当行に関する理解を深めていただくための資料であり、投資勧
誘を目的としたものではありませんので、予めご了承くださいますようお願いします。 

本資料に関するお問い合わせ先 

大東銀行 経営部 
TEL：024-925-3872（ダイヤルイン） 


