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  ●預金残高対前年同期比755億円増加 貸出金残高対前年同期比539億円増加 
     

  ●第３四半期純利益において増加 ２期連続増益の決算 

平成３０年3月期 第3四半期ハイライト 
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  ●預金残高対前年同期比755億円増加 貸出金残高対前年同期比539億円増加    

預金・貸出金残高推移 

預金残高推移 
億円 億円 
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貸出金残高推移 

●山口県内貸出金シェアは21.4％ 5年間でシェアは2倍に拡大    
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●第３四半期純利益において増加 2期連続増益の決算 

経常収益・経常利益・第３四半期純利益推移 
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  H27/12期 H28/12期 H29/12期 前年同期比 

経常収益 183 213 210 ▲2 

経常利益 46 56 54 ▲1 

第３四半期 

純利益 
32 35 37 1 

(単位:億円) 



   
●地域の皆さまからお預かりした大切な預金を、資金を必要とされている地域の事業者さま 

 や個人のお客さまに、借入金としてお使い頂く『資金の地域内循環』を進めています 

 

資金の地域内循環 
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地元・銀行全体預金残高推移 

地元預金 銀行全体預金 

億円 
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地域内循環率 

９８.６％ 

地域内循環率 

７５.3％ 



有価証券運用の状況 
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●有価証券運用は、引き続き債券を中心に安全性を重視 
 
●当行では、積極的な持ち合い解消方針のもと、政策株式の売却を進めており、その他有価 

 証券評価損益は減少傾向ですが、引き続き当期純利益の1年分以上の高い水準を維持 

その他有価証券評価損益推移 



不良債権の状況 

 

部分直接償却前開示債権比率   

●厳格な資産査定に基づく早期の対応により、開示債権比率及び開示債権額も減少 

金融再生法基準での開示債権比率 

28/12期 1.51％  

開示債権額 
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29/12期 1.34％  

28/12期 1.86％  29/12期 1.63％  

28/12期 159億円  29/12期 147億円 

27/12期 2.17％  

27/12期 157億円  

27/12期 1.74％  



地方創生に向けた取組み 
（金融仲介機能のベンチマークについて） 

◆ 金融庁が公表した「金融仲介機能のベンチマーク」のうち、当行が積極的に推進を 
      
  図っていく取組みを開示しており、該当のものには、      と表示しております。 
 

ベンチ 
マーク 
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 お客さまの経営サポートに関する取組み 

●全取引先数と地域の取引数の推移 

ベンチ 
マーク 

H28.12月末 H29.12月末 前年同期比 

15,914先 1７,836先 ＋12.0％ 

 ▶全取引先数 

 ▶地域（山口県）の取引先数 

●地域経済の健全な発展に貢献するため「地方創生推進委員会」を中心とした推進体制を整備 
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～地方創生推進体制～ 

H28.12月末 H29.12月末 前年同期比 

10,788先 11,742先 ＋8.8％ 

●きめ細かい経営サポートにより、全取引先数は対前年同期比12.０%増加 



創業・新規事業所開拓サポート 

経営改善・事業再生・業種転換等のサポート 

● 第６期『さいきょう実践創業塾』開催（平成29年10月～全7回） 

 － 地域での創業にチャレンジする皆さまを積極的に応援 

 － 創業計画から実現へ、外部専門家と連携し全面サポート 

 － 過去６回開催 134名卒塾 

 

●「中小企業再生支援協議会」「経営改善支援センター」連携によるコンサルティング活動 

  

 

 

●経営アドバイザリーグループによる経営改善サポート 

   －経営コンサルティング能力向上研修の実施 

 －経営環境の分析、経営課題の把握、業績向上の提案にいたる行員のコンサルティング能力の育成 
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 お客さまの経営サポートに関する取組み 

中小企業再生支援協議会相談持込件数 2件 

経営改善支援センター案件持込件数 13件 



  実績 

新規融資に占める経営者保証に 
依存しない融資の割合 74.6％ 

- 新規で融資した件数 1,520件 

- 新規に無保証で融資した件数 1,135件 

既存保証契約を解除・変更（減額）した
件数 30件 

保証債務整理の成立件数 0件 

無担保融資先数 無担保融資残高 

78.3％ 42.5％ 

根抵当権未設定割合 

79.7％ 

信用保証協会保証付き 
融資残高 

100％保証付き 

融資残高 

15.5％ 5.4％ 

●担保・保証に依存しない融資の対応状況 ●経営者保証に関するガイドラインの対応状況 

▶地元中小企業与信先のうち、無担保融資の割合 

▶地元中小企業与信先のうち、 
 根抵当権を設定していない与信先の割合 

▶中小企業向け融資のうち、信用保証協会保証付き 
 融資額の割合、100％保証付き融資額の割合 

経営者保証に関するガイドラインとは、 

中小企業の経営者等の個人保証における合理的な保証契約の在
り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債
務の整理を公正かつ迅速に行うための準則を定めたものです。 

ベンチ 
マーク 

 事業性評価に基づく融資等、担保・保証に依存しない融資の取組み 

（平成29年10月～12月） 

（平成29年12月末） 
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ベンチ 
マーク 

＊信用保証協会付融資を除く 



 お客さまの資産運用ニーズにお応えする取組み 

大人気「投信見直しセミナー」を定期開催 
●平成29年9月より毎月開催 264名参加（平成30年1月末時点） 

－参加無料で保有する投資信託のお悩みを解決 

－楽天証券との業務提携をきっかけに特別講師による講演が実現 

 講師：楽天証券経済研究所 香川 睦（かがわ むつみ）氏 
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さいきょう富女子会、始動！ 
 ●コンセプト「5年で1000万円貯める！」 

   －お金の知識を身に付け、豊かに生活していける女性を目指す会 

 【活動内容】 

 ・お金に関する講義・マネーセミナー  

 ・ＦＰ3級取得に向けた定期講習 

   

    

 
             

定期預金 個人向けローン 

年0.4％（税引き前） 

（預入期間１年） 
最優遇金利より、0.1％引き下げ 
（カードローン除く） 

★会員特典★ 

ふ じょ し  かい 



 地域の活性化へ向けた取組み 

●新しい商品名に「山口ゆめ花博」の愛称を採用 
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－明治150年プロジェクト 
 「やまぐち未来維新」の中核イベント 

－咲き誇る1,000万の山口県の花 
 ゆめの未来公園 

－西京銀行もプラチナパートナーとして協賛 

 

●開催概要 

－開催会場：山口きらら博記念公園 

－開催期間：平成30年9月14日(金)～11月4日(日) 
 
 

●特別金利の定期預金、抽せんでペア普通入場券もプレゼント 



バドミントン専用体育館『ACTアリーナ』完成！ 
●ACT SAIKYOの練習場が周南市に完成（平成29年11月） 

－バドミントンに特化した最新設備の揃った体育館 

－今後、アリーナを活用した地域活性化に向けた取組みを展開予定 
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地域の活性化へ向けた取組み   

ACTアリーナオープニングイベント 
●平成30年２月24日(土)開催！ 

・テープカット       ・ハンドメイドイベントmizutama 

・周南市との連携協定調印式 ・新ユニフォームお披露目式 

・トークショー＆サイン会  ・エキシビジョンマッチ    

・コート6面を確保できる広いアリーナ 

・２階ランニングコースは全長約120m 

・白を基調とした清潔感のあるエントランス 

・床は滑りにくいように加工 

・選手専用の休憩室 

・畳を採用し、くつろぎやすい空間に 



 トピックス～働きやすい職場づくり～  

「平均退行時間18時」を実現 
 ●本部集中化等の業務効率化による、退行時間の大幅な短縮 

 －平成17年 20時13分 → 平成29年 17時58分  

 －平成29年11月「働き方改革にかかる包括連携に関する協定書」を 

  山口労働局と締結 
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藍澤證券株式会社との人事交流 
●結婚により県外へ転居する女性行員をサポート 

－藍澤證券株式会社との包括的業務提携にもとづき転籍 

 （平成29年12月 本制度による転籍2人目） 

－結婚退職の選択肢しかなかった女性への結婚後の安定した職の 

 サポート 

  


