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西武信用金庫の概要 （）内は前期比増減

●当金庫（平成24年3月）

①預金量13,603億円（295億円増）

②貸出金9,564 億円（400億円増）

③預貸率 70.30％ （1.45p増）

④不良債権比率3.31％（0.05p増）

⑤自己資本比率10.47％（0.19p減）

⑥自己資本額885億円（36億円増）

⑦店舗数 64店（2店増）

⑧常勤役職員数 996名（4名増）

⑨会員数 101,520名（148名増）

⑩業務純益76億円（1億円増）

⑪当期純利益42億円（4億円減）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
1,228,743 1,251,759 1,280,698 1,319,354 1,358,170

増加率 2.05 1.87 2.31 3.01 2.94
857,430 886,829 892,835 894,093 933,526

増加率 1.72 3.42 0.67 0.14 4.41
5,711 2,568 3,959 5,466 6,301
7,273 6,412 7,796 7,522 7,634
4,243 3,680 4,285 3,694 3,143
2.89% 3.22% 3.63% 3.26% 3.31%

69.78% 70.85% 69.71% 68.85% 70.30%
2.59 2.57 2.42 2.37 2.27
9.42 10.11 10.54 10.66 10.47

tier1比率 8.61 9.16 9.58 9.74 9.66

22,216 22,835 21,691 21,252 21,230
3,239 3,741 2,954 2,031 1,264

16,613 16,037 15,444 15,991 16,657
570 3,671 2,718 1,174 1,108
10 975 90 △15 △637

1,784 △1,589 485 2,071 2,838

　（単位：百万円）
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西武信用金庫における
環境施策

理事長 落合 寛司

平成24年11月20日
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産官学プラス金融 ポータルサイト

ビジネスフェア ビジネスマッチング

新連携 etc.   etc.

FP 信託

年金 投信

生損保 etc.

PFI NPO

コミュニティビジネス

etc.

お客さま支援センター

地公体 個人 連携体事業者

街づくり支援 資産管理支援 事業支援

西武信用金庫のお客さま支援

オーダーメイドの支援活動によりお客さま課題解決のための提案型営業

地域金融機関だか地域金融機関だか
ら魅力ある街づくら魅力ある街づく
り（格差対策）り（格差対策）
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西武信用金庫における環境施策

お客さまの環境貢献活動を支援する取組み

当金庫自身が取組む環境貢献活動

金庫職員が取組む環境貢献活動

環境貢献活動と意識改革環境貢献活動と意識改革
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企業への取組み
京都議定書目標達成特別支援ローン（環境省の支援）

・環境省から上限２％、３年間の利子補給
・ＣＯ２削減効果のある設備投資
・３年間でＣＯ２を６％又は５年間で１０％削減

ＣＯ２排出量削減につながる
設備投資

実績 5件 1億2，470万円
（1年間の実績）

経営者の意識改経営者の意識改
革不足と経営環革不足と経営環
境の悪化境の悪化
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お客さまの環境貢献活動を支援する取組み
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その他の企業向け環境融資

・企業自体で環境施策に取り組んでいる企業

・環境に良い製品を生み出している企業

・社員に対し環境教育を徹底している企業

各支店の情報を基にした、
これらに該当する企業への融資を

環境融資と位置づけ

今年度の環境融資実績

平成2４年9月末現在 １３８件 ６１億７，４００万円

制約無く制約無く

自主的に環境自主的に環境
貢献活動に貢献活動に

取り組む取り組む
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環境へ取組む企業の表彰
ＴＡＭＡ産学官金サミット

一般社団法人首都圏産業活性化協会と共同で平成20年度より
4回開催

環境ものづくり大賞へ当金庫から100万円拠出

【平成23年度表彰企業】

＜ＴＡＭＡ環境ものづくり大賞＞ 東工業株式会社

＜環境経営賞＞ モランボン株式会社

＜環境経営賞＞ 東新プラスチック株式会社

＜環境サービス賞＞ ユニオンマシナリ株式会社

＜環境サービス賞＞ 株式会社ユース

＜環境技術賞＞ 株式会社ワイピーシステム

＜節電賞＞ 株式会社原工業所

特別賞

＜関東経済産業局長賞＞ 株式会社七星科学研究所

＜東京都産業労働局長賞＞ スタック電子株式会社

＜日刊工業新聞社賞＞ 武州工業株式会社

意識改革と動機意識改革と動機
付け付け
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《エコ住宅に対するローン金利優遇取扱開始》
平成20年12月2日

取扱開始

・東京電力の「オール電
化」や、東京ガスの「エ
コジョーズ」「エコウィ
ル」、または太陽光発電
システムを設置する
「eco住宅」をご購入・
建替えをされるお客さま
に、住宅ローンの優遇金
利から、さらに0.1％優
遇するプランです。

エコ住宅プラン

３２４件 ８５億1９0万円
(2４年９月末現在)

省省エネにはエネには
敏感敏感
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ハイブリッド車・電気自動車・天然ガス車・低燃費車などの、環境に配慮した
車を購入される方に、借入金利を優遇した自動車購入ローンをご用意し、環境
保全活動を支援しております。

また、東京都のエコ金融プロジェクトの指定商品である、「エコカープラン
with 東京都」では、一定の基準を満たす自動車購入ローンの利用者に対して、
融資実行後２万円をキャッシュバックいたします。

個人への取組み
エコカープラン

エコカープラン
346件 5億5,800万円
(24年9月までの累計)

税とキャッシュバッ税とキャッシュバッ
クのダブル効果クのダブル効果
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ＮＰＯへの取組み
「ｅｃｏ．定期預金」を活用した「西武環境保全活動助成金」

お客さまの受取利息を20％減額させていただく定期預金

減額分と同額を当金庫が拠出し、環境ＮＰＯへの寄付の財源に

定期預金獲得実績

第1回 １１．５億円

第2回 ３４．２億円

第3回 ３２．９億円

第4回 ３６．３億円

第5回 ６６．３億円

第6回 ７４．８億円

合計 ２５６．０億円

環境保環境保
全への全への
参加意参加意
識の高識の高
揚と揚と
NNPOPO

によるによる
街造り街造り

はじめての試みはじめての試み
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環境ＮＰＯへの助成

預金者皆さまの思いの詰まったお金が

第1回～第6回 ５３団体 ９６６万円

実施状況実施状況

第1回 5団体 ８５万円 第4回 7団体 １１０万円

第2回 5団体 １００万円 第5回 9団体 １７０万円

第3回 １１団体 ２２０万円 第6回 16団体 ２８１万円

第6回助成団体の皆さま

平成24年9月贈呈
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・環境省 （平成24年3月16日 東京イノベーションフォーラム）

テーマ「環境経営支援策」
総合環境政策局 環境経済課 小西 美代 様

・東京都 （平成23年5月26日 第56回西武事業支援セミナー）

テーマ「中小規模事業所省エネ促進・クレジット創出プロジェクトについて」
東京都環境局都市地球環境部温暖化対策担当課長 寺澤 英之 様

環境に関するセミナーの開催
知識と意識と協調知識と意識と協調
のトリプル効果のトリプル効果

13

環境ＮＰＯによる「ｅｃｏ．レポート」

ＶＯＬ．１ ＶＯＬ．２ ＶＯＬ．３

助成を受けた団体は助成事業終了後にレポートを提出し取り纏め

レポートは各支店の営業担当を通じ原資となった預金者のもとへ

お客さまに対し興味のある活動への参加を促す

→地域での環境とお金の循環を生む

寄付金の活用状況寄付金の活用状況
の報告による参加の報告による参加
意欲の高揚と活動意欲の高揚と活動
の拡大効果の拡大効果
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・大学 （平成24年2月18日 ソーシャルビジネスシンポジウム ）

テーマ「環境と地域経済の両立 」

慶応義塾大学大学院教授、元環境省事務次官 小林 光 様

・中小企業 （平成23年2月19日 第50回西武事業支援セミナー）

テーマ「異常気象・気象と健康との繋がり」
株式会社ライフビジネスウェザー 代表取締役 石川 勝敏 様

産学界の具体的な参加産学界の具体的な参加

16

当金庫自身が取組む環境貢献活動

率先垂範の率先垂範の活動活動
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（２）昭島支店移転に伴い実施(２２年７月)した環境対策

① 太陽光発電(20kw/h)

平成22年7月完成の昭島支店の屋上
に太陽光発電装置を設置し、支店内
の使用電力に自然エネルギーを活用
しています。

② 全館ＬＥＤ照明
屋内のすべての照明にＬＥＤ照明
を採用し、省エネに努めています。

小さい事でも実践小さい事でも実践
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（１）本店ビル改装に伴い実施した環境対策

西武信用金庫中野本店ビル屋上に草花（セダム６種類）を植え、３０
坪を屋上緑化しています。

② 蓄熱式空調システムの導入

蓄熱式空調システムは、夏の場合は蓄熱槽に蓄えられた冷水や氷の
熱エネルギーを放出して冷房を行い、冬は温水を蓄熱槽に蓄えておき、
温水の熱エネルギーを放出して暖房を行うシステムです。

③ センサーライトの導入
西武信用金庫本店全館の階段、トイレ全てにセンサーライトを導入し、

省エネに努めています。

① 屋上緑化

小さい事小さい事

でも実践でも実践
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① チーム・マイナス６％宣言

② エコアクション２１取得

当金庫は、地球温暖化対策推進国民
運動である「チーム・マイナス
６％」に参加しています。

平成20年上期に認証取得の準備を開
始し、平成21年2月に審査申込み。
平成21年5月26日に認証取得いたし
ました。

（３）具体的な環境対策
目標が継続的目標が継続的
実践に結び付実践に結び付
くく
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③ ＣＯ２削減の数値目標の設定

・電力使用量

目標：平成20年度から平成24年度

までの5年間で、平成18年度比

６％削減

実績：２５％削減 (24年6月末現在)

④ クールビズ、ウォームビズの実施

平成２０年７月より、クールビズを実
施し、全営業店において営業室の室内
温度を２８℃設定に取組んでいます。
また、平成２０年１１月よりウォーム
ビズを実施し、室内温度を２０℃に設
定しています。

辛い事でも辛い事でも

目標があれば目標があれば
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金庫職員が取組む環境貢献活動

お客さま提案よお客さま提案よりり
職員自らが実施職員自らが実施
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⑤広報活動

・ ディスクロージャー誌・オーセン
ティック誌やホームページを活
用し当金庫の取組みを紹介して
います。

・ ディスクロージャー誌・オーセン
ティック誌の印刷及び使用する
紙に再生紙を利用し、作成して
います。

・ 世界最大級の環境系インターネッ
トサイト『グリーンＴＶ』で、
ｅｃｏ．定期預金において助成
しました生態工房さまの取組み
を放映しています。（外来カメ
の駆除）

ディスクロ誌・オーセンティック誌より

あらゆる手段あらゆる手段
で伝えるで伝える
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家庭で出来るエコ対策

温暖化対策用のチェックリストを活用し、職員の家庭での

取組みを啓蒙しています。

金庫職員が取組む環境貢献活動

実施期間

平成21年4月～

役職員一人ひとりが省エネルギー意識を持ち、実践して頂くようにご協力願います！！

項目
実践項目を５つ
選択し○をしてく
ださい

ＣＯ２削減量
（㎏/年間）

電気代の節約金
額（円/年間）

1 エアコンの設定温度を冬は１℃低めに、夏は１℃高めに設定する 31 2,000

2 エアコンのフィルター掃除をこまめにする 11 670

3 使っていない部屋や廊下の明かり・パソコン・冷暖房をこまめに消す 120 5,500

4 コンセントをプラグからはずし待機電力を使わない 87 6,000

5 テレビを見る時間を１日１時間短縮する 24 1,510

6 風呂の残り湯を洗濯へリユースする 17 5,000

7 洗濯は定格容量の８割くらいになってからまとめてする 11.9 3,220

8 お風呂は追い炊きせずに続けて入浴する 80.3 5,370

9 シャワーの利用を１回につき１分短縮する 21.9 2,110

10 温水洗浄便座のふたを閉める 17.5 1,120

11 温水洗浄便座の設定温度を１段階下げる 36 2,230

12 冷蔵庫の設置場所の側面に隙間をあける 60 3,690

13 冷蔵庫の開閉時間を短縮する 6.3 400

14 冷蔵庫の無駄な開閉を減らす（１日５０回から２０回へ） 5.7 360

15 冷蔵庫の中身を整理する 24.6 1,570

16 ジャーでの保温をやめる 31 2,000

17 電気炊飯器の保温時間を１時間減らす 4 230

18 車のアイドリングをしない（１日５分間の短縮） 37.4 1,710

19 運転中の急発進・急加速をしない 64.4 2,940

20 タイヤの空気圧をこまめにチェックする 34.5 1,580

計

        ＣＯ２削減量・電気代の節約金額は参考としてください

結果欄　　　よく出来た…４点　　　 出来た…３点　　 　もう一歩…２点　　 　　少し出来た…1点　　 　出来なかった…０点

 （目安）　　　　（１００％）　　　　　　　　（７０％以上）　　　（５０％以上７０％未満）　（２５％以上５０％未満）　　（２５％未満）　　　　

家族ぐるみの家族ぐるみの
参加参加
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エコキャップ運動の実施

平成21年4月～平成24年6月
送付総数 ２，２６８，３６０個 ５，６７０．９ｋｇ

※ ポリオワクチン ２，８３５人分に相当
※ ＣＯ２削減効果 １７，８６３ｋｇに相当

※ 1kgを400個として計算
し、800個で、ポリオワク
チン1人分が購入できます。

※ 1kg（400個）が焼却さ
れると3.15kgのＣO2が発
生します。

身近で継続的な身近で継続的な
参加参加
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当金庫が取組む環境施策とは、グリーンの
「環境」だけではありません。

当金庫の考える「環境」とは住環境・教育環
境・保育環境など総合的な『住みやすさ』、
『働きやすさ』を含めています。
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エコ検定の取得促進

平成２４年１０月末現在

検定合格者 ３０２名

知識と意識の知識と意識の

ダブル効果ダブル効果
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当金庫は地域の「経済力」と「環境力」を
向上させるために本業を通じた支援、取
組みを行い、地域の発展、活性化につな
げています。
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「地域力」

＝「環境力」＋「経済力」



30

最後に

平成２３年１１月３０日

全国の信用金庫で初めて、環境省「持続可
能な社会の形成に向けた金融行動原則

（２１世紀金融行動原則）」に署名

今後も本業を通じ、持続可能な社会形成へ
の取組みを実践してまいります

本気で取り組み本気で取り組み
ますます
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当金庫は地域金融機関であり、活動する営業
エリアは限られています。

経済的・環境的に魅力ある街にするため、

当金庫は本業を通じた取組み、支援を行い、
「地域力」を向上させ、地域とともに発展して
いきたいと考えています。

なぜなら・・・
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ご静聴ありがとうございました。


