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ディスクロージャー誌法定開示項目
開示項目一覧 自己資本の充実の状況に関する開示項目
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　●経常収益……………………………………………………………………………… 31
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直近の２事業年度における事業の状況
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　●固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金残高 … 34
貸出金等に関する指標
　●手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 ……………………… 34
　●固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高 ……………………………… 34
　●担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額 ………………………………… 35
　●使途別の貸出金残高 ………………………………………………………………… 35
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当金庫の事業の運営に関する事項
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