
北上市

花巻市

紫波郡

遠野市

盛岡市
（玉山区を除く）

二枚橋支店 石鳥谷支店

一日市支店

東和支店

大迫支店

宮守支店

本　店

南支店

若葉町支店

【店舗一覧】
●本　店
　花巻市吹張町11番10号 （0198）23－5311

●一日市支店
　花巻市一日市5番19号 （0198）22－2022

●石鳥谷支店
　花巻市石鳥谷町好地第8地割32番地 （0198）45－2525

●大迫支店
　花巻市大迫町大迫第3地割194番地1 （0198）48－2121

●東和支店
　花巻市東和町土沢5区367番地 （0198）42－3211

●二枚橋支店
　花巻市二枚橋町大通り2丁目13番地の1 （0198）26－2011

●宮守支店
　遠野市宮守町下宮守30地割108番地1 （0198）67－2530

●南支店
　花巻市豊沢町4番16号 （0198）24－3131

●若葉町支店
　花巻市若葉町3丁目7番14号 （0198）23－2161

創立年月日 昭和24年2月1日
本店所在地 花巻市吹張町11番10号
総　資　産 73,708百万円
預　　　金 66,966百万円
貸　出　金 39,067百万円
自己資本比率 17.76％
出　資　金 211百万円
会　員　数 10,162人
店　舗　数 9店舗
常勤役職員数 123人

花巻市役所 （花巻市花城町） アルテマルカン （花巻市桜台）
イトーヨーカドー花巻店 （花巻市上小舟渡） 志戸平温泉 （花巻市湯口）
富士大学 （花巻市下根子） 東和総合支所 （花巻市東和町）
石鳥谷総合支所 （花巻市石鳥谷町） XYZ（ジーズ）花巻 （花巻市東宮野目）
サンライフ松園店 （花巻市松園町） 銀河モール花巻 （花巻市高木）
マックスバリュ花巻店 （花巻市中根子） 花巻総合卸センター （花巻市卸町）
ショッピングタウンmm1 （遠野市宮守町） na・te・mo （花巻市不動）
ジョイス石鳥谷店 （花巻市石鳥谷町）

花巻信用金庫の概要

当金庫の事業区域と店舗所在地

店舗外キャッシュサービスコーナー設置場所

はなしんローンプラザ
（毎週日曜日9:00～ 16:00営業）

電話 0120-39-6032
　　　（フリーダイヤル）

　　 0198-22-0707
当金庫本店に隣接して開設しておりますので、
お気軽におこし下さい。

はなしんの
あらまし
平成20年度上半期
［4月1日～9月30日］

ディスクロージャー

http://www.shinkin.co.jp/hanamaki/



（単位：百万円）

平成20年3月末
貸借対照
表計上額 評価差額 うち益 うち損

平成20年9月末
貸借対照
表計上額 評価差額 うち益 うち損

その他有価証券
株　式
債　券
その他
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1,534
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（単位：百万円）

平成20年3月末

帳簿価額 評価差額 うち益 うち損

平成20年9月末

帳簿価額 評価差額 うち益 うち損
満期保有目的の債券
子会社・関連会社株式

1,798
10
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̶
̶

140
̶
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10

△158
̶

̶
̶

158
̶

　当金庫は、花巻市、遠野市を中心とした地域を事業区域として、地元の中小企業者や住民が会員となって、お互いに助け合い、
お互いに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。
　地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とするお客様に融資を行って、事業の繁栄や生活
の向上のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の
発展に継続して努めております。また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会
の活性化に積極的に取り組んでおります。

　はなしん年金友の会は、当金庫に年金を振込指定している方、および振込予定の皆さまのサークルです。
　今回は、花巻信用金庫創立60周年記念企画として、平成20年11月13日～14日の二日間、「綾小路きみまろ爆笑ライブと二本松菊人
形：磐梯熱海温泉」旅行で親睦をはかりました。

はなしん年金友の会旅行

　東北地区の30の信用金庫で組織する東北地区信用金庫協会等が主催し、平成20年10月17日・18
日に、仙台市の夢メッセみやぎにおいて「ビジネス＆テクノ東北2008」を開催しました。当金庫でも
出展企業を推薦し、開催日当日は職員が出展企業のサポートにあたるなど、積極的に取組みました。

「ビジネス＆テクノ東北2008」に協力

はなしん

単体自己資本比率（国内基準）
国内基準を上回る17.76％

花巻信用金庫の地域経済活性化への取組みについて 金融再生法ベースの債務者区分による開示（単体）

預金貸出金の状況（残高）

業務純益・経常利益・当期純利益

貸出金の内訳（残高）

有価証券の時価情報

※自己資本は経営の基盤であり、自己資本が充実しているほど
経営の安全性が高いとされております。
　金融機関の健全性及び安全度を示す自己資本比率の国内基準
は4％以上であり、当金庫の平成20年9月期の自己資本比率
は国内基準を大きく上回る17.76％であります。
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（単位：百万円）

66,821
64,091 66,966

33,340 35,547
39,067

平成20年3月末

平成20年9月末

0
（単位：百万円）

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

農業・林業
水産養殖業・鉱業 建設業 製造業

卸売・小売業
金融・保険業 運輸・通信業

不動産業 サービス業 地方公共団体
個人

35,547

39,067

5,453

6,067 3,763 4,237 4,288 6,888 3,624 8,598

3,488 3,531 5,5074,330 3,284 8,638

132

136 803 657

504 674

（注） 1．「評価差額」は、帳簿価額（償却原価法適用後、減損処理後）と時価との差額を計上しております。
 2．なお、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式に係る含み損益は以下のとおりであります。

（注）上記の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」第4条に規定する各債権の
      カテゴリーにより分類しております。

◆用語について
◎破産更生債権及びこれらに準ずる債権
　破産などの事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権。
◎危険債権
　経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権
の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権。
◎要管理債権
　3ヶ月以上延滞債権と貸出条件緩和債権で、上記の債権に該当しないもの。
※債務者区分との関係
　破産更生債権及びこれらに準ずる債権：実質破綻先、破綻先の債権
　危険債権：破綻懸念先の債権
　要管理債権：要注意先のうち、元金又は利払いが３ヶ月以上延滞しているか、又は経済的困難に陥った債務者の再

建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、貸出条件を緩和している債権

（単位：百万円）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 危険債権 要管理債権

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

平成20年9月末

平成20年3月末

700 1,344 172

735 1,297 207

2,217

2,240

  出資金  211 211
  利益準備金  211 211
  特別積立金  5,175 5,175
  次期繰越金  645 670
  その他有価証券の評価差損（△）  112 269
 〔基本的項目〕　計 （A） 6,131 5,999
  土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の
  差額の45％相当額  ̶ ̶

  一般貸倒引当金  101 113
  負債性資本調達手段等  ̶ ̶
  補完的項目不算入額（△）  ̶ ̶
 〔補完的項目〕　計 （B） 101 113
  自己資本総額［（A）＋（B）］ （C） 6,232 6,113
  他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 632 932
  控除項目不算入額（△）  632 932
 〔控除項目〕計　　 （D） ̶ ̶
自己資本額［（C）－（D）］ （E） 6,232 6,113
  （リスク・アセット等）  
  資産（オン・バランス項目）  29,488 31,416
  オフ・バランス取引項目  375 317
  オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 2,674 2,674
リスク・アセット等計 （F） 32,537 34,408
単体Tier1比率（A／F）  18.84％ 17.43％
単体自己資本比率（E／F）  19.15％ 17.76％

自　己　資　本

単体総所要自己資本額［（F）×4％］ 1,301 1,376

項　　　　　目 平成20年3月期 平成20年9月期
（単位：百万円）＜単体自己資本比率＞

（単位：百万円）
業務純益
経常利益
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当期純利益

（「ニッキン」2008年10月31日号9頁より転載）

　平成20年度は、志ネットワークの上甲晃氏を講師に招聘したほか、複数の講師による講座を開催
し、企業の経営スキルアップの支援や企業家としての知識の修得、そして参加される方々を中心とした
ネットワークの構築を図っております。
　受講者につきましては、当金庫との取引の有無や地域を限定しておりませんので、どなたでも受講
ができる塾としております。平成20年4月から11月までの開催回数は4回です。

花巻 夢・企業家塾を開催

　毎年6月15日は「信用金庫の日」とされています。
　これは信用金庫が、昭和26年6月15日の「信用金庫法」施行により誕生した
ことによるものです。当金庫では、日頃のお客様への感謝をこめて、花小鉢のプ
レゼントを実施いたしました。

信用金庫の日

　第1回発売（平成7年2月）以来お客様よりご好評いただいております懸賞付定期預金は、平成20年度には第20回を数えるまでになりま
した。平成20年10月17日には、第19回はなしん懸賞付定期預金抽せん会が行われ、1等（10万円、18本）、2等（5千円、36本）、3等（3千
円、180本）、4等（1千円、5,400本）の当選番号が決定しました。

懸賞付定期預金の取扱い（抽せん会）


