
　「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」、「悪質な投
資勧誘詐欺」に加えて、金融機関職員や警察官等
に成りすまして暗証番号などを聞きだしたうえ、
キャッシュカードをだまし取って預金を不正に引き
出す手口が全国で多発しています。
　信用金庫職員などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねするこ
とはありません。不審な点がある場合には当金庫や最寄りの警察に
ご連絡ください。

平塚信用金庫のプロフィール
（平成28年3月末現在）

設 立：1932（昭和7）年11月15日
本店所在地：〒254-0043 

神奈川県平塚市紅谷町11番19号
☎ 0463-24-3003（代表）

店 舗 数：25店舗
店舗外キャッシュサービスコーナー6ヵ所

出 資 金：11億27百万円
会 員 数：28,811名
常勤役職員数：409名

インターネットホームページ：http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/
本誌についてのお問い合わせは
平塚信用金庫  総合企画部  電話：0463-24-3039　

すぐに振り込まない。一人で振り込まない。

振り込め詐欺にご注意ください!!

店舗ネットワーク 商品のご紹介ATMご利用時間
（平成28年7月1日現在）

店舗内ATM 平日・土・日・祝日 午前8：00～午後9：00

店舗外キャッシュサービスコーナー
OSC湘南シティ出張所 平日・土・日・祝日 午前10：00～午後9：00

平塚駅東口改札内出張所
平日・土 午前7：00～午後11：00
日・祝日 午前8：00～午後11：00

平塚駅西口出張所
平日・土 午前7：00～午後11：00
日・祝日 午前8：00～午後11：00

本宿出張所 平日・土・日・祝日 午前8：00～午後9：00
しまむらストアー中原御殿店出張所 平日・土・日・祝日 午前9：00～午後9：00

鶴間出張所 平日・土・日・祝日 午前8：00～午後9：00

テレホンバンキングサービス
専用フリーダイヤル　  0120-48-7607

（平日9：00～17：00）

紛失・盗難のお届け
 お電話一本で、通帳・印鑑・キャッシュカードの紛失および盗難の仮届けが
できます（正式なお届けについては、後日改めてご提出していただきます）。

住所変更メールオーダーサービス
お電話一本で、郵送での簡単な住所変更のお手続きをご案内しています
（個人のお客さま限定のサービスです）。

残高照会サービス
お電話一本で、残高のご照会ができます（法人のお客さまについては、テ
レホンバンキング会員限定のサービスです）。
テレホンバンキング会員の会費は無料です。お申し込み手続きについては、当金庫お取引店
にお問い合わせください。

平塚中央エリア
本店営業部 0463-23-1234

ビーチエリア
須賀支店 0463-21-3172
花水支店 0463-32-2548
南口支店 ⓢ 0463-24-2345

追分エリア
追分支店 0463-32-0304
中原支店 0463-31-6481

旭エリア
旭支店 0463-34-2311

金目・秦野エリア
金目支店 0463-59-1570
東海大学駅前支店 ⓢ 0463-78-0111

銀河エリア
八幡支店 0463-21-3022
神田支店 0463-55-1500
四之宮支店 ⓢ 0463-54-1188

寒川エリア
寒川支店 0467-74-5151

厚木南エリア
厚木支店 046-221-2811
愛甲石田支店 046-248-1313

厚木北エリア
荻野支店 046-242-3611
妻田支店  046-224-5115

伊勢原エリア
伊勢原支店 0463-96-1511

相模原北エリア
相模野支店 042-757-2600
相模原中央支店 ⓢ 042-769-6000

相模原南エリア
相模台支店 042-744-1331

大和南エリア
桜ヶ丘支店 046-269-8530

大和北エリア
南林間支店 046-274-4927

座間・海老名エリア
座間支店 046-254-6111
海老名支店 046-231-1088

●ⓢ  はサテライト店の略号です。当金庫のサテライト店では、次の取引につきましては、お取扱
いをしておりません。これらのお取引をご希望のお客さまは、お手数ですが、お近くの他店
舗をご利用いただきますようお願い申し上げます。

　 ● 当座預金の新規口座開設（当座預金の入出金はお取扱いしております） ● 事業性融資の
お申し込み ● 住宅ローンやマイカーローンのお申し込み（カードローンの新規お申し込み
はお取扱いしております）

主な融資商品
● 住宅ローン
  固定金利型（3年・5年・10年）と変動金利型の2種類を取り揃え、他金融機
関等からの借換え専用の住宅ローンや保証料不要のプランもございます。

● マイカーローン（インターネットでのお申し込みもできます）
  新車・中古車（乗用車）やオートバイの購入、車検や修理、免許取得等にご
利用いただけます（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます）。

● 教育ローン（インターネットでのお申し込みもできます）
  入学金、授業料および教育関連の諸費用にもご利用いただけます。
　また、元金の据え置きもご利用いただけます。
● カードローン
 裕遊族
   手続き簡単、使いみちはご自由（ただし、事業性資金を除く）。ご返済は毎月
一定額を自動的にご返済できます（臨時のご返済も可能です）。

  しんきん きゃっする（インターネットでのお申し込みもできます）
   スピード審査でスピード回答。お取引のない方も簡単な書類でお申し込みい
ただけます（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます）。

 事業者カードローン
  保証期間内に限度額まで反復継続してご利用いただけます。

● フリーローン
  スピード審査でスピード回答。使いみちはご自由です。さまざまなライフシー
ンに合わせてご活用いただけます（事業性資金は他の商品をご案内させてい
ただきます）。

主な預金商品
● 子育て支援定期積金
  ご契約時点で18歳未満のお子さまがいらっしゃる世帯の個人のお客さま
にご利用いただけます。

● ねんきんスーパー定期・ねんきんスーパー定期プラス
  国民年金・厚生年金・共済年金の受給口座を当金庫に指定されている方、
または新たに受給口座を指定された個人の方を対象にした定期預金です。

その他の主な商品
● 投資信託
  26のファンドをご紹介しています。お客さまの運用目的や投資経験等に応
じてファンドをご選択いただきます。

● 個人年金保険・終身保険
  ゆとりあるセカンドライフをお過ごしいただくために、また万一の時に残
されたご家族のために備える資産運用商品です。

● 学資保険・がん保険・医療保険・傷害保険
  お客さまのニーズやライフプランに幅広くお応えするために、大切なお子
さまの将来や不測の事態に備える保険商品です。

（平成28年7月1日現在）

2016年 事業活動のご報告
平成27年4月1日～平成28年3月31日



地域と共に歩む平塚信用金庫は、地
域社会の一員として、地域の活動を積
極的に支援しています。皆さまの活動
への協賛や寄付などに加え、職員がボ
ランティアとして清掃等に参加するな
ど、数多くの活動を展開しています。

 預金積金・貸出金
　公金預金が減少したものの、法人預金
および個人預金が増加し、期末残高は前
期比0.6%増加の4,672億46百万円とな
りました。
　貸出金は、地方公共団体向け貸出が減
少したものの、事業先向け貸出および個
人向け貸出が増加し、期末残高は0.4%
増加の2,012億64百万円となりました。
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● 預金積金 （単位：百万円）
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● 貸出金 （単位：百万円） ● 貸出金業種別構成 （単位：%）

貸出金
2,012億
64百万円

建設業（8.8）

個人（36.1）

地方公共団体（5.2）
不動産業（18.6）

鉱・採石・砂利採取業（0.3）

金融・保険業（4.3）

卸・小売業（6.3）

その他（8.7）

製造業（8.3）

運輸・郵便業（3.4）

農・林・漁業（0.0）

平成28年3月末
合計 190,739

平成27年3月末
合計 164,714

平成26年3月末
合計 141,924

有価証券の種類別構成 （単位：百万円）

5,817 57,112 81,328 15,770 30,197512

8,459 49,307 81,817 15,829 8,814485

18,078 34,816 77,002 9,381 2,331314

国債 地方債 社債 株式 外国証券 その他の証券

 自己資本比率の状況
　自己資本比率は金融機関の健
全性・安全性を計る重要な経営
指標の一つです。当金庫の自己
資本比率は、計算式の分母であ
るリスク・アセット等が増加した
ものの、分子である自己資本額
が利益の積み上げにより増加し
たことから、前期比0.12ポイント
向上し11.41%となりました。信
用金庫などの国内で業務を行う
金融機関は4%以上の自己資本
比率が求められていますが、当金庫の自己資本比率は国内基準を大き
く上回り、健全性を維持しています。

 有価証券
　貸出金以外の運用として、有価証券と信
金中央金庫への預け金などがあります。
　平成27年度の有価証券期末残高は前
期比15.8%増加の1,907億39百万円と
なりました。有価証券での運用は安全性
を重視した運用方針を堅持しています。
　また、預け金の期末残高は、前期比17.0
%減少の921億21百万円となりました。

 収益の状況
　物件費が前期比減少するとともに、資
金運用益および役務取引等利益が増加
し、業務純益は前期比6.1%増の9億56
百万円となりました。経常利益は、貸倒引
当金戻入益を計上したことなどの増益要
因があったものの、債券売却益の減少に
より、前期比0.2%減少の8億43百万円と
なりました。当期純利益は、事業用不動
産等の減損処理を行ったものの、前期計
上したシステム移行費用を今期は計上し
なかったことから、前期比68.1%増加の
7億29百万円となりました。

 不良債権の状況
　平成28年3月末の金融再生法上の不良債権比率は前期に対して
0.5ポイント減少の7.2%となりました。担保・保証等による回収見込
み額と貸倒引当金からなる保全額によって不良債権をカバーしてお
り、保全率は77.07%となっています。また、保全額に加えて、特別積立
金などで不良債権をカバーしており、健全な経営を行っています。 
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● 自己資本比率と自己資本額 （単位：百万円）
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● 不良債権と保全額〔金融再生法開示債権〕 （単位：百万円）

不良債権額

不良債権比率

保全額

特別積立金
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17,100
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●①   平塚市野球協会との共催により第
19回平塚信用金庫杯争奪親善野球
大会を開催。県内の社会人野球48
チームが参加（平成27年4月26日～
9月20日）。

●②  湘南ベルマーレ「第17回平塚信用金
庫スペシャルデー」を開催（平成27
年5月30日 対戦チーム：サンフレッ
チェ広島）。

●③  第19回愛の献血運動の献血協力者
は36名（うち当金庫役職員17名）、
同時に行われた愛の募金運動での
募金78,678円を神奈川新聞厚生文
化事業団に寄付（平成27年6月18
日）。 

●④  第65回湘南ひらつか七夕まつりに
協賛（平成27年7月3日～5日）。

●⑤  第52回平塚市少年野球大会に協賛。
小学生と中学生の野球チーム、52
チーム（719選手）が参加（平成27年
7月24日～8月2日）。

●⑥  第15回海岸清掃を実施、千石河岸海
岸と相模川厚木河川敷の清掃ボラン
ティアに当金庫役職員など約450名
が参加（平成27年9月5日）。

平成27年度   事業活動のご報告
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● 業務純益 （単位：百万円）
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● 当期純利益 （単位：百万円）
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