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　業務純益は、貸出金利息が減少したもの
の、有価証券利息配当金の増加と経費の減
少などにより、前年同期比15.0%増加の6億
51百万円となりました。
　経常利益は貸倒引当金繰入額が今期は戻
入となったことなどから、前年同期比22.6%
増加の6億42百万円となるとともに、当期純
利益は前年同期比38.5%増加の5億24百万
円となりました。

　預金は、年金受給口座の増加等により個人
預金が増加するとともに、法人および地方公
共団体の預金が増加した結果、前年同期比
1.5%増加の4,737億84百万円となりました。
　貸出金は、住宅ローンを含む個人向け貸出
および中小企業者向け貸出がともに増加し
た結果、前年同期比1.4%増加の2,006億19
百万円となりました。

　貸出金の内訳は、事業先向けが57.5%、個
人向けが36.8%、地方公共団体向けが5.6%
となっています。このうち、業種別構成比では
建設業、卸・小売業、地方公共団体、個人、そ
の他が前年同期比で増加するとともに、資金
使途別内訳では、設備資金、住宅ローンが前
年同期比で増加しています。
　当金庫では、貸出審査基準に基づく厳正
な審査のもと、大口化および特定業種への
偏った融資の抑制に努めています。

■ 収益の状況

業務純益 経常利益 当期純利益

平成28年9月期平成27年9月期

524

651 642

378

565 523

業務純益・経常利益・当期純利益 （単位：百万円）

■ 預金積金・貸出金の状況

■ 貸出金の内訳
平成28年3月末 平成28年9月末平成27年9月末

467,246 473,784466,696

197,777 201,264 200,619

預金積金残高・貸出金残高 （単位：百万円）

預金積金残高 貸出金残高

貸出金
2,006億
19百万円

個人（36.8）

鉱・採石・砂利採取業（0.1）

その他（9.3）
農・林・漁業（0.0）

不動産業（17.1）

製造業（8.4）

建設業（9.0）

卸・小売業（6.5）

地方公共団体
（5.6）

金融・保険業（3.8）
運輸・郵便業（3.4）

平成28年9月末

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて区分し、一部集約して記載しています。

業種別構成 （単位：%）
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　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、計算式の分子である自己
資本額が利益の積み上げにより増加したも
のの、分母であるリスク・アセット等が増加し
たことにより、平成28年3月末から0.03ポイ
ント低下し11.38%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。

■ 自己資本比率

自己資本の構成 （単位：百万円）

平成28年3月末 平成28年9月末
コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 20,455 20,974
コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 152 134

自己資本の額　（（イ）－（ロ）） （ハ） 20,303 20,839
信用リスク・アセット 166,250 171,433
オペレーショナル・リスク相当額の合計額÷8% 11,682 11,682

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 177,932 183,115
総所要自己資本額　（（ニ）×4%） 7,117 7,324
自己資本比率　（（ハ）÷（ニ）） 11.41% 11.38%

（注）経過措置によるコア資本の不算入額は、平成28年3月末：228百万円、平成28年9月末：202百万円です。

平成28年3月末 平成28年9月末平成27年9月末

20,30320,279
20,839

11.41% 11.38%11.48%

自己資本比率と自己資本額 （単位：百万円）

会員・会員外の内訳 （単位：百万円、%） 資金使途別内訳 （単位：百万円、%）

会員
174,756（87.1）

運転資金
91,185（45.5）

設備資金
36,692（18.3）

会員外
25,862（12.9）

個人消費資金
5,194（2.6）

住宅ローン
67,548（33.7）貸出金

2,006億
19百万円
平成28年9月末

貸出金
2,006億
19百万円
平成28年9月末
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金融再生法開示債権の状況 （単位：百万円）

平成28年3月末 平成28年9月末
金融再生法上の不良債権 14,690 13,537
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,225 1,257
危険債権 11,269 10,070
要管理債権 2,195 2,209

正常債権 187,814 188,322
合計 202,505 201,860

（注） 上記の平成28年9月末の計数は、以下により求めております。
 なお、債権の分類は、「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条の規定によっております。
 1.  平成28年9月末の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権｣及び「危険債権」については、同年3月末から9月末までに倒産、不渡り等の客観的な事

実並びに債務者区分の引き下げ等があった債務者について、当金庫の定める自己査定基準に基づき債務者区分の見直しを行っております。
   なお、平成28年9月末については、償却・引当見込額及び担保処分見込額の半期中の変動は勘案しておりません。
 2.  平成28年9月末の「要管理債権」については、同年3月末から9月末の間に当金庫の定める自己査定基準に基づき債務者区分の見直しを行い、要

注意先と判断した債務者のうち①3ヵ月以上延滞となった債権、②貸出条件を緩和したことを確認しているものを要管理債権として加え、「破産
更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に変更となったものを要管理債権から減じております。

（単位：百万円）

平成28年3月末 平成28年9月末
時価 評価差額 時価 評価差額うち益 うち損 うち益 うち損

その他有価証券 174,713 6,061 6,251 190 178,701 5,606 6,247 640
株式 273 36 51 14 148 24 26 1
債券 141,398 5,694 5,711 17 138,992 5,718 5,737 19
その他 33,042 329 488 158 39,561 △136 482 619

（注） 1. 平成28年9月末の「評価差額」は、平成28年9月末時点の取得価額（償却原価法適用）と時価との差額を計上しております。
 2. 時価のない有価証券は含まれておりません。
 3. 満期保有目的の債券で時価のあるものについては下表のとおりです。

（単位：百万円）

平成28年3月末 平成28年9月末
帳簿価額 時価 差額 帳簿価額 時価 差額

満期保有目的の債券 15,763 17,177 1,414 14,303 15,424 1,120
（注） 満期保有目的の債券は、主に国際機関等の信用力の高い債券であり、満期に際しては元本を毀損する懸念はなく額面で償還されるものです。

■ 有価証券の時価情報

　計算式の分母の項目の一つである貸出金
残高は減少しましたが、分子である不良債権
も回収および正常債権への移行等が進み減
少したことにより、不良債権比率は平成28年
3月末から0.5ポイント減少の6.7%となりま
した。
　今後も引き続き資産の健全化に取組み、
健全な経営を目指します。

■ 金融再生法ベースの債務者区分による開示

平成28年3月末 平成28年9月末平成27年9月末

14,690
13,442 13,537

7.2%
6.7%6.7%

不良債権とその比率 〔金融再生法開示債権〕 （単位：百万円）
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①  創業応援セミナーを開催（平塚市：5月27日、座間市：7月2日、海老名市：8月6日、伊勢原市：
8月25日）。また、大和市では女性起業予定者等を対象に開催（6月29日）。

②  平塚市民・大学交流委員会が主催する「市民と大学生による里地里山再生プロジェクト」に参加
（6月4日）。
③  第66回湘南ひらつか七夕まつりに協賛（7月8日～10日）。七夕おどり千人パレードに参加（7
月8日）。

④  第53回平塚市少年野球大会に協賛。小学生と中学生の52チーム〈729選手〉が参加（7月22
日～31日）。

⑤  第16回ボランティア活動を実施。平塚海岸と相模川厚木河川敷の清掃ボランティアに、神奈川
大学・産業能率大学・関東学院大学の学生と当金庫役職員など約450人が参加（9月3日）。

⑥ 第3回ひらしんファミリーコンサートを開催。当日2回の公演に約1,000人が来場（9月17日）。

①

④

②

⑤

③

⑥

地域と共に

ららぽーと湘南平塚に
ATM設置

10月6日にオープンした

「ららぽーと湘南平塚」の

1階に出張所（ATM）を

設置しました。
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■ 住宅ローン
　住宅の新築・増改築資金、建売住宅・中古住宅購入
資金等、お住まいに関する資金にお使いいただけま
す。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もご利用
いただけます。

■ マイカーローン*
（インターネットでもお申込みいただけます）
　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。

■ 教育ローン
（インターネットでもお申込みいただけます）
　入学金や授業料、教育関連の諸費用にご利用いた
だけます。また、元金の据え置きもご利用いただけ
ます。

■ リフォームローン
（インターネットでもお申込みいただけます）
　ご自宅の増改築や太陽光発電設置工事、給湯機器
設置などに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。ご返済は毎月一
定額を自動的に返済（臨時のご返済も）できます。

 ● しんきん きゃっする*
 （インターネットでもお申込みいただけます）
  スピード審査でスピード回答。お取引のない方もご
利用いただけます。

 ● 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。

■ 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、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、また、大切なお子さまの将来や不測の事
態に備えるための保険商品です。

*事業性資金は他の商品をご案内させていただきます。

■ 相談センター「しあわせプラザ」
　「しあわせプラザ」では休日ローン相談をはじめ、年
金、経営、法律、税務等、事業や暮らしに関する様々な
ご相談にきめ細かくお応えしています。

休日ローン相談
土・日・祝日／10：00～17：00 予約制

（年末年始を除く）
最寄りの店舗をご案内します。

※ご希望日の3営業日前までにご連絡ください。

年金相談
平日／9：00～16：00 予約制
当日のご連絡でも受付いたします。

企業診断・経営相談／創業・新規事業相談
中小企業診断士等がお答えします。

平日／9：00～16：00 予約制
当日のご連絡でも受付いたします。

法律相談
弁護士がお答えします。

第1、第3木曜日／13：30～16：00 予約制
初回については無料となります。

税務相談
税理士がお答えします。

第2、第4木曜日／13：30～16：00 予約制
初回については無料となります。

予約・お問い合わせ「しあわせプラザ」
〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町11-19 本店2階

電話：0463-25-6730

■ 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
  お電話で、郵送による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。

商品・サービスのご紹介
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すぐに当金庫の本支店またはコールセンター（ 0120-48-7607）へお電
話ください。盗難の場合は、警察へも届出をしてください。
（正式なお届けは、後日お取引店窓口にご提出ください）
※ 土日祝日または17：00以降の場合には、サービスセンター（03-6433-1407）へお電話ください。

ご持参いただくもの
 ● お客さまをご確認できる書類*
 ● お届出印（印鑑紛失の場合は新印鑑）

暗証番号のご照会はお受けいたしかねますので、新しいキャッシュカードの
再発行手続き（有料）をお取引店窓口にてお願いします。
ご持参いただくもの

 ● お客さまをご確認できる書類*
 ● 通帳、キャッシュカード、お届出印

当金庫お取引店窓口へお手続きにご来店ください。
※住所変更については、「住所変更メールオーダーサービス」（5ページに記載）もございます。

ご持参いただくもの（預金取引のみの場合）
 ● 変更事項をご確認できる書類
   （変更事項が裏面に記載されている運転免許証、戸籍記載事項証明書、

戸籍謄抄本 等）
 ● お客さまをご確認できる書類*
 ● お届出印（氏名変更の場合には、旧印鑑と新印鑑が必要となります）
 ● 通帳、キャッシュカード

お客さまをご確認できる書類とは?

個　人 運転免許証、旅券（パスポート）などの顔写真付きの公的書類
（顔写真付きの公的書類がない場合は、お取引店にご相談ください）

法　人 印鑑登録証明書、登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

印鑑や通帳を紛失してしまったら?

キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったら?

氏名が変わったら?　住所が変わったら?

困ったとき、こんなときの



〒254-0043  神奈川県平塚市紅谷町11番19号
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

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

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 ○預 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 ○預 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 ○預 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 ○預 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

（平成28年10月31日現在）

平塚信用金庫のプロフィール

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）
出 資 金：11億27百万円
会 員 数：28,889名
常勤役職員数：416名 （平成28年9月30日現在）

本誌に記載の金額は単位未満を切り捨てて表示しています。
平成27年9月末（期）および平成28年9月末（期）における記載内容および計数については監査法人の監査を受けておりません。

店舗数：25店舗／店舗外キャッシュサービスコーナー7ヵ所
店舗内ATM：8：00～21：00（平日・土・日・祝日）
店舗外ATM： OSC湘南シティ出張所／10：00～21：00（平日・土・日・祝日）
 平塚駅東口改札内出張所／7：00～23：00（平日・土）、8：00～23：00（日・祝日）
 平塚駅西口出張所／7：00～23：00（平日・土）、8：00～23：00（日・祝日）
 本宿出張所／8：00～21：00（平日・土・日・祝日）
 ららぽーと湘南平塚出張所／8：00～22：00（平日・土・日・祝日）
 しまむらストアー中原御殿店出張所／9：00～21：00（平日・土・日・祝日）
 鶴間出張所／8：00～21：00（平日・土・日・祝日）
○預   は預金特化型店舗の略号です。当金庫の預金特化型店舗では、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） ● 事業性融資のお申込み ● 住宅ローン
やマイカーローンのお申込み（カードローンの新規お申込みはお取扱いしております）

店舗ネットワーク


