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ては当金庫ホームページにてご覧いただけます。 

本誌29ページにQRコードを掲載しています。
貸借対照表、損益計算書および剰余金処分計算書と
様々な指標を掲載しています。 

平塚信用金庫のデータ
設立 ● 1932（昭和7）年11月15日
本店所在地 ●  神奈川県平塚市紅谷町 

11番19号
店舗数 ●  24店舗／店舗外キャッシュ 

サービスコーナー8ヵ所
常勤役職員数 ● 368名
出資金 ● 11億8百万円
会員数 ● 29,079名
預金積金残高 ● 5,045億33百万円
貸出金残高 ● 2,092億48百万円

（平成31年3月末現在）

● 本誌は信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づいて作成した
ディスクロージャー資料です。

●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。

基本方針
●  平塚信用金庫は、地域住民と地元中小企業を基盤とした

金融機関である。
●  私たちは誠実、公平、親切を信条として金融業務を通じ地

域社会の繁栄に貢献することを使命とする。

経営理念
●  健全経営を第一義とし、良質な資金を安定的に提供し、

キメ細かな金融サービスに努めるとともに、正確な事務
処理に徹し、「信頼される信用金庫」をめざします。

●  地域に密着した営業活動を展開し、取引先の拡大を図り、
強固な経営基盤を確立するとともに、地域の振興と地元
中小企業の発展ならびに住民の生活文化の向上に貢献
し、「地元になくてはならない信用金庫」をめざします。

●  活力ある人材を確保し、信頼される信用金庫人の育成に
努め、活気に満ちた働きがいのある職場をつくり、お客さ
まと職員に期待される「魅力ある信用金庫」をめざします。

ひらしんのポスターは、
地域社会やお客さまのために 

行動するというイメージを表す「街」と
お客さまと当金庫をつなぐ「虹」を 
温かみのある色で表現しています。

ポスターに込められた私たちの思いを 
より多くの皆さまに知っていただくために、

当誌の表紙は 
ポスターと同じデザインで飾っています。

いつもあなたのとなりに 
街のベストパートナー  ひらしん
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ひらしんからのメッセージ

理事長　石崎 明

平成30年度 業績のご報告
　平成30年度の日本経済は、個人消費と設備投資
を中心とした内需は底堅さを維持したものの、ここ
数年の景気回復をけん引してきた輸出の足踏みに
より、景気は踊り場的局面となりました。しかしなが
ら、人手不足を背景とした合理化・省力化投資のニー
ズは依然として高く、また、良好な雇用・所得環境を
背景に個人消費はこの先も緩やかに成長していく
見込みであることから、令和元年度も、内需に支え
られる形で回復基調の動きは維持していくものと思
われます。
　このような状況下における当金庫の業績をご報告
いたします。
　預金・積金は、個人預金・一般法人預金などが増
加し、期末残高は前期比1.9%増加の5,045億33
百万円となりました。貸出金は個人向け貸出が増加
したものの、地公体向け貸出が減少し、期末残高は
前期比0.6%減少の2,092億48百万円となりまし
た。損益については、経費の減少など増益要因が
あったものの、市場金利の低迷による資金運用収益
の減少などにより経常利益は前期比30.4%減少の
3億88百万円となりましたが、年金制度の一部移管
による退職給付引当金取崩などにより当期純利益
は前期比21.8%増加の4億2百万円となりました。

中期3ヵ年経営計画の推進
　平成30年度は、中期3ヵ年経営計画「ビジョン
2021 3rd Stage」の初年度として、「お客さま目線
の課題解決型金融実践態勢の確立」「生産性・効率
性向上による持続可能で安定的な収益構造の構築」

「経営管理態勢の充実・高度化」の3項目を重点課題
に掲げ、「地元になくてはならない信用金庫」を目指
した取組みを進めてまいりました。

　今後も当金庫は、お客さまの事業価値の向上や
資産形成のパートナーを目指して、お客さまへの訪
問を活動の中心に据え、金融サービスにとどまらず
本業のご支援など様々な分野の支援に取組んでま
いります。

地域と共に
　当金庫はこれからも「地域と共に成長する」金融
のプロフェッショナルとして、お客さま目線の営業活
動を展開し、基本姿勢として掲げている「いつもあな
たのとなりに 〜街のベストパートナー ひらしん〜」
に則り、地域やお客さまに寄り添った様々な活動を
進めてまいります。

令和元年7月

理事長　



平塚信用金庫

会員・お客さま
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地域社会と平塚信用金庫

平塚信用金庫は、 
関東大震災や世界恐慌を経た1932（昭和7）年に 
地域の商工業者への金融支援を目的に設立され、 
以来地域経済の活性化に尽力してまいりました。

現在は、県央地区の8市1町を面で結ぶ24店舗と約480名の役職員等が、 
皆さまの事業と生活に密着した多面的な活動を展開しています。

あなたの街のベストパートナーを目指し、地域のために、地域の皆さまと共に、 
今後も地域の発展に貢献してまいります。

営業地区
神奈川県平塚市、厚木市、相模原市、
茅ヶ崎市、大和市、伊勢原市、秦野市、
座間市、海老名市、綾瀬市、藤沢市、 
小田原市、横須賀市、横浜市（瀬谷区、
旭区、栄区、泉区、戸塚区、緑区、青葉区、
都筑区、港北区、保土ヶ谷区、金沢区）、
高座郡、愛甲郡、中郡、足柄上郡（中井
町）、東京都町田市

ベストパートナー理事長賞受賞者
当金庫は、地域の発展に貢献する「街のベストパートナー」を目指しており、その理念に基づ
く優れた活動を行っている職員を表彰しています。

 平成30年度 上期受賞者 平成30年度 下期受賞者  （平成31年3月末時点）
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ES（Employee Satisfaction）：
 従業員満足度の意味で、仕事がしやすく、 

働きがいのある職場づくりを図ること。 
ESの向上が当金庫の成長と地域社会の 

発展に貢献することにつながります。

平塚信用金庫と 
　　　ステークホルダー 地域社会

金融事業、地域活動

環 境
次世代への継承

会員・お客さま
事業の支援、CSの向上

当金庫職員
ESの向上

理事長　石崎 明

　平塚信用金庫は、経営理念に掲げている「地元になくてはならな

い信用金庫」を事業活動の基本におき、地域社会、会員・お客さま、

当金庫職員など、当金庫を取り巻くステークホルダーの期待に応

え、持続可能な地域社会の実現に向けた活動に取組んでいます。

　また、目指すべき当金庫像を描いた長期経営ビジョン「ビ

ジョン2021」のもと、「いつもあなたのとなりに～街のベスト

パートナー ひらしん～」の具現化に向けてきめ細かな対応で

お客さまが抱える課題の解決に取組んでいます。

「経営者保証に関するガイドライン」の取組み
　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証
債務整理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性について
は、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容
を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。
　なお、平成30年度に当金庫において、新規に無保証で融資を実行した件数は475件、新規融資に占める経営者
保証に依存しない融資の割合は17.06%、保証契約を解除した件数は57件でした。また、同ガイドラインに基づく
保証債務整理（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）が成立したものはありませんでした。

 地域社会
■ 金融事業による地域貢献
　｢金融業務を通じ地域社会の繁栄に貢献する」を経営の基本方針に、皆さまから大切な預金積金
をお預かりし、この資金を地域内の中小企業および個人のお客さまの事業や暮らしの資金として使
うことで、地域社会の発展に貢献しています。
　貸出にあたっては、貸出審査基準に基づく厳正な審査を実施し、資産の健全性確保を図りなが
ら、お客さまの資金ニーズに積極的に対応するように努めています。
　また、お客さまとの対話を重視し、取引先の財務面のみならず事業内容や成長可能性および持続
可能性に力点を置いた融資や、関係者との連携により経営改善・生産性向上や体質強化支援等に取
組むなど、中小企業と個人事業主の皆さまの様々な課題や相談にお応えする態勢を整えています。



平塚信用金庫の主な地域貢献活動（平成30年度）

平塚信用金庫の現況 20194

地域社会と平塚信用金庫

■地域社会と共に
　金融機関本来の使命である金融機能の発揮による地域貢献にとどまら
ず、地域社会の活性化を図るため経営支援を重視し、様々な支援策を実施
しています。また、地域と共に歩む金融機関として、地域社会の文化・スポー
ツ・事業・暮らし等の活動に、職員がボランティアとして参加しています。
　教育面では、学校の生徒を実習生として受け入れ、実習・勉強会を実施
し、また、近隣諸大学のインターンシップ実習生を受け入れるなど、地域の
身近な金融機関として地元の学校の金融教育に取組んでいます。

■ 産学連携
　コンサルティング機能を発揮して取引先をサポートしていくう
えで、大学との連携は不可欠です。この連携は商店街の活性化、販
路拡大、起業、人材の育成などの面で重要な役割を担っています。
　産業経済の振興と地域社会の発展を目的として神奈川大学と
平成23年に締結した包括協定に基づき、平成30年度は主に次の
活動を行っています。
●  寄付講座「中小企業経営論」（全14回）を開講、当金庫職員9名

が講義。
●  経営学部主催の「第13回ビジネスプランコンテスト」を後援およ

び審査員として参加。
●  インターンシップ実習生の受け入れ。

湘南ひらつか七夕まつりに協賛 わんぱく探検隊に協賛 ひらしんファミリーコンサートを開催

愛の献血活動・募金活動 8市1町の図書館等に子ども向け書籍を寄贈 平塚信用金庫杯争奪親善野球大会を開催

里地里山再生プロジェクトに参加 平塚市に読書通帳を寄贈
湘南ベルマーレ 

「平塚信用金庫スペシャルデー」を開催

地域行事への参加、 
ボランティア活動の取組み

子ども達の 
健全な育成のための取組み

文化・スポーツ活動を通じた 
地域振興への取組み

これからも地域とのつながりを大切にします。
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安心して暮らせるまちづくり

 会員・お客さま
　コンサルティング機能を強化するとともに外部機関
との連携を活発に行い、お客さま支援と地域経済の
活性化に注力しています。創業、事業承継、経営改善な
ど、お客さまの抱える経営諸課題について、本業支援
態勢を強化しています。

■ お客さま本位の業務運営
　「街のベストパートナーひらしん」をスローガンに掲
げ、お客さま視点に立ったサービスを提供することを理念として
います。この理念を実現するため「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」
を策定しています。
　お客さまのニーズに適した様々な商品ラインアップの提供、充実した情報の提供と分かりやすい
説明、お客さまにふさわしい商品・サービスの提供、お客さまが安心して資産形成を実現できる体制
整備の4項目を方針に設定しています。全役職員がこれを遵守し、お客さまから一層信頼されるよ
う努めてまいります。

■ 連携による課題解決支援への取組み
● しんきん圏央道アライアンスの締結
　新たな取組みとして、2024年に全線開通予定の首都
圏中央連絡自動車道（圏央道）沿いに営業地域を持つ
4信用金庫（水戸、埼玉縣、千葉、多摩）と連携協定「しん
きん圏央道アライアンス」を締結しました。
　5信用金庫の広域ネットワークを活かし、各地域の情
報交換・人材交流を通じて、ビジネスマッチングや企業
進出の相談などの支援および観光などの産業振興支
援により、沿線地域の活性化・地域経済の発展につなげ
ることを目指します。

本業支援

経営改善提案

ソリューション提案

創業支援

販路開拓

M&A
事業再生

外部専門家の起用

外部機関の活用

事業承継

ビジネスマッチング

　地域の見守り活動に関する協定を、営業地区内の8市1町（平塚市、厚木市、相模原市、大和市、伊勢原市、秦野市、座間市、海老名
市、寒川町）および神奈川県と締結しています。
　当金庫職員は窓口業務や営業など金庫内外での活動を通して、地元在住の高齢者や障がい者、子どもに異変がないか等を、さ
りげなく見守りながら、「地元になくてはならない信用金庫」の実践に努めています。
　また、振り込め詐欺の未然防止にも注力し、お客さまの資産を守る取組みを行っています。



平塚信用金庫の現況 20196

地域社会と平塚信用金庫

A氏は、飲食店での就業経験を経て、大学時代から居住し愛着のある平塚市で
「ハンバーガーショップを開業したい」との強い思いから創業を決意しました。「自分の子どもにも安心
して食べさせられる商品を提供する」をモットーに創業計画を立て、当金庫に相談しました。

当金庫は平塚市と締結した「中小企業支援のための連携協定」に基づい
て市と連携し、創業計画書の策定、財務、販路拡大、店舗コンセプト、立地調査、競合店調査、SNSを活
かした集客方法などでA氏を支援しました。資金面では、実質金利ゼロの平塚市の新創業支援資金
を活用しました。

A氏は地産・近隣地域産の安全な食材にこだわ
り、保存料等を使用しないハンバーガーやステーキなどを提供する
ショップを平成30年12月にオープンしました。チェーン店とは異な
り、木質感のあるアットホームな雰囲気とフレンドリーな接客で好評
です。近隣に勤務する会社員や家族連れ、グループでの来店が多く、
連日にぎわいを見せています。
当金庫は開業後の支援として主催する創業応援セミナーへの参加提
案やキャッシュレス決済の導入提案等を行っています。

● 当金庫の取組み（平成30年度）：当金庫が関与した創業支援件数は82件です。

事
例 
①

創
業
支
援

創業への思い

当金庫の開業前支援

開業から現在

● 4者連携協定による中小企業支援
　当金庫と平塚市、平塚商工会議所、神奈川県信用保
証協会は、平塚市内中小企業の経営支援に関する県
内初の包括的な4者連携協定を締結しました。
　同協定は、市内での起業や事業成長促進のため、
創業者や事業者の抱える課題に対し、4者が連携支
援するものです。4者に相談窓口「ひらつかビジネス
応援窓口（ひらBiz）」を設置し、創業、事業承継、金融
施策、販路拡大および新商品開発などで連携体制を
取っています。

■ 創業支援をさらに強化
　国の産業競争力強化法により認定される創業支援事業計画
に基づき、営業地区内の8市1町（平塚市、厚木市、相模原市、大
和市、伊勢原市、秦野市、座間市、海老名市、寒川町）は、当金庫
と各種団体で連携した創業支援を実施しています。また、8市1
町全てで、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業者に認
定され、創業初期支援から専門家と相談できるハンズオン支援
サービスの提供により、創業の企画から開業後のケアまで、幅
広い支援を行っています。
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樹脂成型業S社には後継者候補となる親族はなく、また従業員へ引き継ぐこともで
きない状況でした。S社から相談を受けた当金庫は、課題解決に向けてすぐに対応しました。

当金庫はS社へM&Aによる事業承継の提案を行い、S社の受諾後、信用金庫業
界のM&A仲介会社である信金キャピタル株式会社と連携し、買収候補選定を開始。その結果、北群
馬信用金庫からH社が紹介され、S社とのマッチングを経て成約の運びとなりました。資金調達面は、
当金庫および北群馬信用金庫からの融資に加え、連携関係にある日本政策金融公庫との協調支援が
実現しました。

両社が共に満足し、より良い共存を目指して関係を深めています。当金庫
は両社へ親身に相談に乗りながら、フォローを続けています。

● 当金庫の取組み（平成30年度）：当金庫が関与した事業承継支援先数は27件、M&A支援先数は18件です。

■ 事業承継の支援を強化
　日本では、経営者の高齢化に伴い、後継者不在による廃業は約7万社、それに起因する雇用の喪
失は数十万人といわれています。
　当金庫では、事業承継の課題解決に向けて、平塚市や平塚商工会議所、神奈川県信用保証協会、
事業承継センター株式会社と連携し、効果のある支援を行い、持続的な経済活性化を図ります。

● 事業承継セミナーを開催
　平塚市および平塚商工会議所との共催で「事業承継セミナー」を実施しました。今回は初めて2回
シリーズのセミナーとして専門家を講師に迎えて開催し、各回終了後に、希望者へ個別相談を行いま
した。
● 第1回：現経営者向け「後継者の選び方・育て方・渡し方」（23名参加）
● 第2回：後継者向け「後継者に求められる能力と引き継ぎ方」（28名参加）

概要
譲渡企業 （S社） 譲受企業 （H社）

事 業 内 容 樹脂成型業 樹脂成型業
年 商 161百万円 455百万円
従 業 員 数 約15名 約40名
所 在 地 神奈川県 群馬県
紹 介 元 当金庫 北群馬信用金庫

効 果
● 経営者の円満退任
● 地域企業の存続、従業員の雇用継続
● 取引先への取引継続など

● 新たな成型手法確保による商品ラインアップ拡大
● 神奈川県進出による商圏拡大など

創業応援セミナー等を開催
　セミナーは創業予定者と創業後5年未満の経営者を対象に、神奈川県よろ
ず支援拠点等から講師を迎えて開催しています。また、平塚市および平塚商
工会議所と「創業塾」を共催、平成30年度で18年目を迎えました。
● 創業応援セミナー：平塚市、座間市、大和市、伊勢原市、海老名市で開催。
● 創業塾2018  創業応援セミナー

事
例 

②

事
業
承
継
・
M
&
A

S社の課題

当金庫の対応

M&A成立後の現在
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地域社会と平塚信用金庫

■ビジネスマッチング
　当金庫は県内全8信金合同のビジネスマッチングイベン
トへの参加や、平塚市の産学官の交流と連携強化を目的
とする平塚商工会議所主催のビジネスマッチングイベント

「湘南ひらつかテクノフェア」に協賛し、経営相談ブースも
出展しています。

● ビジネスマッチング with かながわ8信金
　第6回「ビジネスマッチング with かながわ8信金」を開催、発注側企業121社と受注側企業373
社が参加しました。また、千葉・山梨県内の信用金庫と連携し、その取引先企業も参加、県内企業と
大学・研究機関との技術マッチングや神奈川県よろず支援拠点も相談ブースを出展し、活気あふれ
る商談会になりました。

「新製品の製造工程における一部の簡単な作業を外注したい」と建設
資材卸売A社から相談を受け、ビジネスマッチングをスタートしました。当金庫内の情報から社会福
祉法人B会をリストアップし、B会にA社の相談内容の説明をしました。B会は作業を増やしたい希望が
あり、承諾を取り付けました。

当金庫はA社に、B会の紹介と見学を提案。A社はB会を見学し
た結果、発注を決定しました。現在、A社の新製品製造は、B会との協業により、順調に進んでいます。

A社からは、「他金融機関にも相談したが、ひらしんの対応は
迅速で的確な提案をしてくれた。地域福祉への貢献にもつながりました」と、当金庫の取組みに対し
高い評価をいただきました。
B会からは、「作業に対応でき、配送等もA社の配慮で負担もなく、成果をあげることができました」と
感謝の言葉をいただきました。

● 当金庫の取組み（平成30年度）：当金庫が関与したビジネスマッチング先数は174件です。

事
例 

③

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ

A社の課題とB会の要望

ビジネスマッチングへの動き

ビジネスマッチングの効果と評価
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株式会社Origamiとの提携によるキャッシュレス化の推進
　当金庫は平成30年4月経済産業省により定められた「キャッシュレス・ビジョン」に
対応し、キャッシュレス決済について株式会社Origami（オリガミ）と業務提携を行
いました。この提携は、スマートフォンアプリQRコードを利用した決済サービスを開
始することで、地域事業者の決済業務の効率化とキャッシュレス化を推進し、取引先
企業の支援や地域創生等に貢献します。

■ 人材のマッチング
● 新現役交流会
　企業を退職した人材（新現役）と当金庫の取引先と
のマッチングを目的とする新現役交流会を実施して
います。平成30年度は、高度な知識と豊富な経験、幅
広いネットワークを持つ新現役41名が参加し、7社が
経営力強化に取組みました。

■ 経営支援への取組み
　地域経済の金融の円滑化・安定化のために、取引先へ様々な経営支援活動を行っています。
　中小企業診断士の資格を有する専門スタッフを中心に、お客さまの経営課題を抽出し、経営改善
計画の策定支援を行うなど、様々な角度からお客さまをサポートしています。
　また、神奈川県中小企業再生支援協議会等の外部機関や中小企業庁の「中小企業・小規模事業者
ワンストップ総合支援事業（専門家派遣事業）」等を活用し、高度な経営課題の解決にも積極的に取
組んでいます。平成30年度は90先の経営改善支援に取組みました。

●  「消費税軽減税率制度対策セミナー 
inひらつか」を開催

　公益財団法人神奈川産業振興センター、平塚市、平
塚商工会議所、平塚税務署、株式会社リクルートライ
フスタイル、freee株式会社と共催で、地域の事業者
や創業予定者を対象に「消費税軽減税率制度対策セ
ミナーinひらつか」を開催し、11名が参加しました。
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地域社会と平塚信用金庫

■ 経営者の交流会
● TRIbankひらつか信友会
　当金庫の取引先企業経営者の異業種交流・親睦を図る場で
ある「TRIbankひらつか信友会」では、ビジネスマッチングや経
営研究・企業視察・講演などを開催し、お客さま相互の交流を
通して発展と繁栄のお手伝いをしています。
　平成30年度の「TRIbankひらつか信友会」は創立20周年を
記念し、記念講演会を開催しました。

● ひらしん次世代ビジネスクラブ
　当金庫の取引先企業の後継者や若手経営者を対象に、会員相互の交流と経営に関する啓発・情
報交換の場として運営しています。
　ビジネスマッチングを視野に入れた異業種交流会、経営課題（事業承継、M&A、新規事業、海外展
開など）に対するタイムリーな情報提供とソリューション提案事例の勉強会、業績向上に向けた情報
交換会・交流会・自社PR会等の活動を行っています。

■ 事業の相談窓口：経営サポートセンター
　信用金庫ならではのパートナーシップを発揮した相談態勢のも
と、中小企業診断士等の資格を有する専門スタッフや外部機関を活
用することにより、創業、販路拡大、海外展開、事業承継、M&A、補
助金等、企業経営の課題解決へ積極的なお手伝いをします。

■お客さま満足度向上の取組み
　お客さまのご意見・ご要望をもとに、皆さまがご利用しやすい営業態勢と環
境の向上に努め、お客さまの満足度と利便性の一層の向上を図っています。

● 暮らしの相談窓口：ひらしん相談センター「しあわせプラザ」　
　しあわせプラザでは、街のベストパートナーとしてお客さまの暮らしに役
立つために、年金や資産形成など様々なご相談にきめ細かくお応えしてい
ます。

お問い合わせ先：
お取引店舗または 

経営サポートセンター 
電話：0463-24-3031

座間支店にローンセンターを開設
　本店ローンセンターに続き、座間ローンセンターを平成30年5月に開
設しました。住宅ローン、マイカーローンや教育ローン等、個人のお客さ
まからの融資のご相談にお応えします。
　各ローンセンターは本店・座間支店内に併設しており、日曜日も営業
しているので、平日来店できないお客さまに好評です。

本店ローンセンター 座間ローンセンター
営 業 日 月・火・木・金・日 休 業 日 水・土・祝日 年末年始 他 営 業 日 月・火・木・金・日 休 業 日 水・土・祝日 年末年始 他
営業時間 9：30〜16：00（予約により19：00まで対応いたします） 営業時間 9：30〜16：00（予約により19：00まで対応いたします）
住 所 平塚市紅谷町11-19 本店2階（平塚駅徒歩5分・駐車場あり） 住 所 座間市入谷東4-55-1 座間支店内（座間駅前・駐車場あり）
電 話 0463-25-6378 F A X 0463-23-0118 電 話 046-240-7917 F A X 046-240-7918

講師：原 辰徳氏　テーマ：「私の野球人生」
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● 終活セミナーを開催
　当セミナーは平塚商工会議所と平塚市商店街連合会が共催するイベント「平塚まちゼミ」のひと
つとして行いました。平塚まちゼミとは、平塚市の駅前中心商店街の店舗を会場とし、店の人が講師
となり、“コツ”や“知識”を楽しく教えるミニ講座です。
　平成30年9月から10月にかけて中心商店街の店舗が参加。当金庫は「終活」をテーマにした講座
を担当し、「エンディングノート」を用いてエンディングの知識とノウハウを説明しました。

● 万年青会旅行
　当金庫に公的年金の振込指定をされているお客さまを対象とした親睦
会「万

お も と か い

年青会」では、毎年旅行を実施しています。平成30年11月に「江戸時
代の街並みを訪ねて奥飛騨高山・白川郷一泊二日の旅」、平成31年1月に、

「名物うなぎと早春のイチゴ狩り 三嶋大社参拝ツアー」を催行しました。

● お客さまの意見を収集
　当金庫は、お客さまにより良いサービスを提供するため、全店の窓口にご意見箱「理事長への手
紙」を設置しています。お客さまが日頃ご不便と感じていることやご要望を当金庫の経営改善に役
立てています。

● 障がい者や高齢のお客さまへの取組み

八幡支店が平成30年10月にグランドオープン、 
利便性がアップしました!
● お客さまとの相談スペースを増設。
●  車椅子のお客さまがご利用しやす

いバリアフリーに配慮した設計。
● 新たに全自動貸金庫を設置。
● 駐車スペースを拡大。

全店に電子記帳台を設置
　個人のお客さまの口座開設や
届出事項変更等の書類を、分か
りやすい操作ガイダンスに従っ
てタッチペンで入力することで、
手続きにかかるお客さまの負担
を軽減します。

●  筆談器と助聴器を全店に設置
●  音声案内機能付ATMを全店に設置
●  当金庫職員による伝票などへの代筆
  （目や手が不自由なために伝票等への記入が困難な場合で、顔写真付きの公的

証明書類によりご本人の確認が可能な場合。金融商品取引法対象取引等は代筆
できません。）

●  当金庫職員による代読
  （通帳の提示を受け、口座の入出金等の取引内容を知りたい旨のお申し出を受

けた場合。）
●  窓口での振込手数料の減免
  （目や手が不自由なためにATMで振込手続きができない場合。）
●  窓口と店内ATMにつえホルダーを設置
●   店内入口から視覚障がい者用ATMまでの誘導路上に点字ブロック

を設置
●  厚生労働省の「認知症サポーター」資格を全役職員が取得
  （うち2名は講師資格を持つ「キャラバンメイト」）

八幡支店長：杉村 俊介
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 環境
　持続的発展が可能な社会の構築に向けて主
体的な取組みを実践することがCSR（企業の
社会的責任）の柱のひとつと考え、各種施策を
継続的に行うための「平塚信用金庫環境方針」
を策定し、全役職員が同じ認識を持って取組ん
でいます。

■ TRIbankエコプロジェクト
　TRIbank（平塚、かながわ、さがみの3信用金庫）として、県の平成20年の「クールネッサンス宣言」
のプロジェクトのひとつである「エコファイナンスプロジェクト」の趣旨に賛同し、地球温暖化防止の
取組みを進めています。
　また平成21年8月に立ち上げたTRIbankエコプロジェクトでは、環境に配慮した金融商品やサー
ビスの提供、海岸清掃などを行っています。

● TRIbankの森
　TRIbankは神奈川県が進めている「森林再生パートナー制度」に賛同しています。ネーミングライ
ツ（命名権）が付与された「TRIbankの森」は宮ヶ瀬湖のほとりにあります。

● 海岸清掃
　TRIbankはそれぞれの営業エリア内の海岸清掃に
も取組み、平成30年度は3金庫で約1,240人が参
加、約780キロのごみを拾いました。
　当金庫は、平塚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、役職員、神奈川大学、産業能
率大学および関東学院大学の学生など約410名が
参加し、約250キロのごみを回収しました。
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期 間：平成28年4月1日〜令和3年3月31日
課 題：①平均勤続年数が男性職員より短い。 

②管理職割合が低い。
定 量 
目 標

：①監督職に占める女性の割合を30%以上とする。 
②監督者と同職に準じる検証者の女性割合を60%以上とする。 
③勤続年数について、男性対女性の割合を0.7以上にする。

新入職員紹介
　当金庫は平成31年度新入職員として男性12名、女性17名を迎えました。早く「街のベスト
パートナー」になれるよう、努力してまいります。

 当金庫職員
● 女性職員に関する行動計画
　当金庫の女性職員が勤務を継
続でき、活躍できる環境を整備す
るための5ヵ年行動計画を策定し
ています。

● ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）の取組み　
　神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づいて「子ども・子育て支援の取
組みを進める事業者」の認証証明書と「かながわ子育て応援団」の認証マーク
を取得し、育児休業取得、所定外労働時間の削減、地域の子どもや職員家族の
育成に貢献する取組みを行い、幼い子どもを持つ職員が働きやすい職場を目
指しています。
　また、役員・部長の役職者も、自ら仕事と私生活の両立を積極的に行いつつ、同じ職場の部下の状
況を考慮し、職員のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績・結果を出すことができる経営者や
管理職であること示すため、「イクボス宣言」を行い、平塚市に登録しています。
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収益の状況
　金融機関の基本的な業務の収益を示す指標が業務純
益です。計算式は下図のようになります。
　資金利益は、貸出金や有価証券の運用によって得られ
た利息収入から、皆さまからお預かりしている預金に対
してお支払いする利息などを差し引いたものです。役務
取引等利益は、振り込みなどのサービス提供により得ら
れた手数料収入から、振り込みの銀行間取次手数料など
を差し引いたものです。その他業務利益は、国債などの
債券売却損益からなります。

　経費が減少するなど費用減少による増益要因があっ
たものの、資金運用収益などが減少したことにより、業務
純益は前期比24.7%減少の6億89百万円となりました。
　将来のリスクに備えた貸倒引当金の繰入額が増加し
たことから、経常利益は前期比30.4%減少の3億88百万
円となりました。
　また、退職年金制度の一部について確定拠出年金制度
へ移管したことに伴い、退職給付引当金を取崩したこと
などから、当期純利益は前期比21.8%増加の4億2百万
円となりました。

一般貸倒引当金繰入額
9百万円

経費（臨時経費を除く）
50億39百万円

業務粗利益 57億38百万円
業務純益
6億89百万円資金利益

55億50百万円
役務取引等利益
4億95百万円

その他業務利益
△3億7百万円

0
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1,000
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1,000
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500

750

1,000

0 0

27年度 28年度 29年度 30年度 27年度 28年度 29年度 30年度 27年度 28年度 29年度 30年度（平成） （平成） （平成）

689

388

916956
1,038

558

843

977

402

729 776

330

■ 経常利益 （単位：百万円） ■ 当期純利益 （単位：百万円）■ 業務純益 （単位：百万円）

平成30年度 業績のご報告
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資産・負債の状況
　預金・積金は、個人預金、法人預金などが増加し、期末残
高は前期比1.9%増加の5,045億33百万円となりました。
　貸出金は、個人向け貸出が増加したものの、地公体向
け貸出が減少したことから、期末残高は前期比0.6%減
少の2,092億48百万円となりました。
　平成30年度の有価証券期末残高は前期比10.3%増
加の2,100億51百万円となりました。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5.7%減少の1,117
億5百万円となりました。

504,533

467,246
477,002

494,736

0

380,000

420,000

460,000

500,000

28年3月末 29年3月末 30年3月末 31年3月末（平成）

■ 預金積金 （単位：百万円）

209,248201,264 205,798 210,594

0

60,000

110,000

160,000

210,000

28年3月末 29年3月末 30年3月末 31年3月末（平成）

■ 貸出金 （単位：百万円）

有価証券
2,100億
51百万円

（平成31年3月末残高）

地方債
（92,239）

社債
（64,572）

外国証券
（22,265）

その他
（28,962）

国債
（1,652）

株式
（358）

■ 有価証券の種類別構成 （単位：百万円）

貸出金
2,092億
48百万円

（平成31年3月末残高）

鉱・採石・
砂利採取業
（0.1）

農・林・漁業
（0.0）

建設業
（9.4）

運輸・郵便業
（3.5） 個人

（36.3）

製造業
（8.5）

地方公共団体
（4.4）

その他
（10.0）

卸・小売業
（5.8）

金融・保険業
（1.7）

不動産業
（20.3）

■ 貸出金の業種別構成 （単位：%）

貸出金
2,092億
48百万円

（平成31年3月末残高）

個人消費資金
（2.1）

運転資金
（43.1）

住宅ローン
（33.9）

設備資金
（20.9）

■ 貸出金資金使途別内訳 （単位：%）
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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
な経営指標のひとつです。当金庫は、利益による資本の
積上げにより自己資本の充実に取組んでいます。
　個人向け貸出の残高増加などにより、リスク・アセット
等の額が増加したものの、利益計上などにより自己資本

額も増加したため、前期比0.07ポイント上昇の10.58% 
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。

不良債権の状況
　不良債権を計る基準として、信用金庫法で定められて
いるリスク管理債権と金融再生法で定められている開示
債権の2つがあります。リスク管理債権は貸出金のみを
対象とするのに対し、金融再生法開示債権は貸出金のほ
かに、債務保証見返、未収利息等の債権も対象となって
います。
　平成31年3月末の金融再生法上の不良債権額は前期
に比べて7億8百万円減少しました。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81.02%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。

■ 自己資本比率 （単位：%） ■ 自己資本額 （単位：百万円）

28年3月末 29年3月末 30年3月末 31年3月末（平成）
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20,303 20,794 21,002

0

28年3月末 29年3月末 30年3月末 31年3月末（平成）
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不良債権額 特別積立金 保全額 不良債権比率

11,920 11,475 10,766

14,690

9,090 9,174 8,72211,322

16,913 17,713 17,713
15,913

0

28年3月末 29年3月末 30年3月末 31年3月末（平成）

30,000

24,000

18,000

12,000

6,000

■ 不良債権と保全額〔金融再生法開示債権〕 （単位：百万円）

平成30年度 業績のご報告
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　当金庫は、協同組織金融機関という組織形態をとり、
総代会、理事会および監事会から構成される経営組織に
より、適切な内部統制の機能が発揮される態勢を整えて
います。
　業務の健全性および適切性を確保するため内部管理
基本方針のもとで体制を整備しています。またコーポ
レート・ガバナンスを強化するために、経営情報を積極的
に開示し、会員をはじめとするステークホルダーの皆さ
まから経営全般についてのご意見をいただくなど、経営
の透明性を確保することに努めています。

総代会
　総代会は会員・お客さまの声を事業運営に反映させる
ための最高意思決定機関です。総代の定数は80人以上
120人以内です（総代会の詳細は18・19ページをご参照
ください）。

経営管理
　理事会において経営の意思決定を行うとともに、業務
執行の監督を行っています。また、常勤理事、常勤監事で
構成される常勤理事会を原則月4回開催し、経営上の重

要事項を審議しています。監事会では、監査に関する重
要な事項について協議します。監事は、金庫の事業活動、
業務・財務状況を正確に把握し、適法かつ適切に執行さ
れているか、また、理事の職務執行全般の検証および内
部統制が機能し実効性が伴っているかについて監査を
実施します。

情報開示
 　社会・お客さまに対して当金庫の情報を積極的に開示
することで経営の透明性を高め、当金庫について正確に
理解・判断いただくこともコーポレート・ガバナンスに重
要な要件であり、迅速・正確な情報開示に努めています。

法令等遵守
　法令や組織内のルール等について正しい理解と認識
を持つ職員を育成し、コンプライアンスに反する行為の
未然防止に努めています。また、内部通報制度（公益通報
者保護制度）に基づいた通報窓口を設置し、自浄能力が
有効に発揮される態勢の構築を図っています。個人情報
保護については、個人情報保護宣言（プライバシーポリ
シー）を定め、その機密性・正確性の確保に努めるととも
に、相談窓口を設けています。

コーポレート・ガバナンス

　私たちは、高い倫理観と使命感を持って行動し、質の高い金融等サービスの提供と、関連する法令や社会規範を厳格に遵守
することで、その社会的使命を果たし、信頼される信用金庫となり、地域社会の発展に貢献いたします。

　当金庫は、信用金庫法及び信用金庫法施行規則に基づき、以下のとおり、当金庫の業務の健
全性及び適切性を確保するための体制を整備します。
1. 理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2. 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4. 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
5. 監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
6. 理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
7. その他監事の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

1.  信用金庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責
任ある健全な業務運営の遂行に努めます。

2.  経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と
工夫を活かし、お客さまのニーズに応えるとともに、セキュリ
ティ・レベルの向上や災害時の業務継続確保などお客さまの
利益の適切な保護にも十分配慮した質の高い金融および非
金融サービスの提供等を通じて、地域経済・地域社会の発展
に貢献いたします。

3.  あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決し
てもとることのない、誠実かつ公正な業務運営を遂行いた
します。

4.  経営等の情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く
地域社会とのコミュニケーションの充実を図ります。

5.  職員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環
境を確保します。

6.  資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、
環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問
題に積極的に取組みます。

7.  信用金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在で
あることを自覚し、社会と共に歩む ｢良き企業市民｣として、
積極的に社会貢献活動に取組みます。

8.  社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを
断固として排除し、関係遮断を徹底します。

平塚信用金庫の倫理綱領

内部管理基本方針
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総代会制度について
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神
を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とす
る協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に
関係なく、1人1票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫
の経営に参加することとなります。しかし、当金庫では会
員数がたいへん多く、総会の開催は事実上不可能です。

そこで当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実し
た審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用
しています。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選
任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。した
がって、総代会は、総会と同様に会員一人ひとりの意見が
当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等
に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委
員会を設け、会員の中から適正な手続きにより選任され
た総代により運営されます。
　さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、業況
報告会や会員あてに送付する業務報告書など、日常の事
業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大
切にし、さまざまな経営改善に取組んでいます。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきま
しては、お近くの営業店までお寄せください。

総代とその選任方法
総代の任期・定数
● 総代の任期は3年です。
●  総代の定数は80人以上120人以内で、会員数に応じて選

任区域ごとに定められています。なお、令和元年6月27日
現在の総代数は105人です。

総代の選任方法
　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営
に反映させる重要な役割を担っています。そこで総代の選
考は総代候補者選考基準に基づき次の3つの手続きを経
て選任されます。
①  総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委

員を選任する。
②  選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代

候補者を選考する。
③  上記②により選考された総代候補者を会員が信任する

（異議があれば申し立てる）。

総代候補者選考基準
資格要件
●  当金庫の会員であること
●  就任時78歳未満であること
適格要件
●  総代として相応しい人格、見識を有する方
●  地域における信望が

厚い方
●  当金庫の理念・使命を

よく理解され、当金庫
との緊密な取引関係
を有する方

●  当金庫の発展にご協
力いただける方

令和元年度通常総代会（6月27日）

会　員

選考委員1 総代会の決議により、会員の中から選考委員を選任する。

総代会

総  代
会員の総意を適正に反映するための制度

総代候補者2 選考委員会を開催のうえ、選考基準に基づき、
選考委員が総代候補者を選考する。

3 総代候補者氏名を店頭掲示し、所定の手続きを経て、会員の代表として
総代を委嘱

決算に関する事項、理事・監事の選任等重要事項の決定

職業別構成 年代別構成 業種別構成

法人・法人代表者
94.2%

卸・小売業
25.2%

（注）業種別の構成比は法人・法人代表者および個人事業主に限る。

サービス業
16.5%

運輸業
6.8%

製造業
20.4%建設業

19.4%

不動産業
11.7%

50代
25.7%

60代
26.6%

70代
40.0%

個人
2.0%個人事業主

3.8%
40代
6.7%

30代
1.0%

■ 総代の属性別構成

コーポレート・ガバナンス
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地区を4区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

総代候補者
選考委員の選任

異議申出期間（公告後2週間以内）

（上記2の手続きを経て)

会員から異議がない場合または選任区域の会員数の
1/3未満の会員から異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の1/3以上の会員から
異議の申し出があった総代候補者

総代会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が総代候補者を選考

総代候補の選考

理事長に報告

総代候補者の氏名を、1週間以上店頭に掲示 左記掲示について神奈川新聞に公告

当該総代候補者が選任区域の総代定数の1/2未満当該総代候補者が選任区域の総代定数の1/2以上

欠員（選考を行わない）他の候補者を選考

総代の氏名を掲示場に1週間以上掲示理事長は総代に委嘱

総代の選任

　令和元年6月27日、令和元年度通常総代会を開催し、第76期業務
報告、貸借対照表および損益計算書の件について報告するとともに、
右記の件を決議しました。〔出席総代105名（委任状15名を含む）〕

第1号議案  第76期剰余金処分案承認の件
第2号議案  定款一部変更の件
第3号議案  定款第15条に基づく会員除名の件

総代のご紹介（105名） （令和元年6月27日現在）

第1区 地域名  平塚市、小田原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町
 青柳常夫⑩ 浅田富雄② 浅沼真一② 浅沼　平⑥ 麻生政雄③ 荒井寿一② 安藤公一② 安藤哲史⑨ 石原健次④ 
井上蔚美⑨ 江藤勝彦⑧ 神山卓大⑨ 小泉光一郎⑨ 小長井衛⑧ 小林　誠② 齋藤治一⑧ 坂部永資① 嶋津　清① 
清水孝一⑤ 清水雅広③ 志村一浩① 杉山　元③ 髙橋　實⑩ 髙橋幸伸② 瀧澤英行① 竹内圭介② 築田寿男③ 
常盤卓嗣① 長尾治道④ 長谷川崇⑪ 長谷川辰巳⑦ 長谷川訓章⑩ 長谷川康幸③ 八田直人③ 馬場昭彦② 原澤正侑⑧ 
日坂壽則⑥ 平野　勝② 福澤正人⑫ 福澤美子④ 本多正男③ 眞壁　潔⑤ 松上潤司② 水越丈二② 水島米子③ 
蓑島　亨① 宮代朝彰② 向山久光② 渡邊達比古③（49名）

第2区 地域名  厚木市、伊勢原市、秦野市、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
 相澤　誠⑦ 市川英美⑩ 大田正昭③ 荻原　博⑪ 神崎　進⑥ 蜘手忠之⑤ 小島正伸⑪ 寒河江清③ 坂本英夫② 
鈴木康弘① 須藤昌紘④ 田村　榮⑨ 葛籠貫京子④ 難波郁夫③ 藤川孝幸⑨ 間宮徹雄⑧ 水島健一⑩ 望月喜代志③ 
山田　勉① 山本善一① 渡部宏章① （21名）

第3区 地域名  茅ヶ崎市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、藤沢市、横須賀市、横浜市の一部、高座郡寒川町
市川雅史① 市原美智雄⑤ 大島伊久夫⑤ 尾﨑誠一⑧ 落合孝美③ 加藤真一② 金子一茂③ 菊池　寛⑤ 北村　格⑫  
熊切雄一郎② 鈴木成憲⑤ 髙村将名① 田澤英志② 田邉外英③ 中村　豊② 野口　隆① 藤森　深④ 古木普総① 
三留寿一② 望月克祐② 吉田貞夫① 渡邉一三⑨ （22名）

第4区 地域名  相模原市、東京都町田市
 朝見　清⑩ 安西正行④ 井原康夫⑩ 川﨑　孝⑦ 川﨑正和① 神田恭宏② 後藤清直⑨ 杉本機一郎② 鈴木峰陽④ 
髙橋　純① 中丸恭一⑪ 藤井勇人④ 渡辺　智② （13名）

氏名の後の数字は就任回数です。 （五十音順、敬称略）

総代が選任されるまでの手続きについて

令和元年度通常総代会決議事項等について
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信用リスク
　信用リスクとは「取引先の倒産や財務
状況の悪化などにより、当金庫が損失を
受ける」リスクのことです。
　当金庫では、貸出審査基準に基づく厳
正な審査のもと、中小企業の資金繰り安
定化を念頭に置き、リスクに見合った融
資手法により資金供給を積極的に行っ
ています。一方で、大口化および特定業
種への偏った融資の抑制にも努めてい
ます。また、信用格付制度を導入し、信用
リスク管理に活用しているほか、不動産

リスク管理の態勢
　金融自由化の進展・金融技術の革新などにより金融機
関を取り巻くリスク（危険性）は増加・多様化する中で、皆
さまへ安定的な資金・サービスを提供し地域経済の発展
に貢献するために、リスク管理を経営の重要課題に位置
付けています。
　当金庫は、「リスク管理の基本方針」と「統合的リスク
管理規程」を定め、多種多様なリスクを統合的に把握し

運営する統合的リスク管理に努めています。各種リスク
に対してリスク管理委員会を設置するとともに、様々な
リスクをコントロールまたは回避し、資金調達・運用の迅
速化、最適化および収益の極大化を図るために、資産・負
債を総合的に管理することを目的としたALM委員会を
設置するなど、リスク管理に積極的に取組んでいます。
ALM：Asset and Liability Management

総代会

本部各部・営業店

監査部

理事会

常勤理事会
統合リスク管理委員会（事務局：総合企画部）

会計監査人

コンプライアンス委員会
（事務局：経営管理部）

ALM委員会（事務局：総合企画部） オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスク管理委員会（事務局：総合企画部）

監　事監事会

総合企画部
営業統括部
事務部

融資部
信用リスク
管理委員会（ 　　　　　）

事務部 事務部資金運用部 資金運用部

信用リスク 市場リスク 流動性リスク 事務リスク システムリスク 人的リスク 有形資産リスク 風評リスク 法務リスク

経営管理部 営業統括部 経営管理部経営管理部

総合企画部 事務部事務部

業務担当

主管部

（リスクの種類）

協議機関
統括部署

統括機関

最終意思決定機関

関連部署
（担当部署）

内部監査部門

リスク管理に関する体系図

担保評価については、適正な担保評価と
定期的な評価の見直しを行っています。
なお、全ての資産について、資産査定基
準に基づく厳正な自己査定を実施し、資
産の健全性の確保に努めています。また、

「信用リスク管理委員会」を設置し信用
リスクの管理を強化しています。

市場リスク・流動性リスク
　市場リスクとは、｢金利、有価証券等の
価値、為替等の様々な市場の要因によ
り損失を受ける｣リスクのことであり、流

動性リスクとは、「予期せぬ資金の流出
により通常よりも著しく高い金利での
資金調達を余儀なくされるような」リス
クのことです。
　有価証券の運用については、安全性・
収益性を重視した投資方針を基本とし
確定利付債券中心の運用を行い、株式
などの運用に対しては慎重な対応を
取っています。市場リスク・流動性リスク
の状況については、「ALM委員会」に定
期的に報告を行うなど管理強化に努め
ています。

コーポレート・ガバナンス



主なリスクの説明

21

　当金庫は、コンプライアンスを経営の重要課題のひと
つとして位置付け、コンプライアンス態勢の整備を行う
とともに、地域金融機関としての社会的責任と公共的使

命を果たすために、役職員がより高い倫理観と使命感を
持って行動し、金融サービスの提供と関連する法令や社
会規範を厳格に遵守しています。

ナル・リスク管理委員会」を設置し、事務
リスク管理の強化を図っています。

システムリスク
　システムリスクとは、「コンピューターシ
ステムの誤作動やダウン、不正利用など
により損失を受ける」リスクのことです。
　当金庫では、情報取扱規程、情報資産
保護に関する基本方針（セキュリティポ
リシー）を定め、セキュリティに十分配慮
した管理・運用に取組んでいます。また、
緊急災害時において各種業務の中断の

事務リスク
　事務リスクとは、｢事務上のミスや事
故などの発生により損失を受ける｣リス
クのことです。
　当金庫では、正確かつ迅速な事務処
理を徹底し事務ミスや事故の発生を未
然に防ぐため、事務取扱規程・要領の整
備、各種研修等を実施しています。また、
全店に定期的な店内検査を義務付け、
事務処理の厳正化を図るとともに、現物
の管理、事務取扱状況等の内部監査を
実施しています。さらに、「オペレーショ

範囲や罹災期間を極小化し迅速かつ効
率的に必要な業務の再開を行うことを
目的とする｢緊急時対応計画書」を制定
し緊急時の対応体制を構築しており、

「オペレーショナル・リスク管理委員会」
においてシステムリスク管理の強化を
図っています。

顧客保護等管理方針
　当金庫は、顧客保護等管理に係る基本方針を以下のとおりとし、お客
さまの正当な利益の保護や利便性の向上に向けて継続的な取組みを
行ってまいります。
1.  お客さまへの説明を要する取引や商品については、お客さまに十分

ご理解をいただいたうえでお取引いただけるよう、商品知識の習得
に努め、正確且つ適正な情報を提供するとともに、法令等に基づい
た適切な勧誘及び説明を行います。

2.  お客さまからのご相談や苦情等については、真摯な姿勢で適切且つ
十分に対応するとともに、お客さまの満足向上に向けて、お客さまの
視点に立った対応が適切に行われるよう努めます。

3.  お客さまに関する情報については、法令等を遵守して適切に取得す
るとともに、不正なアクセスや流出等を防止するため、必要且つ適切
な措置を講ずることにより安全に管理します。

4.  お客さまとのお取引に関連して、当金庫の業務を外部委託する場合
については、お客さまの情報その他の利益を保護するために、外部
委託先を必要且つ適切に管理します。

5.  お客さまとのお取引に際しましては、お客さまの利益が不当に害さ
れることのないよう適切に管理します。

6.  その他、お客さまの保護及びお客さまの利便性向上のために必要と
判断された業務については、適切且つ十分に管理します。

※ 本方針において「お客さま」とは、「当金庫で取引されている方及び今後取引を検討されている方」を
いいます。

※ 本方針の「取引」とは、与信取引、預金等の受入、商品の販売、募集等、お客さまと当金庫との間で行わ
れるすべての取引に関する業務です。

金融ADR制度への対応
【苦情処理措置】
　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応す
るため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホームページ、ポ
スターで公表しています。
　苦情は、当金庫営業日（9時〜17時）に各営業店（電話番号は28ペー
ジをご参照ください。）または経営管理部コンプライアンス統括課（電
話：0120-243-081）にお申し出ください。

【紛争解決措置】
　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に経営管理部コンプライ
アンス統括課または全国しんきん相談所（9時〜17時、電話：03-3517-
5825）、関東地区しんきん相談所（9時〜17時、電話：03-5524-5671）
にお申し出があれば、東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京
弁護士 会（電 話：03-3595-8588）、第二東 京弁護士 会（電 話：03-
3581-2249）、神奈川県弁護士会（電話：045-211-7716）の仲裁セン
ター等にお取次ぎいたします。また、お客さまから各弁護士会に直接お
申し出いただくことも可能です。
　なお、前記東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地
のお客さまにもご利用いただけます。その際には、お客さまのアクセス
に便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、
東京以外の弁護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム
等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護士会に案件を移す方法

（移管調停）があります。ご利用いただける弁護士会については、あらか
じめ前記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、全国
しんきん相談所または当金庫経営管理部コンプライアンス統括課」に
お尋ねください。

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）
　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報
及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の適切な保護と利用を
図るために、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第
57号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年5月31日法律第27号）及び金融分野における
個人情報保護に関するガイドライン、その他個人情報等保護に関する
関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。ま
た、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。

個人情報に関する相談窓口
● 経営管理部コンプライアンス統括課
 住所：〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町11-19
 電話： 0120-243-081

コンプライアンス（法令等遵守）の態勢

事業継続計画（BCP）
大規模災害やシステム障害などの不測の事態の
発生に備えて緊急時対応計画書を策定し、近年
の大震災や被害規模をもとに様々な見直しを
行っています。
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（令和元年6月末現在）

理事長  石崎 明

専務理事 

曽我 和雄
担当：  総合企画部

常務理事 

長谷部 真市
担当：  経営管理部 

資金運用部

常務理事 

鶴井 雅彦
担当：  融資部
委嘱： 融資部長

常務理事 

小島 彰
担当：  事務部
委嘱： 事務部長

常勤理事 

長谷川 直樹
委嘱： 資金運用部長

非常勤監事 

梯 和恭
（注） 非常勤監事  

梯和恭は信用金庫法第32
条第5項に定める員外監事
です。

非常勤監事 

牛田 洋子
（注） 非常勤監事  

牛田洋子は信用金庫法第
32条第5項に定める員外
監事です。

常勤理事 

三簾 隆司
委嘱： 経営管理部長

常務理事 

尾上 達也
担当：  営業統括部
委嘱： 営業統括部長

常勤監事 

小島 信之
非常勤理事 

片野 之万
（注） 非常勤理事  

片野之万は当金庫の職員出
身以外の会員理事（職員外
理事）です。

総代会

営業店

店頭営業課 エリア営業課

経営サポートセンター ローンセンター

理事会

常勤理事会

理事長

専務理事

常務理事

常勤理事

非常勤理事

部長会

課長会

部店長会

支店長会

各種委員会

各種協議会

コンプライアンス委員会

ALM委員会

各種リスク管理委員会

事

務

部

融
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部
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業
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部
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理
部

資
金
運
用
部

総
合
企
画
部

監

査

部

事
務
サ
ポ
ー
ト
課

事
務
企
画
課

主

計

課

総
合
企
画
課 

債
権
管
理
課

融
資
審
査
課

お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
課

営
業
企
画
課

人

財

課

総

務

課

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
統
括
課

資
金
運
用
課

監

査

課

常
務
会

監
事
会
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員外監事

平塚信用金庫の経営体制

役員と組織
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預金
　当金庫では「地元になくてはならない信用金庫」を経営理念のひとつに掲げ、お客さまの資産形成やライフプランに合
わせた、様々な種類の預金商品を取り揃えています。また、お客さまのご預金・積金は、地元経済の活性化のために活用
させていただいております。

主な商品 （令和元年6月1日現在）

種類 特色 お預け入れ期間 お預け入れ金額

総合口座
普通預金と定期預金、定期積金を1冊の通帳にセットした便利な口座で
す。いざという時、定期預金、定期積金残高の90%以内、最高200万円ま
で自動的にご融資が受けられます（対象定期預金は自動継続のみです）。

出し入れ自由 1円以上

普通預金
給与、年金のお受け取り、公共料金や各種クレジット代金の自動支払をは
じめ、お財布、家計簿がわりにご利用いただけます。なお、預金保険制度
により全額保護される「無利息型普通預金」もご用意しています。

出し入れ自由 1円以上

当座預金 会社や商店のお取引に欠かせない預金です。代金の決済に小切手や手形
がご利用になれます。 出し入れ自由 1円以上

通知預金 まとまったお金の短期運用に最適です。お引き出しは2日前までのご通
知をお願いしています。 7日以上 10,000円以上

納税準備預金 税金のお支払いに利用していただく預金です。
お利息には非課税の特典もあります。

入金は自由、出金は 
納税時のご利用とさせて 
いただいております。

1円以上

貯蓄預金
金利は残高に応じた階層別金利となっています（※）。自由な出し入れや
キャッシュカードのご利用は普通預金と同じですが、自動受取や自動支
払口座としてはご利用になれません。また、ご利用は個人のお客さまのみ
となります。

出し入れ自由 1円以上

定
期
預
金

スーパー定期預金 金利は預け入れ額300万円未満と300万円以上の2段階に分かれており
ます（※）。 1ヵ月〜5年以内 100円以上

変動金利定期預金 お預け入れ期間中6ヵ月毎に金利が見直される変動金利の定期預金です。 1年〜3年以内 100円以上
新型期日指定 
定期預金

お預け入れ1年経過後は、1ヵ月前までのご連絡で全額または一部のお引
き出しが行えます。お利息は1年複利ですので有利です。 最長3年 100円以上300万円未満

大口定期預金 1,000万円以上の大口資金の運用に適した定期預金です。 1ヵ月〜5年以内 1,000万円以上

ねんきん 
スーパー定期

公的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にご利用いただけます。預入時の店頭表示金利
に一定金利を上乗せしたお得な定期預金です。

1年 100円以上 
100万円以下

ねんきん 
スーパー定期プラス

公的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にご利用いただけます。預入時の店頭表示金利
に一定金利を上乗せしたお得な定期預金です。

1年 100円以上 
400万円以下

定期積金 目標に向かって毎月一定額を積み立てる預金です。 6ヵ月〜5年以内 毎月の掛金5,000円以上

年金定期積金 
（いきいきエイジ）

公的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自動振替専用の積金です。店頭表
示金利に一定金利を上乗せし、また万年青会旅行代金の5%割引の特典
があります。

3年〜5年以内 
（掛込回数18回〜30回）

払込金額（20,000円以上） 
払込単位（10,000円）

※金融情勢によっては金利が同水準となる場合があります。

主要な事業の内容
預金業務 当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、納税準備預金等を取扱っています。

貸出業務 貸付：手形貸付、証書貸付および当座貸越を取扱っています。
手形の割引：銀行引受手形、商業手形の割引を取扱っています。

有価証券投資業務 預金の支払い準備および資金運用のため国債、地方債、社債、株式等に投資しています。
為替業務 国内の送金為替、当座振込および代金取立等を取扱っています。

付帯業務

代理業務： 日本銀行歳入代理店および国債代理店業務／地方公共団体の公金取扱い業務／日本政策金融
公庫等の代理店業務／株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公共債元利金の支払い
業務／信金中央金庫等の代理貸付業務等／信託会社等の代理店業務

保護預かりおよび貸金庫業務／有価証券の貸付／債務の保証／公共債の引受／国債等公共債および投資
信託の窓口販売／保険業法第275条第1項により行う保険募集／スポーツ振興くじの払出業務／両替等

商品・サービスのご案内
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ローン
　ゆとりある生活設計とライフサイクルに応じた夢の実現のお手伝いに各種ローンをご用意しています。ご商売や事業
の発展に必要な事業資金に加えて、マイホームづくりのための住宅ローン、快適な生活を営むためのマイカーローン、お子
さまの未来を育む教育ローン、その他、生活向上を目的としたローンなど、多様なニーズにお応えしています。また、平日
にご来店できない方のために日曜日（年末年始を除く）にローンセンターでローン相談を行っています。

金融商品に係る勧誘方針
当金庫は、｢金融商品の販売等に関する法律｣に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることとします。
1.  当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明を

いたします。
2.  金融商品の選択・ご購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくため

に、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
3.  当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じて役職員の知識の

向上に努めます。
4.  当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5.  金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

（注） 当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務』及び『個人
型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関しても本勧誘方針を準用いたします。

主な商品 （令和元年6月1日現在）

種類 特色 ご融資金額 ご融資期間 担保 保証人

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種類を取り揃えています。他金
融機関等からの借換え専用の住宅ローンもございます。

全国保証保証付 
10,000万円以内

2年以上 
35年以内

要 原則 
不要

しんきん保証基金保証付 
8,000万円以内

1年以上 
35年以内

8,000万円以内 2年以上 
35年以内

リフォームプラン
家屋の増改築資金、車庫・門扉等住宅の付随設備の改装資金、
給湯機器・太陽光発電機器の購入・設置資金としてご利用いた
だけます。

しんきん保証基金保証付 
1,000万円以内

3ヵ月以上 
15年以内 不要 不要

オリエントコーポレーション保証付
1,000万円以内

6ヵ月以上 
15年以内 原則不要

マイカーローン
新車・中古車（乗用車）の購入、車検や修理、免許取得費用、オー
トバイの購入等に幅広く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。）

しんきん保証基金保証付 
1,000万円以内

3ヵ月以上 
10年以内

不要
不要

オリエントコーポレーション保証付
1,000万円以内

6ヵ月以上 
10年以内

原則 
不要

教育ローン
入学金、授業料等の納付金や学習塾、下宿代等、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。

しんきん保証基金保証付 
1,000万円以内

3ヵ月以上 
16年以内

不要
不要

オリエントコーポレーション保証付
500万円以内

6ヵ月以上 
10年以内

原則 
不要

個人ローン 結婚、旅行、レジャー等、快適な暮らしの資金にお使いいただけ
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。）

しんきん保証基金保証付 
500万円以内

3ヵ月以上 
10年以内 不要 不要

カードローン 
（裕遊族）

お申込手続きは簡単、使いみちはご自由。ご返済は毎月一定
額を自動的に返済。また、臨時のご返済もできます。

（事業性資金は他の商品をご案内させていただきます。）
しんきん保証基金保証付 
100万円以内 3年 不要 不要

カードローン 
（しんきん きゃっする）

インターネットからお申込が可能で現在お取引のない方もご
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。）
信金ギャランティ保証付 
500万円以内 3年 不要 不要

フリーローン
使いみちはご自由ですので、様々なライフシーンに合わせてご
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。）
オリエントコーポレーション保証付
1,000万円以内 10年以内 不要 原則 

不要

事業者カードローン
中小企業の皆さま向けの小口事業資金のご融資を目的とし
たもので、当座貸越取引により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。

500万円以内 1年 
もしくは2年 不要

要
1,000万円以内 1年 

もしくは2年 要

ビジネスローン
“しんきんかながわ 
応援団”

神奈川県の信用金庫8金庫が協力し、神奈川県信用保証協会
と提携して誕生したビジネスローンです。中小企業の皆さま
のビジネスチャンスの強力なバックアップとしてご利用いただ
けます。

信用保証協会保証付 
5,000万円以内

10年以内
（手形貸付の 
場合、1年以内）

保証協会の 
保証条件に 
よる

商品サービスのご案内
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送金・振り込み
　為替業務には送金、振り込みおよび代金取立の取扱種類
があり、全国どこへでも迅速に送金、振り込み等のお取扱い
ができます。当金庫ではお振り込みをされるお客さまの利
便性を図るため、キャッシュカードを使ってATMからのお振
り込みができる予約振込、一度の申込手続きでお振り込み
の都度ご来店の必要がない自動送金サービスがご利用い
ただけます。

証券業務
　お客さまの資産運用ニーズにお応えするために、投資信
託・個人向け国債をご用意しています。

インターネットバンキング
　当金庫のインターネットバンキングでは、法人・個人事業
主と個人のお客さまにインターネットを介したオンラインで
の振込・振替等のサービスをご提供しています。
■ ご利用いただけるサービス

パーソナルWeb（個人向け）
振込／残高照会／入出金明細照会／取引履歴照会
／税金・各種料金の払込み

ビジネスWeb（法人・個人事業主向け）
総合振込／給与・賞与振込／振込／口座振替／残高
照会／入出金明細照会／取引履歴照会／税金・各種
料金の払込み

しんきんゼロネットサービス
　しんきんのキャッシュカードなら、全国のしんきんATMで
入出金手数料が無料でご利用いただける信用金庫の提携
サービスです。
　全国47都道府県に設置されている全国の信用金庫ATM
約2万台で利用できます。
■ ゼロネットサービスタイム

平 日 8：45～18：00の入出金
土 曜 9：00～14：00の出金

※ 上記以外の時間帯および日曜・祝日にATMを利用される場合には所定の手数料
が必要です。

※本サービスの対象とならないしんきんATMが一部ございます。

保険
　ゆとりある豊かなセカンドライフをおくるための資産運用
商品として、個人年金保険・終身保険を取扱っています。ま
た、不測の事態に備える保障性保険商品（がん保険・医療保
険・傷害保険）も取り揃え、お客さまのニーズやライフプラン
に合わせた提案を行っています。

確定拠出年金
　公的年金制度を補完する年金制度として、平成14年4月
より取扱いを開始し、年金に係るお客さまの幅広いニーズに
お応えしています。

各種サービス
■ デビットカードサービス
　現在お手持ちのキャッシュカードでお買物やご飲食のご
利用代金をお客さまの口座から即時決済できる大変便利な
サービスです。デビットカード取扱店でご利用いただけます。
■ キャッシュサービス
　カード1枚で現金のお引き出し、お預け入れ、お振り込み

（振込予約）、残高照会が行えます。お引き出し、残高照会は
提携の金融機関・ゆうちょ銀行のキャッシュコーナーでもご
利用になれます。また、当金庫のカードを利用して提携金融
機関ATMでのお振り込みも、ご利用になれます。
 　なお、一日あたりの支払限度額はお引き出しのみでは50
万円、振込取引は200万円までを支払限度額とさせていた
だいています（さらに当金庫のATMで支払限度額を引き下
げることができます）。また、1日あたりの支払限度額の引き
上げは、窓口での手続きが必要となります。
■ 自動受取支払サービス
　給与・年金・配当金などのお受け取りや公共料金・税金・ク
レジットなどのお支払いが自動的に行えます。
■ KCS代金回収サービス
　Webアプリケーション「e集ちゃん」を利用して、代金回収
に伴う事業者の皆さまの集金に要する人手、時間を大幅に
節約することが可能になるサービスです。
■ toto
　スポーツ振興くじの当せん金払戻し業務を取扱っていま
す（払戻し窓口4店舗）。収益金はスポーツ振興に役立てら
れます。

貸金庫
　高セキュリティー・システムで安心! 万一の災害や盗難から
大切な財産を守ります。預金証書、権利書、有価証券、貴金
属等、重要書類から思い出の品まで預けることができ、営業
時間内はいつでもご利用いただけます。
　また、自動貸金庫は平日17時までご利用いただけます。

資産運用パッケージ
　投資信託と同時にご契約いただいた定期預金を特別金
利でご提供しています。
　定期預金特別金利は当初3ヵ月のみ適用となり、その後は
満期時点の定期預金3ヵ月ものの店頭表示金利となります。
　金融商品（投資信託）については元本保証はありません。

おすすめ商品
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主な手数料一覧 （令和元年6月1日現在）

ATM利用料（お支払い）
ご利用日 平日 土曜日 日曜・祝日

ご利用時間 8：45まで 18：00まで 21：00まで 23：00まで 9：00まで 14：00まで 21：00まで 23：00まで 21：00まで 23：00まで
当金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 108円 108円

かながわ・さがみ信用金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 108円 108円
その他信用金庫 108円 無料 108円 108円 108円 無料 108円 108円 108円 108円

他行・ゆうちょ銀行 216円 108円 216円 ー 216円 108円 216円 ー 216円 ー
（注）記載の金融機関発行のキャッシュカードをご利用の際の手数料です。
※ ATMのご利用時間は各ATMにより異なりますので、詳細については28ページをご参照ください。

ATM利用料（お預入れ）
ご利用日 平日 土曜日 日曜・祝日

ご利用時間 8：45まで 18：00まで 21：00まで 23：00まで 9：00まで 14：00まで 21：00まで 23：00まで 21：00まで 23：00まで
当金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料

かながわ・さがみ信用金庫 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 無料 108円 108円
その他信用金庫 108円 無料 108円 108円 108円 無料 108円 108円 108円 108円

他行・ゆうちょ銀行 216円 108円 216円 ー 216円 108円 216円 ー 216円 ー
（注）記載の金融機関発行のキャッシュカードをご利用の際の手数料です。
※ 一部取扱いできない金融機関がございます。
※ ATMのご利用時間は各ATMにより異なりますので、詳細については28ページをご参照ください。

振込手数料
あて先 金額区分 インターネットバンキング 

（会員）
インターネットバンキング 

（非会員）
ATM

（当金庫キャッシュカード）
ATM

（現金、他金融機関キャッシュカード） 窓口

当金庫同一支店あて 3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

無料
無料

無料
無料

無料
無料

216円
108円

216円
108円

当金庫本支店あて 3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

無料
無料

216円
108円

216円
108円

324円
216円

432円 
324円

かながわ信用金庫 
さがみ信用金庫あて

3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

無料
無料

216円
108円

216円
108円

324円
216円

432円
324円

上記以外の 
金融機関あて（電信）

3万円以上1件につき
3万円未満1件につき

540円
324円

648円
432円

540円
324円

648円
432円

864円
648円

手形・小切手用紙代 夜間金庫利用料 貸金庫利用料（年額）
用紙種類 内容 金額 基本料（月額） 6,480円 サイズ 一般貸金庫利用料 全自動貸金庫利用料
小切手帳 1冊 50枚 1,296円 入金帳（1冊） 16,200円 大型 23,328円 25,920円

約束手形帳 1冊 25枚 1,296円 預入カバン紛失（1個） 5,400円 中型 19,440円 19,440円
為替手形帳 1冊 25枚 1,296円 外扉鍵紛失 5,400円 小型 11,664円 12,960円

カバン追加（7個目より） 1,080円

代金取立手数料 両替（円貨）手数料〔窓口〕
代金取立（普通・至急） 取立区分2 432円 取立区分3 972円 受取枚数または持込枚数のいずれか多い枚数 金額

商手・担手 取立区分2 432円 取立区分3 972円 1枚〜1,000枚（紙幣・硬貨） 324円
不渡返却料他 取立区分2 648円 取立区分3 972円 1,001枚〜2,000枚（紙幣・硬貨） 648円
組戻手数料 972円 2,001枚〜3,000枚（紙幣・硬貨） 972円

店頭提示料（取立） 972円 3,001枚以上（紙幣・硬貨） 1,000枚毎に324円加算
その他特殊手数料 実費 ※ 営業担当によるご集金時の両替も対象となります。

※  従来の両替（高額金種から低額金種への両替）のほか逆両替（低額金種から高額
金種へ両替）も対象となります。

※  当金庫に口座をお持ちの方は、1日1回限り50枚までのご両替は無料となります。
※ 同一金種の新札へのご両替は無料となります。
※ 汚損した現金のご両替および記念硬貨のご両替は無料となります。

※ 取立区分2とは東京交換・横浜交換が対象となります。
※ 取立区分3とは東京交換以外の県外交換所が対象となります。

その他手数料
内容 金額

各種発行
手数料

残高証明書
融資証明書

432円
5,400円

自己宛小切手発行手数料 540円

硬貨入出金手数料
枚数 金額

500枚以下 無料
501枚〜1,000枚以下 324円

1,001枚以上 1,000枚毎に324円加算

両替（円貨）手数料〔両替機〕
両替機専用カード年額 12,960円（月1,080円）

当金庫キャッシュカードをお持ちの方
（1日1回限り50枚まで）

一部お取扱いできない両替機があります。
無料

通帳・証書等再発行手数料
内容 金 額

通帳・証書等 
再発行手数料

通帳・証書
キャッシュカード

ローンカード

1,080円
1,080円
1,080円

※上記手数料には8%の消費税が含まれております。

インターネットバンキング
契約内容 月額利用料

個人向けインターネットバンキング 無料
法人向けインターネットバンキング（一般契約） 1,188円

法人向けインターネットバンキング（一括伝送サービス）* 3,348円
* 一括伝送サービスは一般契約のサービス内容もご利用いただけます。

商品サービスのご案内
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 23年 2月 12日 T
ト ラ イ バ ン ク
RIbank業務提携20周年記念式典を開催。

  2月 21日 桜ヶ丘支店リニューアルオープン。

  7月 15日 神奈川大学と包括協定を締結。

 24年 5月 22日 本店営業部リニューアルオープン。

  10月 9日 鶴間支店へひばりが丘支店を統合し、南林間
支店へ名称変更。

  11月 15日 創立80周年記念式典をホテルサンライフ
ガーデンにて開催。

 25年 12月 16日 追分支店へ南原支店を統合し、リニューアル
オープン。 
本店営業部へ本宿支店を統合。

 27年 1月 5日 勘定系システムのしんきん共同センターへの
移行実施。

  5月 11日 金目支店リニューアル後グランドオープン。

 28年 1月 12日 しまむらストアー中原御殿店にて店舗外キャッ
シュサービス開始。

  10月 6日 ららぽーと湘南平塚にて店舗外キャッシュ
サービスを開始。

 29年 3月 15日 平塚市と中小企業経営支援連携に関する協定
を締結。

  4月 1日 経営サポートセンターの運営を開始。

  5月 8日 本店ローンセンターの運営を開始。

 30年 1月 15日 平塚市役所・平塚税務署にて店舗外キャッシュ
サービスを開始。

  5月 7日 座間ローンセンターの運営を開始。

  10月 9日 八幡支店をリニューアル後グランドオープン。

 31年 3月 31日 預金 年度末残5,000億円達成。
信用金庫法に基づく組織変更後68期連続で
黒字計上。

 44年 12月 15日 日本銀行と当座預金取引開始。
 45年 11月 26日 日本銀行歳入代理店業務取扱い開始。
 50年 3月 11日 新本店（現在の建物）落成、営業開始。
 54年 9月 17日 自営オンラインシステムの稼働開始。
 55年 11月 14日 預金1,000億円達成。
 57年 11月 17日  創立50周年記念式典を平塚市中央公民館に

おいて開催。
 63年 11月 30日 預金2,000億円達成。

平塚信用金庫のあゆみ

 7年 11月 15日 「有限責任平塚商工信用組合」として設立。

 10年 3月 16日 「有限責任信用組合平塚金庫」に名称変更。

 18年 7月 15日  市街地信用組合法に基づき「平塚信用組合」
に改称。

 26年 10月 20日  信用金庫法に基づき組織変更。「平塚信用金
庫」に改称。

 30年 2月 1日 平塚市市金庫事務取扱い開始。

 36年 2月 1日 神奈川県県税事務取扱い開始。

 2年 9月 28日  三浦信用金庫（現かながわ）、小田原信用金庫
（現さがみ）との業務提携締結。

 4年 9月 28日  親しみやすい呼称として「T
ト ラ イ バ ン ク
RIbank平塚信用

金庫」を使用。

  10月 30日 預金3,000億円達成。

  11月 
  16、 17日

 創立60周年記念式典をホテルサンルート平
塚、厚木ロイヤルパークホテルにおいて開催。

 10年 10月 ～ 「T
ト ラ イ バ ン ク
RIbankひらつか信友会」発足。

 11年 4月 21日  オリンピックシティ湘南（現OSC湘南シティ）
にて、店舗外キャッシュサービス開始。

 12年 7月 19日  インターネット・モバイル・パソコンバンキング
の取扱い開始。

 13年 4月 2日 損害保険窓販業務取扱い開始。

 14年 8月 12日  厚木信用組合の事業譲受（海老名支店開店）。

  11月 29日  創立70周年記念講演会をホテルサンライフ
ガーデンにて開催。

  12月 31日  厚木支店旭町出張所を廃止し厚木支店に統
合（1月4日）。

 15年 3月 9日  OB・OG会「ひらしんグリーンクラブ」設立。

 16年 4月 1日 相談センター「しあわせプラザ」開設。

  10月 5日 平塚信用金庫「経営塾」開講。

 17年 1月 4日  自営オンラインシステムのアウトソーシングセ
ンター（SBOC東京）への移行実施。

  4月 1日 新営業体制（市場ブロック体制）本格導入。

 18年 1月 4日  投資信託窓口販売業務全店に取扱いを拡大。

 19年 3月 31日 預金 年度末残4,000億円達成。

 20年 3月 17日 平塚駅東口改札内にて店舗外キャッシュサー
ビス開始。

  7月 28日 平塚駅西口構内にて店舗外キャッシュサービ
ス開始。

 21年 1月 13日 寒川支店移転オープン。

  4月 1日 エリア営業体制本格導入。

 22年 11月 29日 中原支店リニューアルオープン。

昭　和

平　成

沿革
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神奈川県
県央地域に広がるネットワーク

エリア名 店舗名 所在地 電話番号
ATMの 

ご利用時間
平日・土曜日・ 

日曜・祝日
平
塚
南
グ
ル
ー
プ

平塚中央エリア 1本店営業部 平塚市紅谷町11-19 0463-23-1234 8：00〜21：00

ビーチエリア

2須賀支店 平塚市札場町12-15 0463-21-3172 8：00〜21：00
3花水支店 平塚市菫平9-16 0463-32-2548 8：00〜21：00
4南口支店 ○預 平塚市八重咲町2-4 0463-24-2345 8：00〜21：00

平
塚
北
グ
ル
ー
プ

追分エリア
5追分支店 平塚市豊原町7-18 0463-32-0304 8：00〜21：00
6中原支店 平塚市中原2-24-23 0463-31-6481 8：00〜21：00

旭エリア 7旭支店 平塚市徳延750 0463-34-2311 8：00〜21：00

金目・秦野 
エリア

8金目支店 平塚市南金目1066-2 0463-59-1570 8：00〜21：00
9東海大学駅前支店 ○預 秦野市南矢名1-12-16 0463-78-0111 8：00〜21：00

銀河エリア
0八幡支店 平塚市東八幡2-7-5 0463-21-3022 8：00〜21：00
A神田支店 平塚市田村5-8-34 0463-55-1500 8：00〜21：00

寒川エリア B寒川支店 高座郡寒川町岡田1-11-2 0467-74-5151 8：00〜21：00

県
央
西
グ
ル
ー
プ

厚木南エリア
C厚木支店 厚木市中町1-5-10 046-221-2811 8：00〜21：00
D愛甲石田支店 厚木市愛甲1-4-19 046-248-1313 8：00〜21：00

厚木北エリア
E荻野支店 厚木市下荻野473-1 046-242-3611 8：00〜21：00
F妻田支店 厚木市妻田西2-15-22 046-224-5115 8：00〜21：00

伊勢原エリア G伊勢原支店 伊勢原市桜台1-12-2 0463-96-1511 8：00〜21：00

県
央
東
グ
ル
ー
プ

相模原北エリア
H相模野支店 相模原市中央区陽光台4-23-5 042-757-2600 8：00〜21：00
I相模原中央支店 ○預 相模原市中央区星が丘1-10-6 042-769-6000 8：00〜21：00

相模原南エリア J相模台支店 相模原市南区南台5-12-20 042-744-1331 8：00〜21：00
大和南エリア K桜ヶ丘支店 大和市福田1-8-7 046-269-8530 8：00〜21：00
大和北エリア L南林間支店 大和市南林間7-12-2 046-274-4927 8：00〜21：00

座間・海老名 
エリア

M座間支店 座間市入谷東4-55-1 046-254-6111 8：00〜21：00
N海老名支店 海老名市東柏ヶ谷2-2-11 046-231-1088 8：00〜21：00

○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） ● 事業性融資のお申し込み ● 住宅ローンやマイカーローン等のお申し込み（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）

店舗外キャッシュサービスコーナー
本店営業部 
■  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）

■  平塚市役所・平塚税務署出張所 
8：00〜21：00（平日・土・日・祝日）

追分支店  ■  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）
八幡支店  ■  四之宮出張所
8：00〜21：00（平日・土・日・祝日）

本部： 平塚市紅谷町11-19 
0463-24-3003（代表）

相談センター「しあわせプラザ」：
　 平塚市紅谷町11-19 本店2階 

0463-25-6730

本店営業部

（令和元年7月1日現在）

店舗一覧
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金庫の概況及び組織に関する事項
 事業の組織 .........................................................................22
 理事・監事の氏名及び役職 ................................................22
 会計監査人の氏名又は名称 ..................................... 資料編 7
 事務所の名称及び所在地 ..................................................28
金庫の主要な事業の内容 ....................................................23

金庫の主要な事業に関する事項
 直近の事業年度における事業の概況 ......................14〜16
 直近の5事業年度における主な事業の状況を示す指標
 　経常収益 ................................................................ 資料編 8
 　経常利益 ................................................................ 資料編 8
 　当期純利益 ............................................................ 資料編 8
 　出資総額及び出資総口数 .................................. 資料編 16
 　純資産額 ................................................................ 資料編 8
 　総資産額 ................................................................ 資料編 8
 　預金積金残高 ........................................................ 資料編 8
 　貸出金残高 ............................................................ 資料編 8
 　有価証券残高 ........................................................ 資料編 8
 　単体自己資本比率 ................................................. 資料編 8
 　出資に対する配当金........................................... 資料編 16
 　職員数 .................................................................... 資料編 8
 直近の2事業年度における事業の状況を示す指標
 　主要な業務の状況を示す指標
 　　業務粗利益及び業務粗利益率 ......................... 資料編 8
 　　 資金運用収支、役務取引等収支、 

及びその他業務収支 ......................................... 資料編 8
 　　 資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、 

利息、利回り及び資金利鞘 ................................ 資料編 9
 　　受取利息及び支払利息の増減 ......................... 資料編 9
 　　総資産経常利益率 ............................................. 資料編 8
 　　総資産当期純利益率 ......................................... 資料編 8
 　預金に関する指標
 　　 流動性預金、定期性預金、 

譲渡性その他の預金の平均残高 .................. 資料編 11
 　　 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の残高 ........... 資料編 11
 　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 .............. 資料編 12
 　　 固定金利及び 

変動金利の区分ごとの貸出金の残高 ........... 資料編 13
 　　 担保の種類別の貸出金残高及び 

債務保証見返額 ..................................... 資料編 12〜13
 　　使途別の貸出金残高 ...................................... 資料編 12
 　　 業種別の貸出金残高及び 

貸出金の総額に占める割合 ........................... 資料編 12
 　　預貸率の期末値及び期中平均 ...................... 資料編 10
 　

 有価証券に関する指標
 　商品有価証券の種類別の平均残高 .........該当ありません
 　有価証券の種類別の平均残高 .......................... 資料編 14
 　有価証券の残存期間別残高 .............................. 資料編 14
 　預証率の期末値及び期中平均 .......................... 資料編 10

金庫の事業の運営に関する事項
 リスク管理の態勢 ...............................................................20
 法令遵守の態勢 .................................................................21
  中小企業の経営改善及び地域の活性化のための 

取組みの状況 .............................................................. 3〜13
 金融ADR制度への対応 .....................................................21

金庫の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項
  貸借対照表、損益計算書及び 

剰余金処分計算書 .............................................. 資料編 1〜7
 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
 　破綻先債権 ......................................................... 資料編 17
 　延滞債権 ............................................................. 資料編 17
 　3ヵ月以上延滞債権 ............................................ 資料編 17
 　貸出条件緩和債権 .............................................. 資料編 17
 （金融再生法の開示債権） ...................................... 資料編 17
  自己資本の充実の状況について金融庁長官が 

別に定める事項 ............................................. 資料編 18〜26
  次に掲げるものに関する取得価格または契約価格、 

時価及び評価損益
 　有価証券 .................................................... 資料編 14〜15
 　金銭の信託 ......................................................... 資料編 15
 　 規則第102条第1項第5号に掲げる取引 

（デリバティブ取引） ............................................ 資料編 15
 　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 .......... 資料編 9
 　貸出金償却額 ........................................................ 資料編 9
 　 金庫が貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書

について会計監査人の監査を受けている場合は 
その旨 .................................................................... 資料編 7

  報酬等に関する事項であって、金庫の業務の運営又は 
財産の状況に重要な影響を与えるものとして 
金融庁長官が別に定めるもの ............................ 資料編 10

注：  （金融再生法の開示債権）は金融機能の再生のための緊急措置に
関する法律に基づく開示項目です。

資料編 は当金庫ホームページにてご覧いただけます。

信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づく開示項目

http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/about/disclose.html
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本誌についてのお問い合わせ
平塚信用金庫 総合企画部 電話：0463-24-3039

相談センター しあわせプラザ
お客さまの様々なご相談にきめ細かくお応えするた
めの相談窓口です。

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。

資産運用相談
平日／9：00〜16：00 予約制  
当日のご連絡でも受付いたします。

経営相談
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。

ご予約・お問い合わせは 
しあわせプラザ（本店2階） 電話：0463-25-6730

ローンセンター
個人のお客さまの様々なローンの相談にきめ細かく
お応えします。

営業時間等
月・火・木・金・日／9:30〜16:00
予約により19:00まで受付いたします。
休業日： 水曜日・土曜日・祝日・年末年始
  （ゴールデンウィークおよび年末年始期間中の 

日曜日、本店ローンセンターのみ七夕まつり期間
中の日曜日）

予約・お問合せ
本店ローンセンター（本店2階） 
電話：0463-25-6378
座間ローンセンター（座間支店内） 
電話：046-240-7917

テレホンバンキングサービス
■  残高照会サービス
会員・専用フリーダイヤル

0120-843-769 （土・日・祝日を含む／8：00〜24：00）
非会員・専用フリーダイヤル 

0120-487-607 （平日／9：00〜17：00）
原則としてテレホンバンキング会員の方が、お電話1本で残高の
ご照会ができるサービスです（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となります）。
※ 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。

■  紛失・盗難等のお届け
お客さまサービス課

専用フリーダイヤル 
0120-487-607 （平日／9：00〜17：00）

またはお取引店舗
しんきんサービスセンター

03-6433-1407 （平日時間外／土・日・祝日） 
通帳・印鑑・キャッシュカードの紛失・盗難・偽造等のお届けにつ
いては上記の連絡先にお問い合わせください。

■  住所変更メールオーダーサービス
専用フリーダイヤル 

0120-487-607 （平日／9：00〜17：00）
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）。

本誌は、FSC®認証紙を使用し、
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

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。


