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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

　平塚信用金庫は、経営理念である「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、当金庫を取り巻く皆さまの期待に応え、
豊かな地域社会の実現に向けた活動に取組んでいます。
　また、地域と共に成長する金融のプロフェッショナルとして「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～」を掲げ、きめ細かな対応でお客さまが抱える課題にお応え
します。

地元になくてはならない信用金庫

資産形成支援
年金相談

休日ローン相談
資産形成セミナー

本業支援
ビジネスマッチング

創業・販路拡大
経営改善

事業承継・M&A
事業再生・補助金申請

職場環境への取組み
ワーク・ライフ・バランス

イクボス宣言
メンタルヘルス研修

コンプライアンス研修
女性活躍推進講座

協賛・協力
地域イベント

子ども支援活動
職場体験

産学連携
寄付講座

インターンシップ生受入

環境への取組み
TRIbankエコプロジェクト

海岸清掃ボランティア
里地里山再生プロジェクト参加

信頼される信用金庫 魅力ある信用金庫

■ 花水支店グランドオープン
 ● 2019年11月18日にグランドオープンしました。
 ● 新たに自動貸金庫を設置しました。
 ● 店内をバリアフリー化しました。

■ 旭支店リニューアルオープン
 ● 2019年5月7日にリニューアルオープンしました。
 ● 待合ロビーが広くなりました。
 ● 駐車場が使いやすくなりました。

会員・お客さま 地域社会

職　員

本リーフレットに記載の金額は単位未満を切り捨てて表示しています。
2018年9月末（期）および2019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。



　業務純益は、有価証券売却により国債等債券売却益が
増加したものの、店舗のリニューアル等による経費の支出
があったことなどにより、前年同期比0.4％減少の5億75
百万円となりました。
　経常利益は、個別貸倒引当金繰入額等が増加したこと
などから、前年同期比7.7％減少の4億86百万円となりま
した。
　当期純利益は、前年度に計上した退職年金制度変更に
伴う引当金取崩による一時利益がなくなったことなどか
ら、前年同期比17.4％減少の3億50百万円となりました。

　預金は、法人預金および個人預金の流動性預金が増加
したことや、夏に実施したキャンペーン定期預金がご好評
いただいたことなどから、前年同期比2.0％増加の5,063
億47百万円となりました。
　貸出金は、地方公共団体向け貸出が減少した一方で、住
宅ローンを中心に個人向け貸出が増加した結果、前年同
期比1.8％増加の2,081億36百万円となりました。

　貸出金の内訳は、事業先向けが57.9%、個人向けが37.9%、地方公共団体向けが4.2%となっています。このうち、
業種別構成比では個人、各種サービス業、金融・保険業、建設業が前年同期比で増加するとともに、資金使途別内訳
構成比では、住宅ローンが前年同期比で増加となりました。
　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。
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業務純益・経常利益・当期純利益 （単位：百万円）

業務純益 経常利益 当期純利益
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預金積金残高・貸出金残高 （単位：百万円）
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収益の状況

預金積金・貸出金の状況

貸出金の内訳

資金使途別内訳 （単位：百万円、%）

運転資金
87,381（42.0）

個人消費資金
4,157（2.0）

貸出金
2,081億
36百万円
2019年9月末

設備資金
42,304（20.3）

住宅ローン
74,293（35.7）

会員・会員外の内訳 （単位：百万円、%）

会員
191,704（92.1）

会員外
16,431（7.9）

貸出金
2,081億
36百万円
2019年9月末

業種別構成 （単位：%）

貸出金
2,081億
36百万円
2019年9月末

個人（37.9）

その他（0.3）

不動産業（19.5）

製造業（8.5）

建設業（9.4）

卸・小売業（5.6）
地方公共団体（4.2）
運輸・郵便業（3.4）

各種サービス業（9.5）

金融・保険業（1.7）

（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。



　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について
は、利益の積み上げにより自己資本額は増加したものの、預け金や有価証券残高の増加などによりリスク・アセット
等が増加したことから、自己資本比率は2019年3月末比0.05ポイント低下し10.53%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。

自己資本の構成 （単位：百万円）
2019年3月末 2019年9月末

コア資本に係る基礎項目の額 （イ） 21,537 21,864
コア資本に係る調整項目の額 （ロ） 263 220

自己資本の額　（（イ）−（ロ）） （ハ） 21,273 21,643
信用リスク・アセット 189,263 193,809
オペレーショナル・リスク相当額の合計額÷8% 11,629 11,629

リスク・アセット等の額の合計額 （ニ） 200,893 205,439
総所要自己資本額　（（ニ）×4%） 8,035 8,217
自己資本比率　（（ハ）÷（ニ）） 10.58% 10.53% 2019年3月末 2019年9月末2018年9月末

21,27321,437 21,643

10.58% 10.53%10.92%
自己資本比率と自己資本額 （単位：百万円）

金融再生法開示債権の状況 （単位：百万円）
2019年3月末 2019年9月末

金融再生法上の不良債権 10,766 9,940
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 589 800
危険債権 8,542 7,659
要管理債権 1,634 1,480

正常債権 199,715 199,377
合計 210,482 209,318

（注） 上記の2019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.  2019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、2019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.  2019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）
2019年3月末 2019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 192,528 3,531 4,928 1,396 194,637 4,342 5,167 824

株式 149 35 35 ー 144 30 30 ー
債券 156,076 4,369 4,371 2 160,874 4,379 4,397 18
その他 36,302 △873 521 1,394 33,618 △67 739 806

（単位：百万円）
2019年3月末 2019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 17,306 18,517 1,211 17,527 19,066 1,538

　不良債権の回収および正常債権への移行等により、不良債権比率は2019年3月末比0.4ポイント減少の4.7%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。
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自己資本比率

金融再生法ベースの債務者区分による開示

有価証券の時価情報
（注） 1.  2019年9月末の「評価差額」は、2019

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
のについては左下表のとおりです。

（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。

2019年3月末 2019年9月末2018年9月末

10,76610,780
9,940

5.1% 4.7%5.2%

不良債権とその比率 〔金融再生法開示債権〕 （単位：百万円）



地域と共に

商品のご案内
店頭等でお申し込み

■ 住宅ローン
■ リフォームローン
■ マイカーローン
■ 教育ローン
■ フリーローン
■ カードローン

お手持ちのパソコンや
スマートフォンから

お申し込みできます!

地域の子どもたちが 
国内外の強豪チームと試合を行う

「2019コパベルマーレU-11」に協賛

「信用金庫の日」の 
愛の献血運動に

役職員等が献血に参加

 
平塚千石河岸海岸、 

相模川河川敷清掃活動
役職員が清掃活動を実施

経営支援プラットフォーム 
「ひらしん Big Advance」サービス開始に 

向けて合同記者発表会を開催

湘南ひらつか七夕まつりに協賛
「七夕おどり千人パレード」 
「清掃ボランティア」に参加

県内全8信用金庫合同で 
「第7回ビジネスマッチングwith 

かながわ8信金」を開催

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などに加え、職員がボランティアとして参加するなど、数多くの活動を展開しています。

街のキャッシュレス化をサポートします!
　当金庫は、株式会社Origamiと業務提携を行い、スマートフォンやタブ
レットを利用したスマホ決済サービスであるOrigami Pay、Alipayや
銀聯QRの導入サポートを行っています。

ローンセンター　住宅ローン・個人ローンの相談窓口です。
営業時間等
営業日 月・火・木・金・日 営業時間 9：30～16：00

休業日
 水・土・祝・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）

ご予約・お問い合わせ
本店 
ローンセンター

〒254-0043 平塚市紅谷町11-19 （本店2階） 
電話：0463-25-6378

座間 
ローンセンター

〒252-0028 座間市入谷東4-55-1 （座間支店内） 
電話：046-240-7917

詳しくはこちらからWebでお申し込み
■ Webリフォームローン
■ Webマイカーローン
■ Web教育ローン
■ Webフリーローン
■ カードローン



〒254-0043  神奈川県平塚市紅谷町11番19号
http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/
本リーフレット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

店舗ネットワーク （2019年10月31日現在）

エリア名 店舗名 電話番号
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 ○昼 0463-78-0111

銀河エリア 八幡支店 0463-21-3022
神田支店 0463-55-1500

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  ○昼 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 ○昼 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

○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）

○昼  は窓口休業（11：30～12：30）導入店舗の略号です。窓口休業時間中も店舗内
ATMはご利用いただけます。

平塚信用金庫のプロフィール （2019年9月30日現在）

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

電話：0463-24-3003（代表）
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：393名
出 資 金：10億93百万円
会 員 数：29,110名

本リーフレットは、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。

ATMご利用時間 （2019年10月31日現在）

店舗内ATM 平日・土・日・祝日 8：00～21：00

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 10：00～21：00

平塚駅東口改札内出張所 平日・土 7：00～23：00
日・祝日 8：00～23：00

平塚駅西口出張所 平日・土 7：00～23：00
日・祝日 8：00～23：00

本宿出張所 平日・土・日・祝日 8：00～21：00
ららぽーと湘南平塚出張所 平日・土・日・祝日 8：00～22：00
平塚市役所・平塚税務署出張所 平日・土・日・祝日 8：00～21：00
しまむらストアー中原御殿店出張所 平日・土・日・祝日 9：00～21：00
四之宮出張所 平日・土・日・祝日 8：00～21：00

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

紛失・盗難等のお届け
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下記の連絡先にお問い合わせください。

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）


