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●�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。
●��本リーフレットでは写真撮影のためマスクを外しました。実際の業務では、職員にマスク着用を義務付け、その他新型コロナウイルス感染
症対策を徹底しています。

平塚信用金庫は､国連の提唱するSDGs
（持続可能な開発目標）の理念に賛同し、
SDGs宣言をしました。基本方針「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」のもと、「地元になくてはな
らない信用金庫」として、持続可能な社会
の実現に努めてまいります。

SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは、
「持続可能な開発目標（Sustainable�Development�Goals）」の略
称です。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年までにより
良い未来をつくるための17のゴールと169のターゲットで構成され
ています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟
国の全会一致で採択された国際目標です。

地域経済の活性化
地域と地元中小企業の多様な課題の解決をご支
援することで、地域の振興と地元中小企業の発展
に貢献します。

環境保全
金融機関の本来業務を通じて環境保全に貢献するととも
に、省資源、省エネルギー対策の推進による資源の効率的
利用を通じて事業活動に伴う環境負荷の低減に努めます。

地域社会への貢献
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・暮らし等の活動に積極的に参画
し、住民の生活文化の向上に貢献します。

人財育成
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るとともに、地域の未来を担う子ど
もたちの教育支援に積極的に取組みます。

ひらしん SDGs 宣言

重点推進項目

　神奈川県は平
成30年６月に国
から「SDGs未来
都市」および「自
治体SDGsモデル
事業」に選定され、
積極的な情報発
信や普及促進の
取組みを継続し
ています。SDGs推進事業を展開する当
金庫は県の「かながわSDGsパートナー」
に登録しました。今後は県と連携した
SDGs活動を進めてまいります。

　当金庫は、三井住友海上火災保険株式会社と「SDGsに関
する包括連携協定」を締結しました。今後は連携して当金庫
取引先企業へのSDGs取組支援を行い、企業の持続的成長
と地域経済の活性化を目指します。

三井住友海上火災と	
SDGsに関する包括連携協定の締結

かながわ	
SDGsパートナー
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事業活動のご報告令和2年度

　預金・積金は、個人預金などの流動性預金が増加し、期末残高は前期比10.7%増加の5,659億93百万円となり
ました。
　貸出金は、「新型コロナウイルス感染症対応資金」にて積極的な資金繰り支援を行ったことなどから、事業先向け
貸出などの増加に加え個人向け貸出が増加したことにより、期末残高は前期比8.4%増加の2,292億82百万円とな
りました。

預金積金・貸出金

収益の状況
　業務純益は、貸出金の増加により利息収入が増加したものの、資金運用等の利回り低下による有価証券利息配当
金が減少したことなどにより、前期比17.4%減少の7億23百万円となりました。
　経常利益は、個別貸倒引当金の繰入額や責任共有制度負担引当金繰入額が増加したことなどにより、前期比
29.5%減少の4億98百万円となりました。
　当期純利益は、固定資産処分損が減少したものの税負担などにより、前期比30.2%減少の3億34百万円となりま
した。
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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）

有価証券

自己資本比率の状況

不良債権の状況

　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。
　令和2年度も利益計上などにより自己資本額が増加
したため、前期比0.43ポイント上昇の11.22%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。

　貸出金以外の運用として、有価証券や信金中央金庫への預け金などがあります。
　令和2年度の有価証券期末残高は、前期比3.3%増加の2,204億67百万円となりました。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27.4%増加の1,467億44百万円となりました。

　令和3年3月末の金融再生法上の不良債権額は前期
に比べて18億17百万円増加しました。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73.61%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。

令和3年3月末
合計 220,467

令和2年3月末
合計 213,249

平成31年3月末
合計 210,051

10,725 109,662 66,141 21,643 11,959334

2,234 99,858 65,499 20,824 24,499332

1,652 92,239 64,572 22,265 28,962358

有価証券の種類別構成 （単位：百万円）
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しんきん通帳

アプリは右記より
ダウンロードできます。

Androidの方は	
こちらから

iPhoneの方は	
こちらから

商品のご案内

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!

ひらしん通帳アプリ
スマホのアプリで入出金明細や残高確認ができます。

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
ご予約により19：00まで
受付いたします。

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店頭等でお申し込み Web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

■ 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

サービス利用手数料 無料
ご利用いただける 
お客さま

当金庫普通預金または総合口座のキャッシュ
カードをお持ちの個人・個人事業主のお客さま

ご利用時間 平日 24時間 土曜日 0：00～22：00
日曜日 8：00～24：00

※ 「ひらしん通帳アプリ」をご利用中のお客さまは、令和3年7月1日より、
紙通帳がご使用できません。

■	お問い合わせ先
 営業統括部    個人サポート課    電話：0120-243-231

地域と共に

平塚柔道協会へ寄付 野球ボールの寄付 愛の献血運動・募金活動に協力

平塚信用金庫の主な地域貢献活動（令和2年度）

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	
参加するなど、地域の皆さまとのつながりを大切にしています。

「平塚文化芸術ホール」	
ネーミングライツ（愛称命名権）を取得
　平塚市が公募した「平塚文化芸術ホー
ル」のネーミングライツ（愛称命名権）を
当金庫が取得し、その愛称を「ひらしん平
塚文化芸術ホール（略称：ひらしんホー
ル）」と決定しました。これからも当金庫
は、文化・芸術面における地域の皆さまと
のつながりを一層大切にしてまいります。

ひらしん平塚文化芸術ホール外観イメージ�（住所：平塚市見附町16-1）



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。
個人サポート課 	 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）

〒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	 （令和3年7月1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
花水支店� 0463-32-2548
須賀支店� 0463-21-3172
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��○昼 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	 （令和3年3月末現在）

設 立：昭和7（1932）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：383名
出 資 金：10億91百万円
会 員 数：29,404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	 （令和3年7月1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 9：00～21：00

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（祝日含む） 9：30～21：00
日（祝日含む） 9：00～21：00

四之宮出張所 平日・土・日・祝日 8：00～21：00
*�ATM設置の商業施設等の都合により、ご利用時間が変更になる場合がございます。

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

おかげさまで30周年


