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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。
2020年9月末（期）および2021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。

神奈川・ひらつかダイアログ開催報告
「ちいきん会」*のスピンオフ企画として、対話形式で制度や情報を
共有し、ネットワーク強化を図る取組み「第2回 神奈川・ひらつか
ダイアログ」をオンライン開催しました。全国から100名以上が集
まり対話を通じて知見を深めることができました。
*		「ちいきん会」とは、地方創生に熱意のある公務員、金融機関、および地元の中小企業等民間事業者
によるネットワークづくりを創出する場です。

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。「地元になく
てはならない信用金庫」として、SDGsの普及と地域課題
の解決に努めています。
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。

さがみはらSDGsパートナーに登録
ひらしんは、相模原市の「さがみはらSDGsパートナー」に登録しました。登録企業・団体等、
相模原市と連携・協力してSDGsの普及促進活動に努力してまいります。

専修大学中小企業SDGs研究センター
令和3年度公開講座で講演
神奈川県と専修大学が連携した取組み

「大学発・事業提案制度採択事業」として
実施され、講演とパネルディスカッション
を通じ、ひらしんの取組みを紹介しました。

ひらしんーーSDGsの取組み

「申請方法が複雑でわからない」 「どの助成金が使えるの?」
「どこに相談したらいい?」 「申請する時間がない」・・・
まずは、ひらしんへご相談ください。国、県、8市1町の地方自
治体・商工団体等とのネットワークおよび各種補助金申請支援
の実績を活かし、地域に密着するひらしんならではのご融資や
助成金申請等のサポートを行います。

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

ひらしんが、お客さまのご融資や助成金
申請をワンストップでサポートします!

ワンストップ 
サポート 
サービス

ひらしん
TOPICS

地域経済の活性化



　業務純益について、貸出金利息が増加したことや経費が減少したことなどから、前年同期比90百万円増加の5億44
百万円となりました。
　経常利益は、個別貸倒引当金繰入額が増加したことなどから、前年同期比9百万円増加の4億66百万円となりました。
　当期純利益は、前年同期比16百万円増加の3億49百万円となりました。
　なお、2021年度より消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式へ変更しております。

　預金は、個人預金、法人預金等が増加したことから、前年
同期比0.4%増加の5,691億75百万円となりました。
　貸出金は、事業者向け貸出や住宅ローンを中心とする個
人向け貸出が増加したことから、前年同期比1.6%増加の
2,267億71百万円となりました。

　貸出金の内訳は、事業者向けが58.1%、個人向けが39.6%、地方公共団体向けが2.3%となっています。このうち、業種
別構成比では個人、建設業、運輸・郵便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）
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預金積金残高・貸出金残高 （単位：百万円）

2021年度上半期 	事業活動のご報告

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
96,606（42.6）

個人消費資金
3,700（1.6）

貸出金
2,267億
71百万円
2021年9月末

設備資金
40,556（17.9）住宅ローン

85,908（37.9）

会員・会員外の内訳 （単位：百万円、%）

会員
214,184（94.4）

会員外
12,586（5.6）

貸出金
2,267億
71百万円
2021年9月末

業種別構成 （単位：%）

貸出金
2,267億
71百万円
2021年9月末

個人（39.6）

その他（0.4）

不動産業（17.0）

製造業（8.0）

各種
サービス業（9.8）

卸・小売業（6.1）
運輸・郵便業（3.6）
地方公共団体（2.3）

建設業（11.6）

金融・保険業（1.6）

（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。

業務純益・実質業務純益・コア業務純益・	
コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）	 （単位：百万円）

2020年9月期 2021年9月期
業務純益 				453 				544
実質業務純益 				453 				528
コア業務純益 				494 				523
コア業務純益	
　（投資信託解約損益を除く。） 				410 				519

ひらしんーーSDGsの取組み



　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、
利益の積み上げなど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・アセットも
増加したことから、自己資本比率は2021年3月末比0.15ポイント低下し11.07%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）

2021年3月末 2021年9月末
コア資本に係る基礎項目の額	 （イ） 22,663 22,934
コア資本に係る調整項目の額	 （ロ） 247 335

自己資本の額　（（イ）−（ロ））	 （ハ） 22,415 22,598
信用リスク・アセット 188,410 192,756
オペレーショナル・リスク相当額の合計額÷8% 11,322 11,322

リスク・アセット等の額の合計額	 （ニ） 199,732 204,078
総所要自己資本額　（（ニ）×4%） 7,989 8,163
自己資本比率　（（ハ）÷（ニ）） 11.22% 11.07% 2021年3月末 2021年9月末2020年9月末

22,41522,502 22,598

11.22% 11.07%10.74%

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）
2021年3月末 2021年9月末

金融再生法上の不良債権 14,066 15,701
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 902 1,066
危険債権 9,921 11,479
要管理債権 3,243 3,154

正常債権 216,376 212,221
合計 230,442 227,923

（注）	上記の2021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.		2021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、2021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.		2021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）
2021年3月末 2021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 205,759 1,843 2,998 1,155 210,119 2,309 3,102 793

株式 125 11 11 ー 126 12 12 ー
債券 184,456 1,479 2,204 724 189,816 1,825 2,212 386
その他 21,176 351 782 431 20,176 471 878 406

（単位：百万円）
2021年3月末 2021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 14,489 15,893 1,403 14,410 15,889 1,478

　不良債権比率は2021年3月末比0.7ポイント増加の6.8%となりました。
　引続き資産の健全化に取組み、健全な経営を目指します。

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.		2021年9月末の「評価差額」は、2021

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、信用力の高い
発行体の債券であり、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。

2021年3月末 2021年9月末2020年9月末

14,066
12,240

15,701

6.1%
6.8%

5.4%

不良債権とその比率 〔金融再生法開示債権〕 （単位：百万円）



平塚信用金庫の主な地域貢献活動（2021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。

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

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。
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、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

商品のご案内

ローンセンター　住宅ローン・個人ローンの相談窓口です。

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!

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
■	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

店頭等でお申し込み Webでお申し込み

来店不要で
簡単に残高が確認できる!

地域と共に

小学生 優勝チーム 中学生 優勝チーム

■ 献血・募金への協力
「信用金庫の日」の愛の献血運動を実施。新型コロナウイルスの影響によ
り減少している献血協力者の増加を支援。また、職員を対象に募金を実
施し関連団体を通じて社会福祉協議会等へ寄付。

■ 平塚市少年野球大会
「第58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
が参加。

■ 少年サッカー教室開催
小学1年生と2年生を対象に湘南ベルマーレコーチ
による無料サッカー教室を開催。

■ いのちの森プロジェクトに協賛
社会福祉法人進和学園が取組んでいる森林再生事
業に協賛し、環境保全だけでなく障害者の就労機会
創出につなげています。



〒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	 （2021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
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	 （2021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：397名
出 資 金：10億80百万円
会 員 数：29,016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	 （2021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 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
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）


