


ごあいさつ
　みなさまには、平素より富士宮信用金庫をお引き立ていただき、心より御礼申し上げます。
　富士宮信用金庫では、みなさまに私どもへのご理解を一層深めていただくため、ここにディスクロージャー誌「みやしんの
現状2018.9」を作成いたしました。本誌では当金庫の業績、経営、業務内容、地域に対する取り組みなどをご紹介しており
ますので、ご高覧いただき、当金庫についてより一層のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、10月1日に発表された日銀短観では、原油価格の上昇や、相次ぐ自然災害の影響、米中貿易摩擦の懸念から、先
行きの業況判断は横這いで推移し、足踏みを示す結果となりました。当地区においても製造業の回復は認められるものの、
その他の業種においては好況感が行き届いていないとの声もあり、米中貿易戦争の終息が見通せないなか、景気の先行
きに懸念を強めております。このような状況下、金融界においては、日銀が導入したマイナス金利政策の長期化により、預貸
金利ざやは縮小し、金融機関を取り巻く環境は一段と厳しさを増し、抜本的な経営効率化の必要性が問われております。
　こうした中、当金庫では、お客さまの事業の成長可能性等を適切に分析し、財務情報だけでは読み取れない、企業の力
を見極める事業性評価に基づく支援への取り組みを強化しております。事業性評価に基づく融資は、その評価に基づき
「お客さまが抱える課題解決のための融資」として、担保・保証に頼らず成長性・将来性を見据えての融資となります。お客
さまの課題を一緒に特定し、その解決策を考えていくことが、お客さまとのリレーションを深めていくことに繋がります。同じ目
的と同じ目標、共通認識をもって、お客さまとともに一緒に悩み、行動し、粘り強くサポートしてまいります。そのための強い意
志とスキル、熱い情熱をもつ人材の育成に引き続き取り組んでまいります。
　一方、人口減少や少子高齢化時代を見据え、当金庫では多様化する顧客ニーズに対応するため、新商品の開発や導
入、既存商品のリニューアル等を含めサービスの一層の充実を図るとともに、将来の金融ニーズやお客さまのライフプラン
のお手伝い、情報交換の場として営業係の定期積金によるお客さま訪問の強化を図り、当金庫の持つ外部支援機関との
ネットワーク情報や培ってきた知見を還元してまいります。
　「地域の成長と前進を求め、みなさまと共に歩みます」の経営理念のもと、地域・お客さまから最も支持され、身近でお気
軽にご利用いただける信用金庫を目指して、地域内シェアの向上と営業基盤の強化に努めるとともに、お客さま本位の良
質な金融サービスの提供と金融仲介機能の発揮による円滑な資金供給により、協同組織金融機関として、確かなビジネス
モデルを構築してまいります。
　みなさまにおかれましては、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 平成30年11月

2
1

富士宮市民文化会館より車で北に1分ほど行くと右手にオ
レンジ色の看板があります。看板を目印にお越しください。

お客さま相談プラザ内の様子。キッズコーナー・ドリンクコー
ナーのほかロビーにお手洗いを完備しております。

みやしんお客さま相談プラザのご案内
みやしんお客さま相談プラザでは、個人の方のお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

平成30年9月期の本業の収益を示す業務純益は1億9百万円、
経常利益は2億80百万円、当期純利益は2億34百万円を計上しました。

安定した自己資本により高い健全性を確保しています。
自己資本比率は27.47％となり、国内基準（4％）を大幅に超えており極めて健全な財務体質と
なっています。

4 厳正な自己査定、償却・引当により資産の健全性を高めています。
貸出金の健全性を維持するため厳格に償却､引当をしています。

5
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徹底した管理体制によって健全経営に努めています。
・リスク管理、コンプライアンス（法令等遵守）管理態勢の強化に努めています。
・お客さまの保護及び利便性向上をはかるために「顧客保護等管理方針」等を定め、地域
から信頼され愛される金融機関になるように取り組んでいます。

お客さまからの信頼のバロメータである預金は、
平成30年9月末で3,239億56百万円となりました。

3 地域金融機関として、地域経済活性化に積極的に取り組んでいます。
地域金融機関として、お客さまとの長期的な取引関係を重視し、中小企業の育成と地域経済の
活性化を図る「地域密着型金融の機能強化」の着実な実行に努めています。

A：平日・土曜日ともに、午前9時～午後5時まで営業しております。
 　（日曜、年末・年始、祝日を除きます。）

「みやしんお客さま相談プラザ」の営業時間を教えて下さい。Q

A：富士宮市と「ふじのみやベビーステーション事業協力に関する協定」を締
結し、「ベビ・ステ」として認定されています。ご家族みなさまで安心して
ご来店下さい。

「みやしんお客さま相談プラザ」の子育て支援の取り組みを
教えて下さい。

Q

A：ご予約いただいた方優先となりますので、お待たせしないご予約をおすす
めしております。ご予約は、ホームページやお電話でお受けしております。
駐車場は、建物南側の富士宮信用金庫の駐車場をご利用ください。

「みやしんお客さま相談プラザ」は、相談の予約は必要ですか？
駐車場はありますか？

Q

A：住宅ローン・教育ローンなどの各種ローンのほか、預金・資産運用など個
人の方のお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

「みやしんお客さま相談プラザ」では、どのような相談が
できますか？

Q

A：「くらしに役立つ情報をみなさまに広く知っていただく取組み」として、専
門家による「無料セミナー」、相続・年金・税金対策などの「無料相談会」
も実施しております。ホームページやお電話でご予約をお受けしております。

専門家による「セミナー」「相談会」なども開催していますか？Q

「みやしん」の健全性

なんでもお気軽に
相談できる
経営相談スペースです。

地域密着型金融への取り組み
サポート相談室

　みやしんは金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、地域社会で
のさまざまな活性化運動への協力や地域行事への参加にも積極的に取り組んでいます。

地域への貢献活動・地域行事への参加

A：お客さまの事業内容をお聞きし、強みを見出していきます。その上で、売上拡大に
つなげられるような支援をしてまいります。金融機関のネットワークを活用した
販路拡大の支援や、新商品・新サービスの提案等をさせていただきます。

Q 業況を改善していきたいのだけれど…

A：各種ビジネスマッチング・商談会へのご出展案内や、地域支援機関と連携した販
路開拓、信用金庫独自の情報網を活用して様々な提案をさせていただきます。

Q 自社の情報をアピールし、販路を広げたい！

A：事業承継について、専門支援機関と連携し、後継者や事業譲受企業をマッチン
グし最適な出会いをサポートいたします。

Q 後継者がいないので、今後の事業や従業員の生活が心配…

A：各種補助金、助成金のご案内や、申請書作成のアドバイスをさせていただきます。

Q 補助金を活用したい！

▼「みやサポ」ではこんなご相談に乗っています！

http://www.miyashin.co.jp

～創ります “夢あるあした”～ 〒418-8686 富士宮市元城町31番15号　TEL. 0544（23）3114

発行／富士宮信用金庫（事務局：企画部）

192 件
131 件
190 件
46 件

71,724 千円
47,474 千円
53,510 千円
11,500 千円

産業振興活動に対する助成
社会生活環境整備に関する助成
社会文化振興に関する助成
社会福祉に関する助成

　富士宮信用金庫設立60周年の記念事業の一環として、平成6年
9月に「財団法人みやしん地域振興協力基金」を設立、みやしんの
経営理念「地域の成長と前進を求め、みなさまと共に歩みます」を
実践するために活動しています。
　「産業の振興発展」「社会生活環境の整備」「社会文化の振興」
「社会福祉」にかかる事業を行なう団体に対し、助成金を交付する
事業を中心に幅広い活動を行なっております。
　なお、平成24年4月1日、当財団は公益財団法人に移行しました。
公益財団法人移行に伴い、富士宮市、富士市で活動する団体に対
して助成の申請を受付けております。
　今後も活動の健全な発展を促進し、充実した事業に取り組んで
まいります。

公益財団法人みやしん地域振興協力基金
基本財産　３億５千万円

［設立趣旨］

［活動実績］平成6年度～平成29年度

　公益を目的とした様々な活動に幅広く助成を実施してま
いりました。設立以来の２４年間に行なった助成金交付累
計額は右記載の通りとなりました。

助成金交付実績
財 団 自 主 事 業

559件　184,208千円
企業見学ツアー    3回
講演会実施　　  17回
ビジネスフェア視察　 3回

※助成の受付は毎年4月1日から翌年3月10日まで、翌年度実施事業に対して申請を受付けて
　おります。みやしん本支店までお問い合わせください。

社会貢献活動

理事長 山本 勝則
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地域行事への参加

　富士宮の夏を告げる大イベント、「宮おどり大会」へ毎年多くの
役職員が参加し、地域と一体となり祭りを盛り上げています。今
年で27回連続参加となりました。その他にも富士・富士宮の各地
域の祭りなど
色々なイベン
トに地域のみ
なさまと一体
となって参加
させていただ
いております。

　静岡県内の信用金庫が、静岡県が掲げる『県民一人ひとり
が、自らの交通安全に関する意識を高め、交通ルールの遵守と交
通マナーの実践に努めることにより、交通事故防止を図る。』この
趣旨に賛同し、自
転車・歩行者の夜
間の交通事故防
止・交通安全を目
的に、富士宮市内
のショッピングセン
ターやスーパーの
店 頭で反 射 材
ツールの配布を実
施しました。

「SHINKIN BANK」
370万ピカッと作戦2018への参加

　富士山一斉清掃に毎年役職員がボランティアとして参加していま
す。世界文化遺産である富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに
感謝し、富士山の美しい自然を大切に守り、景観と文化・歴史を末永
く後世に継承していくために、みやしんは今後も環境保全活動を積極
的に取り組んでいきます。
　また各店におき
ましても、店舗周辺
の道路および公園
の清掃や、各地域
で催されるお祭りの
他さまざまな行事に
参加する等地域に
密着した活動を
行っております。

富士山一斉清掃ほか地域行事への参加

　将来を担う子供たちがお金や金融に関する知識を身につけ、
物やお金を大切にする心を育む機会を提供することを目的とし
て、平成30年8月に富士宮市内の小学校の児童クラブにて「み
やしん金融教室」を開催しました。
　小学生約50人
が講話に耳を傾
け、お金の仕組み
や大切さ、賢い使
い方などを学んで
もらいました。

みやしん金融教室

FUJINOMIYA SHINKIN BANK
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みやしんの現状
F U J I N O M I Y A  S H I N K I N  B A N K

富士宮信金半期 _2018.9_ 表面



▼満期保有目的の債券で時価のあるもの

▼その他有価証券で時価のあるもの

科　目

債　券

貸借対照表計上額 時　価 評価損益

– – – –

平成30年9月末
（単位：百万円）

–
うち評価益 うち評価損

科　目
債　券

取得原価 貸借対照表計上額 評価損益

92,652
690
7,784

101,128

94,214
958
7,859

103,032

1,561
267
74

1,903

1,654
299
286
2,240

株　式

その他
合　計

93
31
212
336

平成30年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損

▼預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

預　  金
貸 出 金

平成30年3月末 平成30年9月末
313,231
127,155

平成29年9月末
308,482
126,918

323,956
129,625

自己資本
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～創ります“夢あるあした”～

富士宮  信用金庫富 士 宮  信用金庫

常勤役職員数

出資金残高

20店舗
　お客さまからお預け入れいただい
た預金積金につきましては、お客さ
まの様々な資金ニーズにお応えし、
地元中小企業の健全な発展や豊
かな暮らしのお手伝いをすることを
使命と考え、円滑な資金の供給を
行う形で、お客さまや地域社会への
還元を図っています。

　厳しい経営環境にあって、住宅ローンや消費者ローンを中心に積極的に推進するとともに、より一層の経営の合理化・効率化に努めた
結果、9月期（上半期）決算では業務純益1億9百万円、当期純利益2億34百万円の計上となりました。
　なお、金融機関の健全性を示す指標である自己資本比率は27.47％となり、国内業務を行う金融機関に課せられた基準である４％のほ
ぼ7倍となっております。

　当金庫は、岳南地域（富士宮市・富士市）を主な事業区域とし、地元の中小企業や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互い
に発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。
　昭和8年創業以来地域金融機関として、信用金庫の経営理念を忠実に守り、地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積
金）は、地元で資金を必要とするお客さまに融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元
の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまら
ず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取り組んでおります。

貸
出
金

中小企業の経営支援に関する
態勢整備について
　みやしんは、「みやしんサポート相談室（みやサポ）」
を開設し、地域の中小企業者からの売上拡大や販
路開拓、創業・起業等の相談に対して、本業支援に
取り組んでいます。また、融資部顧客支援課と営業店
が連携して地域の中小企業への経営支援に取り組
んでいます。融資部顧客支援課には営業店店長経
験者を配し、営業店の活動フォローを行っているほか、
外部支援機関の専門家・アドバイザーの利用に係
る窓口、中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支
援センタースタッフとの定期的な意見交換・情報交
換など、効果的な経営支援活動が行えるよう態勢を
整備しています。

中小企業の経営支援に関する
取り組み方針について
　みやしんは、地域の中小企業への経営支援につ
いて、必要な資金を安定的に供給するとともに、経営
課題を十分に把握したうえで、お客さま個々の事情
について柔軟に対応した経営改善支援に取り組む
方針であり、コンサルティング機能を発揮し、お客さま
の立場に立った真摯な対応に努めています。

中小企業の経営支援に関する取り組み内容
▼創業・新規事業開拓へのご支援
みやしんは、地域における創業や中小企業の新規事業進出のために、各種ロー

ンをご用意しています。また、地域の商工団体と連携してお客さまの事業計画策定
のご支援に取り組んでいます。
▼成長段階におけるご支援
みやしんは「中小企業経営力強化支援法」に基づく認定支援機関として、各種
補助金申請に関するご相談、海外進出に関する情報のご提供など中小企業から
のさまざまなご相談に対応しています。
▼経営改善・事業再生・業種転換等のご支援
経営改善・事業再生支援等の取り組みに関して、みやしんは「経営支援先」を選
定し、重点的な経営支援活動を行うなど、お客さま個々の事情に対応した機動的な
経営改善支援活動を行っています。具体的な支援メニューとしては、貸出条件の変
更対応のほか、①中小企業再生支援協議会の利用、②（公財）静岡県産業振興
財団による専門家派遣事業利用、③ビジネスマッチング支援、④富士市産業支援
センター（f－Biz）への相談あっせん、等が挙げられます。
また、「しずおか中小企業支援ネットワーク」に参画することで、これらの活動の実効
性向上に努めているほか、静岡県事業引継ぎ支援センターと連携し、事業承継に関
する相談を適宜行っています。
▼事業性評価への取り組み

みやしんは、地域の中小企業事業の内容や将来性を分析することで事業性を評価
し、地域企業の生産性向上や成長力強化に努めています。なお、株式会社地域経済活
性化支援機構（REVIC）と連携することで当金庫の事業性評価の充実を図っています。

▼平成30年9月末の
　資金使途別貸出金残高構成

1,031億26百万円

31.83％

40.01％

1,235億51百万円

1,296億25百万円

店 舗 数

　当金庫の平成30年9月末の預金
積金残高は3,239億56百万円で
す。お客さまからお預かりした大切
な預金は、みなさまから信頼をいた
だいている証です。お客さまの大切
な財産の運用を安全に、確実に、気
軽にご利用いただけるように、また、
目的や期間に応じて選択いただけ
るよう各種預金を取り揃えておりま
す。

3,239億56百万円

　当金庫はお客さまの預金を、ご融資による運用の他に有価
証券による運用も行っています。
　有価証券は安全かつ確実な運用を心掛け、平成30年9月
末の残高は平成30年3月末に比べ25億29百万円増加し、
1,031億26百万円となっております
　預け金は、信金中央金庫の定期預金を中心に運用してお
ります。

◎平成30年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎平成30年9月末の
　保有有価証券種類別残高構成

預
金
積
金

出
資
金

資金運用資金運用

（注）預け金残高は無利息部分を除いております。

270名
678百万円

支援
サービス
支援
サービス

　平成30年9月末の預金残高は、3,239億56百万円と平成30年3月末に
比べ107億24百万円増加しました。

　平成30年9月末の貸出金残高は、1,296億25百万円と平成30年3月末
に比べ24億70百万円増加しました。

　平成30年9月期の業務純益は1億9百万円、経常利益は2億80百万円、
当期純利益は2億34百万円となりました。

みやしんと地域社会
当金庫の地域経済活性化への取り組みについて 今期の決算について（平成30年9月期）

1. 貸借対照表計上額は期末日における市場価格等に基づく時価により計上しております。
2. 各表の「債券」、「株式」、｢その他」の区分は、貸借対照表科目に合わせております。
　「その他」は主として投資信託および外国証券です。
3. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の貸借対照表計上額は合計94百
万円となります。

有価証券の運用にあたっては、
安全かつ確実な運用を心掛けております。

　平成30年9月末の金融再生法に基づく開示債権のうち、正常債権を
除いた「不良債権」の金額は111億31百万円となりました。この内、貸倒引
当金と担保、保証等により保全される部分が102億74百万円あり「不良債
権」の92.2％をカバーしております。
　みやしんは「不良債権」に対する備えを万全に整え、資産の健全性を維
持しております。

「みやしん」の資産内容は、
高い健全性を維持しております。

貸出金業種別内訳
貸出金業種別構成の推移

有価証券の時価情報

お客さまの預金について

中小企業の経営改善への取り組み状況

地域のお客さまへのご融資について

会 員 数 18,111人

業績の状況
預　金

貸出金

利益の推移

金融再生法に基づく開示債権

預金積金残高

預け金残高 有価証券残高

貸出金残高

預貸率

ご融資以外の運用について

▼平成30年9月末の
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率

27.47%

自己資本額（343億61百万円）（ハ）
リスク・アセット（1,250億68百万円）（二）

自己資本比率（国内基準）の状況
「みやしん」の自己資本比率は、27.47%と高い水準を維持しております。
　「自己資本比率」は、金融機関の健全性を示す重要な指標です。平成30年9月末の「みやしん」の自己資本比率は27.47%と国内業
務を行う金融機関に課せられた基準である4%のほぼ7倍となっており、財務の健全性・安全性は引き続き高い水準を維持しています。
「みやしん」の自己資本比率が充実しているのは、業容を拡大していく過程で利益を将来のために、地道に積上げた結果によるものです。

（注）当金庫は国内基準を採用しております。また、信用リスク・アセットの額の算出にあたり標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出については基礎的手法を採用しております。

（単位：％）（単位：百万円）

2,297 2,722
30年3月末 30年9月末

6.73 7.92
30年3月末 30年9月末銀行勘定金利

リ ス ク
自己資本に
対する割合

１．当金庫では、金利ショックを99パーセンタイル値として銀行勘定の金利リスクを算定し
ております。

２．当金庫は明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金
のうち長期間滞留する預金をコア預金と定義し、普通預金等の額の50％相当額を期
間2.5年としリスク量を算定しております。

３．銀行勘定の金利リスクは、運用勘定金利リスク量と調達勘定金利リスク量を相殺し
算定しております。

（注）

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫におい
ては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。具体的には、一定の金利ショックを想定し
た場合の銀行勘定の金利リスクの計測を行い、ＡＬＭ委員会等で協議検討するとともに、経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の
最適化に向けたリスク・コントロールに努めています。  

銀行勘定の金利リスク量（27億22百万円）
自己資本額（343億61百万円） ×100=7.92%

（単位：百万円）

運　用　勘　定 調　達　勘　定

702
1,315
1,110
3,128

725
1,398
1,404
3,528

428
401

830

392
413

805

金利リスク量

30年3月末 30年9月末 30年3月末 30年9月末
金利リスク量

銀行勘定の金利リスク

▼自己資本の額 （単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）

34,319
75

34,395

コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
コア資本に係る調整項目の額（ロ）

33
33

自己資本
自己資本の額（ハ）＝（イ）－（ロ） 34,361

▼リスク・アセット等の額の合計額 （単位：百万円）

項　目
信用リスク・アセットの額の合計額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

118,753
6,315

125,068
預金積金に占める有価証券の割合

区　分

貸 出 金
有価証券等
預 け 金
運用勘定合計

区　分

定期性預金
要求払預金

調達勘定合計

個人 2,556億円 78.9%

公金・
金融機関 110億円 3.4%

法人 573億円
17.7%

有価証券 1,031億円
45.5%

預け金 1,235億円
54.5% 社債 630億円 61.3%地方債 219億円

21.3%

国債 92億円 8.9％
外国証券 4億円 0.4％

株式 9億円 0.9%
その他の証券 2億円 0.2%

投資信託 72億円 7.0％

住宅ローン 347億円 
26.8％

設備資金 314億円 
24.2％

運転資金 496億円 
38.3％

消費者ローン 77億円 6.0％
地公体 60億円 4.7％

▼平成29年9月末
（単位：％）

運輸業 2.6

卸売・小売業 8.8
サービス業 11.9

地方公共団体 4.6

その他 6.9

個人 33.2
製造業 15.5

建設業 6.0

不動産業
 10.5

▼平成30年3月末
（単位：％）

運輸業 2.6

卸売・小売業 7.4
サービス業 12.4

地方公共団体 5.0

その他 5.7

個人 33.5
製造業 16.0  

建設業 6.6

不動産業
10.8

▼平成30年9月末
（単位：％）

運輸業 2.7

卸売・小売業 7.6
サービス業 12.3

地方公共団体 4.7

その他 6.0

個人 33.3
製造業 16.3

建設業 6.6

不動産業
10.5

正常債権 1,203億円 
91.54％

破産更生債権およびこれらに準ずる債権
13億円 1.05％

危険債権　 97億円  7.41％

平成30年9月末▼金融再生法に基づく開示債権比率

▼利益の推移 （単位：百万円）

平成28年9月期

600

500

400

300
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0

当期純利益
経常利益
業務純益

平成29年9月期

193

422

125
178173

311

平成30年9月期

109

280
234

▼不良債権額・不良債権比率の推移

平成30年3月末 平成30年9月末

不良債権額

不良債権比率

（百万円） （%）

11,571 11,131

8.97％8.97％ 8.46％8.46％

2018.9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

国内基準4%

自己資本額

自己資本比率

平成29年９月末

（百万円）

35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000

5,000

0
平成30年９月末平成30年３月末

（%）

34
33
32
31
30
29
28
27
26

5

0

34,361

28.05％28.05％ 28.08％28.08％
27.47％27.47％

34,008 34,139

▼自己資本比率の推移

富士宮信金半期 _2018.9_ 裏面



▼満期保有目的の債券で時価のあるもの

▼その他有価証券で時価のあるもの

科　目

債　券

貸借対照表計上額 時　価 評価損益

– – – –

平成30年9月末
（単位：百万円）

–
うち評価益 うち評価損

科　目
債　券

取得原価 貸借対照表計上額 評価損益

92,652
690
7,784

101,128

94,214
958
7,859

103,032

1,561
267
74

1,903

1,654
299
286
2,240

株　式

その他
合　計

93
31
212
336

平成30年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損

▼預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

預　  金
貸 出 金

平成30年3月末 平成30年9月末
313,231
127,155

平成29年9月末
308,482
126,918

323,956
129,625

自己資本

0
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～創ります“夢あるあした”～

富士宮  信用金庫富 士 宮  信用金庫

常勤役職員数

出資金残高

20店舗
　お客さまからお預け入れいただい
た預金積金につきましては、お客さ
まの様々な資金ニーズにお応えし、
地元中小企業の健全な発展や豊
かな暮らしのお手伝いをすることを
使命と考え、円滑な資金の供給を
行う形で、お客さまや地域社会への
還元を図っています。

　厳しい経営環境にあって、住宅ローンや消費者ローンを中心に積極的に推進するとともに、より一層の経営の合理化・効率化に努めた
結果、9月期（上半期）決算では業務純益1億9百万円、当期純利益2億34百万円の計上となりました。
　なお、金融機関の健全性を示す指標である自己資本比率は27.47％となり、国内業務を行う金融機関に課せられた基準である４％のほ
ぼ7倍となっております。

　当金庫は、岳南地域（富士宮市・富士市）を主な事業区域とし、地元の中小企業や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互い
に発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。
　昭和8年創業以来地域金融機関として、信用金庫の経営理念を忠実に守り、地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積
金）は、地元で資金を必要とするお客さまに融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元
の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまら
ず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取り組んでおります。

貸
出
金

中小企業の経営支援に関する
態勢整備について
　みやしんは、「みやしんサポート相談室（みやサポ）」
を開設し、地域の中小企業者からの売上拡大や販
路開拓、創業・起業等の相談に対して、本業支援に
取り組んでいます。また、融資部顧客支援課と営業店
が連携して地域の中小企業への経営支援に取り組
んでいます。融資部顧客支援課には営業店店長経
験者を配し、営業店の活動フォローを行っているほか、
外部支援機関の専門家・アドバイザーの利用に係
る窓口、中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支
援センタースタッフとの定期的な意見交換・情報交
換など、効果的な経営支援活動が行えるよう態勢を
整備しています。

中小企業の経営支援に関する
取り組み方針について
　みやしんは、地域の中小企業への経営支援につ
いて、必要な資金を安定的に供給するとともに、経営
課題を十分に把握したうえで、お客さま個々の事情
について柔軟に対応した経営改善支援に取り組む
方針であり、コンサルティング機能を発揮し、お客さま
の立場に立った真摯な対応に努めています。

中小企業の経営支援に関する取り組み内容
▼創業・新規事業開拓へのご支援
みやしんは、地域における創業や中小企業の新規事業進出のために、各種ロー

ンをご用意しています。また、地域の商工団体と連携してお客さまの事業計画策定
のご支援に取り組んでいます。
▼成長段階におけるご支援
みやしんは「中小企業経営力強化支援法」に基づく認定支援機関として、各種
補助金申請に関するご相談、海外進出に関する情報のご提供など中小企業から
のさまざまなご相談に対応しています。
▼経営改善・事業再生・業種転換等のご支援
経営改善・事業再生支援等の取り組みに関して、みやしんは「経営支援先」を選
定し、重点的な経営支援活動を行うなど、お客さま個々の事情に対応した機動的な
経営改善支援活動を行っています。具体的な支援メニューとしては、貸出条件の変
更対応のほか、①中小企業再生支援協議会の利用、②（公財）静岡県産業振興
財団による専門家派遣事業利用、③ビジネスマッチング支援、④富士市産業支援
センター（f－Biz）への相談あっせん、等が挙げられます。
また、「しずおか中小企業支援ネットワーク」に参画することで、これらの活動の実効
性向上に努めているほか、静岡県事業引継ぎ支援センターと連携し、事業承継に関
する相談を適宜行っています。
▼事業性評価への取り組み

みやしんは、地域の中小企業事業の内容や将来性を分析することで事業性を評価
し、地域企業の生産性向上や成長力強化に努めています。なお、株式会社地域経済活
性化支援機構（REVIC）と連携することで当金庫の事業性評価の充実を図っています。

▼平成30年9月末の
　資金使途別貸出金残高構成

1,031億26百万円

31.83％

40.01％

1,235億51百万円

1,296億25百万円

店 舗 数

　当金庫の平成30年9月末の預金
積金残高は3,239億56百万円で
す。お客さまからお預かりした大切
な預金は、みなさまから信頼をいた
だいている証です。お客さまの大切
な財産の運用を安全に、確実に、気
軽にご利用いただけるように、また、
目的や期間に応じて選択いただけ
るよう各種預金を取り揃えておりま
す。

3,239億56百万円

　当金庫はお客さまの預金を、ご融資による運用の他に有価
証券による運用も行っています。
　有価証券は安全かつ確実な運用を心掛け、平成30年9月
末の残高は平成30年3月末に比べ25億29百万円増加し、
1,031億26百万円となっております
　預け金は、信金中央金庫の定期預金を中心に運用してお
ります。

◎平成30年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎平成30年9月末の
　保有有価証券種類別残高構成

預
金
積
金

出
資
金

資金運用資金運用

（注）預け金残高は無利息部分を除いております。

270名
678百万円

支援
サービス
支援
サービス

　平成30年9月末の預金残高は、3,239億56百万円と平成30年3月末に
比べ107億24百万円増加しました。

　平成30年9月末の貸出金残高は、1,296億25百万円と平成30年3月末
に比べ24億70百万円増加しました。

　平成30年9月期の業務純益は1億9百万円、経常利益は2億80百万円、
当期純利益は2億34百万円となりました。

みやしんと地域社会
当金庫の地域経済活性化への取り組みについて 今期の決算について（平成30年9月期）

1. 貸借対照表計上額は期末日における市場価格等に基づく時価により計上しております。
2. 各表の「債券」、「株式」、｢その他」の区分は、貸借対照表科目に合わせております。
　「その他」は主として投資信託および外国証券です。
3. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の貸借対照表計上額は合計94百
万円となります。

有価証券の運用にあたっては、
安全かつ確実な運用を心掛けております。

　平成30年9月末の金融再生法に基づく開示債権のうち、正常債権を
除いた「不良債権」の金額は111億31百万円となりました。この内、貸倒引
当金と担保、保証等により保全される部分が102億74百万円あり「不良債
権」の92.2％をカバーしております。
　みやしんは「不良債権」に対する備えを万全に整え、資産の健全性を維
持しております。

「みやしん」の資産内容は、
高い健全性を維持しております。

貸出金業種別内訳
貸出金業種別構成の推移

有価証券の時価情報

お客さまの預金について

中小企業の経営改善への取り組み状況

地域のお客さまへのご融資について

会 員 数 18,111人

業績の状況
預　金

貸出金

利益の推移

金融再生法に基づく開示債権

預金積金残高

預け金残高 有価証券残高

貸出金残高

預貸率

ご融資以外の運用について

▼平成30年9月末の
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率

27.47%

自己資本額（343億61百万円）（ハ）
リスク・アセット（1,250億68百万円）（二）

自己資本比率（国内基準）の状況
「みやしん」の自己資本比率は、27.47%と高い水準を維持しております。
　「自己資本比率」は、金融機関の健全性を示す重要な指標です。平成30年9月末の「みやしん」の自己資本比率は27.47%と国内業
務を行う金融機関に課せられた基準である4%のほぼ7倍となっており、財務の健全性・安全性は引き続き高い水準を維持しています。
「みやしん」の自己資本比率が充実しているのは、業容を拡大していく過程で利益を将来のために、地道に積上げた結果によるものです。

（注）当金庫は国内基準を採用しております。また、信用リスク・アセットの額の算出にあたり標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出については基礎的手法を採用しております。

（単位：％）（単位：百万円）

2,297 2,722
30年3月末 30年9月末

6.73 7.92
30年3月末 30年9月末銀行勘定金利

リ ス ク
自己資本に
対する割合

１．当金庫では、金利ショックを99パーセンタイル値として銀行勘定の金利リスクを算定し
ております。

２．当金庫は明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金
のうち長期間滞留する預金をコア預金と定義し、普通預金等の額の50％相当額を期
間2.5年としリスク量を算定しております。

３．銀行勘定の金利リスクは、運用勘定金利リスク量と調達勘定金利リスク量を相殺し
算定しております。

（注）

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫におい
ては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。具体的には、一定の金利ショックを想定し
た場合の銀行勘定の金利リスクの計測を行い、ＡＬＭ委員会等で協議検討するとともに、経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の
最適化に向けたリスク・コントロールに努めています。  

銀行勘定の金利リスク量（27億22百万円）
自己資本額（343億61百万円） ×100=7.92%

（単位：百万円）

運　用　勘　定 調　達　勘　定

702
1,315
1,110
3,128

725
1,398
1,404
3,528

428
401

830

392
413

805

金利リスク量

30年3月末 30年9月末 30年3月末 30年9月末
金利リスク量

銀行勘定の金利リスク

▼自己資本の額 （単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）

34,319
75

34,395

コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
コア資本に係る調整項目の額（ロ）

33
33

自己資本
自己資本の額（ハ）＝（イ）－（ロ） 34,361

▼リスク・アセット等の額の合計額 （単位：百万円）

項　目
信用リスク・アセットの額の合計額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

118,753
6,315

125,068
預金積金に占める有価証券の割合

区　分

貸 出 金
有価証券等
預 け 金
運用勘定合計

区　分

定期性預金
要求払預金

調達勘定合計

個人 2,556億円 78.9%

公金・
金融機関 110億円 3.4%

法人 573億円
17.7%

有価証券 1,031億円
45.5%

預け金 1,235億円
54.5% 社債 630億円 61.3%地方債 219億円

21.3%

国債 92億円 8.9％
外国証券 4億円 0.4％

株式 9億円 0.9%
その他の証券 2億円 0.2%

投資信託 72億円 7.0％

住宅ローン 347億円 
26.8％

設備資金 314億円 
24.2％

運転資金 496億円 
38.3％

消費者ローン 77億円 6.0％
地公体 60億円 4.7％

▼平成29年9月末
（単位：％）

運輸業 2.6

卸売・小売業 8.8
サービス業 11.9

地方公共団体 4.6

その他 6.9

個人 33.2
製造業 15.5

建設業 6.0

不動産業
 10.5

▼平成30年3月末
（単位：％）

運輸業 2.6

卸売・小売業 7.4
サービス業 12.4

地方公共団体 5.0

その他 5.7

個人 33.5
製造業 16.0  

建設業 6.6

不動産業
10.8

▼平成30年9月末
（単位：％）

運輸業 2.7

卸売・小売業 7.6
サービス業 12.3

地方公共団体 4.7

その他 6.0

個人 33.3
製造業 16.3

建設業 6.6

不動産業
10.5

正常債権 1,203億円 
91.54％

破産更生債権およびこれらに準ずる債権
13億円 1.05％

危険債権　 97億円  7.41％

平成30年9月末▼金融再生法に基づく開示債権比率

▼利益の推移 （単位：百万円）

平成28年9月期

600

500

400

300

200

100

0

当期純利益
経常利益
業務純益

平成29年9月期

193

422

125
178173

311

平成30年9月期

109

280
234

▼不良債権額・不良債権比率の推移

平成30年3月末 平成30年9月末

不良債権額

不良債権比率

（百万円） （%）

11,571 11,131

8.97％8.97％ 8.46％8.46％

2018.9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

国内基準4%

自己資本額

自己資本比率

平成29年９月末

（百万円）

35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000

5,000

0
平成30年９月末平成30年３月末

（%）

34
33
32
31
30
29
28
27
26

5

0

34,361

28.05％28.05％ 28.08％28.08％
27.47％27.47％

34,008 34,139

▼自己資本比率の推移

富士宮信金半期 _2018.9_ 裏面



▼満期保有目的の債券で時価のあるもの

▼その他有価証券で時価のあるもの

科　目

債　券

貸借対照表計上額 時　価 評価損益

– – – –

平成30年9月末
（単位：百万円）

–
うち評価益 うち評価損

科　目
債　券

取得原価 貸借対照表計上額 評価損益

92,652
690
7,784

101,128

94,214
958
7,859

103,032

1,561
267
74

1,903

1,654
299
286
2,240

株　式

その他
合　計

93
31
212
336

平成30年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損

▼預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

預　  金
貸 出 金

平成30年3月末 平成30年9月末
313,231
127,155

平成29年9月末
308,482
126,918

323,956
129,625

自己資本

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

～創ります“夢あるあした”～

富士宮  信用金庫富 士 宮  信用金庫

常勤役職員数

出資金残高

20店舗
　お客さまからお預け入れいただい
た預金積金につきましては、お客さ
まの様々な資金ニーズにお応えし、
地元中小企業の健全な発展や豊
かな暮らしのお手伝いをすることを
使命と考え、円滑な資金の供給を
行う形で、お客さまや地域社会への
還元を図っています。

　厳しい経営環境にあって、住宅ローンや消費者ローンを中心に積極的に推進するとともに、より一層の経営の合理化・効率化に努めた
結果、9月期（上半期）決算では業務純益1億9百万円、当期純利益2億34百万円の計上となりました。
　なお、金融機関の健全性を示す指標である自己資本比率は27.47％となり、国内業務を行う金融機関に課せられた基準である４％のほ
ぼ7倍となっております。

　当金庫は、岳南地域（富士宮市・富士市）を主な事業区域とし、地元の中小企業や住民が会員となって、お互いに助け合い、お互い
に発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。
　昭和8年創業以来地域金融機関として、信用金庫の経営理念を忠実に守り、地元のお客さまからお預かりした大切な資金（預金積
金）は、地元で資金を必要とするお客さまに融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元
の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまら
ず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取り組んでおります。

貸
出
金

中小企業の経営支援に関する
態勢整備について
　みやしんは、「みやしんサポート相談室（みやサポ）」
を開設し、地域の中小企業者からの売上拡大や販
路開拓、創業・起業等の相談に対して、本業支援に
取り組んでいます。また、融資部顧客支援課と営業店
が連携して地域の中小企業への経営支援に取り組
んでいます。融資部顧客支援課には営業店店長経
験者を配し、営業店の活動フォローを行っているほか、
外部支援機関の専門家・アドバイザーの利用に係
る窓口、中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支
援センタースタッフとの定期的な意見交換・情報交
換など、効果的な経営支援活動が行えるよう態勢を
整備しています。

中小企業の経営支援に関する
取り組み方針について
　みやしんは、地域の中小企業への経営支援につ
いて、必要な資金を安定的に供給するとともに、経営
課題を十分に把握したうえで、お客さま個々の事情
について柔軟に対応した経営改善支援に取り組む
方針であり、コンサルティング機能を発揮し、お客さま
の立場に立った真摯な対応に努めています。

中小企業の経営支援に関する取り組み内容
▼創業・新規事業開拓へのご支援
みやしんは、地域における創業や中小企業の新規事業進出のために、各種ロー

ンをご用意しています。また、地域の商工団体と連携してお客さまの事業計画策定
のご支援に取り組んでいます。
▼成長段階におけるご支援
みやしんは「中小企業経営力強化支援法」に基づく認定支援機関として、各種
補助金申請に関するご相談、海外進出に関する情報のご提供など中小企業から
のさまざまなご相談に対応しています。
▼経営改善・事業再生・業種転換等のご支援
経営改善・事業再生支援等の取り組みに関して、みやしんは「経営支援先」を選
定し、重点的な経営支援活動を行うなど、お客さま個々の事情に対応した機動的な
経営改善支援活動を行っています。具体的な支援メニューとしては、貸出条件の変
更対応のほか、①中小企業再生支援協議会の利用、②（公財）静岡県産業振興
財団による専門家派遣事業利用、③ビジネスマッチング支援、④富士市産業支援
センター（f－Biz）への相談あっせん、等が挙げられます。
また、「しずおか中小企業支援ネットワーク」に参画することで、これらの活動の実効
性向上に努めているほか、静岡県事業引継ぎ支援センターと連携し、事業承継に関
する相談を適宜行っています。
▼事業性評価への取り組み

みやしんは、地域の中小企業事業の内容や将来性を分析することで事業性を評価
し、地域企業の生産性向上や成長力強化に努めています。なお、株式会社地域経済活
性化支援機構（REVIC）と連携することで当金庫の事業性評価の充実を図っています。

▼平成30年9月末の
　資金使途別貸出金残高構成

1,031億26百万円

31.83％

40.01％

1,235億51百万円

1,296億25百万円

店 舗 数

　当金庫の平成30年9月末の預金
積金残高は3,239億56百万円で
す。お客さまからお預かりした大切
な預金は、みなさまから信頼をいた
だいている証です。お客さまの大切
な財産の運用を安全に、確実に、気
軽にご利用いただけるように、また、
目的や期間に応じて選択いただけ
るよう各種預金を取り揃えておりま
す。

3,239億56百万円

　当金庫はお客さまの預金を、ご融資による運用の他に有価
証券による運用も行っています。
　有価証券は安全かつ確実な運用を心掛け、平成30年9月
末の残高は平成30年3月末に比べ25億29百万円増加し、
1,031億26百万円となっております
　預け金は、信金中央金庫の定期預金を中心に運用してお
ります。

◎平成30年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎平成30年9月末の
　保有有価証券種類別残高構成

預
金
積
金

出
資
金

資金運用資金運用

（注）預け金残高は無利息部分を除いております。

270名
678百万円

支援
サービス
支援
サービス

　平成30年9月末の預金残高は、3,239億56百万円と平成30年3月末に
比べ107億24百万円増加しました。

　平成30年9月末の貸出金残高は、1,296億25百万円と平成30年3月末
に比べ24億70百万円増加しました。

　平成30年9月期の業務純益は1億9百万円、経常利益は2億80百万円、
当期純利益は2億34百万円となりました。

みやしんと地域社会
当金庫の地域経済活性化への取り組みについて 今期の決算について（平成30年9月期）

1. 貸借対照表計上額は期末日における市場価格等に基づく時価により計上しております。
2. 各表の「債券」、「株式」、｢その他」の区分は、貸借対照表科目に合わせております。
　「その他」は主として投資信託および外国証券です。
3. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の貸借対照表計上額は合計94百
万円となります。

有価証券の運用にあたっては、
安全かつ確実な運用を心掛けております。

　平成30年9月末の金融再生法に基づく開示債権のうち、正常債権を
除いた「不良債権」の金額は111億31百万円となりました。この内、貸倒引
当金と担保、保証等により保全される部分が102億74百万円あり「不良債
権」の92.2％をカバーしております。
　みやしんは「不良債権」に対する備えを万全に整え、資産の健全性を維
持しております。

「みやしん」の資産内容は、
高い健全性を維持しております。

貸出金業種別内訳
貸出金業種別構成の推移

有価証券の時価情報

お客さまの預金について

中小企業の経営改善への取り組み状況

地域のお客さまへのご融資について

会 員 数 18,111人

業績の状況
預　金

貸出金

利益の推移

金融再生法に基づく開示債権

預金積金残高

預け金残高 有価証券残高

貸出金残高

預貸率

ご融資以外の運用について

▼平成30年9月末の
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率

27.47%

自己資本額（343億61百万円）（ハ）
リスク・アセット（1,250億68百万円）（二）

自己資本比率（国内基準）の状況
「みやしん」の自己資本比率は、27.47%と高い水準を維持しております。
　「自己資本比率」は、金融機関の健全性を示す重要な指標です。平成30年9月末の「みやしん」の自己資本比率は27.47%と国内業
務を行う金融機関に課せられた基準である4%のほぼ7倍となっており、財務の健全性・安全性は引き続き高い水準を維持しています。
「みやしん」の自己資本比率が充実しているのは、業容を拡大していく過程で利益を将来のために、地道に積上げた結果によるものです。

（注）当金庫は国内基準を採用しております。また、信用リスク・アセットの額の算出にあたり標準的手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出については基礎的手法を採用しております。

（単位：％）（単位：百万円）

2,297 2,722
30年3月末 30年9月末

6.73 7.92
30年3月末 30年9月末銀行勘定金利

リ ス ク
自己資本に
対する割合

１．当金庫では、金利ショックを99パーセンタイル値として銀行勘定の金利リスクを算定し
ております。

２．当金庫は明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金
のうち長期間滞留する預金をコア預金と定義し、普通預金等の額の50％相当額を期
間2.5年としリスク量を算定しております。

３．銀行勘定の金利リスクは、運用勘定金利リスク量と調達勘定金利リスク量を相殺し
算定しております。

（注）

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫におい
ては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。具体的には、一定の金利ショックを想定し
た場合の銀行勘定の金利リスクの計測を行い、ＡＬＭ委員会等で協議検討するとともに、経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の
最適化に向けたリスク・コントロールに努めています。  

銀行勘定の金利リスク量（27億22百万円）
自己資本額（343億61百万円） ×100=7.92%

（単位：百万円）

運　用　勘　定 調　達　勘　定

702
1,315
1,110
3,128

725
1,398
1,404
3,528

428
401

830

392
413

805

金利リスク量

30年3月末 30年9月末 30年3月末 30年9月末
金利リスク量

銀行勘定の金利リスク

▼自己資本の額 （単位：百万円）

コア資本に係る基礎項目
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）

34,319
75

34,395

コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
コア資本に係る調整項目の額（ロ）

33
33

自己資本
自己資本の額（ハ）＝（イ）－（ロ） 34,361

▼リスク・アセット等の額の合計額 （単位：百万円）

項　目
信用リスク・アセットの額の合計額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

118,753
6,315

125,068
預金積金に占める有価証券の割合

区　分

貸 出 金
有価証券等
預 け 金
運用勘定合計

区　分

定期性預金
要求払預金

調達勘定合計

個人 2,556億円 78.9%

公金・
金融機関 110億円 3.4%

法人 573億円
17.7%

有価証券 1,031億円
45.5%

預け金 1,235億円
54.5% 社債 630億円 61.3%地方債 219億円

21.3%

国債 92億円 8.9％
外国証券 4億円 0.4％

株式 9億円 0.9%
その他の証券 2億円 0.2%

投資信託 72億円 7.0％

住宅ローン 347億円 
26.8％

設備資金 314億円 
24.2％

運転資金 496億円 
38.3％

消費者ローン 77億円 6.0％
地公体 60億円 4.7％

▼平成29年9月末
（単位：％）

運輸業 2.6

卸売・小売業 8.8
サービス業 11.9

地方公共団体 4.6

その他 6.9

個人 33.2
製造業 15.5

建設業 6.0

不動産業
 10.5

▼平成30年3月末
（単位：％）

運輸業 2.6

卸売・小売業 7.4
サービス業 12.4

地方公共団体 5.0

その他 5.7

個人 33.5
製造業 16.0  

建設業 6.6

不動産業
10.8

▼平成30年9月末
（単位：％）

運輸業 2.7

卸売・小売業 7.6
サービス業 12.3

地方公共団体 4.7

その他 6.0

個人 33.3
製造業 16.3

建設業 6.6

不動産業
10.5

正常債権 1,203億円 
91.54％

破産更生債権およびこれらに準ずる債権
13億円 1.05％

危険債権　 97億円  7.41％

平成30年9月末▼金融再生法に基づく開示債権比率

▼利益の推移 （単位：百万円）

平成28年9月期

600

500

400

300

200

100

0

当期純利益
経常利益
業務純益

平成29年9月期

193

422

125
178173

311

平成30年9月期

109

280
234

▼不良債権額・不良債権比率の推移

平成30年3月末 平成30年9月末

不良債権額

不良債権比率

（百万円） （%）

11,571 11,131

8.97％8.97％ 8.46％8.46％

2018.9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

国内基準4%

自己資本額

自己資本比率

平成29年９月末

（百万円）

35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000
28,000
27,000

5,000

0
平成30年９月末平成30年３月末

（%）

34
33
32
31
30
29
28
27
26

5

0

34,361

28.05％28.05％ 28.08％28.08％
27.47％27.47％

34,008 34,139

▼自己資本比率の推移

富士宮信金半期 _2018.9_ 裏面



ごあいさつ
　みなさまには、平素より富士宮信用金庫をお引き立ていただき、心より御礼申し上げます。
　富士宮信用金庫では、みなさまに私どもへのご理解を一層深めていただくため、ここにディスクロージャー誌「みやしんの
現状2018.9」を作成いたしました。本誌では当金庫の業績、経営、業務内容、地域に対する取り組みなどをご紹介しており
ますので、ご高覧いただき、当金庫についてより一層のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、10月1日に発表された日銀短観では、原油価格の上昇や、相次ぐ自然災害の影響、米中貿易摩擦の懸念から、先
行きの業況判断は横這いで推移し、足踏みを示す結果となりました。当地区においても製造業の回復は認められるものの、
その他の業種においては好況感が行き届いていないとの声もあり、米中貿易戦争の終息が見通せないなか、景気の先行
きに懸念を強めております。このような状況下、金融界においては、日銀が導入したマイナス金利政策の長期化により、預貸
金利ざやは縮小し、金融機関を取り巻く環境は一段と厳しさを増し、抜本的な経営効率化の必要性が問われております。
　こうした中、当金庫では、お客さまの事業の成長可能性等を適切に分析し、財務情報だけでは読み取れない、企業の力
を見極める事業性評価に基づく支援への取り組みを強化しております。事業性評価に基づく融資は、その評価に基づき
「お客さまが抱える課題解決のための融資」として、担保・保証に頼らず成長性・将来性を見据えての融資となります。お客
さまの課題を一緒に特定し、その解決策を考えていくことが、お客さまとのリレーションを深めていくことに繋がります。同じ目
的と同じ目標、共通認識をもって、お客さまとともに一緒に悩み、行動し、粘り強くサポートしてまいります。そのための強い意
志とスキル、熱い情熱をもつ人材の育成に引き続き取り組んでまいります。
　一方、人口減少や少子高齢化時代を見据え、当金庫では多様化する顧客ニーズに対応するため、新商品の開発や導
入、既存商品のリニューアル等を含めサービスの一層の充実を図るとともに、将来の金融ニーズやお客さまのライフプラン
のお手伝い、情報交換の場として営業係の定期積金によるお客さま訪問の強化を図り、当金庫の持つ外部支援機関との
ネットワーク情報や培ってきた知見を還元してまいります。
　「地域の成長と前進を求め、みなさまと共に歩みます」の経営理念のもと、地域・お客さまから最も支持され、身近でお気
軽にご利用いただける信用金庫を目指して、地域内シェアの向上と営業基盤の強化に努めるとともに、お客さま本位の良
質な金融サービスの提供と金融仲介機能の発揮による円滑な資金供給により、協同組織金融機関として、確かなビジネス
モデルを構築してまいります。
　みなさまにおかれましては、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 平成30年11月

2
1

富士宮市民文化会館より車で北に1分ほど行くと右手にオ
レンジ色の看板があります。看板を目印にお越しください。

お客さま相談プラザ内の様子。キッズコーナー・ドリンクコー
ナーのほかロビーにお手洗いを完備しております。

みやしんお客さま相談プラザのご案内
みやしんお客さま相談プラザでは、個人の方のお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

平成30年9月期の本業の収益を示す業務純益は1億9百万円、
経常利益は2億80百万円、当期純利益は2億34百万円を計上しました。

安定した自己資本により高い健全性を確保しています。
自己資本比率は27.47％となり、国内基準（4％）を大幅に超えており極めて健全な財務体質と
なっています。

4 厳正な自己査定、償却・引当により資産の健全性を高めています。
貸出金の健全性を維持するため厳格に償却､引当をしています。

5

6

徹底した管理体制によって健全経営に努めています。
・リスク管理、コンプライアンス（法令等遵守）管理態勢の強化に努めています。
・お客さまの保護及び利便性向上をはかるために「顧客保護等管理方針」等を定め、地域
から信頼され愛される金融機関になるように取り組んでいます。

お客さまからの信頼のバロメータである預金は、
平成30年9月末で3,239億56百万円となりました。

3 地域金融機関として、地域経済活性化に積極的に取り組んでいます。
地域金融機関として、お客さまとの長期的な取引関係を重視し、中小企業の育成と地域経済の
活性化を図る「地域密着型金融の機能強化」の着実な実行に努めています。

A：平日・土曜日ともに、午前9時～午後5時まで営業しております。
 　（日曜、年末・年始、祝日を除きます。）

「みやしんお客さま相談プラザ」の営業時間を教えて下さい。Q

A：富士宮市と「ふじのみやベビーステーション事業協力に関する協定」を締
結し、「ベビ・ステ」として認定されています。ご家族みなさまで安心して
ご来店下さい。

「みやしんお客さま相談プラザ」の子育て支援の取り組みを
教えて下さい。

Q

A：ご予約いただいた方優先となりますので、お待たせしないご予約をおすす
めしております。ご予約は、ホームページやお電話でお受けしております。
駐車場は、建物南側の富士宮信用金庫の駐車場をご利用ください。

「みやしんお客さま相談プラザ」は、相談の予約は必要ですか？
駐車場はありますか？

Q

A：住宅ローン・教育ローンなどの各種ローンのほか、預金・資産運用など個
人の方のお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

「みやしんお客さま相談プラザ」では、どのような相談が
できますか？

Q

A：「くらしに役立つ情報をみなさまに広く知っていただく取組み」として、専
門家による「無料セミナー」、相続・年金・税金対策などの「無料相談会」
も実施しております。ホームページやお電話でご予約をお受けしております。

専門家による「セミナー」「相談会」なども開催していますか？Q

「みやしん」の健全性

なんでもお気軽に
相談できる
経営相談スペースです。

地域密着型金融への取り組み
サポート相談室

　みやしんは金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、地域社会で
のさまざまな活性化運動への協力や地域行事への参加にも積極的に取り組んでいます。

地域への貢献活動・地域行事への参加

A：お客さまの事業内容をお聞きし、強みを見出していきます。その上で、売上拡大に
つなげられるような支援をしてまいります。金融機関のネットワークを活用した
販路拡大の支援や、新商品・新サービスの提案等をさせていただきます。

Q 業況を改善していきたいのだけれど…

A：各種ビジネスマッチング・商談会へのご出展案内や、地域支援機関と連携した販
路開拓、信用金庫独自の情報網を活用して様々な提案をさせていただきます。

Q 自社の情報をアピールし、販路を広げたい！

A：事業承継について、専門支援機関と連携し、後継者や事業譲受企業をマッチン
グし最適な出会いをサポートいたします。

Q 後継者がいないので、今後の事業や従業員の生活が心配…

A：各種補助金、助成金のご案内や、申請書作成のアドバイスをさせていただきます。

Q 補助金を活用したい！

▼「みやサポ」ではこんなご相談に乗っています！

http://www.miyashin.co.jp

～創ります “夢あるあした”～ 〒418-8686 富士宮市元城町31番15号　TEL. 0544（23）3114

発行／富士宮信用金庫（事務局：企画部）

192 件
131 件
190 件
46 件

71,724 千円
47,474 千円
53,510 千円
11,500 千円

産業振興活動に対する助成
社会生活環境整備に関する助成
社会文化振興に関する助成
社会福祉に関する助成

　富士宮信用金庫設立60周年の記念事業の一環として、平成6年
9月に「財団法人みやしん地域振興協力基金」を設立、みやしんの
経営理念「地域の成長と前進を求め、みなさまと共に歩みます」を
実践するために活動しています。
　「産業の振興発展」「社会生活環境の整備」「社会文化の振興」
「社会福祉」にかかる事業を行なう団体に対し、助成金を交付する
事業を中心に幅広い活動を行なっております。
　なお、平成24年4月1日、当財団は公益財団法人に移行しました。
公益財団法人移行に伴い、富士宮市、富士市で活動する団体に対
して助成の申請を受付けております。
　今後も活動の健全な発展を促進し、充実した事業に取り組んで
まいります。

公益財団法人みやしん地域振興協力基金
基本財産　３億５千万円

［設立趣旨］

［活動実績］平成6年度～平成29年度

　公益を目的とした様々な活動に幅広く助成を実施してま
いりました。設立以来の２４年間に行なった助成金交付累
計額は右記載の通りとなりました。

助成金交付実績
財 団 自 主 事 業

559件　184,208千円
企業見学ツアー    3回
講演会実施　　  17回
ビジネスフェア視察　 3回

※助成の受付は毎年4月1日から翌年3月10日まで、翌年度実施事業に対して申請を受付けて
　おります。みやしん本支店までお問い合わせください。

社会貢献活動

理事長 山本 勝則

2018.9

地域行事への参加

　富士宮の夏を告げる大イベント、「宮おどり大会」へ毎年多くの
役職員が参加し、地域と一体となり祭りを盛り上げています。今
年で27回連続参加となりました。その他にも富士・富士宮の各地
域の祭りなど
色々なイベン
トに地域のみ
なさまと一体
となって参加
させていただ
いております。

　静岡県内の信用金庫が、静岡県が掲げる『県民一人ひとり
が、自らの交通安全に関する意識を高め、交通ルールの遵守と交
通マナーの実践に努めることにより、交通事故防止を図る。』この
趣旨に賛同し、自
転車・歩行者の夜
間の交通事故防
止・交通安全を目
的に、富士宮市内
のショッピングセン
ターやスーパーの
店 頭で反 射 材
ツールの配布を実
施しました。

「SHINKIN BANK」
370万ピカッと作戦2018への参加

　富士山一斉清掃に毎年役職員がボランティアとして参加していま
す。世界文化遺産である富士山の自然を学び、親しみ、豊かな恵みに
感謝し、富士山の美しい自然を大切に守り、景観と文化・歴史を末永
く後世に継承していくために、みやしんは今後も環境保全活動を積極
的に取り組んでいきます。
　また各店におき
ましても、店舗周辺
の道路および公園
の清掃や、各地域
で催されるお祭りの
他さまざまな行事に
参加する等地域に
密着した活動を
行っております。

富士山一斉清掃ほか地域行事への参加

　将来を担う子供たちがお金や金融に関する知識を身につけ、
物やお金を大切にする心を育む機会を提供することを目的とし
て、平成30年8月に富士宮市内の小学校の児童クラブにて「み
やしん金融教室」を開催しました。
　小学生約50人
が講話に耳を傾
け、お金の仕組み
や大切さ、賢い使
い方などを学んで
もらいました。

みやしん金融教室

FUJINOMIYA SHINKIN BANK
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ごあいさつ
　みなさまには、平素より富士宮信用金庫をお引き立ていただき、心より御礼申し上げます。
　富士宮信用金庫では、みなさまに私どもへのご理解を一層深めていただくため、ここにディスクロージャー誌「みやしんの
現状2018.9」を作成いたしました。本誌では当金庫の業績、経営、業務内容、地域に対する取り組みなどをご紹介しており
ますので、ご高覧いただき、当金庫についてより一層のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　さて、10月1日に発表された日銀短観では、原油価格の上昇や、相次ぐ自然災害の影響、米中貿易摩擦の懸念から、先
行きの業況判断は横這いで推移し、足踏みを示す結果となりました。当地区においても製造業の回復は認められるものの、
その他の業種においては好況感が行き届いていないとの声もあり、米中貿易戦争の終息が見通せないなか、景気の先行
きに懸念を強めております。このような状況下、金融界においては、日銀が導入したマイナス金利政策の長期化により、預貸
金利ざやは縮小し、金融機関を取り巻く環境は一段と厳しさを増し、抜本的な経営効率化の必要性が問われております。
　こうした中、当金庫では、お客さまの事業の成長可能性等を適切に分析し、財務情報だけでは読み取れない、企業の力
を見極める事業性評価に基づく支援への取り組みを強化しております。事業性評価に基づく融資は、その評価に基づき
「お客さまが抱える課題解決のための融資」として、担保・保証に頼らず成長性・将来性を見据えての融資となります。お客
さまの課題を一緒に特定し、その解決策を考えていくことが、お客さまとのリレーションを深めていくことに繋がります。同じ目
的と同じ目標、共通認識をもって、お客さまとともに一緒に悩み、行動し、粘り強くサポートしてまいります。そのための強い意
志とスキル、熱い情熱をもつ人材の育成に引き続き取り組んでまいります。
　一方、人口減少や少子高齢化時代を見据え、当金庫では多様化する顧客ニーズに対応するため、新商品の開発や導
入、既存商品のリニューアル等を含めサービスの一層の充実を図るとともに、将来の金融ニーズやお客さまのライフプラン
のお手伝い、情報交換の場として営業係の定期積金によるお客さま訪問の強化を図り、当金庫の持つ外部支援機関との
ネットワーク情報や培ってきた知見を還元してまいります。
　「地域の成長と前進を求め、みなさまと共に歩みます」の経営理念のもと、地域・お客さまから最も支持され、身近でお気
軽にご利用いただける信用金庫を目指して、地域内シェアの向上と営業基盤の強化に努めるとともに、お客さま本位の良
質な金融サービスの提供と金融仲介機能の発揮による円滑な資金供給により、協同組織金融機関として、確かなビジネス
モデルを構築してまいります。
　みなさまにおかれましては、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 平成30年11月
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1

富士宮市民文化会館より車で北に1分ほど行くと右手にオ
レンジ色の看板があります。看板を目印にお越しください。

お客さま相談プラザ内の様子。キッズコーナー・ドリンクコー
ナーのほかロビーにお手洗いを完備しております。

みやしんお客さま相談プラザのご案内
みやしんお客さま相談プラザでは、個人の方のお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

平成30年9月期の本業の収益を示す業務純益は1億9百万円、
経常利益は2億80百万円、当期純利益は2億34百万円を計上しました。

安定した自己資本により高い健全性を確保しています。
自己資本比率は27.47％となり、国内基準（4％）を大幅に超えており極めて健全な財務体質と
なっています。

4 厳正な自己査定、償却・引当により資産の健全性を高めています。
貸出金の健全性を維持するため厳格に償却､引当をしています。

5

6

徹底した管理体制によって健全経営に努めています。
・リスク管理、コンプライアンス（法令等遵守）管理態勢の強化に努めています。
・お客さまの保護及び利便性向上をはかるために「顧客保護等管理方針」等を定め、地域
から信頼され愛される金融機関になるように取り組んでいます。

お客さまからの信頼のバロメータである預金は、
平成30年9月末で3,239億56百万円となりました。

3 地域金融機関として、地域経済活性化に積極的に取り組んでいます。
地域金融機関として、お客さまとの長期的な取引関係を重視し、中小企業の育成と地域経済の
活性化を図る「地域密着型金融の機能強化」の着実な実行に努めています。

A：平日・土曜日ともに、午前9時～午後5時まで営業しております。
 　（日曜、年末・年始、祝日を除きます。）

「みやしんお客さま相談プラザ」の営業時間を教えて下さい。Q

A：富士宮市と「ふじのみやベビーステーション事業協力に関する協定」を締
結し、「ベビ・ステ」として認定されています。ご家族みなさまで安心して
ご来店下さい。

「みやしんお客さま相談プラザ」の子育て支援の取り組みを
教えて下さい。

Q

A：ご予約いただいた方優先となりますので、お待たせしないご予約をおすす
めしております。ご予約は、ホームページやお電話でお受けしております。
駐車場は、建物南側の富士宮信用金庫の駐車場をご利用ください。

「みやしんお客さま相談プラザ」は、相談の予約は必要ですか？
駐車場はありますか？

Q

A：住宅ローン・教育ローンなどの各種ローンのほか、預金・資産運用など個
人の方のお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

「みやしんお客さま相談プラザ」では、どのような相談が
できますか？

Q

A：「くらしに役立つ情報をみなさまに広く知っていただく取組み」として、専
門家による「無料セミナー」、相続・年金・税金対策などの「無料相談会」
も実施しております。ホームページやお電話でご予約をお受けしております。

専門家による「セミナー」「相談会」なども開催していますか？Q

「みやしん」の健全性

なんでもお気軽に
相談できる
経営相談スペースです。

地域密着型金融への取り組み
サポート相談室

　みやしんは金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、地域社会で
のさまざまな活性化運動への協力や地域行事への参加にも積極的に取り組んでいます。

地域への貢献活動・地域行事への参加

A：お客さまの事業内容をお聞きし、強みを見出していきます。その上で、売上拡大に
つなげられるような支援をしてまいります。金融機関のネットワークを活用した
販路拡大の支援や、新商品・新サービスの提案等をさせていただきます。

Q 業況を改善していきたいのだけれど…

A：各種ビジネスマッチング・商談会へのご出展案内や、地域支援機関と連携した販
路開拓、信用金庫独自の情報網を活用して様々な提案をさせていただきます。

Q 自社の情報をアピールし、販路を広げたい！

A：事業承継について、専門支援機関と連携し、後継者や事業譲受企業をマッチン
グし最適な出会いをサポートいたします。

Q 後継者がいないので、今後の事業や従業員の生活が心配…

A：各種補助金、助成金のご案内や、申請書作成のアドバイスをさせていただきます。

Q 補助金を活用したい！

▼「みやサポ」ではこんなご相談に乗っています！

http://www.miyashin.co.jp

～創ります “夢あるあした”～ 〒418-8686 富士宮市元城町31番15号　TEL. 0544（23）3114

発行／富士宮信用金庫（事務局：企画部）

192 件
131 件
190 件
46 件

71,724 千円
47,474 千円
53,510 千円
11,500 千円

産業振興活動に対する助成
社会生活環境整備に関する助成
社会文化振興に関する助成
社会福祉に関する助成

　富士宮信用金庫設立60周年の記念事業の一環として、平成6年
9月に「財団法人みやしん地域振興協力基金」を設立、みやしんの
経営理念「地域の成長と前進を求め、みなさまと共に歩みます」を
実践するために活動しています。
　「産業の振興発展」「社会生活環境の整備」「社会文化の振興」
「社会福祉」にかかる事業を行なう団体に対し、助成金を交付する
事業を中心に幅広い活動を行なっております。
　なお、平成24年4月1日、当財団は公益財団法人に移行しました。
公益財団法人移行に伴い、富士宮市、富士市で活動する団体に対
して助成の申請を受付けております。
　今後も活動の健全な発展を促進し、充実した事業に取り組んで
まいります。

公益財団法人みやしん地域振興協力基金
基本財産　３億５千万円

［設立趣旨］

［活動実績］平成6年度～平成29年度

　公益を目的とした様々な活動に幅広く助成を実施してま
いりました。設立以来の２４年間に行なった助成金交付累
計額は右記載の通りとなりました。

助成金交付実績
財 団 自 主 事 業

559件　184,208千円
企業見学ツアー    3回
講演会実施　　  17回
ビジネスフェア視察　 3回

※助成の受付は毎年4月1日から翌年3月10日まで、翌年度実施事業に対して申請を受付けて
　おります。みやしん本支店までお問い合わせください。

社会貢献活動

理事長 山本 勝則

2018.9

地域行事への参加
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域の祭りなど
色々なイベン
トに地域のみ
なさまと一体
となって参加
させていただ
いております。
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