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みやしんの現状
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本業の利益を示す業務純益は2億88百万円、当期純利益は4億30百万円を計上しました。

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25.55％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。

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、中小企業の再生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。

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。

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。

お客さまの信頼のバロメータである預金は､前期比240億円増加しました。
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利益の推移（単位:百万円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度
預 金 308,367 313,231 337,303
貸 出 金 128,159 127,155 134,344

預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

項　目 平成29年度 平成30年度
自己資本比率 28.08% 25.55%

　「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年度の
「みやしん」の自己資本比率は25.55％と国内業務を行う金融機関に課せられた
基準である4％を大きく上回っており、財務の健全性・安全性は引続き高い水準
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。

自己資本比率

自己資本額(34,533百万円)
リスク・アセット等(135,158百万円)

25.55%

「みやしん」の自己資本比率は、
25.55％と高い水準を維持しています。

自己資本額の推移
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預　金

利　益

貸出金

平成30年度の預金残高は3,373億3百万円と前年比
240億71百万円増加しました。

平成30年度の貸出金残高は1,343億44百万円と前年比
71億89百万円増加しました。

平成30年度の業務純益は2億88百万円、経常利益は5
億20百万円、当期純利益は4億30百万円と当期純利益
は前期比39百万円減少しました。

平成 30 年度の当期純利益は
4 億 30 百万円となりました。

「みやしん」の健全性

業績の状況

自己資本比率（国内基準）の状況



お客様相談プラザのご案内
法人・個人事業主のお客さま

個人のお客さま

　当金庫は、地域で最も必要とさ
れ、最も信頼される金融機関を目
指し、「地域密着」に重点をおき活

動をしています。平成27年2月より「みやしんサポー
ト相談室」（みやサポ）を開設し、地域の事業者の課題
解決にあたっております。
　今後も、地域の活性化及び地域の持続的発展に向け
てさらなる地域密着型金融の推進に努め、様々な施策
を実施してまいります。

みやしんサポート相談室の相談件数
平成30年度　相談件数　307件　相談先数　229先

経営改善、経営課題に対する相談
ライフサイクルに応じた支援
事業価値を見極める融資手法
地域経済への貢献

産学連携

静岡大学
沼津工業高等
専門学校等

経営支援における連携

（順不同）

当地域の中小企業・小規模事業者

静岡県
産業振興財団

静岡県
事業引継ぎ
支援センター

信金
キャピタル㈱

よろず
支援拠点

信金中央金庫

日本政策
金融公庫

富士市
産業支援センター
（f-Biz）

商工会議所
商工会

JETRO

SIBA

　　　みやサポ（お客さま相談プラザにて、売上拡大等の相談対応）
営業店（営業エリア顧客の相談等窓口）
　　　

なんでもお気軽に相談できる経営相談スペースです。

ローンや資産運用等の相談スペースです。
　「ローンや資産運用についてゆっくり相談したい」「平日は仕事で窓口に相談に行けない」そのようなお客さまのニーズにお応えするため、みや
しんお客さま相談プラザでは、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時まで相談業務を行っております。（1月1日～ 1月3日、12月31日、日曜
日、祝日は休業日となります。）
　安心して子育てできるまちづくりの取り組みとして、富士宮市と平成28年8月1日に「ふじのみやベビーステーション事業に関する協定」を締
結し、粉ミルク用のお湯、おむつ交換台のある広々としたお手洗い、ご自由にご利用いただけるドリンクサーバー、キッズコーナーを完備しており
ます。
　お電話やホームページで事前にご予約いただくと、待ち時間なくスムーズにご相談いただけます。

キッズコーナー、おむ
つ交換台のあるお手
洗い、ドリンクサー
バーもあります。お気
軽にご来店下さい。

お客さま相談プラザに行ってみよう

FUJINOMIYA SHINKIN BANK
MINI DISCLOSURE 2019



〒418-8686　富士宮市元城町 31 番 15 号　TEL. 0544(23)3114
http://www.miyashin.co.jp

発行/富士宮信用金庫(事務局・企画部)

〜創ります “ 夢あるあした " 〜

本　　部	 富士宮市元城町31番15号	 0544(23)3120(代)
本　　店	 富士宮市元城町31番15号	 0544(23)3111(代)
神田支店	 富士宮市大宮町3番14号	 0544(27)3321(代)
西町支店	 富士宮市西町26番14号	 0544(26)5194(代)
東町支店	 富士宮市東町11番3号	 0544(26)8194(代)
北支店	 富士宮市光町7番7号	 0544(27)5141(代)
富士根支店	 富士宮市小泉467番地の9	 0544(27)2826(代)
芝川支店	 富士宮市長貫1105番地の7	 0544(65)1151(代)
上野支店	 富士宮市下条307番地の3	 0544(58)1211(代)
富士支店	 富士市中島392番地の8	 0545(61)7741(代)
吉原支店	 富士市中央町3丁目12番5号	 0545(51)8111(代)
鷹岡支店	 富士市久沢849番地の1	 0545(71)9111(代)

富士見支店	 富士宮市富士見ヶ丘463番地の1	 0544(23)1811(代)
松岡支店	 富士市松岡1163番地の2	 0545(61)5522(代)
国久保支店	 富士市伝法2046番地の3	 0545(53)5311(代)
駅南支店	 富士宮市田中町930番地の4	 0544(24)4111(代)
淀川支店	 富士宮市淀川町35番16号	 0544(24)8111(代)
万野支店	 富士宮市万野原新田3072番地の6	 0544(26)1111(代)
新富士支店	 富士市横割6丁目6番23号	 0545(62)5911(代)
中里支店	 富士市中里1354番地の6	 0545(34)2211(代)
上井出支店	 富士宮市上井出34番地の3	 0544(54)3333(代)
みやしんお客さま相談プラザ（北支店1F）	 0544(28)5665(代)
みやしんサポート相談室（北支店1F）	 0544(27)3344(代)

店舗のご案内

［公益財団法人設立の主旨］
　富士宮信用金庫は昭和8年に設立され、富士宮市内に本店を置く唯一の金融機関として
成長してまいりました。当金庫は平成6年9月、創立60周年記念行事の一環として、経営
理念である「地域の成長と前進を求め、みなさまと共に歩みます」を実現するべく、地域の振
興と明るく豊かな地域社会の創造に永続的に寄与することを目的として「財団法人みやし
ん地域振興協力基金」を設立しました。
なお、平成24年4月1日、公益法人制度改革に伴い、当財団は財団法人から公益財団法人
に移行し、今日に至っております。
今後も、地域の諸団体の活動をバックアップして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は下記の通りとなりました。

[活動実績]平成6年度〜平成30年度
助成金交付実績　585件　191,698千円
財団自主事業	 企業見学ツアー 3回　ビジネスフェア視察3回　商店街視察1回　
	 講演会実施17回

産業振興活動に対する助成 200件 75,014千円
社会生活環境整備に関する助成 140件 49,874千円
社会文化振興に関する助成 197件 54,900千円
社会福祉に関する助成 48件 11,910千円

※助成金の申請方法等につき
ましては財団事務局またはみ
やしん本支店までお問合せく
ださい。

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

地域活性化への取り組み

社会貢献活動

■「SHINKIN BANK」370万ピカッと作戦2018への参加
　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
ルールの厳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
反射ツールの配布を実施しました。

■「宮おどり大会」
　富士宮市の夏を告げる大イベント、「宮おどり大
会」には今年で連続参加27回となりました。

■「富士宮秋まつり」
　富士宮囃子が静岡県無形民俗文化財となって
いる「富士宮秋まつり」へ毎年多くの職員が参加
し、地域と一体となり祭りを盛り上げています。

　豊かさと賑わいのある地域づくりのため、富士宮市・富士市の各地域の祭りなどいろいろ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。

■ 富士宮駅伝競走大会
　平成31年2月10日に富士宮市の“冬”のメイン行
事であります『第69回富士宮駅伝競走大会』に参加し
ました。また、143名の役職員がボランティアとして
大会をサポートしました。

■ 子供たちの安全を願って
　次世を担う子供たちの交通安全を願って平成
31年3月に富士宮市・富士市の新入学児童3,238
名全員に“アンパンマンミニタオルハンカチ”をプ
レゼントいたしました。平成15年3月から実施し
ております。

FUJIN OM IYA SH INKIN BANK
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