


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2019.9」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、米中貿易摩擦などを背景にした世界経済の減速傾向に加え、輸出や生産に
勢いがみられなかったことや、夏場の天候不順や10連休の反動減から、業況判断は悪化との見解を示しました。当地区に
おいても企業の業況感は、製造業（一般・機械）や建設業を中心に悪化しており、世界経済の減速や円高進行への警戒
感から先行きに慎重な姿勢を強めております。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、担保・保証に過度に頼らず、中小企業の事業実態の把握と定性面をしっかり分析した事業性
評価を通じた融資を積極的に推し進め、中小企業のライフステージに応じた課題解決のお手伝いをさせて頂いております。
さらに磐石な経営基盤の構築と顧客本位の営業、地方創生への取り組みを強化し、顧客満足度の向上に資するため邁
進しております。また、当金庫は、コンプライアンス（法令等遵守）の徹底、コーポレートガバナンス（企業統治）の体制強化を
図り、経営の公正性・透明性の確保に努め、役職員の職業倫理意識の醸成に取り組んでおります。
　さらに、人口減少や少子高齢化時代を見据え、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、狭域高密度に店舗配置された当金庫では、その役職員
個人が地域住民の一員であり、お客さまと地縁・人縁の信頼関係を育み、地域コミュニティの一員として地方創生に取り組
んでおり、今後も地域を守る役割を担う信用金庫の社会的使命に基づき、地域社会の繁栄に貢献してまいります。
　「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資する活動の充実・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、持続可能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。 令和元年11月
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1 令和元年9月期の本業の収益を示す業務純益は2億19百万円、

経常利益は2億77百万円、当期純利益は2億23百万円を計上しました。

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22.80％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。
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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、
令和元年9月末で3,410億78百万円となりました。

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。

「みやしん」の健全性

地域密着型金融への取り組み

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）

200 件
140 件
197 件
48 件

75,014 千円
49,874 千円
54,900 千円
11,910 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30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25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

※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

　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

「宮おどり大会」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28回連
続参加となりました。その
他にも富士宮・富士市の
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2019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」への参加

　次世代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”をプレゼントしまし
た。平成15年3月か
ら実施しております。

子供たちの安全を願って

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。

事業承継や各種補助金のご活用等、幅広いご相談が可能です。

販路拡大のための各種ビジネスマッチング・商談会を実施して
います。

ご相談専用ブースでじっくりご相談いただけます。

みやしんお客さま相談プラザのご案内

A：みやしんお客さま相談プラザは、富士宮信用金庫北支店に併設されていま
す。住所は、富士宮市光町7番7号です。

「みやしんお客さま相談プラザ」はどこにありますか？Q

みやしんお客さま相談プラザでは、地域のみなさまのお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

2019.9 FUJINOMIYA SHINKIN BANK

2019.9
D I S C L O S U R E

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

585件　191,698千円
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
商店街視察 1回

A：ご来店にご予約は不要ですが、ご予約いただいたお客さまが優先となりま
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
ページまたは、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。

Q「みやしんお客さま相談プラザ」は、予約が必要ですか？駐
車場はありますか?

A：【個人のお客さま】
住宅ローン・学資ローンなどの各種ローンのご相談のほか、預金・保険・
年金・資産運用など、お金に関するあらゆるご相談をお受けしています。
【法人・個人事業主のお客さま】
〈業況改善のご相談〉お客さまの事業内容等をお聞きし強みを見出してい
きます。その上で、売上増加につなげられるような支援をしてまいります。
〈販路拡大のご相談〉各種ビジネスマッチング・商談会への出展案内や、
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。
〈事業承継・Ｍ＆Ａのご相談〉事業承継について専門支援機関と連携し、
後継者への引継ぎや、事業譲受企業とのマッチング等、最適な出会いを
サポートいたします。
〈補助金等活用のご相談〉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「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？

A：地域のみなさまへの金融情報の提供の場として、さまざまな｢セミナー」「相
談会」などを開催しています。詳しくは、ホームページやお電話でお問い
合わせ下さい。
【個人のお客さま】
くらしに役立つ情報を皆様に広く知っていただく取り組みとして、外部機関
と連携し、専門家による各種「セミナー」のほか、年金などの「個別相談会」
も実施しております。
【法人・個人事業主のお客さま】
経営力強化等に対応する取り組みとして、外部機関と連携し、専門家によ
る「セミナー」「個別相談会」を開催し、適切な解決方法を提供しています。

Q「みやしんお客さま相談プラザ」では、専門家による無料の
｢セミナー」「相談会」などを開催していますか？

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。

Q「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。

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）

Q「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。

富士宮信金半期 _2019.9_ 表面
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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
元を行っています。

　厳しい経営環境にあって、事業性評価に基づく融資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2億19百万円、当期純利益2億23百万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22.80％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5倍
以上となっております。

　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

▼令和元年9月末の
 資金使途別貸出金残高構成

1,394億82百万円

40.89％

40.69％

960億20百万円

1,388億18百万円

店 舗 数

　当金庫の令和元年9月末の預金
積金残高は3,410億78百万円で
す。お客さまからお預りした大切な
ご預金は、みなさまから信頼を得て
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
種ご預金を取り揃えております。

3,410億78百万円

　当金庫はお客さまのご預金を、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、令和元年9月
末の残高は平成31年3月末に比べ330億78百万円増加し、
1,394億82百万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。

◎令和元年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎令和元年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。

274名
673百万円

支援
サービス
支援
サービス

　令和元年9月末の預金残高は、3,410億78百万円と平成31年3月末に
比べ37億75百万円増加しました。

　令和元年9月末の貸出金残高は、1,388億18百万円と平成31年3月末
に比べ44億74百万円増加しました。

　令和元年9月期の業務純益は2億19百万円、経常利益は2億77百万円、
当期純利益は2億23百万円となりました。

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（令和元年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
102百万円となります。

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。

　令和元年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101億37百万円となりました。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94億34百万円あり「不良債権」
の93.0％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

お客さまのご預金について

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 18,231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

▼令和元年9月末の
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率

22.80%

自己資本額（347億17百万円）（ハ）

リスク・アセット（1,522億17百万円）（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、22.80%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。令和元年9月末の「みやしん」の自己資本比率は22.80%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5倍以上となっており、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。

「金利リスクに関する事項」については、2019年3月末から金利リスクの定義
と計測方法等が変更になりました。この算出に使用した金利ショックは、△EVE
（金利ショックに対する現在価値）です。　
銀行勘定の金利リスクのうち経済価値の低下額を計算し、①上方パラレルシフト
②下方パラレルシフト③スティープ化の3シナリオの最大値を採用しております。
要求払い預金の金利リスク量は、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要払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機
関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫では、普通預金の50％相当額、
0～ 5年の期間に均等に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算定しています。

（注）1

（注）2

　金利リスクとは、金利水準の変動により銀行勘定の資産や負債の経済価値あるいは収益が変動することによる影響を指します
が、当金庫においては定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢となっております。
　金利リスクのうち、銀行勘定の金利リスク（以下、IRRBB）の計測は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コントロールに努めています。

（単位：百万円）

銀行勘定の金利リスク（IRRBB）

▼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）

34,722
23

34,745

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）

28
28

自己資本
自己資本の額（ハ）＝（イ）－（ロ） 34,717

▼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）

146,113
6,104

152,217
預金積金に占める有価証券の割合

公金・
金融機関 111億円 3.2％

法人 667億円
19.6％

有価証券 1,394億円
59.2%

預け金 960億円
40.8%

社債 944億円 67.8%地方債 224億円
16.1%

国債 74億円 5.3％
外国証券 15億円 1.2%

株式 10億円 0.7%
その他の証券 2億円 0.1%

投資信託 123億円 8.8%

住宅ローン 367億円 
26.5％

設備資金 362億円 
26.1％

運転資金 525億円 
37.8％

消費者ローン 82億円 5.9％
地公体 50億円 3.7％

▼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

▼平成31年3月末
（単位：％）

運輸業 2.5

卸売・小売業 7.4
サービス業 11.6

地方公共団体 4.2

その他 6.7

個人 33.3
製造業 16.6

建設業 6.6

不動産業
11.1

▼令和元年9月末
（単位：％）

運輸業 2.5

卸売・小売業 6.9
サービス業 11.3

地方公共団体 3.7

その他 6.6

個人 32.8
製造業 17.6

建設業 6.5

不動産業
12.1

正常債権 1,300億円 
92.77%

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
14億円 1.05%

危険債権　 86億円  6.18%

令和元年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29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30年9月期

223
277

219193

422

311

令和元年9月期

109

280
234

▼不良債権額・不良債権比率の推移

平成31年3月末 令和元年9月末

不良債権額

不良債権比率

（百万円） （%）

10,905
10,137

8.02%8.02% 7.23%7.23%

FUJINOMIYA SHINKIN BANK

自己資本額平成30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
令和元年9月末平成31年3月末

34,71734,361 34,533

▼自己資本額の推移

個人 2,632億円 77.2％

▼預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

預　  金
貸 出 金

平成31年3月末 令和元年9月末
337,303
134,344

平成30年9月末
323,956
129,625

341,078
138,818

▼事業性評価への取り組み

＊令和元年９月までの実績

＊令和元年度平成30年度
112 34事業性評価を実施した先数

　私達を取巻く厳しい経営環境のなか、当金庫は営業店と
融資部顧客支援課が連携して地元お取引先企業の経営改
善の取り組みを積極的にご支援しています。今後も地域金
融機関としてお取引先企業個々の問題解決に結びつくきめ
細かな取り組みを行い、地域経済の活性化に向けた事業支
援活動を行っていきます。
　当金庫では企業の経営者のみなさまとともに経営計画の
作成、実行に参画し、企業の技術力や将来性、財務内容を
今まで以上に的確に把握できるよう、外部支援機関等との
連携体制を構築しています。

地域の中小企業へのご支援について
　当金庫では、地域社会・地域経済への発展に貢献する
ための取り組み内容を自己評価するとともに、お客さまとの
対話を進め、事業に対する理解を深めることで、お客さまへ
の適切な支援を行い、お客さまへ分かりやすくお伝えする
「金融仲介機能のベンチマーク」の指標を活用しています。
　「金融仲介機能のベンチマーク」の指標の一つである事
業性評価は、お客さまの強み・課題を対話の中で共有し、
事業の内容や成長の可能性を適切に評価することです。共
有した課題解決の方法としては、売り上げ増加などの本業
支援とご融資などの金融支援があります。

～事業性評価への取り組み状況～

平成29年度
126

▼事業性評価に基づいたご融資への取り組み

＊令和元年９月までの実績

＊令和元年度平成30年度
160 40事業性評価に基づくご融資の件数

事業性評価に基づくご融資の金額
（単位：百万円）

平成29年度
21

8,458 2,641588

2019.9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

▼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

– – – –

令和元年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

122,444
829

13,029
136,303

124,302
983

14,094
139,380

1,857
154

1,065
3,076

1,884
239

1,100
3,224

株　式

その他
合　計

26
85
34

147

令和元年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損

金利リスク（IRRBB） △EVE
平成31年3月末 令和元年9月末

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
最大値
自己資本の額

8,634
0

7,899
8,634
34,717

6,201
0

5,889
6,201

34,533

富士宮信金半期 _2019.9_ 裏面
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常勤役職員数

出資金残高

20店舗
　お客さまからお預入れいただいた
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
元を行っています。

　厳しい経営環境にあって、事業性評価に基づく融資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2億19百万円、当期純利益2億23百万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22.80％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5倍
以上となっております。

　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

▼令和元年9月末の
 資金使途別貸出金残高構成

1,394億82百万円

40.89％

40.69％

960億20百万円

1,388億18百万円

店 舗 数

　当金庫の令和元年9月末の預金
積金残高は3,410億78百万円で
す。お客さまからお預りした大切な
ご預金は、みなさまから信頼を得て
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
種ご預金を取り揃えております。

3,410億78百万円

　当金庫はお客さまのご預金を、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、令和元年9月
末の残高は平成31年3月末に比べ330億78百万円増加し、
1,394億82百万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。

◎令和元年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎令和元年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。

274名
673百万円

支援
サービス
支援
サービス

　令和元年9月末の預金残高は、3,410億78百万円と平成31年3月末に
比べ37億75百万円増加しました。

　令和元年9月末の貸出金残高は、1,388億18百万円と平成31年3月末
に比べ44億74百万円増加しました。

　令和元年9月期の業務純益は2億19百万円、経常利益は2億77百万円、
当期純利益は2億23百万円となりました。

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（令和元年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
102百万円となります。

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。

　令和元年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101億37百万円となりました。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94億34百万円あり「不良債権」
の93.0％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

お客さまのご預金について

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 18,231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

▼令和元年9月末の
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率

22.80%

自己資本額（347億17百万円）（ハ）

リスク・アセット（1,522億17百万円）（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、22.80%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。令和元年9月末の「みやしん」の自己資本比率は22.80%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5倍以上となっており、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。

「金利リスクに関する事項」については、2019年3月末から金利リスクの定義
と計測方法等が変更になりました。この算出に使用した金利ショックは、△EVE
（金利ショックに対する現在価値）です。　
銀行勘定の金利リスクのうち経済価値の低下額を計算し、①上方パラレルシフト
②下方パラレルシフト③スティープ化の3シナリオの最大値を採用しております。
要求払い預金の金利リスク量は、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要払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機
関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫では、普通預金の50％相当額、
0～ 5年の期間に均等に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算定しています。

（注）1

（注）2

　金利リスクとは、金利水準の変動により銀行勘定の資産や負債の経済価値あるいは収益が変動することによる影響を指します
が、当金庫においては定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢となっております。
　金利リスクのうち、銀行勘定の金利リスク（以下、IRRBB）の計測は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コントロールに努めています。

（単位：百万円）

銀行勘定の金利リスク（IRRBB）

▼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）

34,722
23

34,745

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）

28
28

自己資本
自己資本の額（ハ）＝（イ）－（ロ） 34,717

▼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）

146,113
6,104

152,217
預金積金に占める有価証券の割合

公金・
金融機関 111億円 3.2％

法人 667億円
19.6％

有価証券 1,394億円
59.2%

預け金 960億円
40.8%

社債 944億円 67.8%地方債 224億円
16.1%

国債 74億円 5.3％
外国証券 15億円 1.2%

株式 10億円 0.7%
その他の証券 2億円 0.1%

投資信託 123億円 8.8%

住宅ローン 367億円 
26.5％

設備資金 362億円 
26.1％

運転資金 525億円 
37.8％

消費者ローン 82億円 5.9％
地公体 50億円 3.7％

▼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

▼平成31年3月末
（単位：％）

運輸業 2.5

卸売・小売業 7.4
サービス業 11.6

地方公共団体 4.2

その他 6.7

個人 33.3
製造業 16.6

建設業 6.6

不動産業
11.1

▼令和元年9月末
（単位：％）

運輸業 2.5

卸売・小売業 6.9
サービス業 11.3

地方公共団体 3.7

その他 6.6

個人 32.8
製造業 17.6

建設業 6.5

不動産業
12.1

正常債権 1,300億円 
92.77%

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
14億円 1.05%

危険債権　 86億円  6.18%

令和元年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29年9月期

600
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300
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0

当期純利益
経常利益
業務純益

平成30年9月期

223
277

219193

422

311

令和元年9月期

109

280
234

▼不良債権額・不良債権比率の推移

平成31年3月末 令和元年9月末

不良債権額

不良債権比率

（百万円） （%）

10,905
10,137

8.02%8.02% 7.23%7.23%

FUJINOMIYA SHINKIN BANK

自己資本額平成30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
令和元年9月末平成31年3月末

34,71734,361 34,533

▼自己資本額の推移

個人 2,632億円 77.2％

▼預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

預　  金
貸 出 金

平成31年3月末 令和元年9月末
337,303
134,344

平成30年9月末
323,956
129,625

341,078
138,818

▼事業性評価への取り組み

＊令和元年９月までの実績

＊令和元年度平成30年度
112 34事業性評価を実施した先数

　私達を取巻く厳しい経営環境のなか、当金庫は営業店と
融資部顧客支援課が連携して地元お取引先企業の経営改
善の取り組みを積極的にご支援しています。今後も地域金
融機関としてお取引先企業個々の問題解決に結びつくきめ
細かな取り組みを行い、地域経済の活性化に向けた事業支
援活動を行っていきます。
　当金庫では企業の経営者のみなさまとともに経営計画の
作成、実行に参画し、企業の技術力や将来性、財務内容を
今まで以上に的確に把握できるよう、外部支援機関等との
連携体制を構築しています。

地域の中小企業へのご支援について
　当金庫では、地域社会・地域経済への発展に貢献する
ための取り組み内容を自己評価するとともに、お客さまとの
対話を進め、事業に対する理解を深めることで、お客さまへ
の適切な支援を行い、お客さまへ分かりやすくお伝えする
「金融仲介機能のベンチマーク」の指標を活用しています。
　「金融仲介機能のベンチマーク」の指標の一つである事
業性評価は、お客さまの強み・課題を対話の中で共有し、
事業の内容や成長の可能性を適切に評価することです。共
有した課題解決の方法としては、売り上げ増加などの本業
支援とご融資などの金融支援があります。

～事業性評価への取り組み状況～

平成29年度
126

▼事業性評価に基づいたご融資への取り組み

＊令和元年９月までの実績

＊令和元年度平成30年度
160 40事業性評価に基づくご融資の件数

事業性評価に基づくご融資の金額
（単位：百万円）

平成29年度
21

8,458 2,641588

2019.9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

▼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

– – – –

令和元年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

122,444
829

13,029
136,303

124,302
983

14,094
139,380

1,857
154

1,065
3,076

1,884
239

1,100
3,224

株　式

その他
合　計

26
85
34
147

令和元年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損

金利リスク（IRRBB） △EVE
平成31年3月末 令和元年9月末

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
最大値
自己資本の額

8,634
0

7,899
8,634
34,717

6,201
0

5,889
6,201
34,533

富士宮信金半期 _2019.9_ 裏面
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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
元を行っています。

　厳しい経営環境にあって、事業性評価に基づく融資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2億19百万円、当期純利益2億23百万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22.80％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5倍
以上となっております。

　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

▼令和元年9月末の
 資金使途別貸出金残高構成

1,394億82百万円

40.89％

40.69％

960億20百万円

1,388億18百万円

店 舗 数

　当金庫の令和元年9月末の預金
積金残高は3,410億78百万円で
す。お客さまからお預りした大切な
ご預金は、みなさまから信頼を得て
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
種ご預金を取り揃えております。

3,410億78百万円

　当金庫はお客さまのご預金を、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、令和元年9月
末の残高は平成31年3月末に比べ330億78百万円増加し、
1,394億82百万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。

◎令和元年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎令和元年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。

274名
673百万円

支援
サービス
支援
サービス

　令和元年9月末の預金残高は、3,410億78百万円と平成31年3月末に
比べ37億75百万円増加しました。

　令和元年9月末の貸出金残高は、1,388億18百万円と平成31年3月末
に比べ44億74百万円増加しました。

　令和元年9月期の業務純益は2億19百万円、経常利益は2億77百万円、
当期純利益は2億23百万円となりました。

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（令和元年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
102百万円となります。

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。

　令和元年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101億37百万円となりました。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94億34百万円あり「不良債権」
の93.0％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

お客さまのご預金について

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 18,231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

▼令和元年9月末の
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率

22.80%

自己資本額（347億17百万円）（ハ）

リスク・アセット（1,522億17百万円）（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、22.80%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。令和元年9月末の「みやしん」の自己資本比率は22.80%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5倍以上となっており、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。

「金利リスクに関する事項」については、2019年3月末から金利リスクの定義
と計測方法等が変更になりました。この算出に使用した金利ショックは、△EVE
（金利ショックに対する現在価値）です。　
銀行勘定の金利リスクのうち経済価値の低下額を計算し、①上方パラレルシフト
②下方パラレルシフト③スティープ化の3シナリオの最大値を採用しております。
要求払い預金の金利リスク量は、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要払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機
関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫では、普通預金の50％相当額、
0～ 5年の期間に均等に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算定しています。

（注）1

（注）2

　金利リスクとは、金利水準の変動により銀行勘定の資産や負債の経済価値あるいは収益が変動することによる影響を指します
が、当金庫においては定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢となっております。
　金利リスクのうち、銀行勘定の金利リスク（以下、IRRBB）の計測は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コントロールに努めています。

（単位：百万円）

銀行勘定の金利リスク（IRRBB）

▼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）

34,722
23

34,745

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）

28
28

自己資本
自己資本の額（ハ）＝（イ）－（ロ） 34,717

▼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）

146,113
6,104

152,217
預金積金に占める有価証券の割合

公金・
金融機関 111億円 3.2％

法人 667億円
19.6％

有価証券 1,394億円
59.2%

預け金 960億円
40.8%

社債 944億円 67.8%地方債 224億円
16.1%

国債 74億円 5.3％
外国証券 15億円 1.2%

株式 10億円 0.7%
その他の証券 2億円 0.1%

投資信託 123億円 8.8%

住宅ローン 367億円 
26.5％

設備資金 362億円 
26.1％

運転資金 525億円 
37.8％

消費者ローン 82億円 5.9％
地公体 50億円 3.7％

▼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

▼平成31年3月末
（単位：％）

運輸業 2.5

卸売・小売業 7.4
サービス業 11.6

地方公共団体 4.2

その他 6.7

個人 33.3
製造業 16.6

建設業 6.6

不動産業
11.1

▼令和元年9月末
（単位：％）

運輸業 2.5

卸売・小売業 6.9
サービス業 11.3

地方公共団体 3.7

その他 6.6

個人 32.8
製造業 17.6

建設業 6.5

不動産業
12.1

正常債権 1,300億円 
92.77%

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
14億円 1.05%

危険債権　 86億円  6.18%

令和元年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29年9月期
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223
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311

令和元年9月期

109

280
234

▼不良債権額・不良債権比率の推移

平成31年3月末 令和元年9月末

不良債権額

不良債権比率

（百万円） （%）

10,905
10,137

8.02%8.02% 7.23%7.23%

FUJINOMIYA SHINKIN BANK

自己資本額平成30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
令和元年9月末平成31年3月末

34,71734,361 34,533

▼自己資本額の推移

個人 2,632億円 77.2％

▼預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

預　  金
貸 出 金

平成31年3月末 令和元年9月末
337,303
134,344

平成30年9月末
323,956
129,625

341,078
138,818

▼事業性評価への取り組み

＊令和元年９月までの実績

＊令和元年度平成30年度
112 34事業性評価を実施した先数

　私達を取巻く厳しい経営環境のなか、当金庫は営業店と
融資部顧客支援課が連携して地元お取引先企業の経営改
善の取り組みを積極的にご支援しています。今後も地域金
融機関としてお取引先企業個々の問題解決に結びつくきめ
細かな取り組みを行い、地域経済の活性化に向けた事業支
援活動を行っていきます。
　当金庫では企業の経営者のみなさまとともに経営計画の
作成、実行に参画し、企業の技術力や将来性、財務内容を
今まで以上に的確に把握できるよう、外部支援機関等との
連携体制を構築しています。

地域の中小企業へのご支援について
　当金庫では、地域社会・地域経済への発展に貢献する
ための取り組み内容を自己評価するとともに、お客さまとの
対話を進め、事業に対する理解を深めることで、お客さまへ
の適切な支援を行い、お客さまへ分かりやすくお伝えする
「金融仲介機能のベンチマーク」の指標を活用しています。
　「金融仲介機能のベンチマーク」の指標の一つである事
業性評価は、お客さまの強み・課題を対話の中で共有し、
事業の内容や成長の可能性を適切に評価することです。共
有した課題解決の方法としては、売り上げ増加などの本業
支援とご融資などの金融支援があります。

～事業性評価への取り組み状況～

平成29年度
126

▼事業性評価に基づいたご融資への取り組み

＊令和元年９月までの実績

＊令和元年度平成30年度
160 40事業性評価に基づくご融資の件数

事業性評価に基づくご融資の金額
（単位：百万円）

平成29年度
21

8,458 2,641588
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▼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

– – – –

令和元年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

122,444
829

13,029
136,303

124,302
983

14,094
139,380

1,857
154

1,065
3,076

1,884
239

1,100
3,224

株　式

その他
合　計

26
85
34

147

令和元年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損

金利リスク（IRRBB） △EVE
平成31年3月末 令和元年9月末

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
最大値
自己資本の額

8,634
0

7,899
8,634

34,717

6,201
0

5,889
6,201

34,533
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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2019.9」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、米中貿易摩擦などを背景にした世界経済の減速傾向に加え、輸出や生産に
勢いがみられなかったことや、夏場の天候不順や10連休の反動減から、業況判断は悪化との見解を示しました。当地区に
おいても企業の業況感は、製造業（一般・機械）や建設業を中心に悪化しており、世界経済の減速や円高進行への警戒
感から先行きに慎重な姿勢を強めております。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、担保・保証に過度に頼らず、中小企業の事業実態の把握と定性面をしっかり分析した事業性
評価を通じた融資を積極的に推し進め、中小企業のライフステージに応じた課題解決のお手伝いをさせて頂いております。
さらに磐石な経営基盤の構築と顧客本位の営業、地方創生への取り組みを強化し、顧客満足度の向上に資するため邁
進しております。また、当金庫は、コンプライアンス（法令等遵守）の徹底、コーポレートガバナンス（企業統治）の体制強化を
図り、経営の公正性・透明性の確保に努め、役職員の職業倫理意識の醸成に取り組んでおります。
　さらに、人口減少や少子高齢化時代を見据え、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、狭域高密度に店舗配置された当金庫では、その役職員
個人が地域住民の一員であり、お客さまと地縁・人縁の信頼関係を育み、地域コミュニティの一員として地方創生に取り組
んでおり、今後も地域を守る役割を担う信用金庫の社会的使命に基づき、地域社会の繁栄に貢献してまいります。
　「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資する活動の充実・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、持続可能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。 令和元年11月

2
1 令和元年9月期の本業の収益を示す業務純益は2億19百万円、

経常利益は2億77百万円、当期純利益は2億23百万円を計上しました。

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22.80％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、
令和元年9月末で3,410億78百万円となりました。

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。

「みやしん」の健全性

地域密着型金融への取り組み

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）

200 件
140 件
197 件
48 件

75,014 千円
49,874 千円
54,900 千円
11,910 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30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25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

※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

　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

「宮おどり大会」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28回連
続参加となりました。その
他にも富士宮・富士市の
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2019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」への参加

　次世代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”をプレゼントしまし
た。平成15年3月か
ら実施しております。

子供たちの安全を願って

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。

事業承継や各種補助金のご活用等、幅広いご相談が可能です。

販路拡大のための各種ビジネスマッチング・商談会を実施して
います。

ご相談専用ブースでじっくりご相談いただけます。

みやしんお客さま相談プラザのご案内

A：みやしんお客さま相談プラザは、富士宮信用金庫北支店に併設されていま
す。住所は、富士宮市光町7番7号です。

「みやしんお客さま相談プラザ」はどこにありますか？Q

みやしんお客さま相談プラザでは、地域のみなさまのお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。
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2019.9
D I S C L O S U R E

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

585件　191,698千円
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
商店街視察 1回

A：ご来店にご予約は不要ですが、ご予約いただいたお客さまが優先となりま
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
ページまたは、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。

Q「みやしんお客さま相談プラザ」は、予約が必要ですか？駐
車場はありますか?

A：【個人のお客さま】
住宅ローン・学資ローンなどの各種ローンのご相談のほか、預金・保険・
年金・資産運用など、お金に関するあらゆるご相談をお受けしています。
【法人・個人事業主のお客さま】
〈業況改善のご相談〉お客さまの事業内容等をお聞きし強みを見出してい
きます。その上で、売上増加につなげられるような支援をしてまいります。
〈販路拡大のご相談〉各種ビジネスマッチング・商談会への出展案内や、
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。
〈事業承継・Ｍ＆Ａのご相談〉事業承継について専門支援機関と連携し、
後継者への引継ぎや、事業譲受企業とのマッチング等、最適な出会いを
サポートいたします。
〈補助金等活用のご相談〉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「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？

A：地域のみなさまへの金融情報の提供の場として、さまざまな｢セミナー」「相
談会」などを開催しています。詳しくは、ホームページやお電話でお問い
合わせ下さい。
【個人のお客さま】
くらしに役立つ情報を皆様に広く知っていただく取り組みとして、外部機関
と連携し、専門家による各種「セミナー」のほか、年金などの「個別相談会」
も実施しております。
【法人・個人事業主のお客さま】
経営力強化等に対応する取り組みとして、外部機関と連携し、専門家によ
る「セミナー」「個別相談会」を開催し、適切な解決方法を提供しています。

Q「みやしんお客さま相談プラザ」では、専門家による無料の
｢セミナー」「相談会」などを開催していますか？

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。

Q「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。

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）

Q「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。
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　さらに、人口減少や少子高齢化時代を見据え、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、狭域高密度に店舗配置された当金庫では、その役職員
個人が地域住民の一員であり、お客さまと地縁・人縁の信頼関係を育み、地域コミュニティの一員として地方創生に取り組
んでおり、今後も地域を守る役割を担う信用金庫の社会的使命に基づき、地域社会の繁栄に貢献してまいります。
　「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資する活動の充実・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、持続可能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。 令和元年11月

2
1 令和元年9月期の本業の収益を示す業務純益は2億19百万円、

経常利益は2億77百万円、当期純利益は2億23百万円を計上しました。

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22.80％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、
令和元年9月末で3,410億78百万円となりました。

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。

「みやしん」の健全性

地域密着型金融への取り組み

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）

200 件
140 件
197 件
48 件

75,014 千円
49,874 千円
54,900 千円
11,910 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30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25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

※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

　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

「宮おどり大会」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28回連
続参加となりました。その
他にも富士宮・富士市の
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2019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」への参加

　次世代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”をプレゼントしまし
た。平成15年3月か
ら実施しております。

子供たちの安全を願って

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。

事業承継や各種補助金のご活用等、幅広いご相談が可能です。

販路拡大のための各種ビジネスマッチング・商談会を実施して
います。

ご相談専用ブースでじっくりご相談いただけます。

みやしんお客さま相談プラザのご案内

A：みやしんお客さま相談プラザは、富士宮信用金庫北支店に併設されていま
す。住所は、富士宮市光町7番7号です。

「みやしんお客さま相談プラザ」はどこにありますか？Q

みやしんお客さま相談プラザでは、地域のみなさまのお金に関するあらゆるご相談をお受けしています。

2019.9 FUJINOMIYA SHINKIN BANK
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D I S C L O S U R E

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

585件　191,698千円
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
商店街視察 1回

A：ご来店にご予約は不要ですが、ご予約いただいたお客さまが優先となりま
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
ページまたは、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。

Q「みやしんお客さま相談プラザ」は、予約が必要ですか？駐
車場はありますか?

A：【個人のお客さま】
住宅ローン・学資ローンなどの各種ローンのご相談のほか、預金・保険・
年金・資産運用など、お金に関するあらゆるご相談をお受けしています。
【法人・個人事業主のお客さま】
〈業況改善のご相談〉お客さまの事業内容等をお聞きし強みを見出してい
きます。その上で、売上増加につなげられるような支援をしてまいります。
〈販路拡大のご相談〉各種ビジネスマッチング・商談会への出展案内や、
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。
〈事業承継・Ｍ＆Ａのご相談〉事業承継について専門支援機関と連携し、
後継者への引継ぎや、事業譲受企業とのマッチング等、最適な出会いを
サポートいたします。
〈補助金等活用のご相談〉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「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？

A：地域のみなさまへの金融情報の提供の場として、さまざまな｢セミナー」「相
談会」などを開催しています。詳しくは、ホームページやお電話でお問い
合わせ下さい。
【個人のお客さま】
くらしに役立つ情報を皆様に広く知っていただく取り組みとして、外部機関
と連携し、専門家による各種「セミナー」のほか、年金などの「個別相談会」
も実施しております。
【法人・個人事業主のお客さま】
経営力強化等に対応する取り組みとして、外部機関と連携し、専門家によ
る「セミナー」「個別相談会」を開催し、適切な解決方法を提供しています。

Q「みやしんお客さま相談プラザ」では、専門家による無料の
｢セミナー」「相談会」などを開催していますか？

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。

Q「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。

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）

Q「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。
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