


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2021.9」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、わが国では新型コロナウイルス感染症の拡大、長期化が、国民生活や経済活動に多大な影響を与えています。
我々の取引先である中小企業においても、これまで「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」等の融資を利用し、経
営を維持してきた先もありましたが、長引くコロナ禍で資金繰りに悪影響が出てきています。こうした状況下、金融機関の
事業支援のあり方も、これまでの資金繰り支援だけでなく本業支援にも向き合い、当金庫でも各種補助金・給付金の申請
支援やビジネスマッチングの案内、伴走型支援の推進等に取り組んでいます。
　その中でも当金庫と富士宮市、富士宮商工会議所、芝川商工会の4者による産業振興に関する連携協定「ビジネスコ
ネクトふじのみや」は、富士宮市地域内の中小企業等事業者の課題解決に向けた相談と融資による資金面のサポートな
ど、幅広い活動を行っております。
　さらに我々の業界団体である信金中央金庫が2021年７月に立ち上げた、100％出資による「しんきん地域創生ネット
ワーク株式会社」は、信用金庫業界のネットワークを活用し、全国各地の中小事業者の商品・サービスについて、商品開
発から販売に至るまで、事業者のみなさまの様々なお悩みを解決し、大消費地での販売をサポートする新たな事業の取り
扱いを開始いたしました。また、信金中央金庫では、信用金庫取引先事業者のオンラインによるビジネスマッチングサイト
「しんきんコネクト」を立ち上げ、登録した事業者同士で直接情報交換、商談メッセージの送受信が可能となるビジネス
マッチングシステムを構築いたしました。当金庫ではこれら業界をあげて取り組む制度に対し、取引先事業者を積極的に
推奨し、商談機会の増加とタイムリーな支援を図っております。
　ワクチン普及による本格的な経済回復には、まだ少し時間はかかると思われますが、事業者がコロナ後を見据え動き出
している中、本業支援の強化と地域における新たな事業の創出、課題解決に前向きに関与し、お客さまに寄り添いながら
その使命を果たすべく、全力を尽くしてまいる所存です。
　「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・お客さまから最も信頼され、身近でお気
軽にご利用いただける信用金庫を目指しみなさまが誇れる存在となれるよう精一杯努力していくつもりです。
　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3年11月
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1 令和3年9月期の本業の収益を示す業務純益は5億76百万円、

経常利益は5億68百万円、当期純利益は4億52百万円を計上しました。

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21.12％と国内基準（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3年9月末で3,793億84百万円となりました。

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

（注）店舗外ＣＤコーナーの取扱時間は異なります。
（注）個別取立・期近手形等は別途料金となります。

（令和3年11月1日現在）

～創ります “夢あるあした”～

https://www.miyashin.co.jp

〒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）

理事長 山本 勝則

～「ビジネスコネクトふじのみや」について～

202 1 .9 FUJINOMIYA SHINKIN BANK

　富士宮信用金庫、富士宮市、富士宮商工会議所、芝川商工
会は、富士宮市の産業振興に関する4者連携協定を締結いたし
ました。当金庫は、富士宮市地域内の中小企業等事業者の課題
解決に向けた相談機能の発揮や融資による資金面のサポート役
を担い、4者で連携し、地域社会の持続的な発展と地方創生に向
けて取り組んでいます。

4者連携協定の締結

～静岡県東部４信金共同ＳＤＧｓ宣言～

　当金庫では、令和元年11月に静岡県東部4信金（三島信用
金庫、沼津信用金庫、富士信用金庫、当金庫）で共同SDGs宣
言を公表しております。
　SDGsの取り組みの一環として、お客さまからお預かりする現金
や通帳等の受け皿として使用するカルトンについて「環境配慮型
カルトン」を導入いたしました。
　このカルトンは、植物由来樹脂の「セルロースファイバー（木材
から抽出した木質繊維）」を51％以上含有し、紙製品と同様に可
燃物としての廃棄やリサイクルを可能としプラスチック使用量を大
きく削減した自然環境に優しいものとなっています。また、カルトン
の表面には光触媒コーティングによる抗菌コートを施し、太陽光や
店舗内の蛍光灯の光によりウイルスや細菌等を分解する作用を
持ち、コロナ禍においてお客さまや職員の安全性・衛生面に配慮
したものとなっています。

環境配慮型カルトンの導入について

～新型コロナウイルスの感染拡大に対する取り組み～

　感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の予防や役職
員等の安全性を確保することを目的として、令和3年9月から10月
にかけて新型コロナワクチンの職域接種を実施しました。
　職域接種では、職員の感染予防や感染時の重症化予防のほ
か、行政による集団接種の進行と共に富士宮市・富士市地域全
体の接種率向上や職員と接する機会のあるお客さまや地域のみ
なさまが安心して当金庫へご来店いただける体制整備を目指しま
した。
　接種会場では、富士宮市立病院の医療関係者様や当金庫と
お取引のある開業医様の全面協力をいただき無事に接種を完了
することができました。

新型コロナウイルスワクチンの職域接種実施について

　お引っ越しなどでご住所が変わられた時は、新しい住所が確認で
きる公的書類（運転免許証、マイナンバーカード等）原本および
お取引に使用しているご印鑑、通帳・証書・キャッシュカード等を
ご用意の上、ご来店をお願いします。
　なお、お取引の内容により、別途住民票（個人）、履歴事項
証明書（法人）が必要となる場合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

1. ご住所が変わったとき

　ご結婚などでお名前が変わられた時は、お取引口座すべての「通
帳・証書・キャッシュカード」と現在のお届け印（変更される場合は、
新しいお届け印の両方）新名義・住所・生年月日が確認できる
公的書類（新旧のお名前が記載されている運転免許証・マイナ
ンバーカード、戸籍謄（抄）本など）をご用意の上、ご来店をお
願いします。
　なお、お取引の内容により、別途印鑑証明書が必要となる場
合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

2.お名前が変わったとき

　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への取り組み
の重要性が高まっており、このような取り組みを進めていくうえで、
お客さまの情報やお取引の目的を正確に把握するとともに、定
期的に確認させていただくことで最新の情報に更新していくこと
が求められております。
　当金庫では、預金口座の開設等、特定の取引を行う場合や、
口座開設から一定期間が経過した場合、ご本人様であることの
確認、職業や事業の内容、口座開設目的、実質的支配者に
ついて定期的に確認させていただいております。お手数をおかけ
いたしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　（特定の取引とは）
　①預金口座の開設
　②200万円を超える現金の入出金
　③10万円超の現金による送金
　④その他、金融機関が必要と認められる取引
（本人確認書類とは）
・個人：顔写真付きの公的書類
（運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等）
・法人：全部事項証明書

　（継続的な本人確認等の方法）
　①ご来店時に、本人確認書類等を提示いただき、お客さまの情

報を定期的に確認させていただいております。
　②営業係等が、訪問時に本人確認書類等を提示いただき、お

客さまの情報を定期的に確認させていただいております。
　③はがきによるご案内で、ＷＥＢ完結する方法により、本人確認

書類等をオンライン上で確認し、お客さまの情報を定期的に確
認させていただく場合もあります。

ご不明な点がございましたら、お取引店へお問い合わせください。

5. 継続的な本人確認のお願い

　通帳・印鑑・キャッシュカードなどを紛失した場合や盗難等にあ
われた場合は、すぐに下記へご連絡をお願いします。

3. 紛失・盗難の場合のご連絡

平日

土日祝日

受付先名称 電話番号受付時間帯
8時35分～17時30分
上記以外の時間帯
２４時間

各お取引店
信金監視センター
（名古屋）

－

052-203-8299

当金庫カード利用の場合取扱時間曜　日

　当金庫設置ATMは、店舗内設置と店舗外設置（イオンモー
ル富士宮・富士宮市役所）となります。ご利用時間は下記の
通りです。
　なお、当金庫設置ATMで当金庫発行のカードを利用した入
出金は、終日手数料無料です。

4. 当金庫設置ATMの利用時間

利用時間設置場所
各店舗内設置ATM
イオンモール富士宮
富士宮市役所

終日　８時００分～２０時００分
終日　９時００分～２２時００分
平日　8時3０分～18時００分

■当金庫のATM利用手数料
主な手数料一覧

平 日
土 曜 日
日 曜・祝 日

8：00～20：00
8：00～20：00
8：00～20：00

当金庫本支店宛
同一店内 他店

他金融機関宛金　額利用区分

■振込手数料

窓口扱い

ATM現金扱い

ATM
キャッシュカード扱い
WEBバンキング
（個人）
EBサービス

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

660円
880円
440円
660円
385円
550円
275円
330円
385円
550円

220円
440円
110円
330円
110円
330円
無料
無料
無料
無料

330円
550円
220円
440円
110円
330円
110円
220円
110円
330円

■代金取立手数料
即日入金
できる場合

上記以外の
場合

当金庫本支店
静岡手形交換所内
当金庫本支店
静岡手形交換所内
静岡手形交換所以外

小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形

無料
無料
220円
220円
880円

料　金単　位項　目
■その他の各種手数料

CDカード・ローンカード再発行手数料
通帳・証書再発行手数料
当金庫指定書式による残高証明書
発行手数料

個人情報開示手数料
夜間金庫使用料
貸金庫使用料
ICカード発行手数料

その他の書式による残高証明書発行手数料
（住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書は除く）
取引履歴発行手数料
（預金取引明細票・融資取引明細票・当座勘定照合表）

1枚
1通

1通

1通

10枚毎

1件
月間
年間
1枚

1,100円
1,100円

550円

1,100円

220円

880円
4,400円
13,200円
1,100円

（注）ATM現金扱いの振込は10万円までです。
（注）EBサービスとは、WEBバンキング（法人・個人事業主）及びHBサービス、FBサービス、

WEB－FBサービスです。
（注）目の不自由なお客さま等ATM操作が困難な障害のある方の窓口振込の手数料は

ATMキャッシュカード扱いと同額となります。

みやしんからのお知らせ

左から芝川商工会 篠原会長、富士宮商工会議所 河原崎会頭、
富士宮市 須藤市長、富士宮信用金庫 山本理事長

無料
無料
無料
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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

富士宮信金半期 _2021.9_ 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

19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、事業性評価融資の積極的な推進を図るとともに、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5億76百万円、当期純利益4億52百万円の計上となりました。

　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3年9月末の
 資金使途別貸出金残高構成

1,508億30百万円

39.75％

43.33％

967億26百万円

1,643億91百万円

店 舗 数

　当金庫の令和3年9月末の預金
積金残高は3,793億84百万円で
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。

3,793億84百万円

　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、令和3年9月末
の残高は1,508億30百万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3年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎令和3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。

271名
692百万円

支援
サービス
支援
サービス

　令和3年9月末の預金残高は、3,793億84百万
円と令和3年3月末に比べ43億19百万円増加し
ました。

　令和3年9月末の貸出金残高は、1,643億91百
万円と令和3年3月末に比べ55億3百万円増加し
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3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61百万円となります。

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3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78億53百万円となりました。
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74
億29百万円あり「不良債権」の94.6％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 19,012人

預金・貸出金の状況
預　金

貸出金

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

預金積金に占める貸出金の割合

ご融資以外の運用について

▼令和3年9月末
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率の状況

預金積金に占める有価証券の割合

　令和3年9月末の業務純益は5億76百万円、経
常利益は5億68百万円、当期純利益は4億52百
万円となりました。
　また、実質業務純益は5億76百万円、コア業務
純益は、5億65百万円、投資信託解約損益を除く
コア業務純益は5億24百万円になりました。

収　益

収益の状況

公金・
金融機関 131億円 3.5%

法人 790億円
20.8%

有価証券 1,508億円
60.9%

預け金 967億円
39.1%

社債 985億円 65.4%地方債 247億円
16.4%

国債
 54億円 3.6%

外国証券
 19億円 1.3%

株式 13億円 0.9%
その他の証券 2億円 0.1%

投資信託 185億円  12.3%

住宅ローン 400億円
24.4%

設備資金 420億円
25.5％

運転資金 699億円
42.6％

消費者ローン 85億円 5.2％

地公体 37億円 2.3％

▼令和2年9月末
（単位：％）

運輸業 3.1

卸売・小売業 8.2
サービス業 11.7

地方公共団体 2.8
その他 6.3

個人 30.8
製造業 18.2

建設業 6.8

不動産業
12.1

▼令和3年3月末
（単位：％）

運輸業 3.0

卸売・小売業 8.3
サービス業 11.8

地方公共団体 2.5

その他 6.2

個人 30.4
製造業 17.6

建設業 7.4

不動産業
12.8

▼令和3年9月末
（単位：％）

運輸業 3.1

卸売・小売業 8.5
サービス業 11.3

地方公共団体 2.3

その他 6.0

個人 29.9
製造業 17.8

建設業 7.2

不動産業
13.9

正常債権 1,573億円
95.25%

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
19億円 1.15%

危険債権 59億円  3.60%

令和3年9月末▼金融再生法に基づく開示債権比率

▼収益の推移 （単位：百万円）
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▼不良債権額・不良債権比率の推移

令和3年3月末 令和3年9月末

不良債権額 不良債権比率
（百万円） （%）

8,154 7,853

5.10%5.10% 4.75%4.75%

FUJINOMIYA SHINKIN BANK

自己資本額令和2年9月末
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▼自己資本額の推移

個人 2,872億円 75.7%

▼事業性評価への取り組み

＊令和3年９月までの累計実績

＊令和3年度令和2年度
399 428事業性評価を実施した先数

　新型コロナウィルス感染症の影響で、事業者の経営環境
が大きく変化しているなか、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。
その指標の一つである事業性評価は、お客さまの強み・課
題を会話の中で共有し、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～

令和元年度
356

▼事業性評価に基づいたご融資への取り組み

＊令和3年９月までの累計実績

＊令和3年度令和2年度
406 454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）

令和元年度
326

32,065 36,84619,975

202 1 .9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

▼満期保有目的の債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3年9月末
（単位：百万円）

–
うち評価益 うち評価損

▼その他有価証券で時価のあるもの
科　目 取得原価 貸借対照表計上額 評価損益

債　券

株　式

その他

合　計

令和3年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損
128,302

906

20,399

149,608

128,738

1,340

20,689

150,768

435

434

290

1,160

790

508

791

2,090

355

73

500

929

▼【自己資本の構成】 （単位：百万円）

項　目 令和3年3月末

コア資本に係る基礎項目の額 （イ）

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本の額 （イ）－（ロ）（ハ）

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率 （ハ）／（ニ）

35,726

18

35,708

165,354

21.59%

令和3年9月末

36,190

35

36,155

171,121

21.12%

業務純益 経常利益 当期純利益

　「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3年9月末の「みやしん」の自己資本比率は21.12％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、地道に積み上げた結果によるものです。

「みやしん」の自己資本比率は、21.12％と高い水準を維持しております。
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常勤役職員数

出資金残高

19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、事業性評価融資の積極的な推進を図るとともに、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5億76百万円、当期純利益4億52百万円の計上となりました。

　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3年9月末の
 資金使途別貸出金残高構成

1,508億30百万円

39.75％

43.33％

967億26百万円

1,643億91百万円

店 舗 数

　当金庫の令和3年9月末の預金
積金残高は3,793億84百万円で
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。

3,793億84百万円

　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、令和3年9月末
の残高は1,508億30百万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3年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎令和3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。

271名
692百万円

支援
サービス
支援
サービス

　令和3年9月末の預金残高は、3,793億84百万
円と令和3年3月末に比べ43億19百万円増加し
ました。

　令和3年9月末の貸出金残高は、1,643億91百
万円と令和3年3月末に比べ55億3百万円増加し
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3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61百万円となります。

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3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78億53百万円となりました。
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74
億29百万円あり「不良債権」の94.6％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 19,012人
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預金積金残高

預け金残高 有価証券残高　

貸出金残高

預金積金に占める貸出金の割合

ご融資以外の運用について

▼令和3年9月末
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率の状況

預金積金に占める有価証券の割合

　令和3年9月末の業務純益は5億76百万円、経
常利益は5億68百万円、当期純利益は4億52百
万円となりました。
　また、実質業務純益は5億76百万円、コア業務
純益は、5億65百万円、投資信託解約損益を除く
コア業務純益は5億24百万円になりました。

収　益

収益の状況

公金・
金融機関 131億円 3.5%

法人 790億円
20.8%

有価証券 1,508億円
60.9%

預け金 967億円
39.1%

社債 985億円 65.4%地方債 247億円
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国債
 54億円 3.6%

外国証券
 19億円 1.3%

株式 13億円 0.9%
その他の証券 2億円 0.1%

投資信託 185億円  12.3%

住宅ローン 400億円
24.4%

設備資金 420億円
25.5％

運転資金 699億円
42.6％

消費者ローン 85億円 5.2％

地公体 37億円 2.3％

▼令和2年9月末
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運輸業 3.1

卸売・小売業 8.2
サービス業 11.7

地方公共団体 2.8
その他 6.3

個人 30.8
製造業 18.2

建設業 6.8

不動産業
12.1

▼令和3年3月末
（単位：％）

運輸業 3.0

卸売・小売業 8.3
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個人 30.4
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運輸業 3.1

卸売・小売業 8.5
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正常債権 1,573億円
95.25%

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
19億円 1.15%

危険債権 59億円  3.60%

令和3年9月末▼金融再生法に基づく開示債権比率
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▼自己資本額の推移

個人 2,872億円 75.7%

▼事業性評価への取り組み

＊令和3年９月までの累計実績

＊令和3年度令和2年度
399 428事業性評価を実施した先数

　新型コロナウィルス感染症の影響で、事業者の経営環境
が大きく変化しているなか、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。
その指標の一つである事業性評価は、お客さまの強み・課
題を会話の中で共有し、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～

令和元年度
356

▼事業性評価に基づいたご融資への取り組み

＊令和3年９月までの累計実績

＊令和3年度令和2年度
406 454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）

令和元年度
326

32,065 36,84619,975

202 1 .9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

▼満期保有目的の債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3年9月末
（単位：百万円）

–
うち評価益 うち評価損

▼その他有価証券で時価のあるもの
科　目 取得原価 貸借対照表計上額 評価損益

債　券

株　式

その他

合　計

令和3年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損
128,302

906

20,399

149,608

128,738

1,340

20,689

150,768

435

434

290

1,160

790

508

791

2,090

355

73

500

929

▼【自己資本の構成】 （単位：百万円）

項　目 令和3年3月末

コア資本に係る基礎項目の額 （イ）

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本の額 （イ）－（ロ）（ハ）

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率 （ハ）／（ニ）

35,726

18

35,708

165,354

21.59%

令和3年9月末

36,190

35

36,155

171,121

21.12%

業務純益 経常利益 当期純利益

　「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3年9月末の「みやしん」の自己資本比率は21.12％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、地道に積み上げた結果によるものです。

「みやしん」の自己資本比率は、21.12％と高い水準を維持しております。
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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

19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、事業性評価融資の積極的な推進を図るとともに、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5億76百万円、当期純利益4億52百万円の計上となりました。

　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3年9月末の
 資金使途別貸出金残高構成

1,508億30百万円

39.75％

43.33％

967億26百万円

1,643億91百万円

店 舗 数

　当金庫の令和3年9月末の預金
積金残高は3,793億84百万円で
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。

3,793億84百万円

　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、令和3年9月末
の残高は1,508億30百万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3年9月末の
　その他運用の種別残高構成

◎令和3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。

271名
692百万円

支援
サービス
支援
サービス

　令和3年9月末の預金残高は、3,793億84百万
円と令和3年3月末に比べ43億19百万円増加し
ました。

　令和3年9月末の貸出金残高は、1,643億91百
万円と令和3年3月末に比べ55億3百万円増加し
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3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61百万円となります。

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3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78億53百万円となりました。
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74
億29百万円あり「不良債権」の94.6％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 19,012人

預金・貸出金の状況
預　金

貸出金

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

預金積金に占める貸出金の割合

ご融資以外の運用について

▼令和3年9月末
　預金者別預金積金残高構成

自己資本比率の状況

預金積金に占める有価証券の割合

　令和3年9月末の業務純益は5億76百万円、経
常利益は5億68百万円、当期純利益は4億52百
万円となりました。
　また、実質業務純益は5億76百万円、コア業務
純益は、5億65百万円、投資信託解約損益を除く
コア業務純益は5億24百万円になりました。

収　益

収益の状況

公金・
金融機関 131億円 3.5%

法人 790億円
20.8%

有価証券 1,508億円
60.9%

預け金 967億円
39.1%

社債 985億円 65.4%地方債 247億円
16.4%

国債
 54億円 3.6%

外国証券
 19億円 1.3%

株式 13億円 0.9%
その他の証券 2億円 0.1%

投資信託 185億円  12.3%

住宅ローン 400億円
24.4%

設備資金 420億円
25.5％

運転資金 699億円
42.6％

消費者ローン 85億円 5.2％

地公体 37億円 2.3％

▼令和2年9月末
（単位：％）

運輸業 3.1

卸売・小売業 8.2
サービス業 11.7

地方公共団体 2.8
その他 6.3

個人 30.8
製造業 18.2

建設業 6.8

不動産業
12.1

▼令和3年3月末
（単位：％）

運輸業 3.0

卸売・小売業 8.3
サービス業 11.8

地方公共団体 2.5

その他 6.2

個人 30.4
製造業 17.6

建設業 7.4

不動産業
12.8

▼令和3年9月末
（単位：％）

運輸業 3.1

卸売・小売業 8.5
サービス業 11.3

地方公共団体 2.3

その他 6.0

個人 29.9
製造業 17.8

建設業 7.2

不動産業
13.9

正常債権 1,573億円
95.25%

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
19億円 1.15%

危険債権 59億円  3.60%

令和3年9月末▼金融再生法に基づく開示債権比率

▼収益の推移 （単位：百万円）

令和元年9月期
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令和2年9月期
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568576

219

277

223

令和3年9月期

432
467

401

▼預金・貸出金の推移 （単位：百万円）

令和２年９月末

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

貸出金
預金

令和３年３月末

363,812

153,229

375,065

158,887

379,384

164,391

令和３年９月末

▼不良債権額・不良債権比率の推移

令和3年3月末 令和3年9月末

不良債権額 不良債権比率
（百万円） （%）

8,154 7,853

5.10%5.10% 4.75%4.75%

FUJINOMIYA SHINKIN BANK

自己資本額令和2年9月末

（百万円）

37,000
36,000
35,000
34,000
33,000
32,000
31,000
30,000
29,000

5,000

0
令和3年9月末令和3年3月末

35,514 35,708
36,155

▼自己資本額の推移

個人 2,872億円 75.7%

▼事業性評価への取り組み

＊令和3年９月までの累計実績

＊令和3年度令和2年度
399 428事業性評価を実施した先数

　新型コロナウィルス感染症の影響で、事業者の経営環境
が大きく変化しているなか、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。
その指標の一つである事業性評価は、お客さまの強み・課
題を会話の中で共有し、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～

令和元年度
356

▼事業性評価に基づいたご融資への取り組み

＊令和3年９月までの累計実績

＊令和3年度令和2年度
406 454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）

令和元年度
326

32,065 36,84619,975

202 1 .9FUJINOMIYA SHINKIN BANK

▼満期保有目的の債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3年9月末
（単位：百万円）

–
うち評価益 うち評価損

▼その他有価証券で時価のあるもの
科　目 取得原価 貸借対照表計上額 評価損益

債　券

株　式

その他

合　計

令和3年9月末
（単位：百万円）

うち評価益 うち評価損
128,302

906

20,399

149,608

128,738

1,340

20,689

150,768

435

434

290

1,160

790

508

791

2,090

355

73

500

929

▼【自己資本の構成】 （単位：百万円）

項　目 令和3年3月末

コア資本に係る基礎項目の額 （イ）

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）

自己資本の額 （イ）－（ロ）（ハ）

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率 （ハ）／（ニ）

35,726

18

35,708

165,354

21.59%

令和3年9月末

36,190

35

36,155

171,121

21.12%

業務純益 経常利益 当期純利益

　「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3年9月末の「みやしん」の自己資本比率は21.12％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、地道に積み上げた結果によるものです。

「みやしん」の自己資本比率は、21.12％と高い水準を維持しております。
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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2021.9」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、わが国では新型コロナウイルス感染症の拡大、長期化が、国民生活や経済活動に多大な影響を与えています。
我々の取引先である中小企業においても、これまで「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」等の融資を利用し、経
営を維持してきた先もありましたが、長引くコロナ禍で資金繰りに悪影響が出てきています。こうした状況下、金融機関の
事業支援のあり方も、これまでの資金繰り支援だけでなく本業支援にも向き合い、当金庫でも各種補助金・給付金の申請
支援やビジネスマッチングの案内、伴走型支援の推進等に取り組んでいます。
　その中でも当金庫と富士宮市、富士宮商工会議所、芝川商工会の4者による産業振興に関する連携協定「ビジネスコ
ネクトふじのみや」は、富士宮市地域内の中小企業等事業者の課題解決に向けた相談と融資による資金面のサポートな
ど、幅広い活動を行っております。
　さらに我々の業界団体である信金中央金庫が2021年７月に立ち上げた、100％出資による「しんきん地域創生ネット
ワーク株式会社」は、信用金庫業界のネットワークを活用し、全国各地の中小事業者の商品・サービスについて、商品開
発から販売に至るまで、事業者のみなさまの様々なお悩みを解決し、大消費地での販売をサポートする新たな事業の取り
扱いを開始いたしました。また、信金中央金庫では、信用金庫取引先事業者のオンラインによるビジネスマッチングサイト
「しんきんコネクト」を立ち上げ、登録した事業者同士で直接情報交換、商談メッセージの送受信が可能となるビジネス
マッチングシステムを構築いたしました。当金庫ではこれら業界をあげて取り組む制度に対し、取引先事業者を積極的に
推奨し、商談機会の増加とタイムリーな支援を図っております。
　ワクチン普及による本格的な経済回復には、まだ少し時間はかかると思われますが、事業者がコロナ後を見据え動き出
している中、本業支援の強化と地域における新たな事業の創出、課題解決に前向きに関与し、お客さまに寄り添いながら
その使命を果たすべく、全力を尽くしてまいる所存です。
　「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・お客さまから最も信頼され、身近でお気
軽にご利用いただける信用金庫を目指しみなさまが誇れる存在となれるよう精一杯努力していくつもりです。
　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3年11月

2
1 令和3年9月期の本業の収益を示す業務純益は5億76百万円、

経常利益は5億68百万円、当期純利益は4億52百万円を計上しました。

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21.12％と国内基準（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3年9月末で3,793億84百万円となりました。

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

（注）店舗外ＣＤコーナーの取扱時間は異なります。
（注）個別取立・期近手形等は別途料金となります。

（令和3年11月1日現在）

～創ります “夢あるあした”～

https://www.miyashin.co.jp

〒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）

理事長 山本 勝則

～「ビジネスコネクトふじのみや」について～

202 1 .9 FUJINOMIYA SHINKIN BANK

　富士宮信用金庫、富士宮市、富士宮商工会議所、芝川商工
会は、富士宮市の産業振興に関する4者連携協定を締結いたし
ました。当金庫は、富士宮市地域内の中小企業等事業者の課題
解決に向けた相談機能の発揮や融資による資金面のサポート役
を担い、4者で連携し、地域社会の持続的な発展と地方創生に向
けて取り組んでいます。

4者連携協定の締結

～静岡県東部４信金共同ＳＤＧｓ宣言～

　当金庫では、令和元年11月に静岡県東部4信金（三島信用
金庫、沼津信用金庫、富士信用金庫、当金庫）で共同SDGs宣
言を公表しております。
　SDGsの取り組みの一環として、お客さまからお預かりする現金
や通帳等の受け皿として使用するカルトンについて「環境配慮型
カルトン」を導入いたしました。
　このカルトンは、植物由来樹脂の「セルロースファイバー（木材
から抽出した木質繊維）」を51％以上含有し、紙製品と同様に可
燃物としての廃棄やリサイクルを可能としプラスチック使用量を大
きく削減した自然環境に優しいものとなっています。また、カルトン
の表面には光触媒コーティングによる抗菌コートを施し、太陽光や
店舗内の蛍光灯の光によりウイルスや細菌等を分解する作用を
持ち、コロナ禍においてお客さまや職員の安全性・衛生面に配慮
したものとなっています。

環境配慮型カルトンの導入について

～新型コロナウイルスの感染拡大に対する取り組み～

　感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の予防や役職
員等の安全性を確保することを目的として、令和3年9月から10月
にかけて新型コロナワクチンの職域接種を実施しました。
　職域接種では、職員の感染予防や感染時の重症化予防のほ
か、行政による集団接種の進行と共に富士宮市・富士市地域全
体の接種率向上や職員と接する機会のあるお客さまや地域のみ
なさまが安心して当金庫へご来店いただける体制整備を目指しま
した。
　接種会場では、富士宮市立病院の医療関係者様や当金庫と
お取引のある開業医様の全面協力をいただき無事に接種を完了
することができました。

新型コロナウイルスワクチンの職域接種実施について

　お引っ越しなどでご住所が変わられた時は、新しい住所が確認で
きる公的書類（運転免許証、マイナンバーカード等）原本および
お取引に使用しているご印鑑、通帳・証書・キャッシュカード等を
ご用意の上、ご来店をお願いします。
　なお、お取引の内容により、別途住民票（個人）、履歴事項
証明書（法人）が必要となる場合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

1. ご住所が変わったとき

　ご結婚などでお名前が変わられた時は、お取引口座すべての「通
帳・証書・キャッシュカード」と現在のお届け印（変更される場合は、
新しいお届け印の両方）新名義・住所・生年月日が確認できる
公的書類（新旧のお名前が記載されている運転免許証・マイナ
ンバーカード、戸籍謄（抄）本など）をご用意の上、ご来店をお
願いします。
　なお、お取引の内容により、別途印鑑証明書が必要となる場
合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

2.お名前が変わったとき

　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への取り組み
の重要性が高まっており、このような取り組みを進めていくうえで、
お客さまの情報やお取引の目的を正確に把握するとともに、定
期的に確認させていただくことで最新の情報に更新していくこと
が求められております。
　当金庫では、預金口座の開設等、特定の取引を行う場合や、
口座開設から一定期間が経過した場合、ご本人様であることの
確認、職業や事業の内容、口座開設目的、実質的支配者に
ついて定期的に確認させていただいております。お手数をおかけ
いたしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　（特定の取引とは）
　①預金口座の開設
　②200万円を超える現金の入出金
　③10万円超の現金による送金
　④その他、金融機関が必要と認められる取引
（本人確認書類とは）
・個人：顔写真付きの公的書類
（運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等）
・法人：全部事項証明書

　（継続的な本人確認等の方法）
　①ご来店時に、本人確認書類等を提示いただき、お客さまの情

報を定期的に確認させていただいております。
　②営業係等が、訪問時に本人確認書類等を提示いただき、お

客さまの情報を定期的に確認させていただいております。
　③はがきによるご案内で、ＷＥＢ完結する方法により、本人確認

書類等をオンライン上で確認し、お客さまの情報を定期的に確
認させていただく場合もあります。

ご不明な点がございましたら、お取引店へお問い合わせください。

5. 継続的な本人確認のお願い

　通帳・印鑑・キャッシュカードなどを紛失した場合や盗難等にあ
われた場合は、すぐに下記へご連絡をお願いします。

3. 紛失・盗難の場合のご連絡

平日

土日祝日

受付先名称 電話番号受付時間帯
8時35分～17時30分
上記以外の時間帯
２４時間

各お取引店
信金監視センター
（名古屋）

－

052-203-8299

当金庫カード利用の場合取扱時間曜　日

　当金庫設置ATMは、店舗内設置と店舗外設置（イオンモー
ル富士宮・富士宮市役所）となります。ご利用時間は下記の
通りです。
　なお、当金庫設置ATMで当金庫発行のカードを利用した入
出金は、終日手数料無料です。

4. 当金庫設置ATMの利用時間

利用時間設置場所
各店舗内設置ATM
イオンモール富士宮
富士宮市役所

終日　８時００分～２０時００分
終日　９時００分～２２時００分
平日　8時3０分～18時００分

■当金庫のATM利用手数料
主な手数料一覧

平 日
土 曜 日
日 曜・祝 日

8：00～20：00
8：00～20：00
8：00～20：00

当金庫本支店宛
同一店内 他店

他金融機関宛金　額利用区分

■振込手数料

窓口扱い

ATM現金扱い

ATM
キャッシュカード扱い
WEBバンキング
（個人）
EBサービス

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

660円
880円
440円
660円
385円
550円
275円
330円
385円
550円

220円
440円
110円
330円
110円
330円
無料
無料
無料
無料

330円
550円
220円
440円
110円
330円
110円
220円
110円
330円

■代金取立手数料
即日入金
できる場合

上記以外の
場合

当金庫本支店
静岡手形交換所内
当金庫本支店
静岡手形交換所内
静岡手形交換所以外

小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形

無料
無料
220円
220円
880円

料　金単　位項　目
■その他の各種手数料

CDカード・ローンカード再発行手数料
通帳・証書再発行手数料
当金庫指定書式による残高証明書
発行手数料

個人情報開示手数料
夜間金庫使用料
貸金庫使用料
ICカード発行手数料

その他の書式による残高証明書発行手数料
（住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書は除く）
取引履歴発行手数料
（預金取引明細票・融資取引明細票・当座勘定照合表）

1枚
1通

1通

1通

10枚毎

1件
月間
年間
1枚

1,100円
1,100円

550円

1,100円

220円

880円
4,400円
13,200円
1,100円

（注）ATM現金扱いの振込は10万円までです。
（注）EBサービスとは、WEBバンキング（法人・個人事業主）及びHBサービス、FBサービス、

WEB－FBサービスです。
（注）目の不自由なお客さま等ATM操作が困難な障害のある方の窓口振込の手数料は

ATMキャッシュカード扱いと同額となります。

みやしんからのお知らせ

左から芝川商工会 篠原会長、富士宮商工会議所 河原崎会頭、
富士宮市 須藤市長、富士宮信用金庫 山本理事長

無料
無料
無料
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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2021.9」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、わが国では新型コロナウイルス感染症の拡大、長期化が、国民生活や経済活動に多大な影響を与えています。
我々の取引先である中小企業においても、これまで「国連携新型コロナウイルス感染症対応貸付」等の融資を利用し、経
営を維持してきた先もありましたが、長引くコロナ禍で資金繰りに悪影響が出てきています。こうした状況下、金融機関の
事業支援のあり方も、これまでの資金繰り支援だけでなく本業支援にも向き合い、当金庫でも各種補助金・給付金の申請
支援やビジネスマッチングの案内、伴走型支援の推進等に取り組んでいます。
　その中でも当金庫と富士宮市、富士宮商工会議所、芝川商工会の4者による産業振興に関する連携協定「ビジネスコ
ネクトふじのみや」は、富士宮市地域内の中小企業等事業者の課題解決に向けた相談と融資による資金面のサポートな
ど、幅広い活動を行っております。
　さらに我々の業界団体である信金中央金庫が2021年７月に立ち上げた、100％出資による「しんきん地域創生ネット
ワーク株式会社」は、信用金庫業界のネットワークを活用し、全国各地の中小事業者の商品・サービスについて、商品開
発から販売に至るまで、事業者のみなさまの様々なお悩みを解決し、大消費地での販売をサポートする新たな事業の取り
扱いを開始いたしました。また、信金中央金庫では、信用金庫取引先事業者のオンラインによるビジネスマッチングサイト
「しんきんコネクト」を立ち上げ、登録した事業者同士で直接情報交換、商談メッセージの送受信が可能となるビジネス
マッチングシステムを構築いたしました。当金庫ではこれら業界をあげて取り組む制度に対し、取引先事業者を積極的に
推奨し、商談機会の増加とタイムリーな支援を図っております。
　ワクチン普及による本格的な経済回復には、まだ少し時間はかかると思われますが、事業者がコロナ後を見据え動き出
している中、本業支援の強化と地域における新たな事業の創出、課題解決に前向きに関与し、お客さまに寄り添いながら
その使命を果たすべく、全力を尽くしてまいる所存です。
　「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・お客さまから最も信頼され、身近でお気
軽にご利用いただける信用金庫を目指しみなさまが誇れる存在となれるよう精一杯努力していくつもりです。
　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3年11月
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1 令和3年9月期の本業の収益を示す業務純益は5億76百万円、

経常利益は5億68百万円、当期純利益は4億52百万円を計上しました。

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21.12％と国内基準（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3年9月末で3,793億84百万円となりました。

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

（注）店舗外ＣＤコーナーの取扱時間は異なります。
（注）個別取立・期近手形等は別途料金となります。

（令和3年11月1日現在）
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から抽出した木質繊維）」を51％以上含有し、紙製品と同様に可
燃物としての廃棄やリサイクルを可能としプラスチック使用量を大
きく削減した自然環境に優しいものとなっています。また、カルトン
の表面には光触媒コーティングによる抗菌コートを施し、太陽光や
店舗内の蛍光灯の光によりウイルスや細菌等を分解する作用を
持ち、コロナ禍においてお客さまや職員の安全性・衛生面に配慮
したものとなっています。

環境配慮型カルトンの導入について

～新型コロナウイルスの感染拡大に対する取り組み～

　感染が拡大している新型コロナウイルス感染症の予防や役職
員等の安全性を確保することを目的として、令和3年9月から10月
にかけて新型コロナワクチンの職域接種を実施しました。
　職域接種では、職員の感染予防や感染時の重症化予防のほ
か、行政による集団接種の進行と共に富士宮市・富士市地域全
体の接種率向上や職員と接する機会のあるお客さまや地域のみ
なさまが安心して当金庫へご来店いただける体制整備を目指しま
した。
　接種会場では、富士宮市立病院の医療関係者様や当金庫と
お取引のある開業医様の全面協力をいただき無事に接種を完了
することができました。

新型コロナウイルスワクチンの職域接種実施について

　お引っ越しなどでご住所が変わられた時は、新しい住所が確認で
きる公的書類（運転免許証、マイナンバーカード等）原本および
お取引に使用しているご印鑑、通帳・証書・キャッシュカード等を
ご用意の上、ご来店をお願いします。
　なお、お取引の内容により、別途住民票（個人）、履歴事項
証明書（法人）が必要となる場合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

1. ご住所が変わったとき

　ご結婚などでお名前が変わられた時は、お取引口座すべての「通
帳・証書・キャッシュカード」と現在のお届け印（変更される場合は、
新しいお届け印の両方）新名義・住所・生年月日が確認できる
公的書類（新旧のお名前が記載されている運転免許証・マイナ
ンバーカード、戸籍謄（抄）本など）をご用意の上、ご来店をお
願いします。
　なお、お取引の内容により、別途印鑑証明書が必要となる場
合がございます。
　詳しくはお取引店へお問い合わせください。

2.お名前が変わったとき

　マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への取り組み
の重要性が高まっており、このような取り組みを進めていくうえで、
お客さまの情報やお取引の目的を正確に把握するとともに、定
期的に確認させていただくことで最新の情報に更新していくこと
が求められております。
　当金庫では、預金口座の開設等、特定の取引を行う場合や、
口座開設から一定期間が経過した場合、ご本人様であることの
確認、職業や事業の内容、口座開設目的、実質的支配者に
ついて定期的に確認させていただいております。お手数をおかけ
いたしますが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　（特定の取引とは）
　①預金口座の開設
　②200万円を超える現金の入出金
　③10万円超の現金による送金
　④その他、金融機関が必要と認められる取引
（本人確認書類とは）
・個人：顔写真付きの公的書類
（運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等）
・法人：全部事項証明書

　（継続的な本人確認等の方法）
　①ご来店時に、本人確認書類等を提示いただき、お客さまの情

報を定期的に確認させていただいております。
　②営業係等が、訪問時に本人確認書類等を提示いただき、お

客さまの情報を定期的に確認させていただいております。
　③はがきによるご案内で、ＷＥＢ完結する方法により、本人確認

書類等をオンライン上で確認し、お客さまの情報を定期的に確
認させていただく場合もあります。

ご不明な点がございましたら、お取引店へお問い合わせください。

5. 継続的な本人確認のお願い

　通帳・印鑑・キャッシュカードなどを紛失した場合や盗難等にあ
われた場合は、すぐに下記へご連絡をお願いします。

3. 紛失・盗難の場合のご連絡

平日

土日祝日

受付先名称 電話番号受付時間帯
8時35分～17時30分
上記以外の時間帯
２４時間

各お取引店
信金監視センター
（名古屋）

－

052-203-8299

当金庫カード利用の場合取扱時間曜　日

　当金庫設置ATMは、店舗内設置と店舗外設置（イオンモー
ル富士宮・富士宮市役所）となります。ご利用時間は下記の
通りです。
　なお、当金庫設置ATMで当金庫発行のカードを利用した入
出金は、終日手数料無料です。

4. 当金庫設置ATMの利用時間

利用時間設置場所
各店舗内設置ATM
イオンモール富士宮
富士宮市役所

終日　８時００分～２０時００分
終日　９時００分～２２時００分
平日　8時3０分～18時００分

■当金庫のATM利用手数料
主な手数料一覧

平 日
土 曜 日
日 曜・祝 日

8：00～20：00
8：00～20：00
8：00～20：00

当金庫本支店宛
同一店内 他店

他金融機関宛金　額利用区分

■振込手数料

窓口扱い

ATM現金扱い

ATM
キャッシュカード扱い
WEBバンキング
（個人）
EBサービス

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

660円
880円
440円
660円
385円
550円
275円
330円
385円
550円

220円
440円
110円
330円
110円
330円
無料
無料
無料
無料

330円
550円
220円
440円
110円
330円
110円
220円
110円
330円

■代金取立手数料
即日入金
できる場合

上記以外の
場合

当金庫本支店
静岡手形交換所内
当金庫本支店
静岡手形交換所内
静岡手形交換所以外

小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形
小切手・手形

無料
無料
220円
220円
880円

料　金単　位項　目
■その他の各種手数料

CDカード・ローンカード再発行手数料
通帳・証書再発行手数料
当金庫指定書式による残高証明書
発行手数料

個人情報開示手数料
夜間金庫使用料
貸金庫使用料
ICカード発行手数料

その他の書式による残高証明書発行手数料
（住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書は除く）
取引履歴発行手数料
（預金取引明細票・融資取引明細票・当座勘定照合表）

1枚
1通

1通

1通

10枚毎

1件
月間
年間
1枚

1,100円
1,100円

550円

1,100円

220円

880円
4,400円
13,200円
1,100円

（注）ATM現金扱いの振込は10万円までです。
（注）EBサービスとは、WEBバンキング（法人・個人事業主）及びHBサービス、FBサービス、

WEB－FBサービスです。
（注）目の不自由なお客さま等ATM操作が困難な障害のある方の窓口振込の手数料は

ATMキャッシュカード扱いと同額となります。

みやしんからのお知らせ

左から芝川商工会 篠原会長、富士宮商工会議所 河原崎会頭、
富士宮市 須藤市長、富士宮信用金庫 山本理事長

無料
無料
無料
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