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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12 億18百万円、当期純利益は5 億43百万円を計上しました。

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21.59％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り、「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285億円増加しました。
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利益の推移（単位:百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度
預 金 337,303 346,561 375,065
貸 出 金 134,344 138,746 158,887

預金・貸出金の推移 （単位：百万円）
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令和2年度の預金残高は3,750億65百万円と前年比
285億4百万円増加しました。

令和2年度の貸出金残高は1,588億87百万円と前年比
201億40百万円増加しました

令和2年度の業務純益は12億18百万円、経常利益は8
億77百万円、当期純利益は5億43百万円となりました。

令和 2 年度の当期純利益は
5 億 43 百万円となりました。

「みやしん」の健全性

業績の状況

地域の中小企業へのご支援について
　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、財務内容等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。

～事業性評価への取り組み状況～
　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、お客さまへ分かりやすくお伝えする
ために「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

平成30年度 令和元年度 令和2年度
事業性評価を実施した先数 296 356 399
	 ※令和3年3月までの累計実績

  事業性評価に基づいたご融資への取り組み

平成30年度 令和元年度 令和2年度
事業性評価に基づく
ご融資の件数 193 326 406

事業性評価に基づく
ご融資の金額 （単位:百万円） 9,464 19,975 32,065

	 ※令和3年3月までの累計実績



お客さまのシニアライフをサポート

　毎月第2土曜日には、「みやしんお客さま相談プラザ」にて社会保
険労務士等による「無料土曜年金相談会」を開催し、「年金に関する
書類の見方がわからない」「私は何歳から年金をもらえるの？」「仕事
を続けても年金をもらえるの？」など、気になっていたけど、今まで聞
けなかった年金に関する疑問や不安に専門家とシニアアドバイザー
課担当スタッフが無料でお答えしています。

　当金庫北支店に併設されている「みやしんお客さま相談プラザ」では、
事業者・個人のみなさまのご相談をお受けしています。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。

【相談受付時間】
平日および第２土曜日・第４土曜日　午前9時～午後5時
（1月1日～ 1月3日、12月31日、第1・第3・第5土曜日、
日曜日、祝日は休業となります。なお、第2・第4土曜日は、
祝日と重なる場合も休まず営業致します。）

  無料土曜年金相談会の開催について  

　シニア世代のセカンドライフ設計のお手伝いをさせていただきま
す。
　『人生100年時代』――人生に占めるセカンドライフの期間は以
前と比較してずいぶん長くなりました。
　豊かで安心できるセカンドライフを送るためのライフプランやお
金に関する相談ごとなど、お客さまの様々なご事情をみやしんシニ
アアドバイザー課の担当スタッフが承り、ていねいに対応させていた
だきます。
■	退職金の受け取り方（一時金・年金）と運用方法の相談
■	年金に関する相談
■	相続の相談
■	将来の財産管理に関する相談
■	病気やケガに備える保険の相談
　みやしんシニアアドバイザー課では、お客さまの将来や希望、いま
不安に思っていることなどをじっくりお伺いし、その解決方法をご提
案します。そして、お客さまの良きパートナーとして充実したセカン
ドライフの実現に向けてお手伝いさせていただきます。

  シニアアドバイザー課の活動について  

「みやしんお客さま相談プラザ」のご案内

（シニアアドバイザー課スタッフ一同）	 令和 3年 7月 1日現在
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〜創ります “ 夢あるあした " 〜

発行/富士宮信用金庫(事務局・企画部)
〒418-8686　富士宮市元城町 31 番 15 号　TEL. 0544(23)3114

主な手数料一覧
当金庫のATM 利用手数料

曜日 取扱時間 当金庫カード利用の場合
平 日 8：00 ～ 20：00 無料
土 曜 日 8：00 ～ 20：00 無料
日曜・祝日 8：00 ～ 20：00 無料

（注）店舗外キャッシュサービスコーナーの取扱時間は異なります。

振込手数料
種類 金額

当金庫本支店宛
他金融機関宛

同一店内 他店
電信扱
文書扱

3万円未満 220円 660円
3万円以上 440円 880円

自動機扱
3万円未満 110円 440円
3万円以上 330円 660円

WEBバンキング
（個人）

3万円未満 無料 110円 330円
3万円以上 無料 220円 440円

そ　の　他
EBサービス

3万円未満 無料 110円 440円
3万円以上 無料 330円 660円

（注）自動機扱とは、ATMからの振込・為替自動振込を対象とします。
	 		その他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）目が不自由なお客さまの窓口振込の手数料はATM手数料と同額になります。
（注）自動機扱での現金振込は10万円までです。

代金取立手数料
即日入金
できる場合

当 金 庫 本 支 店 小切手・手形 無　料
静 岡 手 形 交 換 所 内 小切手・手形 無　料

上記以外の
場合

当 金 庫 本 支 店 小切手・手形 220円
静 岡 手 形 交 換 所 内 小切手・手形 220円
静岡手形交換所以外 小切手・手形 880円

（注）個別取立・期近手形等は別途料金となります。

その他の各種手数料
項目 単位 料金

CDカード・ローンカード再発行手数料 1枚 1,100円
通帳・証書再発行手数料 1通 1,100円
当金庫指定書式による残高証明書
発行手数料 1通 550円

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）

1通 1,100円

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）

10枚毎 220円

個人情報開示手数料 1件 880円
夜間金庫使用料 月間 4,400円
貸金庫使用料 年間 13,200円
ＩＣカード発行手数料 1枚 1,100円

みやしんからのお知らせ

　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（法人等）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
　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、実質的支配者の確認を定
期的にお願いしております。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

　（本人確認等の方法）
　①ご来店時に、本人確認書類のご提示をお願いします。
　	 ・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
　②郵送等による確認をお願いする場合もあります。

　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。

4. 継続的な本人確認のお願い

　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、別途書類等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

　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。

受付時間帯 受付先名称 電話番号

平日
8時35分～ 17時30分 各お取引店 －
上記以外の時間帯 信金監視センター

（名古屋） 052-203-8299
土日祝日 24時間

3. 紛失・盗難の場合のご連絡
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