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皆さまに

当金庫をよりよく知っていただくために、

平成26年度上半期の

ディスクロージャー誌を作成しました。

ぜひご覧いただき、これまで以上に

理解を深めていただけましたら幸いです。
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平成26年度上半期の事業概況（単体）

（平成）

業務純益　　　　経常利益　　　　当期純利益

24年9月期 25年9月期 26年9月期

1,407

865 840 845

1,236 1,190
1,089

1,161 1,133

（単位：百万円）
業務純益･経常利益･当期純利益

（単位：億円）

25年9月末（平成） 26年3月末 26年9月末

預金積金・貸出金・有価証券

預金積金　　　　貸出金　　　　有価証券

8,007 8,124

3,603

4,209

3,720

4,204

7,946

3,501

4,121

貸出金残高
4,204億円
（平成26年9月末）

製造業
（8.6%）
建設業
（7.4%）

卸・小売業
　　（8.6%）

不動産業
（14.7%）

サービス業
（13.3%）

地方
公共団体
（6.8%）

その他
（9.3%）

個人
〔住宅・消費等〕
（30.8%）

貸出金の業種別残高構成比

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
危険債権
要管理債権

特別積立金
保全額

76,524

31,404

78,324

29,95625,887

7,040
33,363

4353555
25,303

6,348
31,852

199

76,524

33,12826,794

7,351
35,343

1,197 999

（単位：百万円）
不良債権額

（平成）25年9月末 26年3月末 26年9月末

預金積金・貸出金・有価証券の状況

収益の状況 不良債権の状況



4

25年9月末 26年3月末 26年9月末

80,807
81,67581,414

23.43% 23.65%24.51%
（単位：百万円）

自己資本額・自己資本比率

（平成）

平成25年度（平成26年3月末）より、新基準であるバーゼルⅢ
国内基準に基づき算出しています。

その他有価証券 （単位：百万円）

種類
平成25年9月末 平成26年3月末 平成26年9月末

貸借対照
表計上額 取得原価 差額 貸借対照

表計上額 取得原価 差額 貸借対照
表計上額 取得原価 差額

株式 4,613 3,298 1,315 4,855 3,449 1,405 4,987 3,373 1,613

債券 295,767 286,412 9,354 307,544 297,928 9,616 321,113 310,368 10,745

その他 1,776 1,409 366 1,943 1,510 432 2,250 1,610 639

合計 302,157 291,121 11,036 314,343 302,888 11,454 328,351 315,352 12,998

満期保有目的の債券 （単位：百万円）

平成25年9月末 平成26年3月末 平成26年9月末

貸借対照表計上額 46,873 44,336 41,105

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 （単位：百万円）

平成25年9月末 平成26年3月末 平成26年9月末

貸借対照表計上額 1,153 1,652 2,639

有価証券の状況

自己資本の状況
自己資本の構成 （単位：百万円）

平成26年9月末

コア資本に係る基礎項目 （1） 82,856

コア資本に係る調整項目 （2） 1,181

自己資本の額  （1）－（2）＝（3） 81,675

リスク・アセット等  （4） 345,311

自己資本比率 （3）/（4） 23.65%

（注）  「コア資本に係る調整項目」において経過措置による不算
入額はありません。
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当金庫は、「地域のホームドクター」として、中小企業の皆さまの事業をお手
伝いしています。

■ お客さまの
■ 新たな資金需要のニーズにお応えするために
中小企業のお客さまのニーズにタイムリーにお応えする商品により、事業の
お手伝いをしています。

不動産担保などに過度に依存しない融資 （9月30日現在）
実行件数 実行金額
357件 5,413百万円

※平成26年度に取扱開始した無担保3商品の合計件数・金額

■ セミナーで支援
■ 事業承継・M&Aセミナー
■  農業の6次産業化を支援する
アグリセミナー

■ 各種補助金申請説明会

■ ビジネスマッチングで販路拡大支援
■  富士山・東北海道広域ビジネスマッチン
グ「食＆農」こだわりの逸品展示会2014
 午前：事業者向け展示商談会　　　
 午後：一般来場者向けの販売会

中小企業の皆さまを支援 

アグリセミナー
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■ 新現役人財の活用
9月に2回目の交流会を開催しまし
た。当交流会は、新現役（企業OB）を
活用して取引先の課題解決を図り、
地域の発展につなげることを目的に
しています。

■ 海外子会社に直接融資
海外進出をめざす地域企業を支援する一環として、取引先の海外子会社に
直接融資するための認可を取得しました。

信用金庫による会員企業の海外子会社への直接貸付等の解禁の概要
海 外日 本

信用金庫

会員*

海外や国内の金融機関

信
用
金
庫
の
地
区

通常の貸付け等

生産工程、販路の一部等

他の金融機関から
会員等の海外子会社
への貸付け等に係る
債務の保証

会員の
海外子会社への
資金の貸付け

* 信用金庫の会員は定款（金融庁が認可）に定められた地区に事業所や住所を持つ中小企業や個人。

会員の海外子会社

貸付け等
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■ 外部団体との業務提携
■  当金庫等東部地区4信金は、県商
工会連合会と県信用保証協会の間
で、小規模事業者の経営改善支援
を強化する覚書に調印しました。
今後、連携して経営改善に取り組ん
でいきます。

■  当金庫と中小企業基盤整備機構関
東本部は業務連携・協力に関する
覚書に調印しました。中小企業が
抱える経営課題の解決やベン
チャー企業の育成を目的にしてい
ます。

■ 医療経営を支援－－第2期を開講
地域医療機関の経営管理のスキル
アップをめざした第2期「さんしん医
療経営ビジネススクール」を開講しま
した。

概 要
講　　師 ：  静岡医療経営研究会（静岡県中小

企業診断士協会）
講義内容 ：  医療マーケティング、財務会計、医

療組織論、医療業務改革等
研修期間 ：  平成26年4月～平成27年1月

小規模事業者に対する経営改善支援への取組みに
関する覚書の調印式

中小企業基盤整備の業務連携・協力の調印式
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地域との連携で支援 

■ 地域プラットフォーム
地域プラットフォームは、中小企業庁が認定した、地域の中小企業支援機
関の連携体です。専門家派遣事業の窓口機能を担うとともに、地域におけ
る中小企業・小規模事業者の経営支援に取り組みます。

支援ポータルサイト「ミラサポ」
中小企業・小規模事業者とその支援を行う支援機関・専門家のための情報
提供サイトです。

地域プラットフォームが行う主な取り組み
●① 専門家派遣
●●② 国などの中小企業支援施策情報の発信
●●③ 創業セミナーや経営革新セミナー等の開催
●●●④ ビジネスマッチングイベントの開催

■ 地域との連携トピックス

【南伊豆町】  「がん検診普及啓発及び受診率向上に
関する協定」締結

【沼津市】市内中学校で職業講話

【熱海市】  「がん検診普及啓発及び受診率向上に関
する協定」締結

【三島市】  みしま経営支援ステーション「M-ステ」に
中小企業診断士を派遣
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あなたの夢を全力でサポート 
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「平日は時間がとれない」「資産や相続、ロー
ン、それに老後のことなど、相談したいことが
いっぱいあるのに…」という皆さまの声に応え
るべく、さんしんサポートセンター夢は「ゆっく
りお話できる」空間をご用意しています。
夕方5時まで、土曜日もご相談いただけます。
皆さまのご都合に合わせて、お気軽にご利用
ください。

月曜日～ 土曜日  9：00～17：00
（12/31～1/3、日曜日、祝日はお休み）
三島市新谷155-1 （三島南支店2階）
☎055-981-0020（代）

■ さんしん
■ 日曜日住宅ローン相談会
お客さまのニーズにお応えして、本支店、ローン
センターを会場に、住宅ローン相談会を開催
しています。

住宅ローン相談

資産運用相談

年金相談

経営相談

税務相談

創業・新事業支援

さんしん
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■ マックスバリュ伊豆高原店に新たにATMオープン
営業時間：午前8時～午後8時
住　　所：伊東市八幡野1184-1
母　　店：伊豆高原支店

■ 店舗外ATMの利用時間を延長
三島駅南口 午前7時～午後9時（日・祝日は午前8時から）

アピタ大仁 午前9時～午後9時

マックスバリュ伊豆長岡 午前7時～午後9時（日・祝日は午前8時から）

イトーヨーカドー三島店 午前9時～午後9時

さんしん職員が「地域のホームドクター」として
積極的に地域に溶け込み、地域の皆さまから
相談された事柄を集積し、その解決に役立て
地域に貢献していくという新しい営業スタイル
を確立しました。
相談にて取得した情報は携帯電話等から担当
部署へ報告され、最後まで管理していく仕組み
です。

情報提供シートで地域貢献
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■ 対話で解決－－
■ すまいるカウンター
「すまいるカウンター」はタッチ端末
（顧客対話型端末）を設置した窓口カ
ウンターです。対話を重視した「フェ
イスtoフェイス」で、お客さまのお手
続きの負担を軽減します。

■ 夏の定期預金「なつとくプラス2014」
（取扱期間：5月26日～8月29日）

■ 第23回ゆとり倶楽部旅行
さんしんで年金をお受け取りの方を対象に、「日本一の
バラ回廊と信州の創作料理を楽しむ『ハイジの村と諏
訪湖周遊の旅』」を実施しました。

■ 子育て世代を応援
子育て世代のお客さまを応援するため、預金や
ローンの優遇金利適用などさまざまな取り組み
を行っています。
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■ フェイスブック
■ 公式ページをオープン
4月から開設し、新商品やセミナーの告知、
地域貢献活動の紹介、観光情報
などを掲載しています。

https://www.facebook.com/mishimashinkin

■ ホームページをリニューアル
地域の写真を掲載し、画面を広くするなど、
見やすく、親しみやすいページを心掛けてい
ます。

■ みゅうくん、「ゆるキャラグランプリ」に出馬
みなさん、
投票ありがとうございました！

ノベルティグッズ(エコバッグ) 店舗の花壇整備 ノベルティグッズ(刺繍入りタオル)

さんしんハートフル株式会社　活動の一部ご紹介

出馬

  これからも応援
よろしくお願いしま～す!!
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三信福祉協会が高校社会福祉活動を
助成

しんきん370万ピカッと作戦 三島夏まつり「みしまサンバパレード」

オール伊豆少年野球学童部大会

伊東温泉花笠踊り 厚生労働省の次世代認定マーク
「くるみん」を取得しました

  



平成26年

11/17
（月）
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長泉町桜堤に、桜サク支店が新規オープン!
個人のお客さまに特化した
お子さまやお年寄りに優しいお店です!
ぜひ、いらしてください!
お待ちしています!!!

開　店：11月17日
住　所：長泉町桜堤1-1-12
電　話：055-988-3934
A T M：午前8時～午後8時
駐車場：10台



本誌は環境に配慮した、再生紙と
植物油インキを使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

三島信用金庫のプロフィール （平成26年9月30日現在）
創 立：明治44年1月21日
本店所在地：三島市芝本町12番3号
本部所在地：駿東郡長泉町下土狩96番地の3
店 舗 数：50店舗
職 員 数：804名
会 員 勘 定：822億円
会 員 数：61,884 名
http://www.mishima-shinkin.co.jp/

三島信用金庫
本誌のお問い合わせ先： 経営企画部 ☎055-973-5721

ご意見・ご要望等 お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-775-501
受付 9：00～17：00〔お客さま相談窓口〕
（土・日・祝日、12月31日～1月3日を除きます）

  

「さんしんギャラリー善〈ZEN〉」では、地域にゆかりのある芸術家の作品を展示し
ています。夏休みには子ども向けのワークショップなどのイベントも行っています。
下田中央支店と熱海支店にはさんしんストリートギャラリーを併設しています。

さんしんギャラリー善 （運営：公益財団法人佐野美術館）
本店4階（G階）／木曜休館（土日祝日：開館しています）／作品展示期間により
開館日・開館時間が異なります。展示情報はこちらから http://www.sanshin-zen.jp/

下田中央支店 熱海支店

イメージキャラクター

〈ZEN〉


