
お問い合わせ

▶ご意見･ご要望等

0120-001-772
（有料:054-247-6595）

▶商品・サービスに関するもの

0120-223-717
（有料:054-247-6631）

▶住宅資金・個人ローンに関するもの

0120-801-550
（有料:054-247-1160）

受付時間　平日 9:00～17：00
　　　　　　 ［土・日･祝日及び１２月31日～１月３日を除く］

▶インターネットバンキングに関するもの

0120-100-257
（有料:054-247-1438）

▶しずしんインターネット支店

0120-4240-55
（有料:054-247-1192）
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平成30年４月１日から平成31年３月31日まで
第89期 

業務報告書
ミニディスクロージャー誌

し ず し ん  ゴーゴー

しずおか焼津信用金庫 合併コールセンター

合併に関するお問い合わせ

0120-907-993
受付時間：平日9：00～17：00 休業日は除きます

合併に関して、当金庫職員がお客様宅を訪問し、通帳やキャッシュカードをお預かりし
たり、暗証番号をお尋ねしたりすることはございません。当金庫職員をかたる詐欺に
は十分にご注意ください。

基本方針

地域の未来に貢献する
お客様の暮らしを支える
職員の幸せを追求する

行動指針

誠意を尽くし、
挑戦を続け、

地域社会と共栄する

スローガン

地域の未来によりそう
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 3 籠上支店新築移転オープン
　平成３０年７月、籠上支
店を移転リニューアル
オープンしました。店舗の
様子等は１３ページに掲
載しております。

21

地域の皆様へお役に立てるよう、役職員一丸となって
様々な取組みを行いました。

第５回海外視察研修の実施
　平成３０年１０月、地域の中小企業者
の海外展開支援の一環として、東南ア
ジア一の経済規模、人口を有するイン
ドネシア（ジャカルタ）への海外視察研
修を実施しました。現地企業との商談
を行うなど、参加者のインドネシアに
対する見識を高めていただきました。
　

TOPICS（平成30年4月　平成31年3月）▶

● 名称╱静岡信用金庫　● 所在地╱静岡市葵区相生町１－１ ● 設立╱1931年（昭和6年）1月17日
● 出資金╱21億60百万円　● 預積金╱9,364億79百万円　　● 貸出金╱4,641億59百万円
● 会員数╱52,221人　　● 常勤役職員数╱577人　● 店舗数╱42店舗（インターネット支店を含む）
● 営業区域╱静岡市、富士市、富士宮市、沼津市（旧田方郡戸田村を除く）、三島市、焼津市、藤枝市、
　　　　　　 島田市、裾野市、御前崎市（旧小笠郡浜岡町を除く）、牧之原市、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、
　　　　　　 榛原郡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （平成31年3月31日　現在）

当金庫の概況

しずしん投信インターネットサービス 2
　平成３０年６月、個人のお客様の利便性向上を目
的に、インターネットで投資信託の購入や売却を可
能とする「しずしん投信インターネットサービス」を
導入しました。

合併について 1
　しずおか信用金庫は、令和元年７月１６日（火）、「しずおか焼津信用金庫」
として新しく生まれ変わります。
平成２９年９月１日の合併合意の公表以降、合併準備委員会と１０部からな
る作業部会により、システムの安定移行を始め、万全な合併を目指し準備
作業を進めております。
新金庫のガバナンスにおいては、経営方針にＳＤＧｓの考えを取り入れた持
続可能なビジネスモデルを構築するとともに、合併でもたらされた経営資
源（人材・店舗・ノウハウ）を、地域の皆様の利便性向上や更なる発展に、遺
憾なく発揮できる体制整備を図って参ります。
　今後とも、地域の皆様から「愛され」、「必要とされる」金庫であり続けた
いと考えております。
（※合併は、関係当局の認可を前提としております。）

 5
しずしんインターネット支店
預金残高２5０億円を突破

　平成２９年７月に静岡県内「初」のイ
ンターネット支店としてオープンした
「しずしんインターネット支店」におい
て、静岡県内外から多くのお客様にご
利用いただき、平成３1年3月に預金
残高２5０億円を突破しました。

89th shizushin

　会員の皆様におかれましては、益々ご清祥のことと心からお慶び申し上げま
す。当金庫は、本年３月３１日をもって、第８９期事業年度を終了しましたので、こ
こに事業の概況と決算につきましてご報告申し上げます。

■金融経済環境
　平成３０年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続くなか
で、設備投資の改善により個人消費の持ち直しの動きも見られ、景気は緩やかな
がらも回復基調で推移しました。
　しかしながら、米国政権の保護主義的な通商政策に端を発する貿易摩擦によ
り、原材料費の上昇や燃料費の乱高下が見られ、海外における政治経済情勢の
不確実性も加わり、先行き不透明な状況が続いています。また、資産運用環境
は、日銀による金融緩和策の継続により依然厳しい状況のまま推移しました。
　翻って、県内経済に目を向けますと、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種
政策の効果により景気は回復基調にあるものの、労働力の不足等による各種供
給制約が懸念されています。また、当金庫が作成しました景況レポートにおいて
も、人手不足や後継者不在を課題とする企業の割合は高く、人材確保が喫緊の課
題となっています。

■事業概況
　平成３０年度は、当金庫の中期経営計画「夢先（咲）案内人～第２章～　ファー
スト・コール・バンク」の最終年度としまして、お客様が直面する様々な問題に一番
に声をかけて頂くことのみならず、我々からも一番に声をかけることができる金
庫を目指して活動して参りました。
　お客様支援に向けた取組みとしましては、第５期「しずしん創業スクール」を開
講し、商圏調査、事業・収支計画作成、関連業者の紹介等を含めた総合的な創業・
開業支援を行いました。
　お客様の販路開拓支援としましては、「しんきんつなぐチカラ静岡２０１８」を開
催し、静岡県内外の企業と約２，０００件にのぼる商談の橋渡しをすることができま
した。また、「しずしん相談プラザ」では、個人・法人を問わずお客様の多種多様な
ニーズにお応えするため、外部専門機関とも連携を図り、迅速かつ的確な対応に
努めました。特に、近年、Ｍ＆Ａや事業承継に関する相談が増加していることか
ら、お客様と面談する職員一人ひとりのスキルの充実を進め、当金庫が強みとす
るビジネスサポート機能に磨きをかけ、お客様のニーズに合ったきめ細かな相談
支援を行いました。
　店舗関連としましては、平成３０年７月３０日に籠上支店を移転リニューアル
オープンしました。当店は多様化するお客様ニーズに対応するため、相談スペー
スを拡張するとともに、癒しの空間として中庭を設けたほか、災害時には地域の
皆様にご利用頂けるよう「自家発電機直結のコンセント」や「非常用飲料水の貯
水槽」を設置しました。

ごあいさつ

理事長 

　お客様の利便性向上に向けた取組みとしましては、平成３０年６月にインター
ネットで投資信託の購入や売却を可能とする「しずしん投信インターネットサービ
ス」を導入したほか、平成２９年７月にオープンした「しずしんインターネット支店」
は、多くのお客様にご支持を頂き、平成３１年３月末の預金残高は、２５０億円を超
える規模となりました。
　社会貢献活動の取組みとしましては、永続的な文化振興の発展とともに心豊か
な地域社会づくりに寄与することを目的として設立した「一般財団法人しずしん
地域文化振興財団」を中心に、静岡市の部活動応援の一環として、市内吹奏楽部
の中学生を静岡交響楽団のコンサートへ招待するほか、谷津山の再生活動など、
しずおか信用金庫グループとしての社会貢献活動を行いました。

■業績
　平成３１年３月末の預積金残高は、個人のお客様を中心に前期比６１５億３０百
万円増加し、９，３６４億７９百万円と順調に推移しました。また、貸出金残高は、
様々な資金ニーズに対し積極的な資金供給に努めたほか、個人のお客様に対し
て住宅ローンや個人ローンを幅広く展開した結果、前期比３４億１８百万円増加
し、４，６４１億５９百万円となりました。
　収益の状況につきましては、長引くマイナス金利政策や他行庫との競合等によ
り資金運用利回りの低下を受け、貸出金利息及び有価証券利息等が減少したも
のの、物件費等の経費削減に努めた結果、経常利益は１８億７６百万円、当期純利
益は１３億２１百万円といずれも前期と比べ増益となりました。また金融機関の主
な業務活動による収益を表す業務純益につきましては、１９億４８百万円となりま
した。

■課題及び当金庫の事業展望
　近年の人口減少問題、労働人口問題、長引く低金利環境、ＩＣＴの目覚しい発展
により、金融業界を取り巻く環境は大きく変化し、ビジネスモデルの改革が求めら
れています。
　大きく変化する環境を踏まえ、令和元年７月１６日（火）に焼津信用金庫と合併
し、新しく「しずおか焼津信用金庫」として生まれ変わる決断をしました。
　新金庫は、両金庫のよき伝統と強みを継承しつつも、最新の金融テクノロジー
等の導入にも果敢に挑戦し、持続可能なビジネスモデルの構築を図り、地域から
真に必要とされる金庫を目指して参ります。
合併により、お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後とも、格別のご支援を
賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和元年６月

●富士山の稜線が海につながり、円を描く様子は、地域を包み込み、活気づけたいという新金庫
　の想いを込めています。 
●赤い丸は「地域」を、オレンジ色の２つの丸は「お客様」と「職員」を表し、 地域が太陽のように輝
　いて、お客様と職員を照らす様子を表現しています。 
●３色のカラーは、しずおか焼津信用金庫の持つ雰囲気をイメージしており、 「オレンジ色」は
　「親しみやすさ」を、「赤色」は「熱意」を、「青色」は「誠実さ」をそれぞれ示しています。

〈ロゴマークについて〉



平成３1年３月末の預積金残高は、個人のお客様を中心に前期比615
億30百万円増加し、9,364億円79百万円と過去最高残高となりました。

１３．12%（単体ベース）〉〉〉　自己資本比率
【自己資本比率と自己資本額の推移】
（％）

0
28年度

15

50,000

49,000

48,000

（百万円）

51,000

52,000

自己資本額自己資本比率

50,201

13.60%

29年度

51,026

13.29%

30年度

51,969

13.12%
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貸出金は、多様化・高度化するお客様の資金ニーズに積極的にお応えし
た結果、前期比34億18百万円増加し、4,641億59百万円と過去最高残高
となりました。

9,364億円

【業務純益】

18億76百万円
【経常利益】

13億21百万円
【当期純利益】

4.16%（金融再生法ベース）

　収益の状況につきましては、マイナス金
利政策の影響を受けた市場金利の低下等
により、貸出金利息及び有価証券利息等が
減少しましたが、物件費等の経費削減に努
めた結果、経常利益は１８億76百万円、当
期純利益は１3億21百万円といずれも前
期と比べて増加しました。また金融機関の
主な業務活動による収益を表す業務純益
は１9億4８百万円となりました。

4,641億円

（百万円）
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　平成30年度は、中期経営計画「FIRST CALL BANK～夢先（咲）案内人第２章～」の最終年度として、お客様のあらゆる相談において
一番に選んで頂くことができる金融機関を目指して取組みを行いました。

業績ハイライト

〉〉〉預積金残高 〉〉〉貸出金残高

〉〉〉　不良債権比率

〉〉〉　収益の状況

当金庫の自己資本は地域のお客様による出資金、利益剰余金等により構成されてお
り、その額は５１９億６９百万円と高い健全性と安全性を示しています。
なお、自己資本の調達は当金庫が発行主体の普通出資金によりなされており、２１億

６０百万円がコア資本による基礎項目の額に算入されています。
将来に向けましても業務推進を通じ、そこから得られる利益の積み上げを中心に、自

己資本の更なる充実を図っていきます。

自己資本の調達手段と充実度について

金融再生法に基づく開示債権（除く正常債権）は、破産更生債権及びこれらに
準ずる債権が8億83百万円、危険債権が163億42百万円、要管理債権が23億4
百万円であり、全体では195億31百万円と、平成29年度に比べ6億57百万円の
減少となりました。このうち貸倒引当金と担保・保証などにより保全されている
部分が170億5百万円あり、保全率は87.06％となっています。

金融再生法に基づく開示債権の状況

■ 金融再生法に基づく開示債権の状況 （百万円）

29年度
残高 残 高

A
担保・保証額

B
貸倒引当金

C
合 計

D＝B＋C
保全率
D／A

30年度

 1,091

 16,769

 2,327

 20,188

 444,524

 464,713

 883

 16,342

 2,304

 19,531

 449,096

 468,627

 686

 10,315

 311

 11,313

 197

 4,844

 650

 5,692

 883

 15,160

 961

 17,005

100.00%

92.76%

41.70%

87.06%

引当率
C／（A－B）

100.00%

80.38%

32.61%

69.26%

危険債権

要管理債権

（小計）

正常債権

合計

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

正常債権
4,490億96百万円

95.83%

要管理債権
23億4百万円
0.49%

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

8億83百万円
0.18% 危険債権

163億42百万円
 

■ 自己資本の構成

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）ー（ロ）＝（ハ）
リスク・アセット等の額の合計額 （二）
自己資本比率 （ハ）／（ニ）

項　　　　目

（百万円）

29年度 30年度

51,144
117

51,026
383,832
13.29％

52,093
124

51,969
396,071
13.12％

■ 自己資本の充実度 （百万円）

29年度

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

30年度

365,117

18,715

383,832

14,604

748

15,353

377,926

18,145

396,071

15,117

725

15,842

信用リスクアセット・所要自己資本の額 （イ）

  （ロ）

単体所要自己資本額 （イ）＋（ロ）

オペレーショナル・リスク相当額を
8％で除して得た額

28年度 29年度 30年度
0

（百万円）

1,000

1,500

28年度 29年度 30年度

1,237

1,447

　自己資本比率は13.12％と国内基準の４％を大幅に上回っており当金庫
の高い健全性を示しています。

※本資料に掲載している計数は単位未満を切り捨てていますので、合計が内訳数値と一致しない場合があります。

1,321
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19億48百万円
【業務純益】
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貸借対照表 損益計算書

役　員 平成31年３月31日現在

科　目

現金
預け金
コールローン
買入金銭債権
金銭の信託
有価証券
国債
地方債
社債
株式
その他の証券

貸出金
割引手形
手形貸付
証書貸付
当座貸越

外国為替
外国他店預け

その他資産
未決済為替貸
信金中金出資金
未収収益
金融派生商品
その他の資産

有形固定資産
建物
土地
リース資産
建設仮勘定
その他の有形固定資産

無形固定資産
ソフトウェア
その他の無形固定資産

前払年金費用
債務保証見返
貸倒引当金
（うち個別貸倒引当金）
資産の部合計

9,896
266,112

98
4,343

463
237,521

36,262
77,824

110,447
430

12,557
464,159

3,536
26,192

387,143
47,287

83
83

5,072
433

3,575
786

0
276

13,933
3,729
9,016

177
91

918
80
47
33
60

4,236
△6,433
△ 5,042
999,628

預金積金
当座預金
普通預金
貯蓄預金
通知預金
定期預金
定期積金
その他の預金

借用金
借入金

その他負債
未決済為替借
未払費用
給付補塡備金
未払法人税等
前受収益
払戻未済金
金融派生商品
リース債務
資産除去債務
その他の負債

賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金
役員退任慰労引当金
睡眠預金引当金
偶発損失引当金
繰延税金負債
再評価に係る繰延税金負債
債務保証
負債の部合計
出資金
普通出資金

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
特別積立金
当期未処分剰余金

会員勘定合計
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

936,479
29,824

277,899
3,889
1,110

594,386
24,830

4,538
206
206

1,869
572
464

4
292
137

1
0

177
46

172
184

12
23

187
33

264
0

1,060
4,236

944,559
2,160
2,160

47,805
2,160

45,644
42,770

2,874
49,965

2,694
2,409
5,103

55,068
999,628

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで （単位：千円）

理　事　長 田形 和幸
常務理事 奥山 敬二
常務理事 磯部 義明
理　事 南條 正徳
理　事 木村 寿倫
理　事 岩瀬 洋一郎
理　事 岩﨑 浩季

非常勤理事 浅原 良造
非常勤理事 長嶋 誠一郎
監　事 山本 達訓
非常勤監事 小野 森男
非常勤監事 平井 敏晃
非常勤監事 山田 博久
　　　　　　　　　　　　

経常収益
資金運用収益
貸出金利息
預け金利息
コールローン利息
有価証券利息配当金
その他の受入利息

役務取引等収益
受入為替手数料
その他の役務収益

その他業務収益
外国為替売買益
国債等債券売却益
その他の業務収益

その他経常収益
貸倒引当金戻入益
その他の経常収益

経常費用
資金調達費用
預金利息
給付補塡備金繰入額
借用金利息
コールマネー利息

役務取引等費用
支払為替手数料
その他の役務費用

その他業務費用
商品有価証券売買損
国債等債券売却損
国債等債券償還損
その他の業務費用

経費
人件費
物件費
税金

その他経常費用
貸出金償却
株式等売却損
その他の経常費用

経常利益

11,034,338
8,419,532
6,149,722

391,221
4,072

1,773,224
101,291

1,359,769
722,234
637,535

1,011,590
8,220

883,740
119,629
243,445
174,721

68,723
9,157,944

433,969
429,995

3,436
321
215

941,513
252,769
688,743
214,954

0
2,604

209,313
3,036

7,335,512
4,326,542
2,809,907

199,062
231,995

50
14,085

217,860
1,876,393

特別損失
固定資産処分損

税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
繰越金（当期首残高）
当期未処分剰余金

14,187
14,187

1,862,205
343,239
197,915
541,154

1,321,051
1,553,106
2,874,157

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

剰余金処分計算書

当期未処分剰余金
剰余金処分額
利益準備金
普通出資に対する配当金
特別積立金

繰越金（当期末残高）

2,874,157
1,043,200

0
（年2％）43,200

1,000,000
1,830,957

（単位：百万円）平成31年3月31日現在

科　目 金　額 科　目 金　額

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで （単位：千円）
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ＳＤＧｓ「 持 続 可 能な開 発目標
（Sus ta i nab le  Deve lopmen t  
Goals）」ＳＤＧｓとは、2015年９月の国
連サミットで採択された「持続可能な開
発目標」です。「誰も置き去りにしない」と
いう基本理念の元、2030年までに達成
を目指す世界共通の目標として、17の
ゴールと169のターゲットが定められて
います。この目標達成に向けて、政府だ
けでなく、自治体や企業、諸団体、個人一
人ひとりに役割があり、それぞれが協力・
連携することが求められています。
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　本店１階のしずしんギャラ
リーゆめ空間は、静岡にゆ
かりの深い作家による芸術
作品発表の場として開設し
ています。

「しずおか特産品解体新書」とは、当金庫の職員が地場産業を支える
職人さんのものづくりの現場を取材し、地場産品ができるまでの工程
等を、子供に分かりやすく紹介した冊子です。 平成12年より静岡市教
育委員会に毎年寄贈を行っており、延べ贈呈総数は16万6千部になり
ました。この冊子は、静岡市内の小学校で、地域産業の学習教材として
利用されています。
■メセナ アワード2015優秀賞「夢ものづくり賞」受賞
■第10回信用金庫社会貢献賞「地域活性化しんきん運動 優秀賞」受賞

小学生のお仕事体験イベント「こども
１０円商店街」にボランティアとして参加
し、両替業務や店舗運営のお手伝いをし
ました。

静岡市長賞
「富士山ランプとするがわん引き出し」

地域の子どもたちに地場産品への関心を高めてもらうと同時に、子供たち
の感性を活かした地場産業の活性化と、将来の地場産業を担う人づくり支援
活動として「しずおか夢デザインコンテスト」を開催しました。静岡市内の小学
生（3年生～6年生）を対象に、「あったらいいな！こんな地場産品」をテーマに
毎年募集し、第17回目となる今回は、74校より6,245点の応募を頂きました。 
■第７回信用金庫社会貢献賞「特別賞」受賞 　　　　　■第２回キッズデザイン賞受賞　
■２００６グッドデザインしずおか「地域産業賞」受賞　　■第３回ものづくり日本大賞「優秀賞」受賞
■メセナ アワード2015優秀賞「夢ものづくり賞」受賞

〉〉〉      しずおか「夢」デザインコンテストの開催 〉〉〉     しずおか特産品解体新書の発行・寄贈

〉〉〉     しずしんギャラリーゆめ空間

〉〉〉     静岡交響楽団への協賛

　静岡県と協定を締結し、谷津山（静岡市葵区）の自然豊かな環境を未来へ継承するために再生活
動に取組みしています。平成３０年度は延べ１００名の役職員が森林整備活動に参加しました。また
子どもたちへの環境教育の一環として、静岡科学館「る・く・る」サイエンスピクニックにて谷津山で
伐採した竹を使用した貯金箱作りのワークショップも開催いたしました。

〉〉〉     谷津山再生活動の実施 〉〉〉     エコアクション２１

〉〉〉          文化講演会（第28回）の開催

夏休みの子どもたちをはじめ
1,390名のお客様に、上映作品
「怪盗グルーのミニオン大脱走」
を楽しんでいただきました。

〉〉〉             夏休み子供映画会（第28回）
   の開催

次世代を担う若い世代への教育

子供たちの育成と地場産業の活性化

富士市立富士南中学校において、金融
出前授業を行いました。当金庫の職員が
講師となり、金融機関の役割やお金の扱
い方などを講義しました。

〉〉〉      こども１０円商店街
　への協力

〉〉〉      出前授業

特別賞受賞作品は、
地元の職人さんが
制作し、受賞者に
プレゼント
しています!

地域に向けた情報発信

環境への取組み

作品完成!
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　当金庫ではかねてより環境に配慮した
経営を推進しており、平成２１年に静岡県
内の金融機関で初めてエコアクション２
１認証登録事業者の認証を受け、現在で
は全店における認証を取得しています。

　地域文化振興及び次世代
を担う青少年の情操教育を
目的として、昨年に引き続き
平成３０年４月に静岡市教育
委員会に対して、静岡交響
楽団の演奏会招待券を贈呈
しました。この招待券は静岡
市内の吹奏楽部員へ贈られ
ました。

　坂東眞理子氏を講師に迎え、
「強く優しく美しく、そして賢く、
～人生後半期の生き方～」と題
してご講演いただきました。

　しずおか信用金庫は、基本方針に掲げる「地域
社会の発展に貢献する」を実現するために、国連
が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）に取組
み、総合金融サービス業としてのソリューション
を提供し、地域の持続可能な社会の実現と地域
の明るい未来に貢献してまいります。

しずおか信用金庫

ＳＤＧｓ宣言
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 ■ 信用保証協会の特例（経営革新関連保証）の利用
 ■ 経営革新補助金（新商品開発、販路開拓、生産性向上）の申込・利用
 ■ 特許関係料金の減免制度の利用　等

経営革新計画承認後に活用できる制度

融資を利用したい 創業・開業したい

融資の目的に合
わせて、当金庫独
自商品のほか静岡
県や各市町の融資制度をご紹
介いたします。また、低金利、
固定金利、長期返済期間と
いった融資制度ごとの特徴を
踏まえて、お客様のご希望に
沿ったご提案をさせていただ
きます。

静岡県、各市町の融資制度のご紹介

補助金を活用したい

■ ものづくり補助金　■ 小規模事業者持続化補助金
■ 企業立地補助金　等

研究開発や販路開拓、工場建設等の各種補助金の申請
をお手伝いさせていただきます。

各種補助金の申請支援

創業・開業を希望されるお客様に対し、創業に関する知識
習得の為の「しずしん創業スクール」（静岡市・富士市・藤枝
市・焼津市の４市の特定創業支援事業）をはじめ、マーケット
調査を含めた開業場所の確保支援・事業計画の策定支援・関
連業者様とのマッチング・開業後のフォローまで、多数の支援
メニューを揃え、夢の実現に向けたお手伝いをさせていただ
きます。

商圏（マーケット）調査、事業・収支計画策定支援（一般創業）

新たなことにチャレンジしたい

新規事業の実現可能性を高めるために、経営革新計画の策
定支援を行います。また、計画の実行時においても、保証協会
の特別保証枠の利用や補助金申請等をお手伝いさせていた
だきます。

経営革新計画策定支援

事業承継について相談したい

事業承継に際して事業承継計画策定に係る助言を提携し
ている会計事務所や事業承継専門のコンサルティング会社
と連携してお手伝いします。

事業承継計画に係る助言や外部専門家の紹介

M&Aは事業承継手段の一つであるとともに、中小企業に
とって、売上の維持・向上、新分野への進出等における有効な
経営手法となっています。
信金キャピタル株式会社、静岡県事業引継ぎ支援センター、株式会社

日本M&Aセンターを始めとした民間M&A仲介会社等のスペシャリスト
と連携し、中小企業の友好的なM&Aを支援いたします。

M&Aに関する支援

お金に関するご相談 情報に関するご相談

人に関するご相談
後継者に事業を引き継がせたい

しずしん若手経営者塾は、平成20年の発足以来、地域の未来を
創る若手経営者や後継者の育成と、異業種交流を目的に活動して
います。

※サポートメニューをご活用いただく際、有料となる場合があります。
　詳しくは営業担当者、最寄りの営業店にお問い合わせください。

　しずおか信用金庫では、多種多様なお客様の課題に対して、提携の外部機関、専門家の
皆様と協力し、解決に向けて取組んでいます。しずおか信用金庫のサポートメニューを是非
ご活用ください。

しずしん
サポート
メニュー

お金に関する
ご相談

情報に関する
ご相談

人に関する
ご相談

事業を営むお客様へ
あなたのビジネスを私たちがお手伝いします

人材を育成したい

しずおかビジネスクラブは、しずおか信用金庫のお客様に
より構成される会員制の組織です。各種セミナーの開催や、
各地の商談会に参加する等、業種にとらわれない幅広い視野
を持った人材の育成をお手伝いさせていただきます。

しずおかビジネスクラブの活動参加を通じた人材育成 しずしん若手経営者塾を活用した後継者育成

医療機関、介護施設の開業に特化した支援担当を配置して
おり、独自のネットワークによる開業用地選定や関連業者様と
のマッチング、加えて診療圏調査、事業計画の策定支援、開業
後のモニタリング、フォローアップ等総合的なお手伝いをさ
せていただきます。

医療・介護分野に特化した開業支援
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個人のお客様へ

20代 30代 40代 50代 60代

〈結婚式費用〉

平均357.5万円

〈リフォーム費用〉

平均231.0万円

〈教育費用（年額平均）〉

中学校 公立：　47.9万円
 私立：132.7万円
　高校 公立：　45.1万円
 私立：104.0万円 
　大学 国立：151.2万円 
 私立：200.4万円

教　育 リフォーム セカンドライフ住宅取得
就　職
結　婚

結婚情報誌「ゼクシィ』〈リクルートブラ
イダル総研調べ〉
「結婚トレンド調査 2018」より

〈住宅平均購入費用〉　

一戸建て： 4,039万円  
マンション： 4,348万円

独立行政法人住宅金融支援機構
「2017年度 フラット35利用者調査報告」より

国土交通省
「住宅市場動向調査」平成29年度

〈セカンドライフに必要なお金〉

ご夫婦お二人で（月額）
ゆとりある生活：

公的年金収入：

1ヵ月 約35万円※1

約22万円※2

不足分 約13万円

これから年金を
受取られる方へ

予約型

スーパー定期（1年）

店頭表示金利+年0.1％
税引後の上乗金利は 年0.079％

1口座 1,000円以上  
お1人さまにつき、総額100万円以内

お預入金額

すでに年金を
受取られている方へ

受給型

1口座 1,000円以上  
お1人さまにつき、総額100万円以内

お預入金額

スーパー定期（1年）

店頭表示金利+年0.2％
税引後の上乗金利は 年0.159％

1口座 300万円以上
 お1人さまにつき、総額1,000万円以内

お預入金額

スーパー定期（6ヶ月以上3年未満）

店頭表示金利+年0.1％
税引後の上乗金利は 年0.079％

●原則として中途解約できません。中途解約さ
　れた場合は、当金庫所定の中途解約利率が
　適用されます。
●自動継続を停止した場合、満期日以後の利
　息は解約日または書替継続日における普通
　預金利率により計算します。
●左記金利は、平成31年４月１日現在の金利
　であり、金利情勢により今後変更となる場合
　がございます。
●店頭に説明書をご用意しております。詳しくは
　窓口または営業係にお問合せください。

フリーローン
快速！自由設計 住宅ローン 教育カード

ローン 「翼」
リフォーム
プラン

年金わくわく
プラン

※1生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に
　関する調査」より
※2厚生労働省「平成28年版 厚生労働白書」より

〈中学校～高校〉文部科学省「平成28年度 子ど
もの学習費調査」
〈大学〉独立行政法人日本学生支援機構「平成
28年度 学生生活調査結果」より　学費と生活費
の合計

お薦めプラン お薦めプラン お薦めプラン お薦めプラン お薦めプラン

※下記の数字は、概算の金額を示したものです。

　ご結婚、お子様の教育、マイホームの購入等、一人ひとりの選択によりライフイベントはさまざまですが、生涯を通じておおよそ下記のよう
なお金が必要になると考えられます。しずおか信用金庫では、お客様が充実した人生を送ることができるように、計画的な準備やいざという時
に必要な資金の相談に丁寧にお応えします。

（全日制）
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しんきんビジネスマッチング静岡の活用

海外へ事業展開したい 販路の開拓やビジネスパートナーを見つけたい

独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、独立行政法人
国際協力機構中部センター（ＪＩＣＡ中部）、信金中央金庫等の
各支援機関と連携し、海外の貿易投資に係る規制といった情
報のご提供や、貿易実務のアドバイスを通じて、お客様の海外展開をお
手伝いします。また、海外、特にアジア諸国の経済発展や旺盛な需要を
肌で感じて頂くため、お客様向けの海外視察研修を実施し、海外現地企
業との商談会も開催しています。

貿易取引や海外進出に係る情報提供、
外部機関との連携による支援

しずおかビジネスクラブでは、東京や名古屋等で開催され
る商談会への参加を目的に、バスツアーを企画し、広域にわ
たる販路拡大等をお手伝いさせていただきます。

しずおかビジネスクラブ主催の
都市部を中心とした商談会イベントへの参加

経営改善に関する助言や中小企業再生
支援協議会等の外部機関を利用した支援

事業を建て直したい

しずおか信用金庫の専門スタッフ（中小企業診断士等）に
よる経営課題の抽出や、課題への助言、外部機関を利用した
経営改善計画策定のお手伝いをさせていただきます。

しずおか信用金庫のお客様をはじめ、
静岡県内外の事業者様の情報を掲載し
たPRガイドブックを活用し、新たなビジ
ネスパートナーとの出会いをお手伝いさせてい
ただきます。2018年版には、繋ぐ､結ぶ｢ひと・ま
ち・しごと｣をテーマに2,240先の掲載があり、年
間を通じて444件の商談が成立しました。

しんきんフェア静岡の開催
静岡県内外の信用金

庫や行政、外部の支援
機関と協力し、毎年秋
に、ツインメッセ静岡で商談会と、
特産品販売会を開催しています。
平成30年10月に開催された商

談会には298社(団体)が、特産品
販売会には90社(団体)が参加し、
約15,000人の来場がありました。

情報に関するご相談
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 ■ 信用保証協会の特例（経営革新関連保証）の利用
 ■ 経営革新補助金（新商品開発、販路開拓、生産性向上）の申込・利用
 ■ 特許関係料金の減免制度の利用　等

経営革新計画承認後に活用できる制度

融資を利用したい 創業・開業したい

融資の目的に合
わせて、当金庫独
自商品のほか静岡
県や各市町の融資制度をご紹
介いたします。また、低金利、
固定金利、長期返済期間と
いった融資制度ごとの特徴を
踏まえて、お客様のご希望に
沿ったご提案をさせていただ
きます。

静岡県、各市町の融資制度のご紹介

補助金を活用したい

■ ものづくり補助金　■ 小規模事業者持続化補助金
■ 企業立地補助金　等

研究開発や販路開拓、工場建設等の各種補助金の申請
をお手伝いさせていただきます。

各種補助金の申請支援

創業・開業を希望されるお客様に対し、創業に関する知識
習得の為の「しずしん創業スクール」（静岡市・富士市・藤枝
市・焼津市の４市の特定創業支援事業）をはじめ、マーケット
調査を含めた開業場所の確保支援・事業計画の策定支援・関
連業者様とのマッチング・開業後のフォローまで、多数の支援
メニューを揃え、夢の実現に向けたお手伝いをさせていただ
きます。

商圏（マーケット）調査、事業・収支計画策定支援（一般創業）

新たなことにチャレンジしたい

新規事業の実現可能性を高めるために、経営革新計画の策
定支援を行います。また、計画の実行時においても、保証協会
の特別保証枠の利用や補助金申請等をお手伝いさせていた
だきます。

経営革新計画策定支援

事業承継について相談したい

事業承継に際して事業承継計画策定に係る助言を提携し
ている会計事務所や事業承継専門のコンサルティング会社
と連携してお手伝いします。

事業承継計画に係る助言や外部専門家の紹介

M&Aは事業承継手段の一つであるとともに、中小企業に
とって、売上の維持・向上、新分野への進出等における有効な
経営手法となっています。
信金キャピタル株式会社、静岡県事業引継ぎ支援センター、株式会社

日本M&Aセンターを始めとした民間M&A仲介会社等のスペシャリスト
と連携し、中小企業の友好的なM&Aを支援いたします。

M&Aに関する支援

お金に関するご相談 情報に関するご相談

人に関するご相談
後継者に事業を引き継がせたい

しずしん若手経営者塾は、平成20年の発足以来、地域の未来を
創る若手経営者や後継者の育成と、異業種交流を目的に活動して
います。

※サポートメニューをご活用いただく際、有料となる場合があります。
　詳しくは営業担当者、最寄りの営業店にお問い合わせください。

　しずおか信用金庫では、多種多様なお客様の課題に対して、提携の外部機関、専門家の
皆様と協力し、解決に向けて取組んでいます。しずおか信用金庫のサポートメニューを是非
ご活用ください。

しずしん
サポート
メニュー

お金に関する
ご相談

情報に関する
ご相談

人に関する
ご相談

事業を営むお客様へ
あなたのビジネスを私たちがお手伝いします

人材を育成したい

しずおかビジネスクラブは、しずおか信用金庫のお客様に
より構成される会員制の組織です。各種セミナーの開催や、
各地の商談会に参加する等、業種にとらわれない幅広い視野
を持った人材の育成をお手伝いさせていただきます。

しずおかビジネスクラブの活動参加を通じた人材育成 しずしん若手経営者塾を活用した後継者育成

医療機関、介護施設の開業に特化した支援担当を配置して
おり、独自のネットワークによる開業用地選定や関連業者様と
のマッチング、加えて診療圏調査、事業計画の策定支援、開業
後のモニタリング、フォローアップ等総合的なお手伝いをさ
せていただきます。

医療・介護分野に特化した開業支援
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個人のお客様へ

20代 30代 40代 50代 60代

〈結婚式費用〉

平均357.5万円

〈リフォーム費用〉

平均231.0万円

〈教育費用（年額平均）〉

中学校 公立：　47.9万円
 私立：132.7万円
　高校 公立：　45.1万円
 私立：104.0万円 
　大学 国立：151.2万円 
 私立：200.4万円

教　育 リフォーム セカンドライフ住宅取得
就　職
結　婚

結婚情報誌「ゼクシィ』〈リクルートブラ
イダル総研調べ〉
「結婚トレンド調査 2018」より

〈住宅平均購入費用〉　

一戸建て： 4,039万円  
マンション： 4,348万円

独立行政法人住宅金融支援機構
「2017年度 フラット35利用者調査報告」より

国土交通省
「住宅市場動向調査」平成29年度

〈セカンドライフに必要なお金〉

ご夫婦お二人で（月額）
ゆとりある生活：

公的年金収入：

1ヵ月 約35万円※1

約22万円※2

不足分 約13万円

これから年金を
受取られる方へ

予約型

スーパー定期（1年）

店頭表示金利+年0.1％
税引後の上乗金利は 年0.079％

1口座 1,000円以上  
お1人さまにつき、総額100万円以内

お預入金額

すでに年金を
受取られている方へ

受給型

1口座 1,000円以上  
お1人さまにつき、総額100万円以内

お預入金額

スーパー定期（1年）

店頭表示金利+年0.2％
税引後の上乗金利は 年0.159％

1口座 300万円以上
 お1人さまにつき、総額1,000万円以内

お預入金額

スーパー定期（6ヶ月以上3年未満）

店頭表示金利+年0.1％
税引後の上乗金利は 年0.079％

●原則として中途解約できません。中途解約さ
　れた場合は、当金庫所定の中途解約利率が
　適用されます。
●自動継続を停止した場合、満期日以後の利
　息は解約日または書替継続日における普通
　預金利率により計算します。
●左記金利は、平成31年４月１日現在の金利
　であり、金利情勢により今後変更となる場合
　がございます。
●店頭に説明書をご用意しております。詳しくは
　窓口または営業係にお問合せください。

フリーローン
快速！自由設計 住宅ローン 教育カード

ローン 「翼」
リフォーム
プラン

年金わくわく
プラン

※1生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に
　関する調査」より
※2厚生労働省「平成28年版 厚生労働白書」より

〈中学校～高校〉文部科学省「平成28年度 子ど
もの学習費調査」
〈大学〉独立行政法人日本学生支援機構「平成
28年度 学生生活調査結果」より　学費と生活費
の合計

お薦めプラン お薦めプラン お薦めプラン お薦めプラン お薦めプラン

※下記の数字は、概算の金額を示したものです。

　ご結婚、お子様の教育、マイホームの購入等、一人ひとりの選択によりライフイベントはさまざまですが、生涯を通じておおよそ下記のよう
なお金が必要になると考えられます。しずおか信用金庫では、お客様が充実した人生を送ることができるように、計画的な準備やいざという時
に必要な資金の相談に丁寧にお応えします。

（全日制）

1211

しんきんビジネスマッチング静岡の活用

海外へ事業展開したい 販路の開拓やビジネスパートナーを見つけたい

独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）、独立行政法人
国際協力機構中部センター（ＪＩＣＡ中部）、信金中央金庫等の
各支援機関と連携し、海外の貿易投資に係る規制といった情
報のご提供や、貿易実務のアドバイスを通じて、お客様の海外展開をお
手伝いします。また、海外、特にアジア諸国の経済発展や旺盛な需要を
肌で感じて頂くため、お客様向けの海外視察研修を実施し、海外現地企
業との商談会も開催しています。

貿易取引や海外進出に係る情報提供、
外部機関との連携による支援

しずおかビジネスクラブでは、東京や名古屋等で開催され
る商談会への参加を目的に、バスツアーを企画し、広域にわ
たる販路拡大等をお手伝いさせていただきます。

しずおかビジネスクラブ主催の
都市部を中心とした商談会イベントへの参加

経営改善に関する助言や中小企業再生
支援協議会等の外部機関を利用した支援

事業を建て直したい

しずおか信用金庫の専門スタッフ（中小企業診断士等）に
よる経営課題の抽出や、課題への助言、外部機関を利用した
経営改善計画策定のお手伝いをさせていただきます。

しずおか信用金庫のお客様をはじめ、
静岡県内外の事業者様の情報を掲載し
たPRガイドブックを活用し、新たなビジ
ネスパートナーとの出会いをお手伝いさせてい
ただきます。2018年版には、繋ぐ､結ぶ｢ひと・ま
ち・しごと｣をテーマに2,240先の掲載があり、年
間を通じて444件の商談が成立しました。

しんきんフェア静岡の開催
静岡県内外の信用金

庫や行政、外部の支援
機関と協力し、毎年秋
に、ツインメッセ静岡で商談会と、
特産品販売会を開催しています。
平成30年10月に開催された商

談会には298社(団体)が、特産品
販売会には90社(団体)が参加し、
約15,000人の来場がありました。

情報に関するご相談
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当金庫の総代会と総代について
店舗のご案内

1413

※貸金庫を取扱っている店舗
キャッシュコーナーは土曜日・日曜日および祝日も全店でご利用できます。
キャッシュカードのご利用時間は、平日8:00～20:00、土曜日9:00～19:00、
日曜・祝日9:00～17:00となっています。店舗外キャッシュコーナーのご利用
時間につきましては、ご利用場所により異なります。

店舗一覧

【静岡市葵区】

【静岡市駿河区】

【静岡市清水区】

【藤枝市】

【焼津市】

【富士市】

●…土曜日もご利用できます
●…土・日・祝日もご利用できます

店舗外キャッシュコーナー

 葵区役所
 駿河区役所
● 静岡市立病院
● 新静岡セノバ
● サウスポット静岡
● カインズホーム静岡羽鳥店
● エスポット静岡東店
●  スーパー田子重下川原店
● 静岡大学
 三菱電機(株)静岡製作所
● イオン清水店
●  フレスポ静岡
● フードマーケット・マム安倍口店
● 静大前

 藤枝市役所
● 藤枝市立総合病院
● エスポット藤枝店
● 富士屋高洲店

● スーパー田子重登呂田店

● JR名古屋駅セントラルタワーズ
● 中部国際空港セントレア
● 富士山静岡空港

【静岡市】

【藤枝市】

【焼津市】

【その他】

総代会について
信用金庫は会員の皆様方によって構成される最高の議決機関として「総会」が設けられており

ますが、当金庫は定款の定めにより「総会」に代えて「総代会」を設け開催しております。
「総代会」は例年６月に開催しており、決算関係書類の承認や定款の変更、理事・監事の選任な
ど、信用金庫法に基づく事項について、議決または承認をする信用金庫の最高議決機関です。

総代の選出と役割
当金庫の総代は、信用金庫法ならびに定款に定めるところにより、総代選考委員の方々
が、５万２千人余りの会員の中から130名の方を候補者として選出し、会員の皆様方の信任
を得て、選出されています。
総代を選任するにあたりましては、協同組織としての信用金庫の経営を理解され、金庫
の業績発展に協力をしていただける方を基本に、人格、見識に優れ、かつ地域における信
望が厚く、当金庫の総代に相応しい良識をお持ちの方々を選任しております。
総代の任期は３年で、原則個人の資格での就任となっております。また選任された時点
で原則として、満７５歳未満の方を選任させていただいております。

※ 本店営業部
 横内出張所 
 追手町支店
※ 安西支店
 長谷支店
※ 新富支店
 駒形支店
 籠上支店
 竜南支店
※ 麻機出張所
 瀬名支店
 西奈出張所
※ 松富支店
※ 古庄支店
※ 羽鳥支店
 美和出張所
※ 駅南支店 
※ 石田支店 
※ 小鹿支店 
 丸子支店 
 高松支店
 登呂出張所  
 小黒支店 
 長田南支店
 新川支店 
 西脇支店 
※ 東新田支店  
※ 清水支店
 清水駅前出張所 
 興津支店 
 八千代支店 
※ 押切支店  
 御門台支店  
※ 藤枝支店 
 志太支店 
 藤枝水守支店 
 焼津支店 
※ 道原支店 
 西焼津支店 
 吉原支店 
※ 富士支店 

静岡市葵区相生町1‐1  
静岡市葵区太田町33‐1 
静岡市葵区追手町3‐11 
静岡市葵区安西3‐41 
静岡市葵区西草深町36‐1 
静岡市葵区五番町8‐4 
静岡市葵区駒形通2‐6‐2 
静岡市葵区籠上9‐13
静岡市葵区上足洗3‐12‐27
静岡市葵区北1‐10‐6 
静岡市葵区瀬名川2‐32‐5
静岡市葵区瀬名6‐8‐2
静岡市葵区上伝馬19‐52 
静岡市葵区古庄3‐15‐53 
静岡市葵区山崎1‐28‐5
静岡市葵区安倍口新田135‐22
静岡市駿河区南町3‐5 
静岡市駿河区石田1‐1‐46 
静岡市駿河区小鹿2‐1‐17
静岡市駿河区丸子3‐6‐9 
静岡市駿河区敷地1‐15‐19
静岡市駿河区登呂4-3-6 
静岡市駿河区小黒3‐11‐31
静岡市駿河区みずほ3‐1‐3
静岡市駿河区新川2‐8‐14
静岡市駿河区西脇306 
静岡市駿河区東新田3‐4‐1 
静岡市清水区相生町5‐5
静岡市清水区真砂町4‐18  
静岡市清水区興津中町274 
静岡市清水区八千代町10‐24
静岡市清水区押切1448 
静岡市清水区草薙一里山4‐1
藤枝市田沼3‐20‐20 
藤枝市志太4‐1‐5 
藤枝市水守1-19-37 
焼津市東小川2‐11‐22 
焼津市三和1342
焼津市小柳津508‐1 
富士市永田北町6‐18 
富士市横割3‐8‐16 

TEL.054‐247‐1152
TEL.054‐245‐1591
TEL.054‐252‐1151
TEL.054‐252‐2195
TEL.054‐245‐2438
TEL.054‐252‐3195
TEL.054‐254‐2491
TEL.054‐271‐3611
TEL.054‐247‐0212
TEL.054‐247‐2662
TEL.054‐262‐8925
TEL.054‐262‐7511
TEL.054‐273‐2150
TEL.054‐263‐7261
TEL.054‐278‐5661
TEL.054‐296‐6220
TEL.054‐285‐0137
TEL.054‐286‐0181
TEL.054‐286‐0381
TEL.054‐259‐5161
TEL.054‐237‐5911
TEL.054‐283‐9711
TEL.054‐283‐2781
TEL.054‐257‐1225
TEL.054‐282‐3711
TEL.054‐284‐3380
TEL.054‐257‐1500
TEL.054‐352‐1288
TEL.054‐366‐1887
TEL.054‐369‐0174
TEL.054‐352‐4151
TEL.054‐348‐6201
TEL.054‐348‐0001
TEL.054‐635‐0831
TEL.054‐644‐4131
TEL.054‐646‐3900
TEL.054‐627‐8686
TEL.054‐623‐3751
TEL.054‐627‐3891
TEL.0545‐51‐0915
TEL.0545‐63‐1171

会員数・出資金の推移

出資金 会員数

2,160

（百万円）

52,000

51,500

52,500

（人）

2,140

2,150

30年度29年度

2,160

52,244

2,160

52,221

新店舗のご案内しずしん相談プラザのご案内
『しずしん相談プラザ』では、多種多様なお客様の課題に対し解決
に向けた取り組みや支援を行っています。創業や各種補助金、販路
開拓、海外進出など、企業のライフステージに応じた適切な経営サ
ポートの他、相続や年金、法律・税務、各種ローンといった、個人のお
客様からのよろず相談にも対応します。

平成30年7月、籠上支店が生まれ変わりました！
新店舗は太陽光発電装置やＬＥＤ照明を設置するなど、環境に配慮した店
舗となっています。また、災害時に備え「自家発電機直結のコンセント」や、
2,000人分の飲用水を確保できる「非常用飲料水の貯水槽」も設置してい
ます。

専門のスタッフが、皆様の課題解決に向けて
全力でサポートします。

しずおか信用金庫本店１Ｆ
業務サポート部内

営業時間/平日9:00～17:00
（土・日・祝日及び、12月31日～1月3日を除く）
※15：00以降は駐車場側の出入り口をご利用ください。

相談は予約不要です!
※個別専門家への相談は要予約

28年度

2,144

52,452

静岡市葵区相生町1-1　TEL.0120‐4240‐55

しずしんインターネット支店

♦本部
 静岡市葵区相生町1-1 TEL.054-247-1151（代）

♦しずしん相談プラザ
 静岡市葵区相生町1-1 TEL.054-247-1160

♦事務センター
 静岡市葵区相生町1-1 TEL.054-247-6698

店内▶

◀非常用飲料水の貯水槽
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