
本店営業部
総　務　課

審　査　課

管　理　課

代理業務課

総務部

財務企画部

常
務
理
事

常
勤
理
事

理事長

理事会

監事会
常勤監事

非常勤監事

監査室 法務室

総代会

常務会

非常勤理事

常勤理事

業務部

審査管理部

営業推進部

業務推進課

事　務　課

中小企業支援課

法人開拓課

有 田 支 店

黒 川 支 店

大 川 支 店

山 代 支 店

南　支　店

西有田支店

東山代支店

■ 事業の組織 （平成28年６月末現在）

当金庫のあゆみ

沿　革

大正14年２月24日	 有限責任伊万里信用組合設立

昭和15年２月28日	 伊万里信用購買利用組合に改組

昭和19年７月１日	 	市街地信用組合法により伊万里
町信用組合に改組

昭和28年３月31日	 	信用金庫法により伊万里信用金
庫に改組

昭和28年４月１日	 漁港支店開設

昭和29年10月11日	 営業地区を伊万里市と変更

昭和34年６月８日	 大川出張所開設

昭和37年４月12日	 山代出張所開設

昭和38年９月30日	 営業地区を西松浦郡一円に拡張

昭和40年４月１日	 有田支店開設

昭和41年５月21日	 	営業地区を長崎県北松浦郡福島
町及び東彼杵郡波佐見町に拡張

昭和45年５月21日	 	営業地区を佐賀県一円及び長崎
県松浦市に拡張

昭和46年７月１日	 山代出張所が支店昇格となる

昭和51年９月13日	 南支店開設

昭和55年11月17日	 西有田支店開設

昭和63年５月20日	 	営業地区を佐世保市のうち三
川内地区を拡張

平成３年５月13日	 東山代支店開設

平成３年８月１日	 大川出張所が支店昇格となる

平成10年11月24日	 新本店開店

平成18年４月１日	 	漁港支店から黒川支店へ支店
名を変更

平成20年12月１日	 黒川支店新築

平成28年７月１日	 	営業地区を佐賀県一円及び長
崎県東彼杵郡波佐見町、佐世
保市、　平戸市、松浦市、北
松浦郡佐々町に拡張
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山代町

東山代町
伊万里町

有田町

松浦町

大川町

南波多町

黒川町

波多津町

黒川支店
〒848-0121	伊万里市黒川町塩屋230番地1
☎(0955)27-1111

（平成28年６月末現在）

■営業地区一覧 （平成28年７月現在）

都道府県名 市 郡 名 町　村　名

佐 賀 県 一 円
長 崎 県 東彼杵郡 波佐見町

佐世保市
平 戸 市
松 浦 市
北松浦郡 佐々町

店舗のご案内

本店営業部
〒848-0047	伊万里市伊万里町甲375番地3
☎(0955)23-3151

大川支店
〒849-5251	伊万里市大川町大川野3370番地1
☎(0955)29-3151

西有田支店
〒849-4153	西松浦郡有田町立部乙2178番地2
☎(0955)46-4711

有田支店
〒844-0018	西松浦郡有田町本町丙1069番地の1
☎(0955)42-3104

山代支店
〒849-4256	伊万里市山代町久原2871番地5
☎(0955)28-3151

東山代支店
〒849-4271	伊万里市東山代町長浜2135番地1
☎(0955)22-2600

南支店
〒848-0041	伊万里市新天町521番地1
☎(0955)23-4161

本店営業部

黒川支店

大川支店

南 支 店

山代支店

東山代支店

西有田支店

有田支店
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●自動支払い
電気・ガス・水道・電話・ＮＨＫなどの
公共料金、税金、社会保険料等のお支払
いを一度の手続きだけで、あとはお客様
に代って行います。

●年金自動受取サービス
一度手続きすれば、年金が毎回ご指定の
預金口座に振込まれます。スーパー定期
１年もの、300万円を限度に0.2％上乗
せ。（29年３月31日までのお取扱い。）
お誕生日プレゼント、年金旅行のご案内
があります。

●給与振込
給与やボーナスがお勤め先から直接口座
に振込まれます。

●しんきん為替
全国の信用金庫・銀行などをオンライン
で結び迅速で確実なご送金、お振込みを
いたします。また、手形・小切手の代金
取立のお取扱をいたします。

●しんきん０
ゼ ロ

ネットサービス
　及びキャッシュサービス
全国の信用金庫の本支店ではATMでの
入出金が以下の時間帯で手数料無料にて
ご利用できます。（サービスの対象とな

らないしんきんATMが一部あります）
入出金：平　日　8:45〜 18:00
出　金：土曜日　9:00〜 14:00
又、全国の提携金融機関の本支店及び郵
便局のATMでカードによる預金の払出
しと残高の照会ができます。

●証券業務
公共債の窓口販売を行っております。ご
購入の国債はお預かりして、元利金はご
預金口座へお振込みいたします。

●保管サービス
（貸 金 庫）預金証書、貴金属などを安

全に管理いたします。
（保護預り）国債などをお預かりして、

元利金は期日に指定口座へ
ご入金いたします。

（夜間金庫）時間外に売上金などをお預
かりし翌営業日に指定口座
へご入金いたします。

●外国通貨の両替及び外国送金
海外へビジネスや旅行のお出かけの際
は、米ドル等の外国通貨をご用意いたし、
お持ち帰りの外国通貨を円に両替いたし
ます。又、海外への送金もできます。

●Ｑネットサービス
貴社の集金業務を合理化するために､ 貴
社に代わって集金先の取引金融機関か
ら、口座振替により代金を集金するサー
ビスです｡ Ｑネットは、福岡県、佐賀県、
長崎県に本店を置く､ 銀行・信用金庫・
労働金庫・農業協同組合で構築した地域
共同ネットワーク(九州金融ネットワー
ク)の愛称です。

●アンサーサービス
お取引口座へ振込入金の内容をお知らせ
したり、残高照会などのお問い合わせに
お答えします。パソコンや多機能電話を
使用して振込を行うことができます。

●しんきんテレホンバンキング
電話で残高照会・振込・振込照会・入出
金明細照会ができます。

●インターネットバンキングサービス
職場やご自宅のパソコンから簡単に預金
の残高や入金・出金の明細を確認するこ
とができたり振込み・振替がご利用いた
だける大変便利なサービスです。

■ 内国為替 １件あたり料金

■ ATM設置状況 カード・通帳の紛失・盗難　緊急連絡先：TEL	0120-23-3187
営業日の８：30から18：00の時間帯は、各お取引の営業店へご連絡ください。

※平成28年7月25日（月）より本店営業部ATMご利用時間を変更します。

店　　舗　　名 種　　類
稼　　働　　時　　間

所　　　在　　　地
平　日

土曜日及び
その祝日

日曜日及び祝日
(土曜日の祝日を除く)

本 店 営 業 部 ATM ※8:00〜21:00 8:00 〜 21:00 8:00 〜 21:00 伊万里市伊万里町甲375番地３
有 田 支 店 ATM 8:45 〜 18:00 9:00 〜 18:00 9:00 〜 18:00 西松浦郡有田町本町丙1069番地の１
黒 川 支 店 ATM 8:45 〜 18:00 9:00 〜 18:00 9:00 〜 18:00 伊万里市黒川町塩屋230番地１
大 川 支 店 ATM 8:45 〜 18:00 伊万里市大川町大川野3370番地１
山 代 支 店 ATM 8:45 〜 18:00 伊万里市山代町久原2871番地５
南 支 店 ATM 8:45 〜 18:00 9:00 〜 17:00 9:00 〜 17:00 伊万里市新天町521番地１
西 有 田 支 店 ATM 8:45 〜 18:00 9:00 〜 18:00 9:00 〜 18:00 西松浦郡有田町立部乙2178番地２
東 山 代 支 店 ATM 8:45 〜 18:00 伊万里市東山代町長浜2135番地１
伊万里市役所出張所 ATM店外 8:45〜 18:00 9:00 〜 17:00 伊万里市立花町1355番地１
まつばや脇田店出張所 ATM店外 8:45〜 19:00 9:00 〜 17:00 伊万里市脇田町川久保171番地１

(平成28年７月現在)

各種サービス

(平成28年４月末日現在)　手数料は消費税込みの金額です。各種手数料一覧

区　　分 金額区分 自店あて 当金庫本支店あて 県内他金庫あて 他行あて

窓口扱い
振　　込

電信扱
５万円未満 108円 216円 216円 540円

５万円以上 324円 432円 432円
756円

会員様540円

文書扱
５万円未満 432円 432円
５万円以上 648円 648円

お家賃払込通帳
に よ る 振 込

５万円未満 108円 108円
５万円以上 324円 324円

インターネット
バ ン キ ン グ
サ ー ビ ス

５万円未満 0円 108円 108円 432円

５万円以上 0円 324円 324円
648円

会員様432円
ホ ー ム
バ ン キ ン グ
サ ー ビ ス

５万円未満 0円 108円 108円 432円

５万円以上 0円 324円 324円
648円

会員様432円

A T M 振 込
サ ー ビ ス

５万円未満 0円 108円 108円 432円

５万円以上
現金216円

324円 324円
648円

キャッシュカード0円 会員様432円

区　　分 金額区分 自店あて 当金庫本支店あて 県内他金庫あて 他行あて
テ レ ホ ン
バ ン キ ン グ
サ ー ビ ス

５万円未満 0円 108円 108円 432円

５万円以上 0円 324円 324円
648円

会員様432円

自 動 振 込
（ 登 録 方 式 ）

５万円未満 0円 108円 108円 432円

５万円以上 0円 324円 324円
648円

会員様432円

※代金取立１通につき
通　常　分 432円 432円 648円 648円
期日間近分 1,080円 1,080円

送金(送金小切手１件につき) 648円 648円
送金振込の組戻料 １件につき 648円
取立手形組戻料 １通につき 648円
取立手形店頭提示料(自店以外の窓口に店頭提示を行う場合) １通につき 1,080円
不渡手形返却料 １通につき 648円

※代金取立について、当日自店にて窓口入金できるものについては無料とします。
※代金取立について、速達扱い等の場合期日間近分とします。
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■ 預金関係・その他

■ 融資関連手数料一覧

■ 訪問時両替手数料
ご希望金種の合計枚数 手数料（消費税込み）

１枚〜10枚 無　料
11枚〜 200枚 500円
201枚〜 500枚 800円

501枚〜 1,000枚 1,500円
1,001枚〜 2,000枚 2,500円
2,001枚〜 3,000枚 4,000円

項　　　　　　　　　　目 署名鑑有 署名鑑無

手
形
小
切
手

当 座 小 切 手 帳 1冊あたり(50枚綴) 864円 648円

約 束 手 形 帳 1冊あたり(50枚綴) 1,080円 864円

為 替 手 形 帳 25枚 432円

専 用（ マ ル 専 ）
約 束 手 形

口座開設手数料(割賦販売通知書1件につき) 3,240円
手形用紙 １枚につき 540円

そ
の
他

残高証明発行手数料 １通につき 324円

再 発 行 手 数 料
紛失･汚損などお客様側の原
因による再発行(1件につき）

預金通帳･証書 540円

キャッシュカード・ローンカード 1,080円

貸
金
庫

貸 金 庫 利 用 料
小型（年額） 6,480円
中型（年額） 10,800円
大型（年額） 12,960円

夜　　間　　金　　庫 バック貸与手数料　1個につき 2,160円

でんさいネットサービス利用手数料
初期設定手数料（当初１回のみ発生） 10,800円

月額利用料（月額定額）※

※IB基本手数料込み

債権者としての利用および
債務者としての利用の場合

毎月
5,400円

債権者としての利用の場合
（でんさいの振込を受取るのみ）

毎月
3,240円

他書面による開示等の場合、郵送等の実費とする

そ
の
他

残 高 証 明 書 （オペレーション回数×324円） 324円

再 発 行 手 数 料

キャッシュカード、ローンカード
紛失・汚損などお客様側の原因によ
る再発行（１件につき）

1,080円

預金通帳・証書 １件につき 540円

ICキャッシュカード生体登録料 3,240円

項　　　　　　　　　　目 金　額

割引手形
取立料

佐賀交換地区（１通） 648円
自店・僚店（１通） 432円
他所（１通） 648円

信用調査料 1,080円

手形貸付 用紙代
新規実行手数料 1,080円
手形書換手数料（期限内） 540円
手形書換手数料（条件変更） 5,400円

証書貸付
新規実行手数料 2,160円
消費者ローン実行手数料 2,160円
条件変更手数料 5,400円

住　宅
ローン

新規実行手数料 43,200円
一部繰上返済・全額繰上完済（100万円以上） 5,400円
つなぎ資金（手形貸付） 10,800円

カード
ローン

カードローン実行手数料 0	
極度額変更手数料 1,080円
事業者カードローン更新手数料 1,080円

金銭保証書発行・変更手数料 2,160円
証明書発行手数料
（住宅所得控除証明書・支払利息証明書・残高証明書等）

324円

融資・預金取引履歴発行手数料（１通）
（返済予定表・融資取引明細等）

108円

融資証明発行手数料 5,400円
株式・出資保管証明書発行手数料
　基本料金5,000円＋（保管金×1,000分の１）＋消費税
不動産担保設定（住宅ローン以外） 21,600円
抵当権変更に伴う登記（抹消以外）
（極度額の変更・追加設定・債務者の変更・順位変更等）

21,600円

融資関連調査費 実費

期限前弁済手数料（借入期間5年以上の特約書徴求先）
　期限前弁済手数料＝期限前弁済金額×弁済時の約定金利＋消費税

■ 両替機利用手数料
両替後の合計枚数 手数料（消費税込み）

１枚〜49枚 無　料
50枚〜 499枚 100円
500枚〜 999枚 200円
1,000枚以上 300円

■ 窓口両替手数料
ご希望金種の合計枚数 手数料（消費税込み）

１枚〜49枚 無　料
50枚〜 200枚 216円
201枚〜 400枚 432円
401枚〜 600枚 648円
601枚〜 800枚 864円

801枚以上 1,080円

8



しんきん
個人ローン ※

レジャー、結婚、教育などに(事業資金以外の健全な資金)気
軽にご利用できます。
　【ご融資額】　１万円以上500万円以内
　【期　　間】　10年以内

しんきん
福祉ローン ※

高齢者、障害者のための設備、器具、介助者等を必要とされ
る場合ご利用できます。
　【ご融資額】　１万円以上500万円以内
　【期　　間】　10年以内

しんきん
カーライフプラン ※

新・中古車の購入、免許取得など車に関するローンです。
　【ご融資額】　１万円以上1000万円以内
　【期　　間】　10年以内

　（ボーナス併用可、据置期間最長６ヵ月）

新マイカーローン 新・中古車の購入、他行マイカーローンの借替資金、免許取
得等に関するローンです。

ライフサポート
プラン

資金使途は原則自由とし、サラリーマン個人の住宅、教育資金、
結婚資金等を長期にゆとりを持って利用いただき、くらしの
お手伝いをするローンです。
　【ご融資額】　1,000万円以内
　【期　　間】　15年以内

しんきん教育プラン
「春一番」 ※

お子様の入学金や授業料など学校に納める学費のほか、制服、
教科書のご購入などにもご利用いただけます。
　【ご融資額】　１万円以上500万円以内
　【期　　間】　10年以内

住宅ローン
（しんきん保証）

住宅の新築・購入・増改築、マンションの購入にもご利用い
ただけます。
　【ご融資額】　8,000万円以内
　【期　　間】　35年以内

住宅ローン
（全国保証）

　【ご融資額】　10万円以上6,000万円以内（１万円単位）
　【期　　間】　35年

３大疾病保証特約
付住宅ローン

万一、「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」の３大疾病により所
定のお支払い事由に該当された場合、住宅ローン残高全額が
３大疾病保険金として支払われます。

しんきん
「エコ住宅」
リフォームローン

太陽光発電・オール電化・ガス省エネのエコ住宅リフォーム
にご利用いただけます。
　【ご融資額】１万円以上500万円以内
　【期　　間】15年以内

リフォームプラン
（しんきん保証） ※

住宅の増改築等リフォームにご利用できます。
　【ご融資額】１万円以上1,000万円以内
　【期　　間】15年以内

無担保住宅ローン
自宅の購入、リフォーム、住宅ローンの借換等に利用いただけます。
　【ご融資額】1,500万円以下
　【期　　間】３ヵ月以上20年以内

農業者向け

農機具購入ローン
農業用機械購入資金としてご利用いただけます。
　【ご融資額】　10万円以上300万円以下
　【期　　間】　７年以内

農業者向けローン
農業事業者の運転資金・設備資金としてご利用いただけます。
　【ご融資額】　50万円以上300万円以下
　【期　　間】　６ヵ月以上５年以内

事業者向け

新当座貸越ローン
契約貸越限度額内で事業性資金にご利用できます。
　【ご契約額】5,000万円以内
　【更新期間】２年
　途上審査の対象となります。

事業者カードローン

事業に必要な設備資金、運転資金をスピーディーにご用立てします。
当座貸越型で極度額まではいつでも自由にご利用いただけます。信
用保証協会の保証をお願いしております。
　【ご融資額】　2,000万円以内
　【更新期間】　２年

福祉ローン
従業員福祉関連の設備資金をご用立てします。
　【ご融資額】　100万円以上3,000万円以内
　【期　　間】　10年以内

いしん創業支援
ローン

当金庫営業エリアにおいて新たな事業を６ヶ月以内に開業さ
れるか、又は開業されてから３年以内の法人、個人の運転資
金または設備資金として、ご利用いただけます。
　【ご融資額】　300万円以内(10万円単位)
　【期　　間】　５年以内

しんきん産業
クラスター
サポートローン

当金庫会員資格を有する法人で、九州経済産業局が実施する
「産業クラスター計画」に関わる①地域新規産業創造技術開発
費補助金または②実用化研究開発事業補助金交付決定先で当
金庫の審査基準に合致する先
　【ご融資額】　１億円以内
　【期　　間】　１年以内　

　		且つ、補助金交付日まで

一般のご融資 (割引手形､ 手形貸付､ 証書貸付、当座貸越)
健全な使途のもの

公的制度融資
各地方団体のもの
　【ご融資額】　各団体基準　　【期　　間】　各制度基準

代理業務
信金中央金庫、住宅金融支援機構（フラット35）や㈱日本政策金融公庫等の資金の貸付
　【ご融資額】　各団体基準　　【期　　間】　各団体基準

預　　金
総合口座

普通預金と定期預金を一冊にセットした便利な通帳です。いざ
という時、定期預金の90％最高300万円まで自由に借り入れ
る事ができます。

当座預金 事業・ご商売の支払に便利な小切手・手形の決済資金のための
預金です。

普通預金 給与・年金の受取、公共料金の自動支払等、くらしのおサイフ
がわりに便利な預金です。

貯蓄預金 普通預金感覚でご利用いただけ、基準残高以上であれば利息は
普通預金より、有利な預金です。

通知預金 まとまったお金の一時預け入れに最適です。

納税準備預金 納税のお支払いに備える預金で、お利息は非課税です。

決済用普通預金 預金保険制度により全額保護される無利息の普通預金です。

期日指定定期預金
１年複利の定期預金です。お預入れ１年経過後は、１ヵ月前の
ご通知でいつでもご自由にお引き出しできます。また、元金の
一部お支払も可能です。

スーパー定期預金 まとまった資金の一定期間の運用に適した預金です。

大口定期預金 大口資金の一定期間の運用に適した預金です。

変動金利定期預金 預入後６ヵ月は預入時の利率ですが、その後は６ヵ月毎のサイ
クルで利率が見直される変動金利の定期預金です。

積立定期預金 目的額に応じて自由に組み合わせが可能な積立型の定期預金です。

定期積金（スーパー
積金）

目標を定めたら、毎月、ムリのない積立てで、必要な資金作
りができます。

財形年金貯蓄 お勤めの方の個人年金プラン。豊かなシルバーライフの準備
にどうぞ。マル財の非課税枠がご利用になれます。

財形住宅貯蓄 住宅取得プランの強力な助っ人です。毎月計画的にお積立て
下さい。マル財の非課税枠がご利用になれます。

一般財形貯蓄 財産づくりを目的として、給与・ボーナスから天引きで積立
てができます。

保　　険
個人年金保険 将来の公的年金では不安をお持ちの方へ、また相続税等税制

面の特典も含め資産の有効活用におすすめします。

終身保険 大切な資産をたしかな未来につなげる保険です。

医療保険 公的医療保険（健康保険）の自己負担分を補完するための保険です。

がん保険 医療保険の支払い対象となる疾病をガン等の特約疾病に絞り、
保険料を低廉にした保険です。

学資保険 積立感覚で無理なく教育資金を準備できる貯蓄型の保険です。

火災保険（しんき
んグットすまいる）

住宅ローンをご利用になるお客様へ大切なマイホームにぴっ
たりの保険です。幅広い補償内容で納得いただける保険料が
おすすめです。

債務返済支援保険(しん
きんグットサポート)

住宅ローンご利用のお客様が病気・けがで働けなくなった期
間の返済を最長25ヵ月バックアップします。

証券業務

投資信託

お客さまのライフスタイルに合った資産運用商品を準備しご
提案いたします。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・投資信託は預金と異なり元本の保証はありません。
・投資した資産の減少を含むリスクは購入者であるお客さま
		の負担になります。
・金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象では
		ありません。

個人向け国債 国債は国が発行する安全性の高い債券です。３年満期（固定）・５年
満期（固定）・10年満期（変動）の３種類を取扱っています。

融資 (ローン)
個人向け

しんきん
カードローン ※

一度の手続きで、いつでも必要な資金をご利用限度額内で、
繰り返し何回でもご利用できます。
　【ご融資極度額】　10万円以上300万円以内
　【更新期間】　２年

各種カードローン
現在ご利用中のローン、クレジットの借換え、おまとめにご
利用できます。
　【ご融資極度額】　50・100・150・300・500万円
　【更新期間】　３年

フリーローン・モア
使いみち自由な資金（事業資金は除く）で気軽に利用できます。
　【ご融資額】10万円以上300万円以内
　【期　　間】６ヵ月以上７年以内

フリーローン・
スーパーモア

使いみち自由な資金（事業資金を除く）で気軽に利用できます。
　【ご融資額】10万円以上500万円以内
　【期　　間】６ヵ月以上15年以内

多目的ローン
「いまリッチ」

健康で文化的な生活を営むため必要な資金としてご利用できます。
　【ご融資額】　10万円以上300万円以内
　【期　　間】　６ヵ月以上７年以内

フリーローン
「スピーディー」

消費者ローンの一本化等で毎月の返済負担軽減に利用できます。
　【ご融資額】10万円以上800万円以下（１万円単位）
　【期　　間】10年以内（ただし、専業主婦は50万円以内）

教育カードローン
「学資応援団」

学生生活で必要とする資金としてご利用できます。
（入学金、授業料などの学費、及び学生生活を維持するのに必要な資金）
　【ご融資極度額】100万円〜 500万円

　（但し、限度額は前年度年収の50％以内とします）

　※	印の商品については、合計限度額が2,000万円となって
おります。

商品のご案内
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■ 事業の概況（90期）
（１）事業概況等
【事業の方針】
　当金庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、地域社会の発展
のため地域金融機関として「地域産業・経済の健全なる発展」「地域住
民の生活文化の向上、豊かな未来創り」「地域に根ざした社会的評価の
向上」「地域から信用・信頼・信任される人材育成」を経営理念に掲げ
取り組んでいます。
　平成27年度は信用金庫業界が新長期経営計画策定要綱としている“し
んきんスクラム強化３ヵ年計画（平成27年４月〜平成30年３月）”を柱
として、地域経済社会における様々な変化を見通し、地方創生に関わり、
お客様満足度が向上する金融サービスを提供するとともに、地域社会の
持続的な発展に貢献することを目指し、経営方針及び基本目標を掲げ事
業の展開をして参りました。

【経営方針】
　課題解決型金融の強化に向けて、果敢に挑戦していく決意を新たにし、
信用金庫の独自性・特性を活かしながら、「まち・ひと・しごとと地方創生」
に関わり、お客様や地域の成長・発展等に資する取組みを推進し、相互
扶助の精神で信用金庫の存在意義を高め、地域社会において必要とされ
る金融機関であり続けることを目指し、「しんきんブランド力」をさら
に発揮する。

【平成27年度基本目標】
１．支援力・営業基盤の強化
　　　独自性・特性を活かした取組みを通じて、主体的に地域内の様々
な課題解決にむけて取組み、金融仲介機能を活かしコンサルティン
グに努め、新たな資金需要の堀り起こしにきめ細かな対応を通じて、
頼れる金融機関としての存在感を高め社会的評価の向上に努める。

２．経営力・内部態勢の強化
　　　会員組織を活かした高密度なネットワークで地域の人、地域の企
業との絆を深め経営の透明性の向上、経営の健全性の確保、内部管
理態勢の整備等を図り、お客様の利便性を維持し、顧客満足度の向
上を高めて安心できる金融機関として、信頼度の確保に努める。

３．組織力・人材力の強化
　　　理念教育に取組み、知識・ノウハウ等を共有化しながら、女子職
員の活躍推進を含め多様化する課題に対し、意欲と情熱を活かすこ
とのできる組織風土に醸成し、地域社会から信用・信頼・信任され
時代を担う「真」の信用金庫人の育成に努める。

４．つなぐ力・総合力の強化
　　　信用金庫の持つ「つなぐ力」を発揮しながら、成長戦略を意識し
て地域の「成長・発展」に地域と共生し、「まち・ひと・しごと」へ
の関わりを重視、地域社会に好循環をもたらす仕組みづくりに、地域
密着型金融の金融機関として業界と協調し総合力の発揮に努める。

【平成27年度数値目標】

預　　　 金 末　残 700億円 平　残 710億円
貸　 出　 金 末　残 475億円 平　残 467億円
当期純利益 125百万円

　
【経済金融事情】
　国内経済は、一昨年の消費税引き上げの影響が一巡した平成27年度に
ついては、前半は日経平均株価２万台突破やインバウンド効果、円安や
原油安等の押上げ効果により、特に大企業を中心に企業収益が過去最高
益を記録するなど堅調な回復をみせました。しかしながら、後半は中国
をはじめとする新興国や原油安の悪影響を受けた産油国の経済成長の減
速や海外での地政学リスクの顕在化などマインドを低下させる要因もあ
り景気が足踏みの状況となりました。
　そのような中、当地区の企業で輸出関連、建設関連は受注増加などで
売上が若干回復しましたが、人手不足、円安などによる原材料価格上昇
などにより収益状況は厳しいものがありました。

【業績】
　平成27年度の業容につきましては、地域密着型の金融機関として、地
域の成長・発展を後押しすることを基本に事業推進を図り、預金積金の
期末残高が711億円（前期比28億円増加、伸長率4.2％増）、貸出金の
期末残高が474億円（前期比９億円増加、伸長率2.0％増）となりました。
　損益状況につきましては、経常収益が1,506百万円（前期比21百万円
減少、1.4％減）、経常費用が1,244百万円（前期比31百万円増加、2.6％
増）となり、経常利益は262百万円（前期比53百万円減少、16.9％減）
税引前当期純利益は262百万円（前期比53百万円増加、16.9％増）、当
期純利益は171百万円（前期比80百万円減少、31.9％減）となりました。
　自己資本比率の状況につきましては、12.31％と国内基準である４％
を大きく上回っております。
　なお、決算に関しましては、会員や顧客の信頼を得るべく有限責任監
査法人トーマツの会計監査を受け、より正確で透明性の高いものとなる
よう努めております。

金　　額 目標達成率 対前年伸長率

預 　 金
末　残 71,134百万円 101.6% 4.2%
平　残 71,940百万円 101.3% 4.0%

貸	 出	 金
末　残 47,474百万円 99.9% 2.0%
平　残 46,246百万円 99.0% 1.9%

当期純利益 171百万円（前期比80百万増加、31.9%増）

【事業の展望及び当金庫が対処すべき課題】
　地方経済は高齢化や人口減少、産業の空洞化といった従来からの構造
的な課題を抱えています。伊万里、有田地区では一部の業種に若干の生
産活動が見られるものの、新たな資金投下には課題を残しています。	こ
のような中、平成27年度は「しんきんスクラム強化３ヵ年計画」のスター
ト年度でもあり、全員営業を目指して取組みました。
　平成28年度は、同計画の中間年度を踏まえ、地域密着型金融の取組み
を一層強化して、起業・創業支援をはじめとした地域経済の活性化や地
元中小企業の持続的な発展に貢献していくことが必要とされています。
これをさらに深化させていくためには、『まち・ひと・しごと創生総合
戦略』に関わり、中小企業・個人・地域が抱えている様々な課題を先頭
に立って解決していく中心的な役割を担うことが重要な課題と認識して
います。それを具現化するために、次の項目を掲げて基本目標としてい
ます。『環境変化に対応する経営管理態勢の構築・競争力の強化』、『「し
んきんブランド」の確立とイメージアップ戦略の積極的展開』、『「信用
金庫人」としての育成と多様な人材が活躍する職場環境づくり』、『つな
ぐ力・総合力の強化』。
　さらに当金庫の「経営理念」「社会的使命・役割」「存在意義」等の特
性を追及し、「課題解決型金融の推進」「地域社会の活性化や環境問題等
の社会的責任」に取組み、新たな資金需要へとつながる情報の仲介・発
信機能の充実を図り、地域密着型金融の一層の推進に取組むこととして
います。

【業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要】
　当金庫は、信用金庫法施行規則第25条第２項の規則に則り、金庫業務
の健全性・適正性を確保するため内部統制システムに関する方針である
内部管理基本方針を定めており、その内容及び運用状況は以下のとおり
であります。

１．理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

　①コンプライアンスの具体的な手引書として「コンプライアンス・マ
ニュアル」を策定しコンプライアンスの統括管理を行う部署として
法務室を設置する。

　②不正行為の早期発見と是正を行うために、ホットライン運営要領を
策定し通報窓口を法務室とする。法務室は庫内法務問題を一元管理
し、事業活動における法令、企業倫理、庫内規則の遵守態勢を確保
する。

　③職員の法令及び庫内規則違反行為については、業務執行部署から独
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立した内部監査部署（以下監査室という。）が法務室と連携を取り
つつ、その内容を調査し、結果を代表理事及び理事会に報告する。

　④理事会は行動規範及びコンプライアンスの徹底を期すため、本部及
び各営業店にコンプライアンス担当者を置く。

　⑤法務室はコンプライアンス基本方針に沿ったマニュアルを作成し、
全役職員に配布するほか、毎年コンプライアンス・プログラムを策
定する。

　⑥本部及び各営業店は毎月コンプライアンス勉強会を実施する。法務
室はコンプライアンス・プログラムに基づき研修会及びコンプライ
アンス検討委員会等を実施する。

　⑦営業店の業績表彰に当たり、コンプライアンス及び諸規定等の違反
に大きな問題が認められた場合は表彰の除外又はランクダウン扱い
とする。

　⑧法務室にコンプライアンスに関する報告や相談ができる内部通報の
仕組を設ける。

　⑨コンプライアンス上重大な違反行為をした職員に対しては、不祥事
件対策委員会で検討を行い、賞罰委員会で審議し就業規則条文によ
り懲罰を行う。

　【体制の運用状況】
　	　各部署及び営業店において１ヵ月120分の頻度でコンプライアンス
勉強会を行っており、法務室がその集計を行い、理事会で状況の報告
を行っている。また、コンプライアンス・プログラムに則り、階層別
にコンプライアンス教育を実施している。さらに、営業店役席者は「暴
追センター責任者講習会」に定期的に参加し更なる法令遵守体制の強
化を図っている。

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　①理事の職務の執行に係る情報については、文書（電磁的記録を含む。）
の整理保管、保存期限及び廃棄ルール等を定めた「文書管理規程」
に基づき、適正な保存及び管理を行う。

　②理事及び監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。
　【体制の運用状況】
　	　重要会議の議事録は総務部、理事長決裁書類は総務部、融資審査会
事案の議事録は審査管理部に備え置きしており理事及び監事が常時閲
覧できる体制としている。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　①適正な統合的リスク管理を実現するため、「リスク管理規程」をリ
スク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれ
のリスクの特性等に応じたリスク管理要領等を策定する。

　②当金庫全体のリスクを一元的に管理する部署を総務部として、リス
クカテゴリー毎の主管部署を定め、リスク管理の実効性及び相互牽
制機能を確保する。また、リスク管理要領に基づき、資産・負債を
総合管理し、運用戦略等の策定・実行に関わる部署を「資産負債総
合管理委員会」とする。

　③総務部は、当金庫におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じ
て随時理事会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事
案については、経営会議及び理事会に速やかに報告する。

　④監査室は、統合的リスク管理態勢の有効性及び適切性について監査
を行い、その結果を経営会議、理事会及び監事に報告するとともに、
必要に応じて被監査部署及び統括・管理部署に改善すべき事項の改
善を指示し、その改善状況を検証する。

　【体制の運用状況】
　	　経営に重大な影響を与える事案は資産負債総合管理委員会、法令遵
守体制等はコンプライアンス検討委員会等で協議され、経営会議及び
理事会に報告している。
　	　監査室は、内部監査実施要領に則り営業店、本部に対し年一回の監
査を行っている。また必要に応じフォロー監査を行い役員に報告する
とともに重要事項については経営会議・理事会へ報告を行っている。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　①理事の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、
理事会を原則月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開
催するものとし、当金庫の経営方針及び業務戦略に関わる重要な事
項については、予め代表理事で構成する経営会議及び理事会におい

て議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。
　②理事会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の業務運営方針を
決定する。各担当役員は、方針に沿って具体的な施策及び効率的な
業務遂行体制を決定するものとし、必要に応じて経営会議で議論を
行う。

　③理事会は経営計画及び業務運営方針に関して定期的に検証すべき項
目を定め、各部門の現状分析、改善策等を担当理事に報告させ、必
要に応じて見直しを行う。

　④理事は、会員及び預金者等のステークホルダー（企業の利害関係者）
の理解を得ることにより、当金庫の事業を効率的に運用するため、
経営情報及び地域貢献活動等の開示を適切に行う。

　【体制の運用状況】
　	　経営会議は概ね月二回、常務会、理事会は毎月一回開催され、迅速
な意思決定を行い、効率的な職務執行を行っている。
　	　ディスクロージャー誌及びミニディスクロージャー誌を発行すると
ともに、地区別総代懇談会を開催し経営情報及び地域貢献活動等の開
示を適切に行っている。

５．監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における
当該職員に関する事項

　①監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助すべき
職員の配置を求めることができる。

　②監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、代表理事
は監事と協議のうえ、当該業務等を十分検証できる者を配置とする
ことができる。

　【体制の運用状況】
　	　理事会規程により監事の求めに応じて監事の職務を補助する職員を
確保できる体制としている。

６．監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び職員に対する
指示の実効性の確保に関する事項

　①監事の職務を補助すべき職員の人事に関する事項については、代表
理事は監事の意見を踏まえ監事の同意を得るものとする。

　②監事の職務を補助すべき職員は、監査業務に関して監事の指揮命令
のみに従い、理事の指揮命令を受けないものとする。

　③当該職員の人事異動及び考課等の人事権に係る事項や職員の懲戒処
分の決定については、監事に同意を求めることとする。

　【体制の運用状況】
　	　理事会規程により監事の職務を補助する職員の人事異動及び考課等
については、監事の意見が尊重される体制としている。

７．理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告
に関する体制

　①理事は、当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び理事の
職務遂行に関して不正行為や法令・定款に違反する行為を認知した
場合は、遅滞なく監事に報告する。

　②理事及び職員は、コンプライアンス報告体制による法令違反の恐れ
があると判断した場合は、速やかに監事に報告する。

　③監事から業務執行の状況の照会や稟議書その他の重要文書の閲覧要
請が有る場合は、当該要請に基づき担当部署が直接報告する。

　④監査室は、実施した内部監査結果を速やかに監事に報告する。
　⑤監事は、理事会、常務会のほか経営会議、コンプライアンス検討委
員会、各リスク管理委員会など経営の業務執行にかかる重要な会議
に出席し、意見・報告等を求めることができる。

　【体制の運用状況】
　	　監事が理事会、常務会等の重要な会議に出席することにより理事及
び職員からの必要な情報を得ている。

８．監事への報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱を
受けないことを確保するための体制

　①内部通報ホットライン等を利用して、監事へ報告を行った者が報告
を行ったことを理由として不利な取扱（人事異動や考課等の人事権
に係る事項のほか、嫌がらせの言動などの報復措置等の一切を含む）
を行うことを禁止する。

　②監事への報告については、匿名で行うことを認めるとともに、その
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報告を行った者の個人情報及びその報告内容を開示してはならない。
　③報告を行った者に対して不利な取扱を行った者がいた場合には就業
規則等に則り厳格な処分をする。

　【体制の運用状況】
　	　公益通報者保護管理規程により監事への報告をした者が不利な取扱
を受けない体制としている。

９．監事の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その
他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

　①監事が監査費用の前払いや償還に係る請求をしたときは、請求に係
る費用又は債務がその職務の執行に必要でないと認められる場合を
除き速やかに費用又は債務を処理する。

　②不祥事件発生時等において、監事が外部の専門家を利用することを
請求した場合、職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、
その費用を負担する。

　【体制の運用状況】
　	　監事の職務の執行に必要な費用を負担し速やかに処理している。

10．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　①監事は、職務を適切に遂行するため、理事、会計監査人、監査室、
コンプライアンス統括部署の管理者との緊密な連携を図り、定期的
な情報交換を行う等、適正な監査の実施に努める。

　②代表理事は、監事から実効的な監査を実施する体制確保等について
要請があれば誠実に協議を行う。

　③監事が独自に意見形成するために、弁護士、公認会計士その他の専
門家に依頼する体制を確保する。

　【体制の運用状況】
　	　理事、会計監査人、監査室、法務室等との間で、定期的に意見交換
やヒアリングを実施し、情報の共有化を図ることにより監事の実効
性かつ効率的な監査業務の遂行を確保している。

区　　分
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

（第87期） （第88期） （第89期） （第90期）

預金積金 65,725 65,994 68,256 71,134

定期預金 41,735 41,715 43,048 44,125

定期積金 3,692 3,763 4,027 3,848

その他 20,297 20,514 21,181 23,160

貸出金 44,574 45,205 46,562 47,474

会員 35,481 35,473 36,562 37,664

会員外 9,092 9,732 9,999 9,810

有価証券 15,545 15,879 18,322 19,322

国債 1,409 1,476 1,363 1,262

その他 14,136 14,402 16,959 18,059

総資産 71,046 71,342 74,144 76,991

内国為替取扱高 115,751 121,991 131,347 145,395

経常利益 千円 千円 千円 千円

（又は経常損失） 147,281 287,078 316,293 262,687

当期純利益
（又は当期純損失） 95,252 216,700 251,265 171,064

百万円 百万円 百万円 百万円

事業成績の推移
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■ 最近５年間の主要な経営指標の推移

■ 業務粗利益

単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

経常収益 千円 1,463,774 1,454,102 1,648,126 1,528,736 1,506,775
経常利益（又は経常損失（△）） 千円 148,595 147,343 287,078 316,293 262,687
当期純利益（又は当期純損失（△）） 千円 66,118 95,252 216,700 251,265 171,064
出資総額 百万円 184 186 189 191 193
出資総口数 千口 368 373 379 382 387
純資産額 百万円 4,037 4,492 4,650 5,248 5,227
総資産額 百万円 68,391 71,046 71,342 74,144 76,991
預金積金残高 百万円 63,450 65,725 65,994 68,256 71,134
貸出金残高 百万円 43,582 44,574 45,205 46,562 47,474
有価証券残高 百万円 13,511 15,545 15,879 18,322 19,322
単体自己資本比率 ％ 13.03 12.52 12.89 12.60 12.31
出資に対する配当金（出資1口当たり） 円 20 20 25 20 20
役員数 人 11 10 12 11 11
　　うち常勤役員数 人 5 5 6 6 6
職員数 人 84 90 88 90 87
会員数 人 5,778 5,827 5,898 5,959 6,010

平成26年度 平成27年度

資金運用収支 1,269,135 1,316,940
資金運用収益 1,316,117 1,368,927
資金調達費用 46,981 51,987

役務取引等収支 △ 11,922 △ 7,028
役務取引等収益 123,003 128,277
役務取引等費用 134,926 135,306

その他の業務収支 30,818 6,351
その他業務収益 30,818 6,843
その他業務費用 0 492

業務粗利益 1,288,031 1,316,263
業務粗利益率 1.79 1.75

（単位：千円、％）

■ 業務純益
平成26年度 平成27年度

業務純益 292,401 304,365

（注）	業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
	 	業務純益とは、一般企業でいう営業利益にあたるもので、金融機関が預金業務・貸出金業務・為替業務など日常の営業活動から生み出される利益で、金融機関

の収益力を示す重要な指標となっています。
	 また、業務純益は、有価証券の含み益と同様に、不良債権等の償却能力を判断する基準ともなります。

（単位：千円）

（注）	１．「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用（平成26年度232千円、平成27年度104千円）を控除して表示しております。
	 ２．業務粗利益率＝業務粗利益／資金運用勘定平均残高×100
	 ３．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。
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