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岡 谷 市

本店 岡谷市郷田二丁目1番8号 ☎（0266）23-4567

川岸支店 岡谷市川岸上一丁目3番1号 ☎（0266）23-3308

長地支店 岡谷市長地源一丁目1番40号 ☎（0266）27-4123

今井支店 岡谷市赤羽二丁目3番1号 ☎（0266）24-0123

田中町支店 岡谷市田中町二丁目7番17号 ☎（0266）24-0121

童画館通支店 岡谷市中央町一丁目3番8号 ☎（0266）22-0811

下 諏 訪 町
下諏訪支店 諏訪郡下諏訪町16番地 ☎（0266）27-5678

湖浜支店 諏訪郡下諏訪町6183番地1 ☎（0266）28-2611

御田町支店 諏訪郡下諏訪町3160番地8 ☎（0266）28-0311

諏 訪 市

上諏訪支店 諏訪市諏訪二丁目2番7号 ☎（0266）52-1680

六斗橋支店 諏訪市豊田273番地 ☎（0266）53-5111

清水町支店 諏訪市清水二丁目1番3号 ☎（0266）53-6633

飯島支店
諏訪市四賀2331番地2

☎（0266）53-6511

住宅ローンセンター ☎（0266）56-1660

湖岸通支店 諏訪市湖岸通り四丁目10番16号 ☎（0266）58-7880

上社前支店 諏訪市中洲188番地 ☎（0266）57-1931

茅 野 市

茅野支店 茅野市塚原二丁目2番4号 ☎（0266）72-4125

茅野本町支店 茅野市本町東14番3号 ☎（0266）72-1611

宮川支店 茅野市宮川4489番地1 ☎（0266）73-3013

北山支店 茅野市北山6708番地1 ☎（0266）77-2021

富 士 見 町
富士見支店 諏訪郡富士見町富士見3585番地3 ☎（0266）62-3131

富士見東支店 諏訪郡富士見町落合10060番地2 ☎（0266）62-7500

原 村 原支店 諏訪郡原村11889番地1 ☎（0266）79-5011

店 舗 一 覧



ごあいさつ
皆様には平素より諏訪信用金庫に対しまして、格別な

ご愛顧を賜り、心より御礼申し上げます。
当金庫の現況について、皆様に深くご理解いただくた

め、平成27年度上半期の業績・活動状況について「諏訪信
用金庫の近況（半期）報告2015.9」を作成いたしました。

本冊子を通じて、当金庫に対する一層のご信頼を賜る
ことができれば幸いに存じます。

当金庫は、今後も地域発展のために努力して参ります
ので、変わらぬご愛顧とご高配を賜りますよう心よりお
願い申し上げます。

創 立 昭和12年3月6日

本 店 岡谷市郷田2丁目1番8号

出 資 金 8億95百万円

預 金 3,529億38百万円

貸 出 金 1,541億12百万円

会 員 数 21,715人

店 舗 数 22店舗

店外ATM 25ヶ所

常勤役職員 271人

諏訪信用金庫について
（平成27年9月末現在）

理事長 今 井  誠会　長

…………………  平成27年度上半期トピックス・社会貢献活動 …………………

 ◆　お　し　ら　せ　◆ 

上諏訪支店  新築建替工事に伴う仮店舗営業

相続・遺言信託　無料相談会のご案内

4月◦新入学児童へ黄色いハンカチ配布（交通安全傷害保険付）
5月◦上諏訪支店建替に伴う仮店舗営業開始

◦第4回技術・経営個別相談会実施　諏訪東京理科大学共催
◦信寿会旅行（京都方面）を6月まで順次実施
◦第17回塩嶺王城パークライン10マイルマラソンへの協賛
◦諏訪湖アダプトプログラムへの参加（10月まで全5回実施）
◦第2回「森林の里親事業」実施
◦諏訪東京理科大学学生を対象とした金融教育講座実施

6月◦商工会議所主催「事業継続計画BCP作成支援セミナー」後援
◦献血活動実施
◦長野県と県内6信用金庫による「地方創生に向けた連携協定」締結

7月◦諏訪地方6市町村と「地方創生に向けた連携協定」締結
◦日本政策金融公庫と「業務連携・協力に関する覚書」締結
◦岡谷商工会議所主催“はじめの一歩”諏訪地域創業スクールinおかや共催
◦ユース、ビジネスクラブ主催「定期総会及び講演会」を開催
◦各地区の夏祭りへの参加（～8月）
◦岡谷商工会議所主催　第1回消費税転嫁対策セミナー共催
◦遺言・相続セミナー開催

8月◦ユース、ビジネスクラブ会員向け「すわしん未来経営塾」開講
（11月まで全4回開催予定）

◦夏休みこども見学会実施
9月◦第9回八ヶ岳縄文の里マラソン大会への協賛

◦第2回しんきんカップ少年サッカー大会開催
◦岡谷商工会議所主催　第2回消費税転嫁対策セミナー共催
◦第56回電話応対コンクール諏訪地区大会にて優秀賞獲得
◦諏訪圏ものづくり推進機構と「業務連携・協力に関する協定」を締結
◦諏訪広域連合と「包括連携に関する協定」を締結

岡谷山火事見舞金
4月1日に岡谷市川

岸地区で発生した大
規模山林火災に対し、
4月3日、岡谷市に見
舞金を贈りました。

森林の里親事業実施
森林の里親事業の第2回作業は5月30日、諏訪市湖

南青木沢で、チェーンソーによる伐倒作業とキノコの 
菌打ちを行いま
した。

北真志野生産
森林組合の指導
で伐採手順など
を学び、山仕事
に携わりました。

地方創生に向けた連携協定締結
当金庫は7月9日、諏訪6市町村と「地方創生に向けた

連携協定」を締結しました。政府が掲げる成長戦略の一
つである「地方創生」において、地域金融機関の果たす
役割が重要となる中で、行政と連携・協力することで、
地域の活性化に貢献していきたいと考えております。第2回しんきんカップ少年サッカー大会の開催

9月15日、茅野市運動公園グラウン
ドで「第2回しんきんカップ少年サッ
カー大会」を開きました。諏訪地方の
将来を担う青少年育成活動の一環と
して開催しております。大会には地元
12チームが出場し、トーナメント戦
を行いました。

当金庫上諏訪支店は老朽化に伴う新築建替工事のため、5月の連休明けから仮店舗で営業しておりま
す。仮店舗は旧店舗から茅野方面へ100m程の場所に位置しており、これまでと変わらずにお客様目線
の金融サービス提供を心掛け
ております。新店舗は、太陽光
発電システムやソーラー外灯
等を採用した環境配慮型店舗
となっており、来年4月のオー
プンを予定しております。

【開催日時】
毎月1回開催 9時から17時まで
※ 開催日の詳細は最寄りの当金庫本支店までお

問い合わせください。

【開催場所】
諏訪信用金庫 各本支店

【予約制】
事前予約が必要となります。

諏訪信用金庫では、㈱朝日信託と相続関連業務に関する業務提携を締結し、お客様の財産管理・相
続・事業継承等の問題を解決できる専門家をご紹介しております。

お客様の抱える財産管理、相続、事業継承などの問題を信託という制度と専門ノウハウを使って解
決いたします。

業務提携先の㈱朝日信託の弁護士、税理士が高品質の個人信託サービスを提供いたします。

㈱朝日信託は、法律・税務・財務の専門集団である朝日中央綜合法律経済事務所グループを母体とし
て設立された信託会社です。
　業務提携先 ：  株式会社 朝日信託
 本店　東京都千代田区霞が関3丁目2番5号　霞が関ビル19階
 TEL 03-3580-3471　http：//www.a-t.jp
※ 当金庫は、お客様のご要望を㈱朝日信託へご紹介させていただく業務を行っておりますが、代理店

としての業務は行っておりません。



【 預金・貸出金の状況 】

【 自己資本比率の状況 】

【 損益の状況 】

【 有価証券の状況 】

預金残高は、地域の皆さまとの信頼強化に努め、大切なご預金を継続してお預けいただき、前期末比94億87百万
円増加（増加率2.76%）の3,529億38百万円となりました。

貸出金残高は、住宅ローンの増加や一部新たな設備投資需要はあったものの、製造業全般における資金需要はまだ
本格化しておらず、前期末比9億14百万円減少（減少率0.58%）の1,541億12百万円となりました。

金融機関の主業務活動による利益を示
す業務純益は前年同期比1億20百万円減
少し、4億54百万円となりました。

また、経常利益は前年同期比1億9百万
円減少し6億65百万円、当期純利益は同
2億85百万円減少し4億45百万円とな
りました。

今後も、お客様のニーズにお応えでき
る業務展開と安定的な収益確保により、

「安心と信頼」のさらなる向上に努めてま
いります。

有価証券残高は、前期末比29億59
百万円増加し、1,483億19百万円となり
ました。

有価証券の運用については、国債、地方
債および格付けの高い債券を中心とした、
安全性重視の運用を心掛けております。

自己資本比率は、金融機関の健全性を
示す指標として用いられ、その水準が高
いほど、経営がより健全であることを示
しています。

当金庫の平成27年9月期における自己
資本比率は22.31%であり金融庁告示に
定められている国内基準4%を大幅に上
回っています。

◦預金残高の推移 ◦預金の人格別構成

◦貸出金の業種別構成◦貸出金残高の推移

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

地域の信頼とニーズにお応えしています。 安定した収益を確保しています。

リスクの少ない債券を中心に運用しています。

高い安全性を保持しています。
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平成27年9月末の金融再生法に基づく
不良債権額は前期末比10億83百万円減
少し、84億55百万円、不良債権比率は
0.66%低下し5.48%となりました。

不良債権84億55百万円の内、64億21
百万円は担保や保証、貸倒引当金でカ
バーされており、保全率は高い水準にあ
ります。

平成27年9月末の純資産は約393億円
を備えており、不良債権が経営に与える影
響は極めて少ないものとなっております。

【 不良債権の状況〈金融再生法の債権区分による開示〉 】
不良債権への備えは万全です。

平成26年3月末 平成27年3月末 平成27年9月末
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地方債 40,939外国証券 6,205

国債 21,863
株式 5,689

その他の証券 1,037

投資信託 16,138

社債 56,445



❶読書
❷不撓不屈、他いろいろ

❸地域金融機関として、地域の負託にお応

えできるよう誠心誠意努めてまいりま

す。

部長 岡本 賢吾

本店営業部
童画館通支店

❶新聞（社説比較）、ジョギング

❷従流志不変
❸新店舗の建設でご不便をおかけしており

ますが、仮店舗で元気に営業中です。

　ぜひ、仮店舗にもご来店ください。

支店長 林 直樹

上諏訪支店
湖岸通支店

❶読書、スポーツ
❷質実剛健
❸地域の皆様に愛される店となるよう職員

一丸となって取り組んでおります。

支店長 石川 忠

今井
支店

❶ゴルフ
❷仕事も遊びも常に全力投球

❸地元に愛される支店を目指し頑張ってい

ます。お気軽にお出掛け下さい。職員全

員心よりお待ちしております。

支店長 竹村 英勝

田中町
支店

❶音楽鑑賞、テニス・バスケットボール観戦

❷艱難汝を玉にす

❸サンリッツロード沿いに店舗を構え来年

30周年を迎えます。これからも皆様のお

役にたてるよう努力して参ります。

支店長 牛越 智彦

飯島支店
上社前支店

❶野球・スキー
❷凡事徹底
❸地元のみな様のお役に立てるように、選ばれる金融機関になるように支店職員全員で頑張っていきます。

支店長 丸茂 健児

下諏訪支店
御田町支店

❶カメラ（野鳥撮影）
❷一期一会
❸店は諏訪大社上社の門前に位置しており

ます。少人数の店舗にて親近感のある店
舗作りに心掛けております。

副支店長 榑沢 進

上社前
支店

❶お酒を飲む事
❷誠心誠意
❸今年12月で、富士見支店開店60周年を

迎えます。今後とも一層のお引き立てを

頂きますようにお願い致します。

副支店長 通﨑 宣史

富士見
支店

❶釣り・登山・山菜採り・御柱木遣りを鳴くこと

❷やる気があるか、やる気が無ければ何もできない

❸初対面のお客様が、絶対忘れない顔にし

てくれた親に感謝。でも4人の子供は私

に似ることがなくてよかった。

支店長 宮坂 明宏

宮川
支店

❶ドライブ
❷初志貫徹
❸きれいな店舗づくりを心掛けております。お気軽にお立ち寄りください。

支店長 小口 進

川岸
支店

❶スポーツ観戦・ボート・セーリング（昔）

❷因果応報
❸地域の皆さまに親しまれ愛される支店に

なれるよう努めております。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。

支店長 山田 明史

六斗橋
支店

❶スポーツ観戦　❷日々感謝
❸お客様が来店したくなる店づくりを目指し、真心を込めてお客様をお迎えし、地域の発展と市域の皆様のお役にたてるサービスが提供できるように、職員一同笑顔を大切に精一杯努力してまいります。

副支店長 金子 利聡

童画館通
支店

❶アニメーターの長男が製作したアニメーションのチェック　❷至誠通天❸住宅ローンセンターは、土日祭日も営業しております。親しみやすく相談しやすいお店を目指しています。　

センター長 宮坂 浩樹

住宅
ローン
センター

❶老後のため趣味を見つけている所です。

❷泰然自若
❸身近で親しみやすい支店を目指していま

す。どんな事でも気軽に相談して下さい。

職員全員が全力でお応えします。

支店長 宮坂 政幸

湖浜
支店

❶ウォーキング
❷義を見て為ざるは勇無きなり❸茅野市が高齢者も女性も誰もが働きやすく暮らしやすい活気あるまちであり続ける為に金融面から貢献したい。

支店長 北原 厚

茅野
支店

❶登山
❷勝負は細部に宿る
❸地域の活性化のために仕事をしたいと思います。公共施設・大型店に近く利便性が良いのでご利用下さい。

支店長 樋口 剛

富士見東支店
富士見支店

❶食べ歩き
❷苦あれば楽あり
❸北山支店は小さな店舗ですが、職員一同笑顔と真心で地域の皆様に選ばれる金融機関を目指しています。

支店長 小坂 聡

北山
支店

❶ゴルフ、スポーツ鑑賞❷Where there’s a will there’s a way❸地域のみなさまに愛され、信頼される店舗を目指してこれからもがんばります。

支店長 宮坂 純一

長地
支店

❶神社めぐらー　❷あれはあれで良かったんだ。これから、きっとうまくいく❸お客様目線での金融サービスを心掛けております。今後ともご愛顧の程、よろしくお願いいたします。

支店長 桑沢 喜仁

清水町
支店

❶登山、 漕艇（今年から始めました）
❷ありがとう
❸職員4名の小さい店舗ですが、地域で一番お役に立てる支店を目指して一丸となって頑張っています。

副支店長 宮坂 昌秀

湖岸通
支店

❶音楽鑑賞・楽器演奏（ギター）❷言葉や文字では人は動かせない❸御田町支店は従来より地元に密着した店舗で、お客様の最も身近にある金融機関となることを目指しています。

副支店長 鮎沢 祐二

御田町
支店

❶スキー・登山
❷自分の実力以上の困難はない

❸お客様に必要とされる金融機関となれる

よう“お客様のためにお客様目線で”仕

事に取り組んでまいります。

支店長 藤森 賢二

茅野本町
支店

❶映画鑑賞、音楽鑑賞（コンサート：福山雅治、浜田省吾）　❷初心終身　❸原村は「地方消滅」と言われる中で人口が増えている村です。子育てがしやすい環境、美しい村に魅せられ移住してくる人がいます。将来、住宅を新築する人は是非とも御検討ください。

支店長 宮坂 宏

原
支店

支店長の
紹介

❶ 趣味・特技
❷ 好きな言葉・座右の銘
❸ メッセージ

岡谷エリア

下諏訪エリア

上諏訪エリア

富士見 エリア 茅野エリア

原エリア

岡谷エリア 上諏訪エリア

茅野エリア富士見 エリア

原エリア下諏訪エリア


