
33 34

8:00～21:00
10:00～21:00
10:00～20:00

9:00～19:00
10:00～19:30
9:00～21:00
8:00～21:00
9:00～21:00
9:00～20:00

10:00～20:00
9:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00
9:00～20:00

8:00～21:00
9:00～21:00

9:00～20:00
9:00～21:00
9:30～21:00
9:00～21:00

10:00～21:00
9:00～21:00
8:00～21:00
9:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00

9:00～20:00

9:00～21:00
　

9:00～21:00
9:00～20:00
9:00～21:00

10:00 ～ 20:00

9:00～21:00
9:00～21:00

10:00～21:00
9:00～21:00

8:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00

9:00～12:00

9:00～17:00

0:00～22:00

9:00～17:00
8:00～21:00

̶　

̶　

9:00～17:00

9:00～17:00

0:00 ～ 22:00

8:00～21:00

9:00～21:00

8:00～21:00
8:00～21:00
9:00～21:00

9:00～21:00

8:00～21:00

9:00～20:00
9:00～21:00

10:00～20:00

8:00～21:00
9:00～21:00
8:00～21:00

9:00～21:00
9:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00
8:00～21:00
8:00～22:00

10:00～21:00
10:00～21:00

9:00～21:00

9:00～21:00
9:00～20:00
9:00～21:00
9:00～20:00
9:00～21:00
8:00～21:00

9:00～19:00

8:00～21:00
9:00～21:00

9:00～20:00

5:30～22:00
6:00～22:00

10:00～22:00

̶　

8:00～21:00

̶　
̶　
̶　

0:00～17:00

0:00～22:00
0:00～22:00

10:00～21:00

8:00～19:30

10:00～20:00

10:00～21:00

アピタ大府店（明成町）

ピアゴ碧南東店（東浦町）
碧南市役所（松本町）
ピアゴ碧南店（天王町）

Ｔぽーと（神明町）

おしろタウンシャオ（下町）
フィールいつも（矢曽根町）
ドミー一色店（一色町）
一色支店南出張所（ヤマサガーデン敷地内）
ポートタウンミュー（西幡豆町）

フィールＦＭトヨタ店（前田町）
グリーンシティ（東山町）
名鉄梅坪駅
三九朗病院（小坂町）
トヨタ生協本店（山之手）
トヨタ生協朝日店（朝日町）
トヨタ生協志賀店（志賀町）
トヨタ生協若園店（若林東町）
トヨタ生活協同組合エムパーク店（前山町）
イオンスタイル豊田（広路町）

トヨタ生協三好店（三好ヶ丘）
アイ・モール三好（三好町）

アピタ向山店（向山町）
豊橋ステーションビル（豊橋駅）
コジマNEW豊橋店（神野新田町）
ドミー渡津店（高洲町）
イオン豊橋南店（野依町）
ピアゴ大清水店（南大清水町）
ショッピングプラザあけぼの（曙町）
岩田出張所

田原めっくんはうす（道の駅）

イオン蒲郡店（竹谷町）
アピタ蒲郡店（港町）

ドミー小坂井店（伊奈町）

ループ金山（地下鉄金山駅南改札前）
大名古屋ビルヂング（地下1階ATMプラザ内）
サンシャインサカエ（中区錦）

愛知県立大学（茨ケ廻間）

JRセントラルタワーズ／桜通口（名古屋市）
JRセントラルタワーズ／スカイシャトル（名古屋市）
中部国際空港セントレア（常滑市）

東レ岡崎工場　　　　　　
三菱自動車工業岡崎工場　　　　　　　　　
ソニー EMCS幸田テック

（株）デンソー幸田製作所
トヨタ車体（株）富士松工場
トヨタテクニカルディベロップメント（株）
アイシン機工（株）

（株）エィ・ダブリュ・サービス

●

●

●

●

●
●

●
●
●

9:30～19:00

9:00～17:00

9:00～20:00

9:30～21:00

9:00～19:00

8:00～21:00

5:30～23:30
6:00～24:00

10:00～24:00

9:00～19:30

9：00～18：00
9：00～19：00
9：00～19：00

0:00～24:00

̶

8:00～21:00
8:00～21:00

̶
̶
̶

碧南市 （3ヵ所）

西尾市 （5ヵ所）

豊田市 （10ヵ所）

土曜日 日曜日・祝日平日

土曜日 日曜日・祝日

平日 土曜日 日曜日・祝日

平日 土曜日 日曜日・祝日

高浜市 （1ヵ所）

平日

豊橋市 （8ヵ所）

豊川市 （1ヵ所）

信用金庫共同ATM （3ヵ所）

企業内ATM （8ヵ所）

みよし市 （2ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

平日 土曜日 日曜日・祝日

田原市 （1ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

平日 土曜日 日曜日・祝日

蒲郡市 （2ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

平日 土曜日 日曜日・祝日

名古屋市 （3ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

長久手市 （1ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

平日 土曜日 日曜日・祝日

岡崎市民病院（高隆寺町）
名鉄東岡崎駅
ワールドワン（大平町）
ショッピングセンターコムタウン（上六名町）
イオン岡崎南店（戸崎町）
イオンモール岡崎（戸崎町）
竜美丘ガーデンプレイス（東明大寺町）
岡崎市シビックセンター（羽根町）
おかしんローンプラザ岡崎（明大寺本町）
ショッピングセンターアロー（中町）
シビコ（康生通西）
岡崎市図書館交流プラザ「りぶら」
ピアゴ上和田店（上和田町）
西友岡崎店（戸崎町）
ドミー百々店（百々町）
フィール岡崎大樹寺店（鴨田本町）
Ｖ・ドラッグストア岡崎堂前店（堂前町）
名鉄美合駅
ファミリーマート岡崎岡町保母店（岡町）
ドミー美合店 （美合町）
愛知学泉大学（舳越町）
ファミリーマート北本郷店（北本郷町）
プラザヒラク（大平町）
岡崎市立愛知病院（欠町）
ピアゴ洞店（洞町）
フィールNEWS （不吹町）
ウイングタウン（羽根町）
エルエルタウン（上和田町）
バロー大樹寺店（大樹寺1丁目）
アピタ岡崎北店（日名北町）
ピアゴ矢作店（舳越町）
ドラッグスギ岡崎北店（百々西町）
トヨタ生協上里店（上里3丁目）
ドミー若松店（若松町）
スギ薬局上地1丁目店（上地1丁目）
ドミー岩津店（岩津町）
岡崎女子大学・短期大学（中町）
藤田医科大学岡崎医療センター

京ヶ峰岡田病院
ドミー幸田店
ピアゴ幸田店
幸田町役場

JR安城駅前
安城市役所（桜町）
安城コロナワールド（浜富町）
ピアゴ福釜店（福釜町）
イトーヨーカドー安城店（住吉町）
フィールでっかいどう（高棚町）
アピタ安城南店（桜井町）
ドミー安城アンフォーレ店

アピタ刈谷店（南桜町）
エルシティ（高倉町）
愛知教育大学（井ヶ谷町）

ギャラリエアピタ知立店（長篠町）
ショッピングモールレスパ知立（上重原町）
リリオ（中町）
知立市役所（広見3丁目）

藤田医科大学病院

おかしんローンプラザ東海

8:45～20:00

9:00～18:00

9:00～18:00

0:00～24:00

9:00～18:00

8:30 ～ 17:15

8:30～18:00

9:00～21:00

9:00～18:00

9:00～19:00

0:00 ～ 24:00

̶

̶

̶

̶

̶

̶
　

̶

9:00～17:00
9:00～18:00

9:00～19:00

（水曜休館）

 9:00～20:00
 10:00～20:00

日
祝日

 8:00 ～ 24:00
 該当曜日の時間

日
祝日

 8:00 ～ 24:00
 該当曜日の時間

日
祝日

 8:00～23:30
 該当曜日の時間

日
祝日

 ̶　 
該当曜日の時間

日
祝日

 ̶　 
該当曜日の時間

日
祝日

 8:00～22:00
該当曜日の時間

日
祝日

 10:00～24:00
該当曜日の時間

日
祝日

 8:00～24:00
該当曜日の時間

日
祝日

̶　 
 該当曜日の時間

日
祝日

 9:00～21:00
 10:00～21:00

日
祝日

 9:00～17:00
 9:00～19:00

月
火～金

岡崎市 （38ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

額田郡幸田町 （4ヵ所）

安城市 （8ヵ所）

平日 土曜日 日曜日・祝日

平日 土曜日 日曜日・祝日

※一部の店舗外キャッシュコーナーにつきましては、設置場所の休業日などにより、稼働日・稼働時間が異なります。
※●印は、他信用金庫との共同ＡＴＭ幹事コーナーです。
※●印は、他信用金庫との共同ＡＴＭ非幹事コーナーです。ＡＴＭ利用手数料・振込手数料が一部異なります。
※ショッピングセンターコムタウンは、2台のうち1台が共同ＡＴＭとなっています。

刈谷市 （3ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

知立市 （4ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

●

●　

●

●

●

●

●

●
●

●
●

大府市 （1ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

東海市 （1ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

豊明市 （1ヵ所） 平日 土曜日 日曜日・祝日

 9:00～21:00
 10:00～21:00

日
祝日

7:00～21:00

9:00～19:00

7:00～22:00
8:00～22:00

該当曜日の時間
日
祝日

8:00～24:00
該当曜日の時間

日
祝日

7:00～21:00

0:00～24:00
（月曜のみ7:00～）

0:00～24:00
（月曜のみ4:30～）

　本誌は、信用金庫法第89条（銀行法第21条の準用）等に基づいて作成したディスクロージャー資料（業務及び財産の状況に関する
説明書類）です。信用金庫法施行規則に定められた開示項目は以下のページに掲載しています。
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1.金庫及びその子会社等の概況に関する事項
　イ 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
　ロ 金庫の子会社等に関する事項

名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資
金、事業の内容、設立年月日、金庫が保有する子会社等の
議決権の総株主の議決権に占める割合、子会社等が保有
する子会社等の議決権の総株主の議決権に占める割合

2.金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項
　イ 直近の事業年度における事業の概況
　ロ 直近の5連結会計年度における主要な事業の状況を示す
　　 指標

経常収益、経常利益又は経常損失、親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失、純資
産額、総資産額、連結自己資本比率

3.金庫及びその子会社等の直近の2連結会計年度における
　財産の状況に関する事項
　イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
　ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

破綻先債権に該当する貸出金、延滞債権に該当する貸出金、
3ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金、貸出条件緩和債権
に該当する貸出金

　ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める
　　 事項
　ニ 事業の種類ごとの経常収益の額、経常利益又は経常損失の
　　 額及び資産の額
　　 事業の種類別セグメント情報

■ 単体ベースの項目（信金法施行規則第132条）

■ 連結ベースの項目（信金法施行規則第133条）

■ 信用金庫法施行規則に基づく開示項目一覧

1.金庫の概況及び組織に関する事項
　イ 事業の組織
　ロ 理事及び監事の氏名及び役職名
　ハ 会計監査人の氏名又は名称
　二 事務所の名称及び所在地

2.金庫の主要な事業の内容

3.金庫の主要な事業に関する事項
　イ 直近の事業年度における事業の概況
　ロ 直近の5事業年度における主要な事業の状況を示す指標

経常収益、経常利益又は経常損失、当期純利益又は当期
純損失、出資総額及び出資総口数、純資産額、総資産額、
預金積金残高、貸出金残高、有価証券残高、単体自己資本
比率、出資に対する配当金、職員数

　ハ 直近の2事業年度における事業の状況
・主要な業務の状況を示す指標

（ 1 ）業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、コア業務純益、
及びコア業務純益（投資信託解約損益を除く。）

（ 2 ）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金
運用収支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他
業務収支

（ 3 ）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金
運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り
及び資金利ざや

（ 4 ）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取
利息及び支払利息の増減

（ 5 ）総資産経常利益率
（ 6 ）総資産当期純利益率

・預金に関する指標
（ 1 ）国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性

預金、 定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均
残高

（ 2 ）固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の
区分ごとの定期預金の残高

・貸出金等に関する指標
（ 1 ）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形

貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高
（ 2 ）固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
（ 3 ）担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額
（ 4 ）使途別の貸出金残高
（ 5 ）業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
（ 6 ）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率

の期末値及び期中平均値
・有価証券に関する指標

（ 1 ）商品有価証券の種類別の平均残高
（ 2 ）有価証券の種類別の残存期間別の残高
（ 3 ）有価証券の種類別の平均残高
（ 4 ）国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率

の期末値及び期中平均値

4.金庫の事業の運営に関する事項
　イ リスク管理の体制
　ロ 法令遵守の体制
　ハ 中小企業の経営の改善および地域の活性化のための
　　 取組みの状況
　ニ 金融ADR制度への対応

5.金庫の直近の2事業年度における財産の状況に関する事項
　イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書
　ロ 貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

（ 1 ）破綻先債権に該当する貸出金
（ 2 ）延滞債権に該当する貸出金
（ 3 ）3ヵ月以上延滞債権に該当する貸出金
（ 4 ）貸出条件緩和債権に該当する貸出金

　ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める
　　 事項
　ニ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び
　　 評価損益

（ 1 ）有価証券
（ 2 ）金銭の信託
（ 3 ）規則第102条第1項第5号に掲げる取引（デリバティブ

等取引）
　ホ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
　ヘ 貸出金償却の額
　ト 会計監査人の監査を受けている旨

本編 資料編 本編 資料編
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 18－20

■ 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第7条
資産の査定の公表

■ 総代会等の概要

（2020年6月末現在）
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  11
 3 21－29

  12・13
  13
  13

  10
  10
  表紙

店舗外現金自動設備（ATM）設置場所一覧 開示項目一覧

業
務
・
店
舗
の
ご
案
内

開
示
項
目
一
覧




