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ごあいさつ
平素より私共大東京信用組合に格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
本年も、平成27年度9月期の業務内容を取りまとめました「2015年度上半期

ディスクロージャー誌」を発行いたします。本誌をご高覧賜り、当組合に深いご
理解をいただければ幸甚に存じます。

わが国の経済は、政府による9月の「月例経済報告」によりますと、「景気は、このとこ
ろ一部に鈍い動きもみられるが、緩やかな回復基調が続いている」としています。

個人消費は、総じてみれば底堅い動きとなっているものの、消費者マインドは持
ち直しに足踏みがみられるとしており、悪天候で消費が鈍ったほか、消費税増税による
消費マインドの低迷が未だ払拭されていないものと思われます。

本年9月期につきましても、大手企業は順調に収益を伸ばす中で、中小企業・小規模事業者には厳しい経済
環境が続いています。

昨今、資金ニーズの低迷から貸出金増強の苦戦を余儀なくされてまいりましたが、おかげさまで7月以降回
復基調となってまいりました。その他主要項目は順調に推移し、預金は9月末残高で5,354億円に増加し、全体
としての収益は事業計画を上回る水準で推移しております。

また、健全性を示します不良債権比率も引き続き低い水準で推移し、自己資本比率も更に向上いたしました。
お取引先の皆さまのご協力に改めましてお礼申し上げます。
下半期につきましても、業績の維持・向上に努めるとともに、12月14日の北部信用組合との合併を円滑に

進めてまいります。合併により大東京信用組合はこれまで店舗網の手薄だった城東地域に、４店舗が増え、47
店舗の新生大信としてスタートいたします。

本年度は中期経営計画の３年目、仕上げの年となります。また、将来を見据えた真の経営基盤の再構築の
年でもあります。

本年度までの3ヵ年計画は、｢プラスⅠ(ワン)計画」と銘打った事業計画でありますが、一言で申し上げま
すと、お客さまから地元の金融機関として最も信頼される、信用組合として活動することにあります。

これからも協同組織金融機関としての信用・信頼を高め、満足してご利用頂ける態勢の整備を行いながら、
お客さまの新たなニーズにお応えできますよう、努力を続けてまいります。

一層のご指導、ご理解を賜りますよう衷心よりお願い申し上げます。
平成27年11月

理事長　安田　 眞次

組合概要
所 在 地 東京都港区東新橋2-6-10

創 立 1952年（昭和27年）9月6日

出 資 金 14,085百万円

組 合 員 数 95,298名

総 資 産 565,978百万円

預金積金残高 535,425百万円

貸 出 金 残 高 285,746百万円

店 舗 数 43店舗（うち出張所3）

職 員 数 639名

自己資本比率 8.86%（計数は平成27年9月末現在)
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「資料編」のご案内
バーゼルⅢに基づく開示については、「資料編」として
当組合のホームページに掲載しています。

平成27年9月期 業績概況

預金・貸出金の状況
▶▶預金、貸出金共に増加しました

信用のバロメーターとも言う
べき預金残高は、多くのお取引先
の皆さまからご信頼をいただき、
平成27年3月末に対し219億円増
加の5,354億円となりました。

また、貸出金残高は、中小企業・
小規模事業者等への円滑な資金提
供に取組み、平成27年3月末に対
し7億円増加の2,857億円となり
ました。

今後もお取引先からのニーズに
対して、安定的な資金供給に努めて
まいります。

▶▶貸出は小口多数で分散、リスクに強い取引基盤を確立しております
大信の貸出金は、5千万円未満が35.7％、

1億円未満が46.5％となっており、預金
取引と同様小口多数取引によりリスク分散
を図りながら堅固な取引基盤を確立して
おります。

また、貸出先は、特定の業種に偏ること
なく、地元中小企業の皆さまのあらゆる
業種に分散されております。

大信は、地元でお預かりした預金は地元に
還元することを基本姿勢として、地元の
皆さまのニーズに積極的にお応えすることで
地域の振興発展のためにお役に立つことを
基本的な使命としております。

収益の状況
▶▶経常利益・当期純利益は共に過去最高額を計上しました

業務純益は、貸出金利息の減少
等により、前年同期に対し2億83百
万円の減益となりましたが、株式
等売却益や与信費用の減少により、
経常利益は15億40百万円、当期純
利益は11億56百万円と、それぞれ
過去最高額を計上しました。

業務純益とは？
　業務純益は、預金、貸出金、有
価証券などの利益収支を示す「資
金運用収支」、各種手数料などの
収支を示す「役務取引等収支」、債
券や外国為替などの売買損益を示
す「その他業務収支」の3つを合計
した「業務粗利益」と控除項目であ
る「一般貸倒引当金繰入額」及び

「経費」から構成されております。
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収益の状況（単位：百万円）
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貸出取引の業種別残高構成比

各種サービス業
13.8％

その他 0.8％

製造業
3.2％

建設業
7.6％

卸売・小売業
7.4％

不動産業
36.6％

個人
30.6％

平成27年
9月末現在

貸出金の金額段階別残高構成比

5千万円未満
35.7％

5千万円以上～
1億円未満
10.8％

1億円以上～
5億円未満
28.6％

5億円以上～
8億円未満
8.5％

8億円以上
16.4％

平成27年
9月末現在
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自己資本の状況
▶▶自己資本比率は8.86％に向上しました

金融機関の健全性を示す代表的な指標である自己資本比率は、普通出資金と内部留保の増加等により、平成27年３月末対比
0.11ポイント上昇し8.86％となりました。

国内のみで業務を行う金融機関は、４％以上が健全の目安とされておりますが、当組合はこれを大幅に上回っております。

平成26年9月 平成27年3月 平成27年9月
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自己資本比率と自己資本の額
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自己資本比率は、金融機関の健全
性を示す重要な経営指標です。
信用組合には国内基準が適用され、
4％以上であることが求められてお
ります。

●自己資本比率の計算式
自己資本の額（256億円）

×100＝8.86%
リスク・アセット等（2,897億円）

不良債権の状況
▶▶不良債権比率は3.46％となり、低水準を維持しております

お取引先に対する円滑な資金供給と経営改善・再生支援に積極的に取組んでおります。不良債権額は平成27年3月末に対
して2億20百万円増加し、99億19百万円となりました。不良債権比率は3.46％となり、平成27年3月末に対し0.07ポイント悪
化しましたが、引き続き低水準を維持しております。

平成26年9月 平成27年3月 平成27年9月

92
億円

3.20%

96
億円

99
億円

不良債権比率と不良債権額
不良債権額 不良債権比率

3.39% 3.46%
合計
2,863億
44百万円

正常債権
2,764億25百万円
（96.5％）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権
17億21百万円

危険債権
71億78百万円

要管理債権
10億18百万円

（単位：百万円）

自己資本比率

項目 平成27年3月 経過措置による不算入額 平成27年9月 経過措置による不算入額

自己資本比率(A)/(D)×100 8.75％ 8.86％

自己資本の額(A)=(B)−(C) 24,272 25,684

　コア資本に係る基礎項目(B) 24,544 25,953

　コア資本に係る調整項目(C) 271 1,085 268 1,075

リスク・アセット(D) 277,361 289,700

組合員数・普通出資金の推移
（単位：人、千円）

バーゼルⅢ国内基準

平成27年3月 平成27年9月

組合員数 普通出資金 組合員数 普通出資金

個人 80,240 9,129,931 81,183 9,369,527

法人 13,952 3,085,582 14,115 3,166,211

計 94,192 12,215,513 95,298 12,535,738

金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額
（単位：百万円、％）

区分 債権額(Ａ) 担保・保証等(Ｂ) 貸倒引当金(Ｃ) 保全額(Ｄ)＝(Ｂ)＋(Ｃ) 保全率(D）／（A） 貸倒引当金引当率 
（ C ）／（ A－B ）

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成27年3月 1,873 1,825 48 1,873 100.00 100.00 

平成27年9月 1,721 1,675 46 1,721 100.00 100.00

危険債権
平成27年3月 7,031 5,852 726 6,578 93.54 61.55 

平成27年9月 7,178 5,975 556 6,531 90.98 46.24

要管理債権
平成27年3月 793 449 35 484 61.06 10.23 

平成27年9月 1,018 650 33 684 67.22 9.14

不良債権計
平成27年3月 9,698 8,126 809 8,936 92.13 51.49 

平成27年9月 9,919 8,301 636 8,938 90.11 39.35

正常債権
平成27年3月 275,985

平成27年9月 276,425

合計（総与信）
平成27年3月 285,684

平成27年9月 286,344

（注）1. 債権額(与信額)は貸出金以外の債権(貸付有価証券、外国為替、未収利息、仮払金および債務保証見返)を含んでおります。
2. 金額は単位未満を切り捨て、比率は小数点第３位を切り捨てして第２位までを表示しております。
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貸借対照表
平成27年9月末 平成26年9月末 平成27年3月末

科　目 金　額 金　額 金　額
資産の部
現金 6,483 6,089 6,575
預け金 184,792 178,818 162,485
有価証券 74,825 66,513 76,469
貸出金 285,746 288,357 285,024
その他資産 3,209 2,642 2,720
有形固定資産 9,117 9,010 8,993
無形固定資産 1,863 1,833 1,881
繰延税金資産 521 340 328
債務保証見返 436 526 473
貸倒引当金 △ 1,017 △ 1,426 △ 1,327

（うち個別貸倒引当金） （△ 603） （△ 828） （△ 845）
資産の部合計 565,978 552,705 543,624
負債の部
預金積金 535,425 524,680 513,477
借用金 800 ― ―
その他負債 1,634 1,604 2,315
賞与引当金 229 227 220
退職給付引当金 968 1,091 1,102
役員退職慰労引当金 230 226 212
睡眠預金払戻損失引当金 5 6 5
偶発損失引当金 97 110 106
再評価に係る繰延税金負債 143 143 143
債務保証 436 526 473
負債の部合計 539,971 528,616 518,058
純資産の部
出資金 14,085 13,963 13,765
　普通出資金 12,535 12,413 12,215
　その他の出資金 1,550 1,550 1,550
資本剰余金 1,050 1,050 1,050
利益剰余金 10,195 8,030 9,403
組合員勘定合計 25,331 23,044 24,219
評価・換算差額等合計 675 1,044 1,347
純資産の部合計 26,006 24,088 25,566
負債及び純資産の部合計 565,978 552,705 543,624

（注）1. 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 部分償却額は平成27年9月期は1,091百万円、平成26年9月期は2,581百万円、平成27年3月期は1,095百万円となっております。
3. 「その他の出資金」1,550百万円は、平成19年12月10日に行った旧東京建設信用組合との合併により承継した優先出資金500百万円を平成20年

3月28日に、平成14年3月29日に発行した優先出資金1,050百万円を平成23年10月3日にそれぞれ消却した後に振替えたものであります。

平成27年9月期 仮決算状況

（単位：百万円） 損益計算書
平成27年9月 平成26年9月 平成27年3月

科　目 金　額 金　額 金　額

経常収益 5,425 5,168 10,846

　資金運用収益 4,224 4,523 8,858

　　貸出金利息 3,640 3,894 7,737

　　預け金利息 235 357 632

　　有価証券利息配当金 281 205 422

　　その他の受入利息 65 65 65

　役務取引等収益 250 262 516

　その他業務収益 288 268 648

　　国債等債券売却益 283 260 637

　　その他の業務収益 5 7 10

　その他経常収益 661 113 822

　　株式等売却益 338 58 285

　　その他の経常収益 323 55 536

経常費用 3,885 4,061 8,183

　資金調達費用 247 234 472

　　預金積金利息 247 233 471

　　借用金利息その他 0 0 0

　役務取引等費用 226 205 423

　その他業務費用 14 0 0

　経費 3,346 3,559 7,163

　その他経常費用 49 62 123

経常利益 1,540 1,106 2,662

特別利益 31 17 17

特別損失 33 0 79

税引前当期純利益 1,539 1,123 2,600

法人税、 住民税及び事業税 316 228 437

法人税等調整額 66 57 △ 46

法人税等合計 382 286 390

当期純利益 1,156 837 2,210

繰越金（当期首残高） 533 455 455

当期未処分剰余金 1,690 1,292 2,665

（単位：百万円）

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

（本資料に掲載されている9月末の計数につきましては、仮決算のため監査法人の法定監査を受けたものではありません。）
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地域経済活性化への取組み

パワー溢れる若手経営者を力強くバックアップ！

「しん研青年部会」、
「大信ひまわりの会」

大信では“心・ふれあい”相互扶助の精神に基づき、
信用組合としての役割を発揮するために、若手経営者の会

「しん研青年部会」と「大信ひまわりの会」（城南・城北・
城西・城東・中央)を組織化しています。
「しん研青年部会」、「大信ひまわりの会」では、複雑化

する経営環境に弾力的な対応をしていくため、地域経済の
あり方や異業種間の交流会、研修会等を行っています。

平成27年９月９日には、「しん研青年部会」と「大信ひま
わりの会」各ブロックによる合同交流会を開催しました。

第１部では、健康管理士の小久保晴代さんによる「活気
ある企業づくり」と題し、体を使ったアクティブな講演を、
第２部では、日本個人情報管理協会の内山和久氏による

「経営者の為のマイナンバー制度対応」と題したセミナー
を実施しました。　

その後、会場を移して交流会が実施され、会員同士の
異業種交流はもとより、大信役員との交流が行われ、和や
かな雰囲気の中終了しました。

内山 和久氏 小久保 晴代さん

「しん研青年部会」、「大信ひまわりの会」
各ブロックの代表幹事による挨拶

第32回しん研講演会開催
多摩地域の事業経営者を中心とする「だいしん経営研究会（しん研）」の第32回定例講演

会が、会員等102名の参加のもと開催されました。
今回は、講師に東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センター教授で地震予

知連絡会副会長の松澤暢氏に「現在の地震予知の実力について」と題してご講演を頂きました。
詳細なデータとモニターを使い地球上の日本列島の位置や、プレートの形状、突起などの

存在を説明いただいた上で、地震のメカニズムを解り易く解説していただきました。
第二部の懇親会では、活発な情報交換と異業種交流の機会をご提供することができました。
今後も大信は、多摩地域経済の発展のため、しん研の積極的な活動を支援して参ります。

（写真は6月18日開催の講演会の様子）

第14回合同時局講演会開催
㈶あすなろ会との共催による合同時局講演会は、地域の事業者の皆さま

を対象に、著名な講師による講演を聴く機会をご提供するとともに、経営
や異業種間の情報交換の場として毎年開催しております。

今年は、日本経済研究センター会長の杉田亮毅先生より「どうなるアベ
ノミクスの行方」と題する講演を、スポーツジャーナリストの二宮清純先
生には「スポーツから学ぶ勝者の組織改革」と題した講演を実施していた
だきました。

（写真は5月14日開催の講演会の様子)

第2次 
大信ファンづくりプロジェクト実施中！

大信の経営ビジョンである“心・ふれあい（ハート・トゥ・ハート）”のさらなる実現のために、平成26年7
月に発足した「大信ファンづくりプロジェクト」は、大きな柱として「内勤者によるおもてなし運動」、「渉外
担当者による全先積金PR運動」、「本部職員による店舗サポート運動」の、三つの具体策を掲げ活動してきました。

平成27年6月からは、「第2次大信ファンづくりプロジェクト」として、従来の取組みを深化させた「であい・
ふれあいプラスⅠ（ワン）運動」、「全先訪問・新規お取引プラスⅠ（ワン）運動」、「店舗サポートプラスⅠ（ワン）
運動」を新たな柱に、これまでの活動によって結ぶことのできたお客さまとの信頼関係をさらに強固なものと
し、地域の発展と貢献に資するよう努めてまいります。

「笑顔の花プロジェクト」スタート！

第２次大信ファンづくりプロジェクトでは、「内勤者によるおもてなし運動」から一歩踏み
込んだ「であい・ふれあいプラスⅠ（ワン）運動」を展開し、その一環として“笑顔の花プロ
ジェクト（※）”がスタートしました。

「星空に願いを～みんなの★キラキラ★アクション」は、来店されるお客さまが「楽しみな
がら自由に参加」していただけるイベントであり、心・ふれあいを通じて「また来たい」と思
っていただけるような店舗空間を創出することで、お客さまの心、ひいては地域全体に“笑顔の花”を咲かせようとい
うコンセプトのもと実施されました。

七夕の時期にあわせて平成27年6月15日～7月10日の間、店舗ロビーに掲示した“天の川ポスター”は、お客さま
ご自身の夢やご家族の願いごとが書かれた、たくさんの星型のシールで彩られました。

また、本アクションでは願いごとを記入してくださったお客さまに「笑顔の種（花の種）」を贈呈いたしました。　
多くのお客さまのご参加とご協力いただきましたことを、あらためてお礼申し上げます。

お客さま参加型アクション

「星空に願いを～みんなの★キラキラ★アクション～」

※“笑顔の花プロジェクト”：大信の若手職員で構成される「ジュニアボード委員会」が提唱した施策の総称です。　

東大和支店

イメージキャラクターの積極的活用
第2次大信ファンづくりプロジェクトでは、今春「ぬいぐるみ」のお披露目により二次元の世界から

三次元の世界へ飛び出した「大信イメージキャラクター」の名前を平成27年6月15日～6月30日まで
の間お客さまより募集しました。

厳正なる選考の結果、ブルーのキャラクターは「大（だい）くん」、ピンクのキャラクターは
「心（ここ）ちゃん」に決まり、さっそく、各店舗でのイベントや地域の行事等に参加し、愛らしい
動きとその仕種で周囲に笑顔の花を咲かせています。

お客さまにとって「身近な」存在として、長く愛され親しまれるキャラクターになれるよう、「大（だい）くん、
心（ここ）ちゃん」はがんばりますので、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

「大信イメージキャラクター、奮闘中！」

第63回通常総代会では「大（だい）くん」が
正面玄関でお見送り（平成27年6月24日）

来訪したベトナムの協同組織金融中央機関及び国家
銀行視察団の皆さまと記念撮影（平成27年9月10日）

お客さまのおかげで
私の名前が決まったよ！
13ページを見てね！
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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状況

大信は協同組織金融機関として、リレーションシップバンキングに徹し、地元で健全な事業を営む中小
企業・小規模事業者の皆さまに対して、必要な資金を円滑に供給していくこと、ならびに外部機関・外部
専門家との連携を強め、より一層のコンサルテイング機能を発揮し、経営相談および経営改善に関するきめ
細やかな支援に取組んでおります。

外部機関・外部専門家との連携
外部機関
東京都中小企業再生支援協議会
東京都経営改善支援センター
中小企業支援ネットワーク
独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部
株式会社地域経済活性化支援機構
株式会社日本政策金融公庫
東京商工会議所　等

外部専門家・コンサルタント
一般社団法人東京都中小企業診断士協会
TKC東京中央会
應和監査法人
有限会社川野コンサルテイング
株式会社フィナンシャル・インスティチュート
株式会社市萬
SMEサポート研究所　等

■企業のライフステージに応じた取引先企業への取組状況
❶創業・新事業支援 （平成27年度）◦融資実績 26件 152百万円
❷債権健全化・経営改善・事業再生支援 （平成27年度）
　◦経営改善支援取組先：109先　◦経営改善支援取組率：8.8％
　◦外部機関・外部専門家等への相談等対応件数 20件
　※経営改善支援等を目的とした融資商品取組実績累計（平成16年3月～）241件 48,880百万円
　   （商品名：「リニューアル」・「キャピタルプラス」・「二世代」・「オーナー」等）

食品総合スーパーA社の改善事例
～外部機関・外部専門家と連携した経営改善～

業 況 最寄り駅前に大型スーパーが相次ぎ出店したことから競争激化となり、売上高が減少するなど資金
繰りに支障をきたした。

Ａ社への支援
業歴を有する老舗のＡ社に対して、メインバンクが返済方法の見直しの相談を受入れなかった。
当組合が地域経済の活性化と雇用継続の観点から、借入金の肩代りを実施し、外部専門家による経
営支援に取組みました。

主な取り組み

外部専門家と連携し、以下の取組みを行ないました。
●外部専門家による事業面と財務面からの課題・問題点を抽出。
●大手スーパーとの差別化（惣菜・鮮魚部門の強化）。
●当組合を通じて伊豆大島町と食材のビジネスマッチング。
●東京都の助成金を利用した設備投資への支援。
●東京商工会議所「アシストプログラム」による店内レイアウト・陳列の変更。

支 援 の 結 果

上記の取組みの結果、業績の回復を実現することができました。
●売上高の回復、利益3部門の黒字化を実現。
●顧問税理士および当組による「定例会議」を毎月開催し、PDCAサイクルを定着。
●社員一丸となった経営改善活動が根付く。

だいしん ＋ TKC税理士 ＋ 外部機関

■金融円滑化への取り組み
　大信は、地域金融機関・協同組織金融機関として、原点の基本的な業務に立ち返り、地域の中小企業・小規模事業者の皆さ
まやそこで生計を営む個人の方々との関係を深め、お力になっていくことが重要な使命であると考えております。そのため、
お客さまからの資金需要のお申し込みや貸付条件変更等のご相談はもちろん、お客さまとのコミュニケーションを大事にし、
ニーズに合ったサービスの提供や問題解決のために、引き続き真摯かつ丁寧に対応してまいります。

貸付条件の変更等の申し込み対応（平成21年12月4日～27年9月30日） （金額単位：百万円）

申し込み 実行 謝絶 審査中 取下げ

債務者が
中小企業者等の場合

件数 19,142　 18,135　 121　 73　 813　

金額 294,706　 282,273　 1,270　 1,020　 10,142　

債務者が
住宅資金借入者の場合

件数 629　 593　 3　 4　 29　

金額 12,984　 12,383　 58　 48　 494　

相談窓口＝お問い合わせ先
貸付条件の変更等に関する相談は、本店および最寄りの営業店の窓口でお受けしております。
金融円滑化専用フリーダイヤル　☎0120-020-838（受付時間：当組営業日の9:00～17:00）

大信のサービス ラインアップ

ためる・ふやす
お客さまの大切な資産を、

安心してお預けいただけるよう、
魅力ある商品を

ラインアップします。

かりる
お客さまの豊かな暮らしづくりを

お手伝いするために、
ニーズに合わせた多彩な商品で

サポートします。

創業・新規事業支援

経営改善・事業再生支援

事業承継支援

販路開拓・海外展開支援
改善支援
資金供給
改善支援
資金供給

助言
ノウハウ等の
情報提供

助言
ノウハウ等の
情報提供

企業診断・
経営改善計画書策定
企業診断・
経営改善計画書策定

ご相談ご相談

ご相談
ご要望
ご相談
ご要望 情報提供

派遣要請
情報提供
派遣要請

お客さま パートナー

大信 経営革新等支援機関

●税理士・中小企業診断
士、公認会計士・弁護士
などの専門家

●東京信用保証協会
●東京商工会議所、東京都
中小企業再生支援協議
会等

経営支援部と都内一円
40店舗3出張所でお客
さまをバックアップい
たします。

お客さまの抱える問題やご要望にお応えするために
様々な専門家と連携サポートし、バックアップします。
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大信ふれあい旅行“伊香保温泉「ホテル福一」”の旅が大好評

日暮里支店を移転

お客さま
満足度向上

社会貢献

大信の 取組み

人にやさしい店舗へ
生まれ変わる大信の店舗

OPEN
当組合では、平成27年９月24日、日暮里支店を近隣地に新築し移

転開店しました。
１階店舗には、大信では初となる車椅子対応トイレを設置した他、

ロビーやATMコーナーの段差をな
くすなど、高齢者や体の不自由な
方々へ配慮したバリアフリーの店
舗設計となっております。

開店セレモニー

開店当日の店内

新 築 予 定の店 舗 西蒲田支店が装いも新たに、より明るく・よ
り便利に生まれ変わります。
13階建てのビルを新築し、1階と2階を店舗ス
ペースに、3階以上は分譲マンションとして
います。

西 蒲 田 支 店
平成28年3月22日(火)開店予定

一般財団法人あすなろ会に対して53年間にわたり
物心両面に渡り支援を継続。

㈶あすなろ会の活動は、英会話教室・茶道教室の他、祝成人・新年のつどい、あすなろ祭等のイベント、
さらに中小企業経営者を対象とした中小企業経営環境研究会、大信と共催の合同時局講演会等多岐にわたり
行われています。大信では、このような㈶あすなろ会の活動に対して基金・寄付金などを拠出、同会事務所の
提供、職員の派遣などの支援を継続しております。

これらの活動基盤は大信と大信43店舗のお取引先1,000社を超える賛助会員のご協力によって支えられて
おります。

詳細は㈶あすなろ会ホームページをご覧下さい。　http://www.asunarokai.org/

平成27年1月17日
第51回「祝成人 新年のつどい」での新成人の皆さん

平成27年5月31日
第35回「山中湖ロードレース」参加者

平成27年8月29日
創立53周年「あすなろ祭」アトラクション会場

一般財団法人あすなろ会

心・ふれあい
地元に密着した地域貢献活動

交通安全活動や祭礼などの地域行事への参加を通して、地域の活性化をお手伝いしました。

大塚支店「天祖神社祭礼」 新宿支店「交通安全活動への協力」 青山支店「熊野神社祭礼」

新小岩支店「交通安全活動への協力」 日暮里支店「元三島神社例大祭」 高円寺支店「氷川神社祭礼」

「大信ふれあい旅行」は、皆さまとの心・ふれあうおつきあいを大
切に年1回実施しております。

今回は、4月13日(月)から24日(金)の期間に8班編成バス34台で、
全店舗から1,018名のお客さまの参加をいただき、昨年6月に世界文
化遺産登録された「富岡製糸場」を観光の目玉として実施しました。
「富岡製糸場」では、木骨レンガ造りの繭倉庫や繰糸場など、創業

当時のまま、ほぼ完全に残っている施設を見学しました。宿泊先の
伊香保温泉「ホテル福一」では、大信のマスコット「大くん」のお出
迎えに皆さまは驚いたり、撫でたり、写真を撮ったりと大変喜ん
でいらっしゃいました。 ホテルでは「大くん」がお出迎え
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自動化コーナー(ＡＴＭ) ー 平日は全店稼働しております。休日等の稼働については次のとおりになっております。
●印店舗̶土・日・祝日･年末日稼働、◎印店舗̶土・日･年末日稼働、○印店舗̶土･年末日稼働

（祝日稼働は、お正月の1月1日～3日とゴールデンウィークの5月3日～5日を含みます。） （平成27年11月1日現在）
店舗一覧
　本部 〒105-8610　港区東新橋2-6-10 ☎03（3436）0111（代）
●本店営業部 〒105-8610　港区東新橋2-6-10 ☎03（3436）0121（代）
○品川駅東口支店 〒108-0075　港区港南2-3-1 ☎03（3474）8326（代）
●十条支店 〒114-0034　北区上十条2-31-1 ☎03（3907）5111（代）
○目黒支店 〒153-0064　目黒区下目黒6-18-25 ☎03（3711）5656（代）
●高円寺支店 〒166-0003　杉並区高円寺南4-45-4 ☎03（3318）1111（代）
○亀戸支店 〒136-0071　江東区亀戸1-27-9 ☎03（3685）3351（代）
○蒲田支店 〒144-0052　大田区蒲田4-22-17 ☎03（3732）3221（代）
○日暮里支店 〒116-0014　荒川区東日暮里5-11-5 ☎03（3802）8181（代）
○新宿支店 〒160-0022　新宿区新宿5-1-1 ☎03（3356）2151（代）
○三軒茶屋支店 〒154-0024　世田谷区三軒茶屋2-14-10 ☎03（3424）3181（代）
○新小岩支店 〒124-0023　葛飾区東新小岩5-2-6 ☎03（3691）9536（代）
●大塚支店 〒170-0004　豊島区北大塚1-34-12 ☎03（3918）6411（代）
○銀座支店 〒104-0061　中央区銀座2-10-18 ☎03（3542）8051（代）
○吉祥寺支店 〒180-0004　武蔵野市吉祥寺本町4-10-10 ☎0422（22）9221（代）
●恵比寿支店 〒150-0021　渋谷区恵比寿西2-7-8 ☎03（3463）0561（代）
○常盤台支店 〒174-0063　板橋区前野町2-4-2 ☎03（3969）2535（代）
●戸越支店 〒142-0041　品川区戸越2-6-1 ☎03（3786）5121（代）
○府中支店 〒183-0023　府中市宮町1-33-11 ☎042（363）7511（代）
○押上支店 〒130-0002　墨田区業平4-1-2 ☎03（3625）5001（代）
●田町駅前支店 〒108-0014　港区芝5-16-2 ☎03（3453）3201（代）
●荏原町駅前支店 〒142-0053　品川区中延5-1-1 ☎03（3786）8161（代）
○福生支店 〒197-0011　福生市福生1004 ☎042（553）0611（代）
●品川支店 〒140-0004　品川区南品川2-17-6 ☎03（3474）1333（代）
○西蒲田支店（仮店舗）〒146-0094　大田区東矢口1-18-5 ☎03（3738）1106（代）

（新店舗）〒146-0094　大田区東矢口3-20-5（平成28年3月22日オープン予定）
○駒沢支店 〒154-0012　世田谷区駒沢3-22-1 ☎03（3414）0151（代）
○大井支店 〒140-0014　品川区大井1-23-7 ☎03（3773）1536（代）

おおつか

おしあげ

しんこいわ

かめいど

はままつちょう
たまち

うぐいすだに
いけぶくろ

新宿支店

田町駅前支店

吉祥寺支店 荻窪支店

高円寺支店 堀ノ内支店
日野支店

日暮里支店

新小岩支店

福生支店

東大井出張所
大森支店

蒲田支店

西蒲田支店

大井支店

三軒茶屋支店

駒沢支店 目黒支店
恵比寿支店

荏原町駅前支店

青山支店

十条支店常盤台支店

保谷支店
富士見台支店

戸越支店

本部・本店営業部

じゅうじょう
ときわだい

ふじみだい
ほうや

しんばし
ゆうらくちょう

とうきょう

しんじゅく

こうえんじ

おぎくぼ

たちかわ みたかひの

かみきただい

きちじょうじはちおうじにしはちおうじ

ふちゅう

ふっさ

えびす

こまざわだいがく

さんげんぢゃや

めぐろ

亀戸支店

しながわ

おおいまち

かまた

中野山王出張所 石川支店
立川支店

上北台出張所

東大和支店

西八支店

十条銀座出張所（ATM）

信用組合会館出張所（ATM）

八王子営業部

府中支店

大塚支店

押上支店

八丁堀支店

品川支店

品川駅東口支店

京浜蒲田出張所（ATM）

銀座支店

三鷹支店

★足立支店

★
花畑支店

浅草支店★

★三ノ輪支店

都内にひろがる店舗・サービス網

○東大井出張所 〒140-0011　品川区東大井6-9-6 ☎03（5493）1911（代）
○大森支店 〒143-0015　大田区大森西3-19-12 ☎03（3765）1011（代）
●八王子営業部 〒192-0081　八王子市横山町24-1 ☎042（642）0201（代）
◎中野山王出張所 〒192-0042　八王子市中野山王3-5-9 ☎042（626）4111（代）
○日野支店 〒191-0011　日野市日野本町2-18-11 ☎042（582）2121（代）
○西八支店 〒193-0835　八王子市千人町2-3-18 ☎042（661）6221（代）
○石川支店 〒192-0032　八王子市石川町522-4 ☎042（646）3011（代）
○青山支店 〒107-0061　港区北青山2-12-32 ☎03（3401）0145（代）
●保谷支店 〒178-0064　練馬区南大泉4-55-5 ☎03（3924）3311（代）
○立川支店 〒190-0011　立川市高松町2-11-24 ☎042（524）6681（代）
○堀ノ内支店 〒166-0013　杉並区堀ノ内3-3-15 ☎03（3311）1141（代）
●三鷹支店 〒181-0013　三鷹市下連雀3-35-1 ☎0422（48）2311（代）
○東大和支店 〒207-0014　東大和市南街3-55-8 ☎042（567）2011（代）
◎上北台出張所 〒207-0023　東大和市上北台2-892-3 ☎042（562）1581（代）
○荻窪支店 〒167-0043　杉並区上荻1-19-9 ☎03（3391）1931（代）
●富士見台支店 〒177-0034　練馬区富士見台2-18-5 ☎03（3999）7163（代）
　八丁堀支店 〒104-0032　中央区八丁堀2-5-1 ☎03（3552）7811（代）
店舗外ATM（無人）
●京浜蒲田出張所 〒144-0052　大田区蒲田4-5-7
○十条銀座出張所 〒114-0031　北区十条仲原1-5-9
　信用組合会館出張所 〒104-0061　中央区京橋1-9-1

★印の店舗は12月14日より
大東京信用組合の店舗として
営業を開始します。

お知らせ
大東京信用組合と北部信用組合の
合併について

大東京信用組合と北部信用組合は平成27年12月14日に合併し、
「大東京信用組合」としてスタートいたします。

この合併により、14ｐに記載の4店舗が大東京信用組合の店舗と
して、営業を開始いたしますので、引き続きご愛顧のほどよろしく
お願いいたします。

今後とも北部信用組合と同様に、地域の皆さまとの共存共栄の関
係と信頼関係を構築することに役職員が総力をあげてまいりますの
で、ご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

集特

名 前 心
ここ

ちゃん

誕生日 6月28日

特 技 周囲を笑顔にして、
和ませること

性 格
好奇心おうせいで、

がんばり屋さん

趣 味 食べ歩き・お金を貯
めること

仕 事 「笑顔の花」を
地域全体に咲かせる

こと

目 標 先輩の「大
だい

くん」のように、

誰にでも優しくあり
たい

心
こ こ

ちゃんPROFILE

名 前 大
だい

くん
誕生日 6月28日
特 技 聞き上手で、誰とでもすぐ仲良くなれる性 格 動きはおっとりしているけれど、とても情熱的
趣 味 散歩
仕 事 大信のことを

多くの人に知ってもらうこと目 標 全店舗の「心・ふれあい」訪問地域の輪・和を広げること

大
だ い

くんPROFILE

どうぞよろしくお願いします！

大
だ い

くん、心
こ こ

ちゃん
ご紹介！！

★本　　店 〒111-0034 台東区雷門2-2-10 ☎03（3842）2011
★三ノ輪支店 〒110-0011 台東区三ノ輪1-8-1 ☎03（3876）2251
★花畑支店 〒121-0061 足立区花畑4-37-16 ☎03（3859）2111
★足立支店 〒123-0845 足立区西新井本町4-8-16 ☎03（3898）2111

平成27年12月14日から以下の4店舗が新たに加わります

写真は10月15日に開催された北部信用組合総代
の皆さまをお迎えしたセレモニーの様子です

※本店は12月14日より浅草支店となります。
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頼れる大信の
店舗はこちら！

大東京信用組合 本部 〒105-8610 東京都港区東新橋2-6-10
TEL 03（3436）0111（代表） http://www.daisin.co.jp/

お気軽にご相談ください
「お客様相談室」を設置してお客さまからのご相談やお問い合わせなどに

真摯にお応えできるよう態勢整備に努めております
大信は、お取引の店舗窓口でご相談等をお受けするほか、本部にお客さまとのホットラインの役目を担う

「お客様相談室」フリーダイヤル（一般のご相談：0120-402-003）（金融円滑化等ご相談窓口：0120-
020-838）を設置してお客さまからのご相談やお問い合わせなどに真摯に対応できる態勢を整え、
安心してお取引いただけるようお客さまとの信頼関係強化に努めております。

大 東 京 信 用 組 合 は 皆 さ ま の
ベストパートナー・バンクとして
地域社会とともに歩む金融機関です


