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大東京信用組合   2016年 ミニ・ディスクロージャー誌

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで
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ベストパートナー・バンクを目指す大信
大信は、「フットワーク｣を発揮し、
お客さまと地域社会との
「心・ふれあい（ハート・トゥ・ハート）｣の
信頼関係を大切にします。
それは、地域の皆さまに信頼され、愛される存在
「ベストパートナー・バンク（身近で頼りになる大信）」を
目指しているからです。

「大信」って
どんなところ？

□	大信は地元の皆さまのための金融機関です。
□	お客さま、一人ひとりの想いを
	 実現するために、役職員一同が、
	 一生懸命お手伝いいたします。
□	お客さまの笑顔に寄り添える、
	 そんな金融機関を目指します。

※「大信」は大東京信用組合の
	 略称です。

組合 概要

ごあいさつ

　皆さまには、平素より大東京信用組合に対し格別のご愛顧
を賜りまして、誠にありがたく厚くお礼申しあげます。
　本年も、私ども「大信」の状況をより一層ご理解いただけま
すよう２０１６年版「大信 ミニ・ディスクロージャー誌」を作成
いたしましたので、ご高覧を賜りますようお願い申しあげます。
　当組合は昨年１２月１４日に北部信用組合と合併し、新たに
４店舗を加え、まさしく都内一円の店舗網の拡大となるだけ
でなく、新たな市場の創出、更には、隣接する既存店舗との
連携など、合併によるシナジー効果の発揮に取り組んでいる
ところでございます。
　平成27年度の業績につきましては、預金・貸出金を含めた
業容の拡大も順調に推移し、収益面におきましても、事業計
画を大幅に上回ることができました。これも偏に皆さまの変わ
らぬ温かいご支援の賜物と深く感謝申しあげますと共にこれ
からも堅実・健全経営をモットーに、組合員の皆さまの利益を
第一に考え、お客さま一人ひとりの顔が見える業務運営に徹
し、役職員一同努力してまいります。
　また、この度は任期満了による役員改選により理事長が交
代し、新執行部体制のもと、従前からの基本路線を踏まえ
て、景気や外部環境の動向に左右されない柔軟な融資姿勢
と地域の皆さまのお役に立ち必要とされる金融機関を目指
し、堅実な経営に努め、皆さまのご期待にお応えしてまいる
所存でございます。
　何とぞ、皆さまの旧に倍するご支援・ご愛顧を賜りますよう
お願い申しあげます。
 平成28年7月

 会　長　安田　眞次
 理事長　柳沢　祥二

本部・本店 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 14,630百万円
組 合 員 数 101,881名
総 資 産 590,412百万円
預金積金残高 555,292百万円
貸出金残高 293,090百万円
店 舗 数 46店舗（平成28年7月19日現在）
職 員 数 645名
自己資本比率	 9.09%
営 業 地 区 東京都一円（離島を除く）
事 業 内 容 預金・融資・内国為替・外国為替（取次）・

代理業務・国庫金収納・その他

大東京信用組合は、
地域に密着し

地域社会に奉仕する。

経営理念

（計数は平成28年3月末現在）
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ベストパートナー・バンクを目指す大信
大信は、「フットワーク｣を発揮し、
お客さまと地域社会との
「心・ふれあい（ハート・トゥ・ハート）｣の
信頼関係を大切にします。
それは、地域の皆さまに信頼され、愛される存在
「ベストパートナー・バンク（身近で頼りになる大信）」を
目指しているからです。

「大信」って
どんなところ？

お客さま
（組合員の皆さま）

大信 職員

相互扶助の
精神

大東京信用組合は、
地域に密着し

地域社会に奉仕する。

経営理念
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北部信用組合と合併し、
新生大信がスタートしました

新築店舗のご案内

平成27年12月14日（月）、北部信用組合との合併に伴い、浅草支店を始めとする4店
舗が新たにオープンしました。

今回の合併により、都内一円の店舗網の拡大となるだけでなく、新4店舗に隣接する大
信の既存店舗との連携などシナジー効果も十分に期待できるものと考えております。

浅草支店 三ノ輪支店 花畑支店 足立支店

ト
スッピ ク

どちらの店舗も、
段差の無い入口、点字ブ
ロック、着座式記帳台の
設置など、バリアフリー
を意識した設計になって
いるヨ。

地域の皆さまの
お役に立てる
信用組合を目指
します。

平成27年
9月24日
オープン

西蒲田支店日暮里支店

平成28年
3月22日
オープン
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コンプライアンスに関する取組み

大信の様々な取組み
地域の皆さまのために

地域の皆さまのために
様々な形で貢献できる
金融機関でありたい。
そのための様々な取組みを
ご紹介いたします。

１.	組織としての対応
２.	外部専門機関との連携
３.	取引の未然防止を含めた一切の関係遮断
４.	有事における民事と刑事の法的対応
５.	資金提供、不適切・異例な取引及び便宜供与の禁止

反社会的勢力に対する基本方針

金融犯罪への注意喚起および振り込め詐欺の被害を未
然に防止するため、積極的なお客さまへの声かけ等を実施
し、年間4件（累計６５件）の被害の未然防止につながりま
した。このような積極的な取組みに対し、警察署より感謝
状をいただきました。

振り込め詐欺被害の未然防止

当組合では、組合自身や役職員だけでなく、お客さま
やお客さまのお取引先をはじめとする関係者が被害を受け
ることを防止するために反社会的勢力を金融取引から排除
し、より一層の態勢整備を図るために基本方針を制定・公
表しております。

反社会的勢力に対しての姿勢

三鷹支店 東大和支店

事業者の皆さまに
関する情報は
５ページをご覧ください

個人の皆さまに
関する情報は
7ページをご覧ください

社会貢献に
関する取組みは
9ページをご覧ください

当組合は、金融機関としての社会的使命と公共性に鑑み、役職員一体となってコンプライアンスの実践活動と
啓蒙活動に取組み、お客さま・地域社会から信頼される金融機関を目指しております。

ここでは、大信のコンプライアンスに関する取組みの一例をご紹介いたします。
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事業者の皆さまを大信がサポートします

事業の発展に必要なサポートを大信がうけたまわります！

創業融資
保証協会や各保証会社の
付保商品など、多彩な品
揃えをしております
創業にあたってのお手続き
などもご相談ください

納税積金 
消費税や各種税金支払
い用に、納税専用積金
をご利用ください

事業性融資
保証協会や各保証会社
の付保商品、無担保融
資などで、運転・設備
資金にお応えいたし
ます

事業には、創業から成長・安定、再生・回復、承継といった
サイクルがあります。その中のあらゆるステージで、大信は成
長と繁栄につながるサポートを行っています。

地域経済を活性化するために、新事業の創生、各種マッチン
グ推進、経営改善・事業再生、さらには第二創業や事業転換
など、事業の総合的なお手伝
いを積極的に行っております。

創業・開業

発展・成長

若手経営者に対して、企業経営に関する会員相互の交
流を通じて、各会員事業所の発展と地域社会に貢献するこ
とを目的として、大信が運営している「大信ひまわりの会」、

「しん研青年部会」。年１回以上全会員が集まり、講演会・
セミナー・交流会な
どを通し、会員同士
の事業のマッチング
等の機会を作る中、
大信との紐帯を一
層強化しています。

地域の中小企業の皆さまの販売ルートの開拓・拡大、
ニーズ収集の場として、平成２７年度より、都信協、全信
中協、全信組連の3団体主催による「2015 しんくみ食の
ビジネスマッチング展 ―食の商談会ならびに物産展―」
が開催され、多く
のお客さまへの参
加・出展支援を行
いました。

若手経営者のネットワークを支援 新たなビジネスパートナーとの出会いの場

ビジネス
マッチング

経営者
セミナー

5
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しんくみネット会員 しんくみネット加盟店

事業継承・
転換

経営改善
事業再生

大信は、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ために、（財）あすなろ
会との共催で毎年５月に開催する「合同時局講演会」や、
中小企業基盤整備機構との連携による中小企業事業者セ
ミナー、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｣ での講演会など、企業の課題解決や異業種
交流の場を定期的に提供しています。

大信は、その他にもさまざまな金融商品の提供を通じ
て、事業者の皆さまをバックアップします。

各種セミナーの開催 さまざまな商品をご用意しています

ウォームハウスローン
サービス付き高齢者向け住宅を運営または運営し
ようとされている法人・個人事業者の方々を対象
に、運転・設備資金を優遇金利にてご融資をさせて
いただくことで、地域の高齢化社会に備えた介護施
設の充実に貢献することを目的としています。

納税専用定期積金「そなえ」
再増税に向けて、納税に備えた計画的な備蓄の必
要性が高まっています。預金の利用を納税に限定す
る代わりに、定期積金の店頭表示利率（３年未満）＋
０．０４％と金利が優遇されます。

つながる、出会える。
しんくみネット。

約１万件の加盟店から検索。

組合員証の提示が必要です。詳しくは「しんくみ
ネット」の「しんくみネット会員が受けられる特
典」をご覧くだ
さい。

組合員限定特典が
受けられます。

			来　店

商品・サービス提供

外部機関との提携
外部機関との提携により、一層のサービス提供に努めております
● 日本政策金融公庫
● 東京都中小企業診断士協会

● 中小企業基盤整備機構
● ＴＫＣ東京中央会 など

● 全国390万人の組合員を
つなぐネットワークです。

● 加盟店登録するお取引先
の販路拡大をご支援いた
します。

ご興味のある方は
こちらから！

▲

「しんくみネット」
お客さまを結ぶ

組合員証を保有 ステッカーを提示

閲覧 公開

加盟店情報ページ

※サンプル画像

ビジネス
マッチング
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個人の皆さまを大信がサポートします

借
り
る

大信では特別金利定期預金を取り扱っております

アッ！ お金が必要！ そんなときに大信がお役に立ちます

貯
め
る

大信では、平成27年度に通常の
定期預金に対して金利を５倍強に設
定した特別金利定期預金「輝き」や、
北部信用組合との合併を記念して、
通常の定期預金に対して金利を６倍
に設定した特別金利定期預金「プレ
ミアム」などをご提供しました。

今年度も、特別金利定期預金な
どを通じて、お客さまの資産を安心
してお預けいただくために有効な
サービスを提供してまいります。

大信カードローン「アラカルト｣
急にお金が必要になっても、借入の申し込みが完了するまでには時間がかかるもの。そんなときに、

お役に立つのが大信カードローン「アラカルト｣。当座貸越型のカードローンで、あらかじめ極度額を
設定しておけば、極度額内ですぐに借入が実行できます。
※極度額は、所得等に応じて50万円～300万円の間で設定できます。

お取引先の事業所で働く従業員の方々が事業所
等に定着し、健康で文化的な生活を営み、生活の
安定、向上など福利厚生面の充実を側面支援する
ことを目的に、金融サービス（金利を優遇した小口
消費者ローン・金融相談等）を行うものです。

フリーローン
「職域・チョイス」
年利4.4％～12.6％

（0.5％～1.3％の優遇）

フリーローン
「チョイス」
年利4.9％～13.9％

金利優遇例 

職域パートナー制度（職域提携企業の従業員に対する融資利率優遇）

※職域提携企業の常勤役職員（嘱託ならびに臨時職員を除く）で勤続一年以上の方が対象となります。7
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借
り
る

イロイロお得な大信すえひろ会
大信すえひろ会は、大切な年金を当組合でお受け取りいただいているお客さまの会です。
ご入会は、お取引いただいた時から自動的に会員となりますので、手続きはご不要です。（会費無料）
大信すえひろ会では、さまざまな特典やご利用いただける情報をご用意しております。

会員特典のご紹介

その他ご利用いただける情報のご紹介

お誕生日プレゼント
年金お受取口座ご契約時ならびに毎年の誕生日に素敵な記
念品を差し上げます。また、お取引中に古稀をお迎えになら
れた方には特別なお祝い品を差し上げます。

すえひろ観劇会（お食事付）に
ご優待

割引料金でゆっくり観劇（お食事付）をお楽し
みください。

大信山中荘でゆっくり
山中湖畔の大信山中荘（保養所）へどうぞ。世界
遺産の富士山と山中湖が望めます。

ふれあい旅行
１泊２日の旅です！ ご家族、ご友人をお誘いいた
だき、楽しいひとときを、お過ごしください。

※ 金融情勢等により内容を変更または取扱いを中止するこ
とがありますので、予めご了承ください。

大信とくとく定期預金・２
お一人様300万円までお預け入れが可能で、ご契約時の
スーパー定期預金の店頭表示金利に以下の特別金利をプラ
スいたします。
１年契約・２年契約ともに+0.20%を上乗せします ！

（平成28年7月1日現在）

￥
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社会貢献に関する取組み

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の支援を継続。

店舗施設の開放を通じて
地域貢献

あすなろ会の活動は、英会話教室、茶道教室など教養教
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。加えて、中小企業の後継者育成として「大信ひまわりの会」、「し
ん研青年部会」への支援事業を行っております。大信では、このよう
な（財）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全店舗のお取引先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（財）あすな
ろ会ホームページをご覧下さい。http://www.asunarokai.org/

宿支店では、店舗駐車場スペース
を、「東京マラソン2016」の仮設ト

イレ設置スペースとして提供し、ランナー
の皆さんに利用していただきました。

比寿支店では開店５０周年事業の
一環として、３月１４日～３月２５日

まで店舗ロビー・会議室にて「恵比寿
の今昔」写真展を開催しました。

期間中多くの方が来店され、「昔を思
い出して懐かしかった」と好評を得ました。

平成２８年1月１６日
第５２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」の懇親会風景

新

（財）

恵
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三島神社本祭り」、「天祖神社節分豆まき」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。

また、清掃活動や交通安全運動を通じた地域貢献も実施しています。

地域貢献型教育プロジェクトに参加
町駅前支店では毎年11月、地元聖徳学
園三田幼稚園の職場見学の場として協力

させていただいております。
平成27年度も実施され、見学後には園児の

手作り作品と当支店からのお礼の交換等が行
われました。

成27年11月6日、吉祥寺支店の近隣に
ある英会話教室「ズー・フォニックス・ア

カデミー吉祥寺校」の生徒と先生が社会勉強
の一環として当支店を見学に訪れました。

短い時間でしたが、楽しく談笑し、有意義に
過ごすことができました。

新小岩支店 交通安全運動 十条支店
北区放置自転車クリーンキャンペーン

日暮里支店
元三島神社

本祭り

新小岩支店
天祖神社 節分豆まき

田

信の全店舗に設置されて
いる電子ディスプレイを利

用して、「東京消防庁からのお知
らせ（地震対策などの情報）」を
配信し、防災意識の啓蒙に貢献
しています。（写真は三鷹消防
署員が三鷹支店を視察された時
のものです）

店舗設備を利用した
地域貢献
「東京消防庁からのお知らせ｣を
電子ディスプレイで配信

大

「元

平

地域行事への参加や清掃活動、
交通安全活動に参加

10
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大信 1年の

あゆみ

7月

8月

9月

 1日   「職域パートナー制度」の導入
 1日 納税専用定期積金「そなえ」の取扱開始
 10日 全店一斉感謝デー
 14日 大信イメージキャラクターの名前決定

 9日 ひまわりの会・しん研青年部会合同交流会❸
 11日 日暮里支店新店舗お披露目会
 14日   「大信ひまわりの会」会員専用ローンの創設
 14日 荏原町駅前支店
  店舗内装リニューアルオープン
 24日 日暮里支店新築移転開店❹

平成27年

4月

5月

6月

 6日  戸越支店店舗内装リニューアルオープン
 8日 ～22日 全店舗で金利表示機入替え
 13日 ～24日 ふれあい旅行／伊香保・ホテル福一

 14日 合同時局講演会／
  新宿京王プラザホテル❶

 1日 だいしん成長基盤強化支援ファンドの創設
 1日 特別金利定期預金「輝き」の取扱開始
 4日 第２次大信ファンづくりプロジェクトスタート
 24日 第63回総代会／大信本部❷

❶

❷

❸

❹

11
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沿
革

昭和27年9月
東京蓄産信用協同組合の業務開始

（9月6日を創立記念日と定める）

昭和28年6月
東京蓄産信用協同組合を
東京蓄産信用組合に改称

昭和30年8月
日東信用組合を吸収合併、
地域信用組合に転換

昭和34年10月
組合名を大東京信用組合に改称

平成10年11月
品川信用組合の事業譲受け

平成13年5月
振興信用組合の事業譲受け

平成14年5月
三栄信用組合の事業譲受け

平成14年7月
第三信用組合の事業一部譲受け

平成19年12月
東京建設信用組合と合併

平成２７年12月
北部信用組合と合併

12月

10月

11月

 8日  「短期継続運転資金融資 ハイ・パワー」取扱開始
 13日～23日　「中小企業事業者セミナー」開催
 15日 北部信用組合総代の東京タワー見学と懇親会開催

 2日 合併記念定期預金「プレミアム」の取扱開始
 2日 大井支店店舗内装リニューアルオープン
 25日 しんくみビジネスマッチングに参加／新宿NSビル
 27日 すえひろ観劇会／明治座（藤山直美）

 14日 北部信用組合と合併❺
 16日 全店一斉感謝デー

（
ダ
イ
ジ
ェス
ト
）

❺

平成28年

1月

2月

3月

 17日 平成27年度 第6回
  ロールプレイング大会／大信本部

 7日 西蒲田支店新店舗お披露目会
 22日 西蒲田支店新築開店❻

❻ 昭和27年創立当時の事務所全景

 20日 大信カード
  ローン
 　 　　「アラカルト｣
  取扱開始

12
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1 預金･貸出金の状況

大信の業績

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、前年同期に対し418
億円増加の5,552億円となりました。

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供給に取
組み、前年同期に対し80億円増加の
2,930億円となりました。

今後もお取引先の皆さまのニーズに
お応えし、安定的な資金供給に努めて
まいります。

大信の預金残高は、1口1千万円未
満の預金が64.2％、安定してお預かり
している定期預金が67.7％を占めてお
ります。地元に根をおろした小口多数
取引の推進の成果であり、盤石な取引
基盤となっております。

今後も「心・ふれあい」を大切に地
域に密着した業務を進めてまいります。

■預金残高･貸出金残高の推移

預金は地域に密着した小口多数取引に徹しております。

平成25年度

■ 預金残高　■ 貸出金残高

5,041

2,989 2,850

5,134

2,930

5,552

0

2,000

4,000

6,000
（単位：億円）

平成26年度 平成27年度

■預金1口当たり金額段階別
　残高構成比

（平成28年3月末現在）

■科目別内訳
（平成28年3月末現在）

1千万円未満
64.2%

定期預金
67.7%

■定期積金
5.0%

■その他の預金 0.7%

■当座預金
1.4%

■普通預金
24.8%

■通知預金
0.1%

■貯蓄預金
0.3%

■1千万円以上～
　3千万円未満
18.0%

■5千万円以上
～1億円未満
3.2%

■3千万円以上
～5千万円未満

2.9%

■1億円以上
11.7%

預金残高

�5,552億円
貸出金残高

�2,930億円

お客さまからの信頼をいただき順調な業績をあげています。

13
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2 収益の状況
厳しい経済環境の中、本業である預

貸金業務に特化した事業展開に取組む
とともに経費の削減等経営の合理化に
努めました結果、外部環境悪化の影響
を最小限に止め、業務純益は18億円、
経常利益は26億円、当期純利益は19
億円を確保することができました。

今後とも環境の変化へ柔軟に対応で
きる安定的収益体質に向け改善に努め
てまいります。

■業務純益･経常利益･当期純利益の推移

0

10

20

30
（単位：億円）

平成25年度

■ 業務純益　■ 経常利益　■ 当期純利益

25 23
26
22

18

26

19

平成26年度 平成27年度

1919 1818

業務純益

� 18億円
経常利益

� 26億円
当期純利益

� 19億円

金融機関の基本的業務に係る利益です。
業務純益

通常の営業活動に係る利益です。経常的な収益力を見る上で重要な利益です。
経常利益

経常利益に特別利益と特別損失を加減し、法人税などを控除した利益で、
最終的な利益を表します。

当期純利益

用
語解説
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3 自己資本比率の状況

大信の業績

自己資本比率とは、リスク・アセット
（保有する資産にその安全度に応じた掛
目を乗じた金額）などに対して、出資
金などの自己資本がどれくらいあるか
を示す指標で、金融機関の健全性を表
す代表的な指標です。

日本では、国内のみで営業を行なう
金融機関に対して国内基準である４％と
いう基準が定められています。

当組合の自己資本比率は、内部留保
の増加を主とし、前年同期に対して
0.34ポイント上昇し、9.09％と国内基
準を大きく上回っております。

■自己資本比率と自己資本の額

（単位：億円）

平成25年度

■ 自己資本の額　　　自己資本比率

8.15
8.75

100

250

150

200

300

350

5.00

7.00

6.00

8.00

10.00

9.00

（単位：%）

平成26年度 平成27年度

242

9.09

284284

227227

自己資本比率

� 9.09%
自己資本の額

� 284億円

⃝自己資本比率の求め方

自己資本比率の算出

×  100  ＝  9.09%自己資本の額　（ 284億円 ）
リスク・アセット等（3,122億円）

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います。

15
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4 不良債権の状況
お取引先の皆さま

に対する円滑な資金
供給と経営改善・再
生支援、オフバランス
化等に取組み、不良
債権額は前年同期に
対して約7億円減少し
89億円となりました。

その結果、不良債
権比率は3.05％とな
り、前年同期に対し
0.34ポイント改善しま
した。

■不良債権比率と不良債権額

（単位：億円） （単位：%）

平成25年度

■ 不良債権額　　　不良債権比率
3.49 3.39

96
3.05

40

80

60

100

120

1.50

2.50

2.00

3.00

3.50

平成26年度 平成27年度

104
89

■破産更生債権及び
   これらに準ずる債権
　　　　18億円

■危険債権
　 60億円

■要管理債権
　　10億円

合計
2,936億円

■正常債権
2,819億円
■正常債権
2,846億円

不良債権比率

� 3.05%
正常債権

�2,846億円
不良債権額

� 89億円

破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由に
より経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権です。自己査定区分における破綻先・実質破綻先が該当します。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」 「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債
権」に該当する債権です。自己査定区分にお
ける要注意先の一部が該当します。

「要管理債権」

債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態
及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収
及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。自
己査定区分における破綻懸念先が該当します。

「危険債権」 債務者の財政状態及び経営成績に特に問題が
ない債権で、「破産更生債権及びこれらに準ず
る債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の
債権です。自己査定区分における要注意先の
一部と正常先が該当します。

「正常債権」

用
語解説
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平成27年度の実績

■貸借対照表� （単位：百万円） ■損益計算書� （単位：百万円）

（注）	1.	記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
	 2.	部分償却額は、676百万円となっており、平成26年度末1,095百万円に対し418百万

円減少しております。
	 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。

（注）	記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

平成26年度末 平成27年度末 平成26年度末 平成27年度末
科	目 金	額 金	額 科	目 金	額 金	額

（資産の部） （負債の部）
現金 6,575 7,566 預金積金 513,477 555,292

預け金 162,485 203,016 借用金 ー 800

有価証券 76,469 70,378 その他負債 2,315 2,353

貸出金 285,024 293,090 賞与引当金 220 231

その他資産 2,720 3,749 退職給付引当金 1,102 833

有形固定資産 8,993 11,032 役員退職慰労引当金 212 248

無形固定資産 1,881 1,849 睡眠預金払戻
損失引当金 5 2

繰延税金資産 328 154 偶発損失引当金 106 109

債務保証見返 473 391 再評価に係る
繰延税金負債 143 180

貸倒引当金 △1,327 △	817 債務保証 473 391

（うち個別貸倒引当金） （△845）（△	356）負債の部合計 518,058 560,444

（純資産の部）
出資金 13,765 14,630

　普通出資金 12,215 13,080

　その他の出資金 1,550 1,550

資本剰余金 1,050 1,050

利益剰余金 9,403 12,956

組合員勘定合計 24,219 28,637
評価・換算
差額等合計 1,347 1,330

純資産の部合計 25,566 29,968

資産の部合計 543,624 590,412 負債及び
純資産の部合計 543,624 590,412

平成26年度 平成27年度
科	目 金	額 金	額

経常収益 10,846 10,570
　資金運用収益 8,858 8,553
　　貸出金利息 7,737 7,358
　　預け金利息 632 488
　　有価証券利息配当金 422 640
　　その他の受入利息 65 65
　役務取引等収益 516 508
　その他業務収益 648 500
　　国債等債券売却益 637 472
　　その他の業務収益 10 27
　その他経常収益 822 1,007
経常費用 8,183 7,911
　資金調達費用 472 504
　　預金積金利息 471 503
　　借用金利息その他 0 1
　役務取引等費用 423 451
　その他業務費用 0 17
　経費 7,163 6,839
　その他経常費用 123 99
経常利益 2,662 2,658
特別利益 17 81
特別損失 79 95
税引前当期純利益 2,600 2,645
法人税、住民税及び事業税 437 383
法人税等調整額 △	46 302
法人税等合計 390 686
当期純利益 2,210 1,958
繰越金（当期首残高） 455 957
当期未処分剰余金 2,665 2,916

■組合員数と普通出資金の推移
平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末

組合員数
（単位：人）

個	人 79,307 80,240 86,984
法	人 13,979 13,952 14,897
計 93,286 94,192 101,881

普通出資金（単位：百万円） 12,102 12,215 13,080

17

010_0359428062807.indd   17 2016/06/28   9:26:51



店舗一覧

ATMコーナー 
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。）

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）

新築工事のため平成28年9月20日仮店舗移転予定  北区上十条2-30-8（仮店舗）
○ 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）

平成28年10月11日移転オープン予定  中央区銀座2-12-9（新店舗）
○ 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 〒146-0094 大田区東矢口3-20-5 ☎ 03（3738）1106（代）
○ 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）
○ 東大井出張所 〒140-0011 品川区東大井6-9-6 ☎ 03（5493）1911（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）

平成28年10月11日銀座支店に統合予定
○ 浅 草 支 店 〒111-0034 台東区雷門2-2-10 ☎ 03（3842）2011（代）
○ 三ノ輪 支 店 〒110-0011 台東区三ノ輪1-8-1 ☎ 03（3876）2251（代）
○ 花 畑 支 店 〒121-0061 足立区花畑4-37-16 ☎ 03（3859）2111（代）
○ 足 立 支 店 〒123-0845 足立区西新井本町4-8-16 ☎ 03（3898）2111（代）

■ATM設置状況（平成28年7月19日現在）

■ATMコーナーご利用時間

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

（平成28年7月19日現在）

区　		分 ATM
（現金自動預払機）

店	舗	内 73台
店	舗	外 3台
計 76台

平　日 土曜・日曜日・祝日・年末日

午前8時～午後9時 午前8時45分～午後5時
新宿支店・田町駅前支
店は午後8時、
八丁堀支店は午後4時
までのご利用時間とな
ります。

稼働日は店舗毎に異な
ります。
※店舗一覧をご参照下
さい。
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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 三鷹支店

日暮里支店

花畑支店

足立支店

三ノ輪支店

浅草支店 新小岩支店

福生支店

東大井出張所

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

亀戸支店

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

銀座支店

十条銀座出張所（ATM）

信用組合会館出張所（ATM）
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）

本部・本店営業部

八王子営業部

おおつか

おしあげ

しんこいわ

はままつちょう
たまち

うぐいすだに
いけぶくろ

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

かまた

かめいど

めぐろ しながわ

おおいまち

都内にひろがる店舗・サービス網

大信の店舗は全店
午後４時まで
営業しています。

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
お客様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）を設置してお客様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
うお客様との信頼関係強化に努めております。

お気軽にご相談ください
「お客様相談室」を設置してお客様からの	
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。

010_0359428062807.indd   1 2016/06/28   9:26:38


