しんきんネットワーク
（平成27年3月末現在）

134店舗

役職員数

1,514名

融資残高

億円

県内店舗数

億円

1兆7,832

預金残高（譲渡性預金含む）

7,283

247カ所（総設置台数341台）

キャッシュサービスコーナー

※上記計数、店舗数、役職員数等は福島県内8信用金庫の合計です。

福島信用金庫

総合力でつなぐ信頼の輪

●

会津信用金庫

地域をつなぐふれ愛ネットワーク

● あぶくま信用金庫

● 二本松信用金庫
● 郡山信用金庫

愛する街の復興と福島県の幸せな未来に向かって。県内8つの
しんきんは、
しっかりとスクラムを組み、地域の皆様と共に励

● 須賀川信用金庫

まし合いながら歩んでまいります。

● 白河信用金庫
● ひまわり信用金庫

しんきんネットワーク

会津地区

中通り地区

浜通り地区

あなたの街の親近バンク

今日も 明日も 幸福つないで

〒965-0035 会津若松市馬場町2-16
tel.0242-22-7551
http://www.aizu-shinkin.jp

〒961-8601 白河市新白河1-152
tel.0248-23-4511
http://shirakawa-shinkin.jp

〒975-0003 南相馬市原町区栄町2-4
tel.0244-23-5132
http://www.abukuma.co.jp/

●会員数 26,108名 ●役職員数 176名
●店舗数 18店 ●キャッシュサービスコーナー 31カ所

●会員数 23,856名 ●役職員数 196名
●店舗数 18店 ●キャッシュサービスコーナー 36カ所

●会員数 13,856名 ●役職員数 111名
●店舗数 17店 ●キャッシュサービスコーナー 21カ所

中通り地区

中通り地区

浜通り地区

暮しのとなりに、いつもふくしん

ナイスコミュニケーション

街の応援団・町のパートナー

〒960-8660 福島市万世町1-5
tel.024-522-8161
http://www.shinkin.co.jp/fshinkin/

〒964-0917 二本松市本町2-64
tel.0243-23-1215
http://www.matsushin.jp/

〒970-8026 いわき市平字二町目10
tel.0246-23-8500
http://www.shinkin.co.jp/himawari

●会員数 35,379名 ●役職員数 311名
●店舗数 25店 ●キャッシュサービスコーナー 52カ所

●会員数 15,723名 ●役職員数 98名
●店舗数 7店 ●キャッシュサービスコーナー 15カ所

●会員数 27,912名 ●役職員数 205名
●店舗数 17店 ●キャッシュサービスコーナー 29カ所

中通り地区

中通り地区

地域をつなぎ、地域と共に歩む

地域と共に歩む信用金庫

6/15は信用金庫の日です。
〒963-8630 郡山市清水台2-13-26
tel.024-932-2222
http://www.gunshin.co.jp/

〒962-0054 須賀川市牛袋町121番地1
tel.0248-75-3172
http://www.sushin.co.jp

●会員数 24,792名 ●役職員数 223名
●店舗数 19店 ●キャッシュサービスコーナー 39カ所

●会員数 19,938名 ●役職員数 194名
●店舗数 13店 ●キャッシュサービスコーナー 24カ所

昭和26年6月15日に信用金庫法が施行
されたのを記念して
「信用金庫の日」
と定
めております。
県内8つの信用金庫は一斉清掃活動を6
月と10月の年2回実施しております。

知ってトクする

福島県内8信用金庫のATMご利用手数料が

3 6 5 日

終日無料

●対象カード／福島県内8信用金庫が発行するすべてのカード
県内8信用金庫が発行するすべてのカード
●対 象A TM／福島県内8信用金庫が設置する店舗内・店舗外ATM
●ご利用内容／お預入れ・お引出し
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しんきん の PRコーナー
しんきんのキャッシュカードがあれば全国ゼロ
ネット加盟のしんきんATMで、平日・土曜日の
手数料が無料です。

しんきんATM
ゼロネットサービス

ZERO net SERVICE

平

日

土曜日

手数料ゼロ

0

8 : 45〜18 : 00
9 : 00〜14 : 00

（平成27年3月末現在）

信金中央金庫
（信金中金）
は、全国の信用金庫を会員とする
協同組織形態の金融機関で、信用金庫の中央金融機関として
昭和２５年に設立されました。
信金中金は、
「 個別金融機関」
と
「信用金庫のセントラル
バンク」
という２つの役割を併せ持つ金融機関であり、平成２7
年3月末現在の資金量は、信用金庫から預けられた資金と
金融債を発行して調達した資金等を合わせて約２8兆円に
のぼっています。信金中金は、
わが国有数の規模を有する金融
機関であり、数少ない金融債発行機関でもあります。

信金中金
単体自己資本比率
（国内基準）
単体不良債権比率

単体自己
資本比率

28兆円

格付け

AA

信用金庫数
役職員数

強固なネットワーク

上記計数は、平成２7年３月末現在

個別金融機関としての役割
●機関投資家としての役割

信用金庫のセントラルバンクとしての役割
●信用金庫の余裕資金の効率運用

約33兆円にのぼる巨大な運用資産

●総合金融サービス提供機関としての役割
信金中金グループとして総合的な金融サービスを提供

●地域金融機関としての役割
地公体向け融資・ＰＦ
Ｉ
・代理貸付など

総合力で地域金融をバックアップ
㈱しんきん信託銀行

●信用金庫の業務機能の補完
中小企業金融等のサポート、業界ネットワークを活用した信用金庫
取引先支援、市場関連業務や決済業務、人材育成のサポート等

●信用金庫業界の信用力の維持・向上
経営相談、
ＡＬＭ・リスク管理支援、情報提供等

邦 銀トップクラス の 格 付
格 付 機 関

長期格付

信金中金グループ

しんきん証券㈱
信金インターナショナル㈱
しんきんアセットマネジメント投信㈱

金融関連
業務

（日本格付研究所）

約131兆円
267金庫
約11万人

預金量

上記計数は、平成27年３月末現在

信託・証券
業務

（国内基準）

しんきんネットワーク

36.46％
0.73％

36.46％

信用金庫

地域金融に
貢献

約33兆円

運用資産

資金量

ムーディーズ
（Moody s）

A1

スタンダード＆プアーズ
（S＆P）

A＋

格付投資情報センター
（Ｒ＆Ｉ）

A＋

日本格付研究所
（ＪＣＲ）

AA

信金ギャランティ㈱
信金キャピタル㈱

㈱しんきん情報システムセンター

その他業務
信金中金ビジネス㈱

（平成27年3月末現在）
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