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「　　」の文字が描く重なりと上方へ伸びてゆくラインは、

人と人との“きずな”と、そこを出発点に無限に伸びてゆく未来をあらわしています。

コミュニケーションネームの「アルファバンク」は、

“人とのきずなを大切に、無限の未来を切り開いてゆきたい”　

“常に皆さまにプラスアルファを提供し続ける銀行でありたい”　

そんな京葉銀行の思いをあらわしています。
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取 締 役 頭 取

確かな“きずな”を、未来へ。

　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し
上げます。
　このたび、「ミニディスクロージャー誌」を
作成いたしましたので、ご案内申し上げます。
ご高覧のうえ当行に対するご理解を深めて
いただければ幸いに存じます。

　平成２６年度のわが国経済を顧みますと、
消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反
動等があったものの、雇用・所得環境の改善
や設備投資・輸出の順調な推移により、景気
は緩やかな回復基調が続きました。当行の
経営基盤である千葉県経済も、企業倒産件
数が大きく減少したことや雇用情勢の改善
に支えられ、国内経済同様に緩やかな回復
基調が続きました。

　このような環境下、平成２７年３月期は預
金・貸出金が順調に増加しました。収益面で
も、新本部棟の建設等による経費増加があ
りましたが、金融商品販売手数料の拡大等
により、当期純利益は過去最高の水準とな
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りました。つきましては、中間配当金とあわせ
た年間の配当金は、前期から５０銭の増配と
なる１株当たり１１円とさせていただきます。

　おかげさまで、当行創立７０周年記念事業
として建設を進めてまいりました「千葉みな
と本部」が無事竣工し、５月より業務を開始
しました。これもひとえに皆さまからのご愛
顧の賜物と改めて感謝申し上げます。新本
部の完成を機に新たな一歩を踏み出すべく、
本年４月より３年間を計画期間とする第１７
次中期経営計画をスタートさせ、３つの経営
課題に取り組み、更なる企業価値の向上を
目指してまいります。

　これからも地域のお客さまへ安心、安全
で質の高いサービスを提供し、地域社会へ
貢献してまいりますので、引き続きご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

平成２７年６月

ごあいさつ

ACTION PLAN 2018
～持続的成長へ向けた「変革と実行」～

目指す銀行像

お客さまに信頼と利便性、高い満足度を提供する
魅力のある、活力あふれる銀行

目指す銀行像

期　　　　間 3年間（平成２７年度～平成２９年度）

３つの経営課題

計数目標

当期純利益 自己資本比率

１６０億円 １２％程度

OHR

６０％未満

預金残高

4.4兆円程度

貸出金残高

3.4兆円程度

地域活性化への積極的な貢献1

将来を見据えた経営基盤の構築2

経営管理態勢の高度化3

平成30年3月期（3年後）

第17次中期経営計画
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　平成２７年３月期の業績につきましては、預金および貸出金は順調に増加しました。

　また、収益面では、コア業務純益は２４１億３１百万円、株式関係損益の増加および不良債

権処理額の減少等により経常利益は２５４億１７百万円、当期純利益は１５０億９９百万円とな

りました。

　給与振込や年金振込口座の取引拡大

に努めた結果、個人預金を中心に前期比

1,593億円増加し3兆9,327億円（年間増

加率4.2％）となりました。

 預金残高
年間増加率4.2%!
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　住宅ローンを中心とする個人向け貸出や

中小企業向け貸出の推進に積極的に取り

組んだ結果、前期比1,458億円増加し2兆

9,485億円（年間増加率5.2％）となりました。

 貸出金残高
年間増加率5.2%!
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平成27年3月期  業績のご報告（単体）

　平成26年3月期から資本の質をより重視

した新しい国内基準が適用されており、新

基準による自己資本比率は11.56％です。

 自己資本比率
（%）
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　コア業務純益は前期比20億75百万円減

少し241億31百万円、当期純利益は1億66

百万円減少し150億99百万円となりました。

 コア業務純益・当期純利益
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24,13124,131
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コア業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
  　　　　　　－国債等債券損益

　OHRおよび経費率は低い水準を維持し、効率的な経営を行っています。

※OHRおよび経費率は、数値が小さいほど効率性が高いことを示します。

※グラフは新国内基準の導入に伴い、比較可能な範囲で
表示しています。

 OHR・経費率

OHR 経費率（国内業務部門）
（%）
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OHR＝経費（臨時的経費を除く）／コア業務粗利益 経費率＝経費（臨時的経費を除く）／
　　　　預金・譲渡性預金の期中平均残高
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（億円）
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　年金受取指定先数や給与振込指定先数

が順調に増加したこと等から、個人預金残高

は前期比1,351億円増加し3兆1,809億円

（年間増加率4.4%）となりました。

 個人預金残高
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　社会保険労務士による個別年金相談会

や年金セミナーを開催し、複雑な年金制度

の説明や年金請求書作成等のサービスな

どが、ご好評をいただいています。年金受取

指定先数は年間で7,253先増加（年間増加

率3.5%）しました。

 年金受取指定先数
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　住宅ローンをご利用のお客さまを中心に

給与振込のご指定をいただいています。ま

た、若年層の方々に向けた給与振込のキャ

ンペーンも実施しています。給与振込指定

先数は年間で3,952先増加（年間増加率

1.7%）しました。

 給与振込指定先数
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　成長分野を中心に県内中小企業のお客

さまへの貸出に積極的に取り組んだ結果、

中小企業向け貸出金残高は前期比513億

円増加し1兆1,622億円（年間増加率4.6%）

となりました。

 中小企業向け貸出金残高
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　お客さまの住宅資金ニーズに積極的に

お応えした結果、住宅ローン残高は前期比

660億円増加し1兆1,960億円（年間増加

率5.8%）となりました。

 住宅ローン残高
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（%）

1.761.761.941.94

※不良債権比率は、数値が小さいほど健全性が高いことを
　示しています。

H27/3

1.591.59

　お客さまの経営課題に対して適切なコン

サルティング機能の発揮に努めた結果、金

融再生法基準の不良債権比率（単体）は前

期比0.17ポイント改善し1.59%となり、資産

の高い健全性を示しております。

 不良債権比率（金融再生法基準）

平成27年3月期  業績のご報告（単体）

5 6



　平成27年3月期の1株当たりの期末配当

金は、当初の計画通り5円50銭といたしまし

た。これにより中間配当金とあわせた年間

の配当金は1株当たり11円となり、前期の

10円50銭より50銭の増配となります。

 年間配当金（1株当たり）

　世界三大格付機関の1つスタンダード&プアーズによる格付（長期カウンターパーティ格

付）は、「A」です。また、株式会社日本格付研究所の格付（長期発行体格付）は「A＋」で、安定し

た評価をいただいています。

 格付

（平成27年5月31日現在）

〈スタンダード&プアーズ〉

「      」A

SD・DSD・D

RR

CCCC

CCCCCC

BB

BBBB

BBBBBB

A
AAAA

AAAAAA

〈株式会社日本格付研究所〉

「      」A＋

DD

CC

CCCC

CCCCCC

BB

BBBB

BBBBBB

A
AAAA

AAAAAA

（平成27年5月31日現在）

D

CC

・D・DSSD・D・・D

R

　株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当行株式への投資魅力をさらに高め、よ

り多くの方々に当行株式を保有していただくため、充実した株主優待制度をご用意しています。

■ 株主優待定期預金

対象となる株主さま
およびお取扱期間

基準日 保有株式数 お取扱期間

3月31日 1,000株以上 7月～8月の一定期間

9月30日 1,000株以上 12月～1月の一定期間

預 金 種 類 スーパー定期（1ヵ月以上1年以内）

適 用 金 利 スーパー定期の店頭表示金利＋年0.5％ ＊満期日前にご解約された場合は、当行所定の中途解約利率が適用されます。

お 預 け 入 れ 回 数 各お取扱期間中、1回のお預け入れに限ります。 ＊分割預入はできません。

お預け入れ限度額

保有株式数 預入限度額（1円単位）

1,000株以上10,000株未満 10万円以上100万円以下 ＊年2回で最高200万円

10,000株以上 10万円以上200万円以下 ＊年2回で最高400万円

■ ギフトカード（QUOカード）の贈呈
対象となる株主さま 毎年3月31日現在で、当行株式10,000株以上を3年以上継続保有されている株主さまご本人

優 待 内 容 3,000円相当のギフトカード（QUOカード）を贈呈 ※毎年7月初旬に株主さまご本人にご郵送いたします。
＊くわしくはお近くの営業店、もしくは京葉銀行 総務グループへお問い合わせください。
　 0120-367-300 受付時間：月～金9：00～17：00（祝日および12月31日～1月3日は除きます）

 充実した株主優待制度

●お預け入れは窓口でのお取り扱いとなります。 ●定期預金専用通帳もしくは証書でのお預け入れに限ります。
●期間1年の場合は自動継続がご利用できます。ただし金利上乗せは初回満期日までの1回限りですので、自動継続後の定期預金は満期
日時点の店頭表示金利となります。引き続き株主優待定期預金をご利用の場合は、お書替の手続きが必要となります。

ご注意

株主優待制度の概要

※1

1,000株以上
保有の株主さま

定期預金
年2回で最高200万円
金利年0.5％上乗せ

※2
定期預金

年2回で最高400万円
金利年0.5％上乗せ

10,000株以上
保有の株主さま

左記に加え
3,000円相当の
ギフトカードを贈呈

10,000株以上
3年以上継続して
保有の株主さま

※1：1回当たりの預入限度額は、100万円です。

※2：1回当たりの預入限度額は、200万円です。

（平成27年5月31日現在）

格付とは？ 第三者の格付機関が、銀行や企業などの「安全度」をランク付けしたもの。

配当金・格付機関による評価 株主優待制度のご案内
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▶ 高度な安全性
　現在想定される最大レベルの地震に対応した免震構造とし、また、さまざまな事態に備え、重

油とガスのどちらも利用可能な発電機を設置しています。

▶ 環境への配慮
　壁面緑化・太陽光発電システム・ＬＥＤ照明などの採用により、周辺環境に配慮した建物と

なっています。

▶ 親しみやすさ
　地域の方々との“きずな”をより深める交流の場として、木々の四季の変化やアートワークを

楽しめるコミュニティーガーデンを開放しています。

▶ 便利なセミナールーム
　営業店で開催するさまざまなセミナーに、

高齢者をはじめ多くの方々がお気軽にご参

加いただけるよう、セミナールームを１階に

設置しています。

▶ 快適な室内環境
　シックハウス症候群の原因となる揮発性

有機化合物（ＶＯＣ）濃度を抑えた店舗づく

りを通じて、快適な室内環境を提供してまい

ります。

　当行の創立７０周年記念事業として進めて

まいりました「千葉みなと本部」が本年３月に

竣工しました。

 千葉みなと本部
　当行では「銀行へ相談に行って良かった」と体感いただけるよう、安全・便利・快適の「３つのバ

リュー」に基づき、お客さまとのグッドコミュニケーションを図れる店舗づくりを行っています。

 ３つのバリュー

お客さまの安全性と利便性のために
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平成26年12月にリニューアルした佐倉支店 平成26年１月に新築移転した八千代緑が丘支店

便 利2

● キッズコーナー
● セミナールーム
● 多機能ＡＴＭ　  等

安 全1

● 全自動貸金庫
● 自家発電装置
● ＡＥＤ　　　　等

快 適3

● 個別相談ブース
● シックハウス対策
● バリアフリー　 　等
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お客さまの安全性と利便性のために

　手の指の静脈パターンを高度に照合する「指静脈認証システム」は、ご利用者が特定され

るためセキュリティに優れています。さらに、センサーに指をかざすだけの簡単な操作で貸金庫

ボックスが自動でお手元に届くので、お席に座ったままご利用いただけます。

　どなたでも使いやすく「安全で便利」なＡＴＭサービスをご提供するため、各店舗に「新型

ＡＴＭ」の設置を進めています。

　キャッシュカードをお持ちの個人のお客さ

まは、インターネットバンキングのご契約が

なくてもスマートフォンやパソコンから残高・

入出金照会等がご利用になれます。

　インターネットバンキングでのお取引時

の更なるセキュリティ強化策として、「ワン

タイムパスワード」を導入しました。

 指静脈認証システム全自動貸金庫  新型ＡＴＭ

 どこでもサインイン  ワンタイムパスワード

（ご本人以外のご親族の方・法人代表者さま以外のご担当者さまがご利用になる場合は、代理人登録ができます。）

お仕事帰りやお買い物の途中など、
お気軽にご利用いただけます。
※入室は夜8時40分までです。

※元日は除きます。

中型・大型のご用意もございます。

指静脈認証リーダー
に指をかざします。

A

認証が終了すると、
貸金庫ボックスが
自動で届きます。
鍵を開けてご利用
ください。

B

ご利用が
終わりましたら、
ボックスの鍵を閉め、
画面の「返却」ボタン
を押し退出します。

C

※サイズによりご利用金額が異なります。
※ポイントサービスでご利用料金の割引があります。くわしくは
ポイントサービスのパンフレットまたは当行ホームページをご覧
ください。

す。

京葉銀行 貸金庫 検索

サイズとご利用料金は

月額2,430円～ （消費税含む）

　営業時間中に来店されることが困難なお客さまは、当行ホーム
ページより「24時間いつでも」貸金庫についてご相談のお申し
込みができます。

ご相談のお申し込みは

ご利用時間は ご利用方法は

例 ： 小型の場合

（平成27年3月31日現在）

奥行 345～409mm

幅 255～287mm

高さ
57～
77mm

A

BC朝8時か
ら

8

ま
で夜9時

9

土・日・祝日も
ご利用いただけます。

障がい者のお客さまの
操作をサポートする
「アーチ型ガイドフレーム」

視覚障がい者のお客さまも
使いやすい
「新ハンドセット」

年配のお客さまも使いやすい
「画面レイアウト」

足元のスペースを拡大し、
車いすのお客さまも
使いやすい「デザイン」

車いすのお客さまも
使いやすい
「ツイングリップ」

1

1

3

2

2
3

4

4

セキュリティに
優れている
「指静脈認証システム」

5

6

6

5
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コーディネート機能の発揮により
地方創生推進にワンストップで対応

真のニーズ・情報の吸収

情報の提供・需要の創出

地方公共団体
（県・市町村）

企　業

創業・販路拡大
経営支援・事業承継

農業・漁業
工業・商業・観光

金融機関
（公的・民間）

大学
研究機関

専門機関
一般企業

「地方創生プロジェクトチーム」

創業・起業支援

ビジネスマッチング

ファンドの活用・組成

企業誘致・土地有効利用 産　業

　政府の｢まち･ひと･しごと創生総合戦略｣を踏まえ、外部機関と連携しながら、地域のニーズ

や経営課題に対応する「地方創生プロジェクトチーム」を立ち上げました。

 地方創生プロジェクトチームの設置

　外部機関と連携して、海外企業と取引開

始や販路拡大等の情報を提供しています。

独立行政法人中小企業基盤整備機構が主

催する「日・ＡＳＥＡＮ商談会」に県内金融機

関として初めて協賛しました。

 海外販路拡大および海外進出支援への取り組み

　高齢化の一層の進展により、医療・介護分野は高い成長と雇用創出が見込まれています。医

療機関や介護事業者の皆さまに、専門家のご紹介、各種経営相談、介護事業分野への進出相

談、新たな設備等に関する融資相談を行っています。

　平成２７年３月には「介護報酬改定と医療・介護連携について」をテーマにセミナーを開催し

ました。

 医療・介護分野への取り組み　

　農業経営アドバイザーの資格を有するス

タッフが、お客さまの販路拡大や資金調達、

6次産業化などを支援しています。

　お客さまのライフステージや、ライフイベントに合わせたさまざまな疑問等に対して気軽にご

相談いただけるよう、営業店のセミナールーム等を利用したミニセミナーや相談会を随時開催

しています。

 農業分野への取り組み

 相談会・セミナー等の開催

　｢資産運用｣、「ＮＩＳＡ」、｢相続・遺言｣など

をテーマに、営業店のセミナールーム等を

利用したミニセミナーを開催し、最新の情報

をお客さまへ提供しています。

▶ ミニセミナー

地域の皆さまとともに

　平成２７年１月に佐倉支店に設置した「相続相談窓口」

は、相続について気軽に相談できる窓口として大変ご好評

をいただいております。６月には南柏支店にも設置、７月に

は佐倉支店の窓口を松ヶ丘支店に移設する等、今後も多

くのお客さまにご相談の場を提供していきます。

▶ 相続相談窓口
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　高齢化社会が進展する中、認知症を

正しく理解し、お客さまが安心して当行

をご利用いただけるよう、認知症サポー

ターを全営業店に配置しています。

 認知症サポーターの全営業店への配置
　平成元年より、将来が期待される若

い演奏家の育成と芸術文化の振興を

目的として、（公財）千葉県文化振興財

団が主催する「若い芽のαコンサート」

（毎年6月、千葉県文化会館大ホール）

に協賛しています。

 若い芽のαコンサートへの協賛

地域貢献・文化・スポーツ活動

　銀行の仕事への理解を深めていただ

くため、地域の小学生を対象に「αバン

ク体験ツアー」を開催するとともに、中

学生向けには出張授業を実施していま

す。

 金融教育への取り組み

　平成１７年度より富士見本店で開催し、ご好評をいただいているショーウィンドーギャラリー

を千葉みなと本部にも設置しました。２つのギャラリーが連携しながら、日本の伝統的な工芸品

などを紹介していきます。

 ショーウィンドーギャラリーの開催

　当行野球部が地域の少年野球チー

ムと合同で練習を行い、スポーツにお

ける次世代ジュニア育成を支援してい

ます。

 次世代ジュニアの育成支援

　平成17年10月より、本店営業部の

ロビーにて、ロビー展「アルファバンク

アートフォーラム」を開催し、来店され

るお客さまに絵画作品をご紹介してい

ます。

 本店営業部ロビー展「アルファバンクアートフォーラム」の開催

千葉みなと本部 富士見本店
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 損益計算書

 貸借対照表

（第109期　注記）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

第107期
（平成25年3月31日現在）

第108期
（平成26年3月31日現在）

第109期
（平成27年3月31日現在）

資産の部 3,933,512 4,119,072 4,346,219
　うち貸出金 2,654,061 2,802,740 2,948,594
　うち有価証券 1,013,943 948,031 1,003,260
資産の部合計 3,933,512 4,119,072 4,346,219
負債の部 3,699,413 3,874,786 4,073,054
　うち預金 3,618,219 3,773,351 3,932,712
純資産の部 234,098 244,286 273,165
　うち株主資本合計 197,843 210,067 220,465
負債及び純資産の部合計 3,933,512 4,119,072 4,346,219

第107期
自 平成24年4月 1 日（至 平成25年3月31日）

第108期
自 平成25年4月 1 日（至 平成26年3月31日）

第109期
自 平成26年4月 1 日（至 平成27年3月31日）

経常収益 72,978 70,274 71,243
　うち資金運用収益 59,748 58,090 55,924
　うち役務取引等収益 8,771 9,287 10,609
経常費用 47,990 44,747 45,826
経常利益 24,988 25,526 25,417
特別損益 △628 △633 △543
法人税等合計 9,331 9,627 9,773
当期純利益 15,027 15,266 15,099

1．  1株当たり純資産額 987円26銭

2．1株当たり当期純利益 54円22銭

3．  平成27年3月末における単体と連結の総資産
の差額は42億円と連結総資産4兆3,504億円
の0.1%未満と軽微なため、単体のみ表示し
ています。

事 業 年 度 4月1日から翌年の3月31日まで

定時株主総会 6月

定時株主総会の基準日 3月31日

剰余金の配当基準日 期末配当 3月31日
中間配当 9月30日

単 元 株 式 数 1,000株

公 告 方 法 電子公告により当行ホームページ
に掲載します。
（ホームページアドレス 
http://www.keiyobank.co.jp）
ただし、電子公告による公告をす
ることができない場合は、日本経
済新聞に掲載します。

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都中央区日本橋茅場町一丁目
2番4号
日本証券代行株式会社 本店

郵送物送付先（ お問い合せ先 ） 〒168-8620東京都杉並区和泉二丁目8番4号
日本証券代行株式会社 代理人部
0120-707-843

特別口座でのお手続き用紙のご請
求をインターネットでもお受けし
ています。
ホームページアドレス
http ://www. jsa-hp .co . jp/
name/index.html
（一部の用紙は、お手持ちのプリ
ンターで印刷できます）

取締役頭取（代表取締役） 取締役副頭取（代表取締役） 専務取締役（代表取締役）

小島　信夫 福田　紀夫 熊谷　俊行

常務取締役

飯高 弘史郎 橋本　清　
丸　次男 大島 浩司

取締役

舘川 昌彦 本間 正広 逆井 哲也
君塚 一郎 下村 武史 秋山 　智
齋藤 　康（社外取締役） 　 秋山 勝貞（社外取締役）

常勤監査役

小澤 　進 佐藤 信行

監査役

大塚 　弘（社外監査役） 　 二野宮 淳吉（社外監査役）
小野 　功（社外監査役）

（注）1.   上記のほか、当行所有の自己株式14,442,525株があ
ります。

 2.   持株数は千株未満を切り捨てて表示しています。
 3.   持株比率は自己株式（14,442,525株）を控除して算出

し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。

（注）自己株式は控除して算出しています。

 株式の状況（平成27年3月31日現在）

 大株主（平成27年3月31日現在）

氏名または名称 持株数等
（千株）

持株比率
（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 28,474 10.30

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 12,419 4.49

株 式 会 社 千 葉 銀 行 12,213 4.41

三井住友海上火災保険株式会社 10,018 3.62

株式会社三菱東京U F J銀行 9,281 3.35

京 葉 銀 行 職 員 持 株 会 7,442 2.69

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 7,122 2.57

明治安田生命保険相互会社 5,939 2.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 5,211 1.88

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,224 1.52

 株式のご案内

その他の地方
2.79％

関東地方
（除く千葉県）
52.66％千葉県

31.05％

所有者別株式分布
自己株式
4.96％

金融機関
49.44％

金融商品取引業者
0.92％

個人その他
16.68％

その他の法人
15.08％

外国法人等
12.92％

外国
13.50％

地域別株式分布

 株式の分布状況（平成27年3月31日現在）

 役員の状況（平成27年6月25日現在）

株式数
　発行可能株式総数‥‥‥‥ 790,029千株
　発行済株式の総数‥‥‥‥ 290,855千株
（注）株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。

株主数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14,045名

財務諸表（単体） 株式情報・役員
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 出張所　  外国為替業務取扱店　信託  信託代理店業務取扱店　  非常用発電装置設置店舗
視覚障がい者対応ATMを全店舗（ローンプラザを除く）に設置
AED（自動体外式除細動器）を全店舗に設置

柏　　市

 信託  柏（カシワ） 04（7167）6135
北柏（キタカシワ） 04（7133）5611

 つくしが丘（ツクシガオカ） 04（7175）0311
 豊四季（トヨシキ） 04（7147）7666
 柏の葉キャンパス

（カシワノハキャンパス） 04（7135）1211

 南柏（ミナミカシワ） 04（7145）9111
 沼南（ショウナン） 04（7192）1121

柏ローンプラザ
（カシワローンプラザ） 04（7163）7272

勝　浦　市

 勝浦（カツウラ） 0470（73）1231

香　取　市

 佐原（サワラ） 0478（52）4191
 小見川（オミガワ） 0478（83）3131

鎌　ヶ　谷　市

鎌ヶ谷（カマガヤ） 047（443）3411
 新鎌ヶ谷（シンカマガヤ） 047（441）0100

鴨　川　市

 鴨川（カモガワ） 04（7093）3111

木　更　津　市

  信託 木更津（キサラヅ） 0438（23）7311

君　津　市

君津（キミツ） 0439（52）9111
 君津東（キミツヒガシ） 0439（52）6811

佐　倉　市

 志津（シヅ） 043（489）2211
 ユーカリが丘

（ユーカリガオカ） 043（461）1021

 うすい（ウスイ） 043（461）7121
 佐倉（サクラ） 043（486）3311

佐倉山王 （サクラサンノウ） 043（486）2231

白　井　市

 白井（シロイ） 047（492）1881

匝　瑳　市

 八日市場（ヨウカイチバ） 0479（72）1251

袖　ヶ　浦　市

長浦（ナガウラ） 0438（62）3113

館　山　市

 館山（タテヤマ） 0470（22）7611

銚　子　市

 銚子（チョウシ） 0479（22）5505

東　金　市

 東金（トウガネ） 0475（52）3171

富　里　市

 富里（トミサト） 0476（91）0211

流　山　市

 江戸川台（エドガワダイ） 04（7152）3151
 初石（ハツイシ） 04（7154）5331
 流山（ナガレヤマ） 04（7150）1501
 流山おおたかの森

（ナガレヤマオオタカノモリ） 04（7150）8611

習　志　野　市

 津田沼（ツダヌマ） 047（477）1151
 新習志野（シンナラシノ） 047（451）1121

藤崎（フジサキ） 047（478）8111
大久保（オオクボ） 047（473）3101

 実籾（ミモミ） 047（473）5111

成　田　市

  信託 成田（ナリタ） 0476（22）2545
 成田西（ナリタニシ） 0476（26）3911

成田ローンプラザ
（ナリタローンプラザ） 0476（24）7822

外貨両替店 成田空港 （ナリタクウコウ） 0476（34）6368

千　葉　市

【中央区】
  信託 本店営業部

（ホンテンエイギョウブ） 043（222）2121

  信託 本町（ホンチョウ） 043（222）1155
 松ヶ丘（マツガオカ） 043（264）7551
 蘇我（ソガ） 043（265）1331

西千葉（ニシチバ） 043（253）1131
千葉ローンプラザ
（チバローンプラザ） 043（222）1361

【花見川区】
幕張本郷（マクハリホンゴウ） 043（276）3211
新検見川（シンケミガワ） 043（274）2811

 さつきが丘（サツキガオカ） 043（259）1321
 こてはし台（コテハシダイ） 043（259）2111

幕張（マクハリ） 043（272）5811
【稲毛区】
 みどり台（ミドリダイ） 043（247）8866

稲毛（イナゲ） 043（251）0211
 宮野木（ミヤノギ） 043（250）0661
【若葉区】
 千城台（チシロダイ） 043（237）8221
 都賀（ツガ） 043（253）1111
【緑区】
 鎌取（カマトリ） 043（292）3211

誉田（ホンダ） 043（292）3111
 土気（トケ） 043（294）8611
【美浜区】

海浜幕張（カイヒンマクハリ） 043（211）0200
稲毛海岸（イナゲカイガン） 043（278）0800

旭　　市

 旭（アサヒ） 0479（62）1181

我　孫　子　市

 湖北台（コホクダイ） 04（7188）2221
 天王台（テンノウダイ） 04（7185）2101

新木（アラキ） 04（7188）6411
布佐（フサ） 04（7189）4411

 我孫子（アビコ） 04（7186）5511

い　す　み　市

 大原（オオハラ） 0470（62）4431

市　川　市

 本八幡（モトヤワタ） 047（378）2511
 北方（キタカタ） 047（336）1181

行徳（ギョウトク） 047（356）9111
原木中山（バラキナカヤマ） 047（393）1511

  信託 市川（イチカワ） 047（324）2121

市　原　市

 五井（ゴイ） 0436（21）4361
 国分寺台（コクブンジダイ） 0436（21）3111
 ちはら台（チハラダイ） 0436（75）6311

八幡（ヤワタ） 0436（42）3131
 姉崎（アネサキ） 0436（61）2333
 有秋台（ユウシュウダイ） 0436（66）3111

印　西　市

印西（インザイ） 0476（42）3231
 千葉ニュータウン

（チバニュータウン） 0476（46）1311

 印西牧の原
（インザイマキノハラ） 0476（47）6111

浦　安　市

浦安（ウラヤス） 047（351）2101
新浦安（シンウラヤス） 047（354）1001

 浦安富岡（ウラヤストミオカ） 047（352）5151

大  網  白  里  市

 大網（オオアミ） 0475（72）3171

■ 店舗一覧

ネットワーク等のご案内
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■ 店舗地図外貨両替店 成田空港サテライト
（ナリタクウコウサテライト）

0476（34）6370

外貨両替店 成田空港第二
（ナリタクウコウダイニ）

0476（33）2910

野　田　市

 野田（ノダ） 04（7125）6611
川間（カワマ） 04（7127）2611
梅郷（ウメサト） 04（7123）1311

富　津　市

富津（フッツ） 0439（87）9711

船　橋　市

  信託 船橋（フナバシ） 047（422）9191
 馬込沢（マゴメザワ） 047（430）2411

中山（ナカヤマ） 047（335）6101
 船橋駅前（フナバシエキマエ） 047（422）5501
 二和向台（フタワムコウダイ） 047（447）1171
 新船橋（シンフナバシ） 047（423）7000
 北習志野（キタナラシノ） 047（466）5131
 高根（タカネ） 047（462）1111

船橋ローンプラザ
（フナバシローンプラザ） 047（425）1187

松　戸　市

  信託 松戸（マツド） 047（364）2171
 矢切（ヤギリ） 047（362）8011
 松戸新田（マツドシンデン） 047（362）3211
 北小金（キタコガネ） 047（348）9001

常盤平（トキワダイラ） 047（387）4111
五香 （ゴコウ） 047（388）2811

南　房　総　市

 千倉（チクラ） 0470（44）1315

茂　原　市

茂原（モバラ） 0475（25）1161
茂原緑ヶ丘
（モバラミドリガオカ） 0475（22）1151

八　街　市

 八街（ヤチマタ） 043（443）1321

八　千　代　市

 八千代中央
（ヤチヨチュウオウ） 047（483）7156

 八千代緑が丘
（ヤチヨミドリガオカ） 047（459）7290

四　街　道　市

 四街道（ヨツカイドウ） 043（422）1553
四街道南（ヨツカイドウミナミ） 043（433）1211
千代田（チヨダ） 043（422）8111

鋸  南  町  （  安  房  郡  ）

 保田（ホタ） 0470（55）0531

栄  町  （  印  旛  郡  ）

 栄（サカエ） 0476（95）1821

酒  々  井  町  （  印  旛  郡  ）

 酒々井（シスイ） 043（496）2131
外貨両替店 酒々井プレミアム・

アウトレット
（シスイプレミアム・アウトレット）

043（497）1311
 

多  古  町  （  香  取  郡  ）

 多古（タコ） 0479（76）5151

横  芝  光  町  （  山  武  郡  ）

 横芝（ヨコシバ） 0479（82）1331

東　京　都

 東京（トウキョウ） 03（3279）0741

本店 043（222）2121
千葉みなと本部 043（306）2121
幸町センター 043（242）0811
東京事務所 03（3279）3321

（平成27年5月31日現在）
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津田沼

船橋駅前

本店（千葉ローンプラザ）

川間

店舗数=●は店舗所在地

上記以外にも全国各地の郵便局、
および提携金融機関（都市銀行、信託
銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用
金庫、農協、県信連、労働金庫、信用
組合、信漁連）での現金自動設備の
ご利用ができます。

計 119ヵ店

千 葉 県 内

東 京 都 内

118ヵ店
　

1ヵ店
（うち出張所　　　　　　　　　　　　　 2ヵ店）

・外貨両替出張所
・店舗外キャッシュサービスコーナー

4ヵ所
153ヵ所

・コンビニATM「E-net」

・セブン銀行ATM

・イオン銀行ATM

・JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」

・ローソンATM

13,175ヵ所

19,606ヵ所

4,919ヵ所

全国213駅 349台

10,790ヵ所

（平成27年5月31日現在）
（うち県内　　　　　　　　　　　　 404ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　　　　　 688ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　　　　 1,115ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　　　　　 353ヵ所）

（うち県内　　　　　　　　   　　38駅  54台）

千葉県健康福祉部「ちばバリアフリーマップ」

県内のバリアフリー施設を千葉県が紹介する「ちばバリアフリーマップ」に当行の店舗が掲載されています。

http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbbfmap/

ネットワーク等のご案内
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