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全国に拡がる「しんくみ」の輪

151信用組合  

1,679店舗

ともに歩み、明るい未来へ
「もっと身近で、もっと便利な」を目指す信用組合をサポートしていきます。

全国信用協同組合連合会　総合企画部
〒104 - 8310　東京都中央区京橋1- 9 -1
 TEL : 03 - 3562 - 5115
 URL : http://www.zenshinkumiren.jp

九　州　（20組合）
福岡県庁・福岡県医師・福岡県南部
福岡県中央・とびうめ・佐賀県医師
佐賀東・佐賀西・長崎三菱・長崎県医師
長崎県民・佐世保中央・福江・熊本県医師
熊本県・大分県・宮崎県南部
鹿児島興業・鹿児島県医師・奄美

中国　四国　（14組合）
島根益田・朝銀西・岡山商銀・笠岡・広島市
広島県・広島商銀・呉市職員・両備・備後
山口県・香川県・土佐・宿毛商銀

近　畿　（21組合）
滋賀県民・滋賀県・京滋・大同・成協
大阪協栄・大阪貯蓄・のぞみ・中央
大阪府医師・大阪府警察・近畿産業
毎日・ミレ・兵庫県警察・兵庫県医療
兵庫県・神戸市職員・淡陽・兵庫ひまわり
和歌山県医師

全国信用協同組合連合会　総合企画部
〒104-8310 東京都中央区京橋1-9-1
TEL：03-3562-5115
URL：http://www.zenshinkumiren.jp

北海道　（7組合）
北央・札幌中央・ウリ・函館商工
空知商工・十勝・釧路

東　北　（15組合）
青森県・杜陵・岩手県医師・石巻商工
古川・仙北・秋田県・北郡・山形中央
山形第一・山形県医師・福島県商工
いわき・相双五城・会津商工

札幌札幌

仙台仙台

名古屋名古屋大阪大阪
広島広島

福岡福岡
東京東京

（本店営業第一部・第二部）（本店営業第一部・第二部）

新潟新潟

関東甲信　（22組合）
茨城県・真岡・那須・あかぎ・群馬県
ぐんまみらい・群馬県医師・埼玉県医師
熊谷商工・埼玉・房総・銚子商工・君津
神奈川県医師・神奈川県歯科医師
横浜幸銀・横浜華銀・小田原第一・相愛
山梨県民・都留・長野県

東　京　（20組合）
あすか・全東栄・東浴・文化産業
東京証券・東京厚生・東・江東・青和
中ノ郷・共立・七島・大東京・第一勧業

東海北陸　（21組合）
静岡県医師・富山県医師・富山県

師医県井福・泉福・師医県川石 ・央中沢金
丸八・愛知商銀・愛知県警察・名古屋青果物
愛知県医療・愛知県医師・豊橋商工
愛知県中央・岐阜商工・イオ　
岐阜県医師・飛驒・益田・三重県職員

協栄・三條・巻・新潟大栄・塩沢・糸魚川

新　潟　
新潟縣・新潟鉄道・興栄・新栄・さくらの街

（11組合）

警視庁職員・甲子・東京消防
東京都職員・ハナ・朝日新聞

全信組連 新本部ビル (平成31年竣工予定 )

全信組連
ミニディスクロージャー

20172017

●は、全信組連の本支店です。

（平成29年3月末現在）



大正明治

全信組連ってどんなところ？

1900 年 ( 明治 33 年 )

「産業組合法」が成立し、
今日に通じる “信用組合” が
誕生しました。

1923 年 ( 大正12年 )

関東大震災が発生しました。
家や財産を失い困窮する住民を
助けるため、次々と信用組合が
設立されました。

ぜんし んくみ れ ん

信用組合に対する経営サポート

有価証券運用
サポート

有価証券運用
サポート

情報提供の
充実

情報提供の
充実

マスコミマスコミ
当局等当局等

意見発信の
積極化

意見発信の
積極化

連携連携
外部機関外部機関

全信組連全信組連

収益力強化への
サポート

収益力強化への
サポート 信用組合信用組合信用組合信用組合

日本銀行日本銀行 民間銀行民間銀行

国国国国 一般企業等一般企業等一般企業等一般企業等

資金決済・
仲介

資金決済・
仲介

為替・
手形交換
為替・
手形交換

全信組連全信組連

業界インフラ業界インフラ

信用組合信用組合信用組合信用組合

業界インフラの整備・運営

中ノ郷信用組合▶

わたしたち全信組連(正式名称：全国信用協同組合連合会)は、信用組合の系統中央金融機関です。 
信用組合と共に、地域のみなさまをサポートしています。

信用組合は明治時代に設立され、現在に至るまで地域に密着
した金融機関として、人々の生活に寄り添いながら成長して
きました。様々な困難をのり越え、今日まで息づいてきた信用
組合の歴史を、懐かしい暮らしの様子と共にご案内します! 

全信組連全信組連

資　金資　金
余　裕
資金運用
余　裕
資金運用

金融市場金融市場

信用組合信用組合信用組合信用組合

安定収益を確保するための
有価証券ポートフォリオ運営

2

全信組連の主な役割全信組連の主な役割





信用組合のいま
信用組合は地元に根付き、地元のための金融機関として
組合員のみなさま・お客さまとともに成長を続けています。
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●業務純益
（億円）
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全信組連の経営指標

安定した収益力 高い自己資本比率
全信組連の平成28年度における業務純益はマイナス金利など
厳しい金融環境の下、114億円と安定した収益体質を維持して
おります。

自己資本比率は、20.20％と国内で営業を行う金融機関に求め
られる基準(4.0%)を大幅に上回っており、健全性の高さを維持
しております。

平成28年度
業務純益 ･･･････････････ 114億円

平成28年度末
自己資本比率（国内行基準 4％） ･･･20.20％

信用組合の貸出金は全国で１０兆円。
地元の資金が地元の

発展に役立てられています。

1010貸出金残高

信用組合の預金・積金は全国で19兆円。
みなさまの大切なお金をお預かり

しています。

1919
預金・
積金残高

信用組合の組合員は全国393万人。
多くのみなさまに支えられています。

万人万人

組合員数

393393
兆円兆円 兆円兆円

30.0

19 1414

182
●役職員一人当たり資金量

全信組連 都市銀行 地方銀行 第二地方銀行

（億円）

0

50

100

150

200

※各銀行の計数は、平成28年度中間決算
　（全国銀行協会発表）の数値を使用して
　います。

●有価証券（平残べース）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

（億円）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000 43,40540,341
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約6.1兆円の資金量と国内トップクラスの効率性 国内有数の機関投資家
全信組連は、全国の信用組合から約6.1兆円の資金を受入れて
おります。また、役職員1人あたりの資金量は182億円と国内トップ
クラスの効率性を有しております。

全信組連が運用する有価証券残高は、平成28年度3.6兆円を
超える資金を運用する国内有数の機関投資家として、金融市場
において確固たる地位を築いております。

平成28年度
資金量（平残）･･････････6兆1,932億円
1人あたり資金量 ･･････････ 182億円

平成28年度
有価証券運用（平残） ････3兆6,999億円
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114

199
184

50

100

150

しんくみネットワーク しんくみネットワーク

65





▲平成28年10月「2016 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－」
主催 ： 全信組連・全国信用組合中央協会・東京都信用組合協会 場所 : 池袋サンシャインシティ

ビジネスマッチング展 MOTTAINAIもっと
本ビジネスマッチング展は、信用組合と取引がある事業者のみなさまに、新たなビジネスチャンスを創出していただくために開催して
いるものです。ビジネスパートナーとの出会いの場を提供することで、事業者のみなさまの販路開拓・新商品開発・商品PR・販売促進、
ひいては事業の発展並びに地域振興の一助となることを目指しております。昨年の開催では4,675名もの来場者を迎え、盛会裏に
終えることができました。

案件

第1号案件

第2号案件

第3号案件

第4号案件

第5号案件

設立時期

平成27年  2月

平成27年10月

平成27年10月

平成27年12月

平成28年  6月

ファンド名

飛驒信用組合 「飛驒・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合」

秋田県信用組合 「秋田元気創生ファンド投資事業有限責任組合」

いわき信用組合 「磐城国地域振興投資事業有限責任組合」

第一勧業信用組合 「かんしん未来投資事業有限責任組合」

飛驒信用組合 「飛驒・高山さるぼぼ結ファンド2号投資事業有限責任組合」

地域経済活性化ファンドへの出資
全信組連は、信用組合の機能補完業務の一環として、地域活性化に資する創業支援や事業再生支援等により信用組合取引先の
資金ニーズに応える際に、信用組合単体では取り組みが困難な案件に対し、全信組連がリスクマネーを供給する制度として
「中小事業者等支援ファンド向け資金供給制度」を創設し、これまで5つの案件に出資いたしました。

達成率

糸魚川大火からの復興。がんばってます糸魚川。
「200年の歴史を受け継いで」

プロジェクトオーナー 合名会社 鶴来家

2016年末の大火にて、200年あまりの歴史を重ねてきました
鶴来家は、先祖代々から受け継いだ食器等々次世代へと継いでいく
日本の良さの全てを失いました。元の場所での再建に向け、お食
事を提供する「前菜皿」の購入費として資金を募集したところ、
目標金額の300％を超えるたくさんのご支援をいただきました。
新しい鶴来家をめざして、着実に頑張ります。

【協力】
糸魚川信用組合

今年は１０月２５日に開催します！お気軽にご来場ください！

https://mottainai-motto.jp/

トピックス

全信組連は、平成28年12月に伊藤忠商事株式会社、毎日新聞社、
ミュージックセキュリティーズ株式会社の3社と連携して、信用組
合業界のクラウドファンディングサイト「MOTTAINAIもっと」を
リリースいたしました。クラウドファンディングとは、新しいアイデア
やプロジェクトを持つ起案者が、専用のインターネットサイトを通じ
て世の中に呼びかけ、共感した人から広く資金を集める方法です。
既に全国各地のプロジェクトが立ち上がり、多くの方から支援
をいただいています。

プロジェクト
オーナー

サポーター

プロジェクトを
始める方

プロジェクトを
応援する方

支援金

エントリー

目標金額達成
資金提供

目標金額以上達成でリターン
( 商品やサービスなど）

信用組合

札幌中央

会津商工

いわき

糸魚川

豊橋商工

笠岡

那須

プロジェクト
オーナー

株式会社 24Ｋ 
高瀬季里子

ホームベーカリー
コビヤマ

株式会社
クラフト夢現

鶴来屋

株式会社
マーコ

ロイヤルベリーズ
ファーム㈲

酪農Ｃａｆｅ
Ｍｏｕ Ｍｏｕ Ｋｉｔｃｈｅｎ

プロジェクト

北海道のエゾシカ革製品の
魅力を全国に発信

復興への足掛け
「新しい名産品を全国へプロジェクト」

マホガニー材で作る
どうぶつつみき製作プロジェクト

糸魚川大火からの復興。がんばってます糸魚川。
「200年の歴史を受け継いで」

「残留農薬ゼロトマト」を使った
トマト餃子を皆様にお届けしたい！

大洪水を生き残った奇跡の
ブルーベリーのワインで那須再生。

幻の初乳コロラムを使った
乳製品を広めたい

各信用組合のプロジェクト一例 ▶詳しくはHPへ

トピックス
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