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先輩、今日もたくさんの
お客様からお話を伺う
ことができましたね！

そして、
卓越したコンサルティング力で
600もの村々を財政危機から
救った人物が、二宮尊徳さんなのよ。

二宮尊徳とは・・・

幼名は「二宮金次郎」といい、柴を背負いながら
書物を読む銅像はあまりにも有名。
苦学の末成長して、日本の信用組合の起源といわれる
金融制度（五常講）を生み出した二宮尊徳は、
知恵と工夫の詰まったアドバイスで、
多くの人の生活をより良くしていきました。

実は、金融におけるコンサルティングは、
江戸時代のころから行われていたの。

「お貸ししたお金をどう運用するか」
「返済方法について」などの相談に
乗ることができる力、
「コンサルティング力」
が必要とされているのよ。

そうね。でも、
聞くだけで終わり
ではないよ。

金融機関は、お金をお預かりしたり、
お貸しするだけではなくて…

�①

�⑤

�② �③ �④



2

一介の農民だった二宮尊徳さんが、
幕府から重用されるに至るまでには、
たくさんのエピソードがあったのよ

例えば、こんなエピソードも・・・

お給料からきちんと返済しますので、
どうぞお貸しください。

返済の見込みは
あるのですか？

・・・・・・・・・・

小田原藩家老・服部家の財政再建を任されていた二宮尊徳。
ある日、尊徳のもとに服部家の女中が現れた。
女中は、借金の申し込みにやってきたのだ。

二宮尊徳が尋ねると女中はすっかり意気消沈してしまった。
よくよく話を聞いてみると、女中はお給料をかなり前借りしており、
このままでは返済がいつになるかわからない状況だったのだ。 
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あなたの仕事は
台所でしたね。

で、でもどうやって・・・?

ええ、そうですけど…?

それでは、炊事のときに使う薪を節約して、
それで返済したらどうでしょう

たとえば、ご飯を炊くのに五本の薪を使っていたら、
これを三本で炊けるように工夫するのです。

そして、節約できた二本の薪を私が買い取りましょう。
そうすれば返すお金ができるのではないですか ?

ふだん五本使っている薪を三本に。
どうすればそんなに節約できるのか
女中には全く思いつきません…。
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「どうすればいいのか一緒に考えましょう。
まず、鍋底の焦げを落としてきれいに掃除しましょうか」

「そうすれば薪の燃焼もよくなるし、熱の伝わりもよくなるので、
ごはんも早く炊けるでしょう」

「 それから、三本の薪を火が鍋底に丸く当たるようにきれいに並べるのです。
すると火が鍋の底によく当たるようになりますね。」

「 消し炭も、残らず燃やし尽くしましょう
そうすれば薪を五本使わずとも、
三本で済みますよ」」

節約すれば借金も
減らせるんですね。
すぐにやってみます！ 

こんな風に、借り手の立場に立ってアドバイスをする、
つまり“コンサルティング力” を発揮するということは、
江戸時代から行われていたのよ。

私たち信用組合の基礎を生み出した二宮尊徳が、
当時すでにコンサルティングも行って いたなんてびっくりです。

なんだか少し誇らしいですね。 

ちょっと、
お金はもういいんですか !?

このまんがは、「解説�二宮尊徳翁全集」に掲載の逸話をもとに構成しました。　資料協力：報徳博物館
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しんくみネットワーク

地元の中小企業・地域のみなさま

同じ事業を営むみなさま

同じ職場にお勤めのみなさま

◆一番身近な金融機関
信用組合は、一人ひとりの顔が見えるキメ細かな取引を基本と
し、みなさまの利益をいつでも第一に考える金融機関です。

◆困った時に頼りになる金融機関
信用組合は金融の面だけでなく、みなさまの生活、経営上の悩
みや課題を共に考え、その解決に協力する金融機関です。

地元密着の信用組合を
サポートする

系統中央金融機関
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信用組合の組合員は全国392万人。
多くのみなさまに支えられています。

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。

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。
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全信組連は、全国の信用組合との取引を通じ
て地元金融の円滑化に努めています。
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全信組連

全信組連の役割

全信組連の
主 な 役 割�❶

全信組連の
主 な 役 割�❸全信組連の

主 な 役 割�❷

信用組合に対する
経営サポート

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

業界インフラの
整備・運営

信用組合への経営サポートを効果的に展開していくために、
組織横断的な体制とすべく創設した「信組経営サポート企画
本部」を中心に、信用組合に対する総合的な経営サポートを実施
しています。

運用環境や収益見通し等を踏まえながら、ポートフォリオ運
営の具体的戦略を進めるとともに、有価証券の機動的売買、
さらには運用手法の多様化に取組むなど、運用態勢の強化を
図っています。

信用組合の個人・法人の顧客の的確なニーズに対応すべく、
決済サービスの高度化等に向けた戦略的IT投資に関する具
体的検討を図っています。
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全信組連の経営指標

約5.8兆円の資金量と国内トップクラスの効率性

安定した収益力 高い自己資本比率

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5.6兆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171億円と国内トップ
クラスの効率性を有しております。

全信組連は、安定した収益体質を維持しており、平成27年度に
おける経常利益は169億円、当期純利益は114億円と、順調に
推移しております。

自己資本比率は、25.68％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。

全信組連が運用する有価証券残高は、平成27年度3.5兆円を
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27年度
資金量･･････････････5兆6,385億円
1人あたり資金量･･･････････ 171億円

平成27年度
経常利益･････････････････ 169億円
当期純利益･･･････････････ 114億円

平成27年度
自己資本比率（国内行基準 4％）･･･ 25.68％

平成27年度
有価証券運用（平残）･････3兆5,842億円
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全信組連

ビジネスマッチング展

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。

案件 設立時期 ファンド名
第1号案件 平成27年��2月 飛騨信用組合�「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド投資事業有限責任組合」

第2号案件 平成27年10月 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」

第3号案件 平成27年10月 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4号案件 平成27年12月 第一勧業信用組合�「かんしん未来投資事業有限責任組合」

第5号案件 平成28年��6月 飛騨信用組合�「飛騨・高山さるぼぼ結ファンド2号投資事業有限責任組合」

　平成28年10月に信用組合業界3団体（東京都信用組合協会・全国
信用組合中央協会・全信組連）の主催により、池袋サンシャインシティにて
「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－」を開催しました。
　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皆様に、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、
事業者の皆様の販路開拓・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。当日は4,600名もの来場者を迎え、盛会裏に終えることができました。
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　信用組合業界は、株式会社オリエントコーポレーションとの提携により、社会貢献機能を有するクレジットカード「しんくみピー
ターパンカード」の取扱いを行っています。
　このカードは、表面にピーターパンがデザインされたカードで、買い物などのカード利用代金の0.5%が信用組合業界が選定した
チャリティ関連諸団体およびロンドンのグレート・オーモンド・ストリート病院こどもチャリティに寄付され、子供たちの健全育成や難病
の子供たちを支援するために役立てられています。

「しんくみピーターパンカード」の寄付金贈呈により、子どもたちの健全育成に協力しています

◦累計発行枚数� 324,800枚
◦チャリティ累計額� 4億7,673万円

（平成6年4月〜平成28年6月末）
※枚数、金額単位未満切り捨て

しんくみピーターパンカードポスター

カード
会　員

カード
加盟店

子供の
健全育成など
の活動に活用

信組業界が
選定したチャリティ
関連諸団体等

ロンドンのグレート・
オーモンド・ストリート
病院こどもチャリティ

信用組合

全信組連

オ�リ�コ

買い物

代金入金

引落とし

買物代金の
0.5％寄付

精　算

ピーターパンカード仕組み図



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

新　潟　（11組合）

新潟縣・新潟鉄道・興栄・新栄・さくらの街
協栄・三條・巻・新潟大栄・塩沢・糸魚川

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

九　州　（21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・九州幸銀
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

東海北陸　（22組合）

静岡県医師・富山県医師・富山県
金沢中央・�石川県医師・福泉・福井県医師
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・三河・岐阜商工・イオ　
岐阜県医師・飛騨・益田・三重県職員

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

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

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
横浜中央・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
警視庁職員・甲子・東京消防
東京都職員・ハナ・朝日新聞

札幌札幌

仙台仙台

名古屋名古屋

は、全信組連の本支店です。は、全信組連の本支店です。

大阪大阪
広島広島

福岡福岡

東京
（本店営業第一部・第二部）
東京
（本店営業第一部・第二部）

新潟新潟

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
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