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ごあいさつ

　皆さまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　このたび、平成29年度中間期の概況等を取りまとめたディスクロージャー誌を作成いたしました。ご高覧いた
だければ幸いに存じます。

　当社グループの子銀行3行は、関係当局の許認可の取得等を前提として、平成30年5月1日の合併を予定してお
ります。新しい銀行の商号は、「お客さまの夢を一段と明るくきらめかせたい」「お客さまの思いを預かり、次の世
代へ力強くつないでいく」という願いを込め、「きらぼし銀行」とする予定です。また、3行合併と同時に、当社の商
号も「東京きらぼしフィナンシャルグループ」とする予定であり、平成29年4月に紺色と黄色を基調としたロゴ
マークや看板のイメージを発表いたしました。

　私たち東京TYフィナンシャルグループは、「首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループ
として、総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。」という経営理念を掲げ、首都圏においてお客
さまから真に愛される地域№1の都市型地銀グループを目指しております。

　その一環として、平成29年4月に、コンサルティング機能強化の観点から㈱きらぼしコンサルティングを設立
し、幅広いお客さまとの接点を活かしたグループ全体での専門性の高いアドバイスを通じたお客さまとのリレー
ションの強化を図っております。

　また、創業支援の更なる強化を目指し、同年9月に
日本政策金融公庫と連携した協調融資制度の取組
みを開始いたしました。また、ベンチャーファンド
を組成し、資金面での支援体制を整えるなど、有望
な事業者の創造・発掘・育成までをワンストップで
サポートする仕組みづくりを実現してまいります。

　こうした、当社グループの持つネットワークを最
大限活用した専門性の高いコンサルティング機能の
提供により、お客さまとのパートナーシップの醸成
に努め、課題解決や本業支援を実践してまいります。

　今後も、当社グループは、地域の皆さまとともに
発展し、グループ一体となって地域社会・地域経済
の発展に貢献していく所存でございますので、従来
にも増して、温かいご支援とご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。

　平成30年1月
　株式会社東京TYフィナンシャルグループ

代表取締役社長
味岡桂三

1

Tokyo TY Financial  Group,Inc.  



グループ企業情報
　東京TYフィナンシャルグループ	 16
　東京都民銀行	 18
　八千代銀行	 18
　新銀行東京	 18
店舗ネットワーク	 19

C o n t e n t s

ごあいさつ		 1
東京TYフィナンシャルグループについて	 2
経営計画	 3
中小企業の経営の改善および
地域の活性化に関する取組み	 7
CSRへの取組み	 11
決算ハイライト	 13

グループ概要（平成29年9月30日現在）

東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京の３行は、関係当局の許認可の取得
等を前提として、平成30年5月1日に合併を予定しております。

◆ 合併により“きらぼし”へ

本 社 東京都新宿区新宿五丁目9番2号
設 立 平成26年10月1日
資 本 金 275億円
上場取引所 東京証券取引所市場第一部

（証券コード 7173）
ホームページ 
ア ド レ ス http://www.tokyo-tyfg.co.jp/

合併後の銀行 持株会社

きらぼし。きらめく星。
東京圏でお客さまの夢を一段と明るくきらめか
せたい。シャープで、それでいて親しみやすい
語感をそのまま生かして、お客さまの思いを 
預かり、次の世代へ力強くつないでいくという
願いを名前に込めました。

「きらぼし」が、前を向いて胸を張って歩き出すようなデザインで、
チャレンジする銀行として地域の皆さまとともに前進し、 
地域に貢献していきたい、という私たちの意志を表しています。
お客さまや職員の「思い」を大切にしながら、地域でキラリと光る
存在感のある銀行に、という願いを込めて、紺色で「信頼」「誠実」を、
黄色で「未来性」「独自性」を表現しました。

銀行名の由来 ロゴマーク・カラーに込めた思い

商号：株式会社きらぼし銀行
（英文名称：Kiraboshi Bank, Ltd. ）

商号：株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
（英文名称：Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. ）
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首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループと
して、総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。

独自性のある金融サービスの提供により、
地元地銀として永続的に存在する ･･･････	きらりと光る銀行

お客さまや地域経済の発展に貢献するために、
東京圏の特色を活かして挑戦し続ける ･･･････	チャレンジする銀行

お客さま、地域、職員の「思い」を大切にして、
常に信頼され必要とされる存在になる

お客さまとの密接なリ
レーションに基づく真の
金融仲介機能の発揮によ
る課題解決や本業支援の
実践

1

地元地銀として幅広いお
客さまとの接点を活かし
たグループ全体での専門
性の発揮によるコンサル
ティング機能の提供

2

東京圏の特色を活かした
機能強化と幅広いネット
ワークの構築による新し
い価値提供や新事業領域
の発掘

3

中長期的な視野に立った
経営体制の強化4

全　体　戦　略 経　営　戦　略

･･･････	思いをつなぐ銀行

経営方針

具体的な
取組み

経営理念

お客さまの課題解決および本業支援への取組み強化

事業性評価に基づくお客さまの経営支援への取組み強化

お客さまとの接点を活かしたコンサルティング機能の発揮とリレーション強化

コンサルティング子会社設置によるグループの提案力強化

東京都、神奈川県を始めとする地方公共団体との連携強化

東京都との連携に基づく中小企業育成への取組み強化

東京圏と他地域をつなぐ本業支援ネットワークの構築

グループシナジー効果の早期発揮、収益拡大策の推進

効率的な営業体制・店舗運営、店舗・拠点網の構築

お客さまから選ばれ信頼される人材の育成、働き方改革への取組み

ガバナンス・リスク管理態勢の強化

1

1

2

2

1

2

3

1

2

3

4
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主要施策

コンサルティング機能の発揮とリレーション強化

事業性評価に基づくお客さまの経営支援への取組み強化

地方公共団体をはじめとした外部連携強化

　当社グループは、首都圏№1の“お
客さまの満足度向上を基本に考え、
アドバイザー業務を展開する”金融
機関を目指すことを営業方針に掲げ
ております。今後も、地元地銀とし
て幅広いお客さまとの接点を活かし
たグループ全体での専門性の発揮に
よるコンサルティング機能をご提供
し、お客さまとのリレーションの強
化を図ってまいります。

　当社グループは、お客さまとの密接なリレーションに基づき、人材や技術、技能、ブランド等の知的資産を
業績向上に結びつける知的資産経営へのご支援や、動産・債権担保融資（ABL）の活用など、真の金融仲介機
能の発揮による課題解決や本業支援の実践に取組んでおります。今後も、こうした事業性評価に基づくお客さ
まの経営支援を強化してまいります。

　東京圏の特色を活かした機能強化と幅広いネットワークの
構築による新しい価値提供や新事業領域を発掘するため、東
京都・神奈川県といった地方公共団体をはじめとした外部連
携を強化し、中小企業支援に取組んでまいります。また、東
京圏と他地域をつなぐ本業支援ネットワークを構築すること
で、お取引先へのご支援・サービスの深化・拡充により、地
元中小企業の発展や地域経済の活性化につなげてまいります。

平成27年 9月 東京都
平成28年 3月 東京都中小企業振興公社
 4月 東京しごと財団
 5月 東京都立産業技術研究センター
 6月 神奈川県立産業技術総合研究所
 6月 三井住友信託銀行
 8月 スカイオーシャン・アセットマネジメント
 11月 じもとホールディングス
 11月 横浜企業経営支援財団
平成29年 1月 池田泉州ホールディングス
 3月 神奈川県川崎市
 8月 首都大学東京

お 客 さ ま 中小企業（個人事業主）
オーナー・家族・従業員

コンサルティング事業部

外為営業部

  連携推進室（地公体連携）

外部専門家

個人富裕層ほか

連携

（平成29年４月設立）

連携連携

提供

アドバイス・提案

営業担当者
本部

コーディネート
スタッフ

本部

信託機能（コントラスト）
（不動産管理信託） 地方公共団体等 他金融機関

連
携

対話

主な提携
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主要効率化策

店舗の共同化・軽量化をはじめ、効率的な店舗運営を構築

本部機能および事務センターの集約と業務効率化

　当社グループは、合併を見据えた戦略的店舗配置の一環として、
これまで、近隣に位置する店舗を同一の店舗内で営業させる店舗
共同化や、個人向けや法人向けのお客さまに特化させた店舗など、
効率的な店舗戦略を進めてまいりました。平成29年3月には、
八千代銀行西六郷支店を東京都民銀行蒲田支店の2階に移転し、
グループとして初の共同店舗による営業を開始いたしました。
　また、同年8月には東京都民銀行の錦糸町支店を城東支店内に
移転し、情報提供やアドバイス等の相談業務を中心とした「錦糸
町駅北口オフィス」を錦糸町駅北口に開設いたしました。こうし
た店舗形態の見直しをひとつのモデルとして、今後も効率的な店
舗運営を進めてまいります。 初の共同店舗

（東京都民銀行蒲田支店と八千代銀行西六郷支店）

青山本店完成（きらぼし銀行本店予定）

　当社グループでは、平成30年5月に予定している合併に先立ち、平成
29年9月の東京都民銀行青山本店の完成を機に、子銀行3行の本部機能
の大半を、青山オフィス（きらぼし銀行本店予定）、新宿オフィス（現、
東京TYFG本社および八千代銀行本店）に集約いたしました。これによ
り、きらぼし銀行への移行を円滑に進めるとともに、合併後の本部人員
のスリム化など本部機能の効率化を速やかに進めてまいります。
　また、同年7月にはこれまで各行が個別に行ってきた手形交換業務
や為替業務、口座振替業務等の一部業務を集約するため、「共同事務
センター」を開設いたしました。これにより、事務センターにおける
合理化・効率化を進めるとともに、交換便やメール便車両ルートの再
編成を実施するなど、運行コストの削減を図ってまいります。

本部機能を
部門毎に
集約

新宿オフィス

青山オフィス
共同事務センターの開設

交換便・メール便車両ルートの再編

事務センター 事務センター
共同事務センター

閉鎖 29年7月開設
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中長期的な施策

既存店舗については、重複する店舗を中心に店舗共同化の推進や地域の特性に合わせ特化型店舗等への軽
量化を実施するとともに、当社グループの営業圏における空白地への新規拠点の配置等、店舗ネットワー
クの再構築を順次実施

シナジー効果の極大化に向けた戦略概要

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度平成29年度 平成30年度

誕生
共同

事務センター
設置

主要
イベント

収益拡大
施策

合理化
効率化施策

新人事制度・人材育成プログラム導入

新営業体制への移行

本部効率化・人員の適正化

戦略的な店舗政策・新規拠点の配置

お客さま本位の課題解決型支援（中小企業向け貸出増強）

コンサルティング機能強化による収益向上

連携推進強化

フィンテックへの取組み

きらぼし
コンサルティング 設立

きらぼしテック 設立

青山本店 完成

業務改革・その他経費の低減

システム統合

平成32年度を目途に、基幹系システムを一本化するほかサブシステムも順次統合することで、システム
コストを大幅に削減

合併による重複業務の整理集約等により本部業務の効率化を図り、本部人員をスリム化。また、お客
さま本位の営業体制を強化

「きらぼしテック株式会社」の設立
　「前給」サービスは、昨今の人手不足を背景とし
て、従業員の確保、定着率の向上を目指す事業会
社から高く評価され、導入企業が年々増加してお
ります。「前給」ビジネスとフィンテックとの親和
性は高く、	フィンテック化を進めるため、平成
29年11月に当社のグループ会社としてきらぼ
しテック㈱を設立いたしました。新会社では、「前
給」で得たノウハウ等を活用し、各種アプリの開
発・リリース、フィンテック・ベンチャー企業等と
の新規サービス等を創出してまいります。 東京都民銀行 BtoBから、BtoBtoCへ

前給登録者

108万人
+α

+αニーズ収集・分析に基づく
アプリケーション開発

前給
アプリシフト

管理
アプリ

前給
システム

事業会社
前給の利用増加および前給以外の
ニーズによるアプリケーション利用に
よって新たに見込むことができるアカウント
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　当社グループは、グループ共通の経営理念に基づき、「きらりと光る銀行」「チャレンジする銀行」「思いをつなぐ銀行」を
目指して、中小企業への経営支援や個人のお客さまのニーズにお応えするため、各種施策に取組んでおります。
　平成30年5月に予定している3行合併により誕生する「きらぼし銀行」の姿を見据えながら、お客さまの本業支援への取
組みや事業性評価（事業内容・成長可能性等を適切に把握・評価すること）に基づく経営支援への取組みを強化し、3行の法
人・個人のお客さまの課題解決に努めてまいります。
　当社グループは、今後も事業計画策定サポートやビジネス・専門家マッチング、事業承継相談等、中小企業の皆さまのさ
まざまなライフステージに対応した高度な金融サービスを最適なタイミングでご提供することを通じ、コンサルティング
機能の発揮と経営改善につながるサポートに努めてまいります。

中小企業の経営支援に関する取組方針

　当社グループでは、創業や新規事業開拓、成長、事業再生等のさまざまな段階における中小企業の皆さまに、多様かつ高
度な金融サービスをご提供し、経営支援を実践するための態勢を整備しております。平成29年2月に、創業・起業支援を専
門に担当する「創業支援グループ」を設置、同年4月には専門性の高いコンサルタント業務に取組む「㈱きらぼしコンサル
ティング」を設立いたしました。
　当社グループでは、こうした態勢整備に加え、地方公共団体や経済団体、地方の地銀グループ、各種専門家等の外部機関
とも連携し、地域の中小企業の皆さまの経営支援に取組んでまいります。

中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

＜お客さまとの密接なリレーションに基づく真の金融仲介機能の発揮による課題解決や本業支援の実践＞

中小企業の経営支援ならびに地域の活性化に関する取組状況

　当社グループでは、お客さまのさまざまなニーズの把握を心がけ、課題解決に資するソリューション活動の実践により、
本業支援への取組みを強化しております。

お客さまへの課題解決および本業支援への取組強化

　当社グループは、平成29年２月に３行協働体制で「創業支援グループ」を立ち上げ、創業者・起業家に対して、資金面に限
らないさまざまなニーズへの対応や東京都・関連団体をはじめとする外部創業支援機関との橋渡しなどのサポートを行っ
ております。同年9月には創業支援を一層強化するためグランドデザインを策定し、日本政策金融公庫と連携した協調融
資制度の取組みや、資金面での支援体制を整えるためフリーバンク㈱との二人組合によるベンチャーファンド（略称：
ToKIめき応援1号ファンド）の組成など、支援メニューの拡充を図っております。
　当社グループは、こうした取組みにより、創業者の創造・発掘・育成までをワンストップでサポートする仕組みづくりの
実現を目指してまいります。

●  起業・創業支援

創業支援
グループ 外部創業支援機関

事業の拡大創業者
起業家

シード ミドル

アーリー

創業セミナー開催
事業計画サポート

人材確保支援
販路拡大

金融相談
資金調達

助成金案内
専門家紹介

7

Tokyo TY Financial  Group,Inc.  

中小企業の経営の改善および地域の活性化に関する取組み



●  海外進出・海外業務のサポート

ベトナム
ベトナム
投資開発銀行

タイ
カシコン銀行

日本
東京TYFG
アジア室

中国
東京TYFG
上海拠点

インドネシア
バンク・ネガラ・インドネシア

フィリピン
メトロポリタン銀行

インド
インドステイト銀行

台湾
中國信託商業銀行

　当社グループでは、上海現地法人を通じ、お取引先の中国ビジネスに関する総合的なコンサルティング体制を強化して
おります。
　中国の北京銀行や大連銀行、タイのカシコン銀行、ベトナム投資開発銀行、インドステイト銀行などアジア各国の現地銀
行や、東京都中小企業振興公社のタイ事務所、東京都立産業技術研究センターのバンコク支所、日本貿易振興機構
（JETRO）などの公的機関の海外拠点と提携し、拡大を続ける中小企業のアジア関連事業に対し、資金およびコンサルティ
ングの両面から事業拡大のサポートを行っております。

事業性評価に基づくお客さまの経営支援への取組強化
　当社グループでは、財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく、お客さまの事業内容や成長可能性等を適切
に評価のうえ、融資や助言を行い、企業の成長性・生産性向上に向けた取組みを行っております。ライフステージに応じた
経営支援（創業支援、成長支援、経営改善支援、事業再生支援等）への取組みを強化し、お客さまを継続的にサポートする体
制としております。

●  公共工事代金債権信託「コントラスト」
　当社グループでは、新銀行東京が取扱っている、工事完成前に工事請負代金債権を現金化できる公共工事代金債権信託「コ
ントラスト」を活用し、東京都や都関連団体、都内市区町村および川崎市から公共工事を受注・施工している元請業者の皆さ
まをサポートしております。本商品は、公共工事発注者の信用力を背景に、低コストでの資金調達が可能な信託商品です。

●  ABL・売掛債権担保融資等の活用
　当社グループでは、東京都独自の融資制度である「東京都動産・債権担保融資（ABL）制度」を取扱うほか、㈱リマーケッ
ト・エージェンシーや㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパン、特定非営利法人	日本動産鑑定とも連携し、ABL・動産担保融資、
売掛債権担保融資等による資金供給に取組んでおります。
　このほか、経営者保証を代替する融資手法である「解除条件付保証契約」や、事業計画のモニタリング・フォローを企図し
た財務コベナンツの活用、債権のオフバランス化によるバランスシートの圧縮と資本効率の向上効果を見込んだ、三井住
友信託銀行との連携による金銭債権流動化等の取扱いを通じ、担保・保証に依存しない融資の取組みを推進しております。

●  前給
　「前給」は、給料日前に働いた範囲内でお金を受取ることができ
る銀行業界初の給与随時支払サービスです（平成17年6月にビジ
ネスモデル特許を取得）。昨今の人手不足を背景に、人材確保、福
利厚生サービスの充実による定着率向上を目指す事業会社にて、
導入が増加しております。
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幅広いお客さまとの接点を活かしたコンサルティング機能の発揮とリレーション強化
　当社グループは、東京圏における中小企業のメインバンクを目指し、お客さまの生産性向上に資する成長支援に努め、
コンサルティング機能の発揮とリレーション強化に取組んでまいります。

＜地元地銀として幅広いお客さまとの接点を活かしたグループ全体での専門性の発揮によるコンサルティング機能の提供＞

「株式会社きらぼしコンサルティング」の設立
　本業支援の一環として、平成29年4月、当社の子会社として㈱きらぼしコンサルティングを設立いたしました。銀行取
引とは独立した同社による専門性の高いアドバイスを通じて、お客さまにご提供する付加価値を増大させ、グループの金
融サービスの質的向上を図ることでグループシナジーを高めてまいります。

事業内容

事業承継

企業価値
向上

ガバナンス
強化

医療法人　開業医
介護福祉関連事業者等の皆さまファイナンス活動

医療・福祉専門部署

㈱医療福祉運営機構との連携

グループ会社等との連携

業務あっせん活動

医療・福祉分野への多角的なサポート
　少子高齢化が進展する中、「医療・福祉分野」を、成長分野、首都圏の地場産業と位置づけ、ファイナンスのみならず、本
業支援等を通じて多角的にサポートしております。

連携締結日 平成29年1月

連 携 名 東京圏と大阪圏を“つなぐ”東阪連携協定

連 携 内 容

（1）しごとを“つなぐ”
 ① 商談会・交流展などを活用した

ビジネスマッチング支援
 ②中国・東南アジア拠点の相互活用
（2）企業を“つなぐ”
 ・Ｍ＆Ａサポート
（3）ひとを“つなぐ”
 ・ 地域住民の皆さまへの 

サービスの共同開発

連携締結日 平成28年11月

連 携 名 本業支援ネットワーク

連 携 内 容

（1）本業支援に関する連携・協力
 ① 事業承継・Ｍ＆Ａ等の支援

業務等に関する事項
 ② ビジネスマッチング業務に

関する事項
（2） 両グループ内で保有する本業

支援に関するノウハウの共
有・高度化を図ることを目的
とした情報交換会や共同研修
の開催および専門人材の育
成・交流

東京圏と他地域をつなぐ本業支援ネットワークの構築

＜東京圏の特色を活かした機能強化と幅広いネットワークの構築による新しい価値提供や新事業領域の発掘＞
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公益財団法人
横浜企業経営支援財団

連携
・
協力

連携
・協力

連携
・
協力

経営支援全般
施策提案

ご提案ご相談 （水先案内活動）

雇用･人材確保支援

技術支援

中小企業のお客さま

平成27年9月25日
「東京都における産業振興に関する包括連携協定」締結　

技術支援･経営者支援

産学連携

　当社グループは、平成29年8月、公立大学法人首都大学東京と連携協定を締結いたしま
した。相互に協力しながら、新たな製品開発、経営者育成、業務改善等のサポートを行うこ
とで、地域経済の持続的な発展に貢献してまいります。

●   公立大学法人首都大学東京と「産学連携による中小企業支援に関する協定」
を締結

＜首都大学東京との共催＞ 技術支援

　首都大学東京が有する技術シーズを活用した「自社製
品開発」や「技術的課題の解決」の支援を目的に、研究シー
ズ発表の他、研究室見学ツアー、教授との懇親会を行いま
した。

＜水先案内活動の流れ＞

　A社は、独自技術によるおしぼりを製造しています。販売先は病院や飲
食店など多岐に亘っていますが、更なる販売先の開拓に力を入れている
との情報を得た銀行担当者より、東京都中小企業振興公社の支援メ
ニューをご案内し、申請についてもサポートを行いました。
　その結果、大手商社OBなどで構成される同公社ナビゲーターに介護
施設など新たな販路を開拓していただき、複数社の成約実績に結びつけ
ることができました。

＜東京しごと財団との共催＞ 雇用･人材確保支援

　中小企業と求職者のミスマッチ解消を図ることを目的
に、求人企業が求職者の疑問や質問に答えながら、業務内
容や職場の雰囲気を説明できるイベントとなっており、
お客さま10社が参加しました。

とうきょうJOBフェスタ（平成29年11月開催）技術懇親会（平成29年9月開催）
平成29年度に実施した地方公共団体等との連携イベント  

～取組み事例～　 東京都中小企業振興公社と連携した「販路開拓支援」

東京都等の支援策を活用した本業支援（水先案内活動）を推進しています！  

【研究室ツアーの様子】
　当日は、「機械工学編」と題して、
４名の教授によるプレゼンおよび
研究室ツアーが実施されました。

【イベントの様子】
　当日は、求職者からの質問に対
し、企業担当者が熱心に答える様
子がみられました。

東京都・川崎市、関連団体

お客さま

・助成金
・販路開拓支援
・人材確保支援等

①お客さまニーズの
　きめ細かな把握

②最適な施策を
　ピックアップして
　ご提案

③本業支援
連
携

　東京都等の地方公共団体や関連団体との連携強化による本業支援施策を積極的に展開してまいります。

地公体連携
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CSRに対する基本的な考え方
　地域№1の都市型地銀を目指す私たち東京TYフィナンシャルグループは、CSR経営を実践し、持続可能な地域社会の形成に貢献す
ることが経営の最重要課題の一つであると考え、「首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、総合金
融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。」という経営理念のもと、「地域経済への貢献」「地域社会への貢献」「環境問題へ
の取組み」の3つを行動指針と定め、CSR活動に積極的に取組んでまいります。

東京TYFG
首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、
総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。経営理念

東京TYフィナンシャルグループは、金融
サービスの面から地域の皆さまをサ
ポートするとともに、コンサルティング機
能の発揮によりさまざまな取組みを実
践し、地域の皆さまの“夢”を実現するた
め、地域経済の活性化に貢献してまいり
ます。

地域経済への貢献

東京TYフィナンシャルグループは、質の高
いサービス提供による利便性や安全性の
向上を図るとともに、地域の皆さまの“思
い”をお預かりし、次世代へとつなぎ、とも
に発展していくために、地域に根ざしたさ
まざまな取組みを通じて地域社会に貢献
してまいります。

地域社会への貢献

東京TYフィナンシャルグループは、地
域の皆さまや次世代を担う子どもたち
が安心して生活できる環境を未来に残
すため、地域の環境保全活動や金融
サービスを通じた環境保護のためのさ
まざまな取組みを実施してまいります。

環境問題への取組み

持続可能な地域社会の形成

　当社グループの子銀行では、地域の住環境整備に貢献することを目的に、分譲マンション等の大規模修繕工事や
耐震工事に対応した「マンション管理組合ローン」を取扱っております。
　そのほか、老舗事業者、伝統工芸に関わる事業者、独自の技術力を評価されているものづくり事業者の皆さまを対
象とした融資商品や、首都圏で事業を行う中小企業のお客さまを対象に、幅広い資金ニーズにスピーディーな対応
を可能とした融資商品等を取扱い、金融業務を通じた地域経済の活性化に取組んでおります。

　当社グループでは、東京都中小企業振興公社（以下、公社）と業務連携し、公社が実施する「事業可能性評価事業※」を活用したスキー
ムを構築しております。このスキーム構築に伴い、グループ内3行において、融資商品「事業可能性評価融資制度『事業のチカラ』」を
取扱っております。
　お客さまの持つアイデア・技術力等を、公社のノウハウを活用することにより適切に評価させていただき、更なる金融仲介機能の
向上に努め、地域経済に貢献してまいります。
※		公社が新規事業プランについてアドバイス・評価を行い、成長性が高いと認められる事業プランに対して、事業化への継続的アドバイスや販路開拓サポート、
知財戦略に関するアドバイスなど各種の支援事業を活用して継続的な支援を実施する事業です。

金融業務を通じた地域経済への貢献

「事業可能性評価事業」を活用した成長分野への取組み

〈公社との連携による事業可能性評価事業のスキーム〉

事
業
プ
ラ
ン
申
込
み

（
公
社
）

事
業
可
能
性
評
価
委
員
会

継
続
的
支
援

ヒ
ア
リ
ン
グ
・
相
談

事 

前 

評 

価

発表準備
　プレゼン指導

事業の
　可能性あり

課題と方向性の提示　他の支援メニュー紹介

＜継続的支援の主な内容＞
1. 事業化への継続的アドバイス
2. 評価対象事業のPR
3. 公社助成事業への助言・推薦
4. 販路開拓サポート
5. 知財戦略に関するアドバイス
　 原則として3年間、担当するマネージャー等が
　 ハンズオン支援を行います。

地域経済への貢献
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　当社グループの子銀行では、「花粉の少ない森づくり定期」
預金を取扱うなど、環境に配慮した金融サービスの提供を
行っております。
　同預金の取扱い等を通じて、東京都農林水産振興財団が運
営する「花粉の少ない森づくり募金」へ寄付しております。

　当社グループの職員やその家族らが協力し、多摩川や相模
川の清掃活動を行っております。これらの活動には子どもた
ちも参加し、環境教育を兼ねた取組みとなっております。
　平成29年3月には、150名が参加して相模川の清掃活動を
行いました。

　当社グループは、平成29年11月に東京都と「都と事業者との連携による高齢者等を支える
地域づくり協定」を締結いたしました。
　このたびの締結を機に、地域金融機関として都内最大の店舗ネットワークを活用し、高齢者
の皆さまが安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、「緩やかな見守り」の実施や認知
症サポーター養成講座の推進、振り込め詐欺等の高齢者を狙った金融犯罪の防止など、高齢化
社会に応える活動に、より一層取組んでまいります。

「高齢者等を支える地域づくり」への協力

　当社グループでは、スポーツ振興や金融サービスの提供を通じたCSRに取組んでおります。
　東京都民銀行では、Jリーグクラブ「FC東京」を運営する東
京フットボールクラブ㈱と連携しており、毎年開催する応援
イベント「東京都民銀行Day」において子どもたちの育成資
金の贈呈も行っております。八千代銀行では、JFAが主催す
る「JFAこころのプロジェクト」に賛同し、各スポーツ界で活
躍する選手、OB・OGの方々が授業を行う「夢の教室」の開催
をサポートするほか、「『夢先生』応援定期預金」の取扱いを通
じ寄付を行っております。

スポーツ振興を通じたCSRへの取組み

「高齢者等を支える地域づくり」協定締結式

©FC東京

「花粉の少ない森づくり募金」への協力

多摩川・相模川の清掃活動

地域社会への貢献

環境問題への取組み

　当社グループの東京都民銀行、
八千代銀行は「平成29年度東京都
スポーツ推進企業」に認定されま
した。今後もスポーツ振興活動に
積極的に取組んでまいります。

「東京都スポーツ推進企業」に認定
　当社グループでは「外国コイン
募金運動」を展開しており、集めら
れた募金は、ユニセフが150以上
の国と地域で実施する子どもたち
のための支援活動に役立てられて
います。

ユニセフ募金活動への協力

夢先生：柴田亜衣氏（水泳）

（右）（公財）東京都農林水産振興財団　理事長　産形	稔	氏
（左）東京TYフィナンシャルグループ　取締役　北川	嘉一
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科　目 平成29年9月期 平成28年9月期 前年同期比

経常収益 42,264 40,816 1,448

経常利益 5,719 4,964 755

親会社株主に帰属する中間純利益 4,812 23,565※ △18,753

連結自己資本比率 9.39％ 10.35％ △0.96％

※新銀行東京との経営統合に伴う「負ののれん発生益」194億円を含んでおります。

科　目
東京都民銀行（単体） 八千代銀行（単体） 新銀行東京（単体）

平成29年9月期 平成28年9月期 平成29年9月期 平成28年9月期 平成29年9月期 平成28年9月期

経常収益 23,114 21,606 17,840 18,680 4,541 3,557

コア業務粗利益 19,034 18,770 15,728 16,193 3,080 2,743

　うち資金利益 14,670 14,994 13,315 13,415 3,006 2,697

経費 15,250 14,490 12,511 12,814 2,078 2,054

コア業務純益 3,784 4,279 3,217 3,378 1,001 689

与信費用 477 678 338 271 △1,027 △226

経常利益 4,326 3,866 2,676 3,086 1,663 741

中間純利益 3,884 3,220 2,172 2,909 1,635 626

業績の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想値と異な
る場合があります。

東京TYフィナンシャルグループ連結業績 （単位：百万円）

科　目
3行合算（単体）

平成29年9月期 平成28年9月期 前年同期比

経常収益 45,496 43,844 1,652

コア業務粗利益 37,843 37,708 135

　うち資金利益 30,993 31,108 △115

経費 29,839 29,360 479

コア業務純益 8,003 8,348 △345

与信費用 △212 724 △936

経常利益 8,666 7,694 972

中間純利益 7,692 6,756 936

3行合算（単体） （単位：百万円）

経常利益 親会社株主に
帰属する当期純利益

平成30年3月期配当予想（1株当たり）

中間配当 期末配当 年間配当金

50億円 32億円 30円 30円 60円

東京TYフィナンシャルグループの平成30年3月期連結業績予想

（単位：百万円）
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お客さま別 銀行別

預金等残高 （単位：億円）

　お客さま別の預金等残高について
は、法人預金は増加したものの、金利
上乗せ定期預金の満期等に伴い個人
預金が減少したため、前年同期比146
億円減少し、4兆8,094億円となりま
した。
※譲渡性預金を含んでおります。

法人 その他個人

48,094

32,032

14,359

1,701

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

13,650

32,832

48,588
2,105

48,240

32,570

13,796

1,873

■東京都民銀行　■八千代銀行　■新銀行東京

48,094

23,680

21,459

2,954

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

21,446

24,471

48,588
2,670

48,240

23,731

21,450

3,057

（単位：億円）

お客さま別 銀行別

貸出金残高

　お客さま別の貸出金残高について
は、事業性評価に基づく法人のお客さ
ま向けの営業体制の強化等により、中
小企業のお客さま向け貸出金が前年
同期比696億円増加し、合計では同
280億円増加し、3兆6,363億円とな
りました。

36,363

8,658

20,771

5,215
1,718

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

19,223

8,533

5,931

35,353
1,664

36,083

8,596

20,075

5,546
1,865

中小企業 中堅・大企業 地方公共団体個人 ■東京都民銀行　■八千代銀行　■新銀行東京

36,363

18,437

15,675

2,250

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

14,857

18,411

35,353
2,085

36,083

18,498

15,262

2,322

（単位：億円）

項目別 銀行別

預かり資産残高

　投資信託については、市況の好転に
より基準価額が上昇し、お客さまの資
産運用に対する姿勢に変化がみられ
たこと等により、前年同期比22億円
増加し、2,158億円となりました。
　保険については、外貨建ての新商品
導入等により、同114億円増加し、
2,210億円となりました。
※		新銀行東京では、投資信託・保険等の預かり資産
を取扱っておりません。

4,841

2,158

2,210

472

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

1,987

722

2,135

4,845 4,792

2,136

2,096

559

保険 公共債投資信託 ■東京都民銀行　■八千代銀行

4,841

2,690

2,151

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

2,011

2,833

4,845 4,792

2,754

2,038
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平成27年9月末平成27年9月末 平成28年9月末平成28年9月末 平成29年9月末平成29年9月末平成27年9月末平成29年9月末平成28年9月末平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

9.01

2,269

9.3910.35

2,8583,038

8.19 8.60 9.479.797.21 8.96

1,126

19.4520.00

623

19.71

1,0541,143 1,239 1,093 1,118 577 611

自己資本 自己資本比率

平成27年9月末平成27年9月末 平成28年9月末平成28年9月末 平成29年9月末平成29年9月末平成27年9月末平成28年9月末 平成29年9月末平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

2.94

2.37
2.17

800

695

73

3.05
2.32 2.462.762.20 2.19

297

347

2.143.30

40

1.80

359
39

412

31864

753

71

39

13 15

33 2

0
38

907

77

1,051 66

483

48

567
35

374
39

434
21

375

414
11

27
334

379 14

31
69

19

1
48

50 3

0
45

危険債権 要管理債権破産更生債権等 金融再生法開示債権比率

連結自己資本比率（国内基準）

　東京TYフィナンシャルグループの連結自己資本比率については、中小企業向け貸
出金の増加等を主な要因として、前年同期比0.96ポイント低下し、9.39％となりま
した。

東京TYフィナンシャルグループ

3行合算

新銀行東京

新銀行東京

東京都民銀行

東京都民銀行

八千代銀行

八千代銀行

金融再生法開示債権

　金融再生法開示債権については、お取引先の業況が比較的安定していることや、事
業再生への支援にも注力していること等により、残高は前年同期比64億円減少し、
800億円となり、比率も同0.20ポイント低下し、2.17％となりました。
※３行は部分直接償却を実施しておりませんが、実施した場合の計数を記載しております。

（単位：億円）

運用先別 銀行別

有価証券残高

　運用先別の有価証券残高について
は、低金利の環境下、米国債等の外債
をはじめ、運用の多様化・分散投資を
進め、外国債券等のその他の証券が増
加しましたが、国債や地方債が減少し
たことで、合計では前年同期比820億
円減少し、1兆2,510億円となりまし
た。

12,510

4,656

569

2,788

4,113

382

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

1,126

5,699

4,070

2,110

13,466

459

13,330

4,888

1,128

2,376

4,565

371

地方債 短期社債・社債 その他の証券株式国債 ■東京都民銀行　■八千代銀行　■新銀行東京

12,510

4,962

1,600

5,947

平成27年9月末 平成28年9月末 平成29年9月末

1,661

5,604

6,200

13,466 13,330

5,757

1,686

5,885

（単位：億円、％）

※	27/9には新銀行東京の計数は含まれておりません。

（単位：億円、％）
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代表取締役

代表取締役社長 味　岡　　桂　三

代表取締役副社長 田　原　　宏　和

代表取締役副社長 坂　本　　　　隆

取締役

取締役 小　林　　秀　郎
取締役 野邊田　　　　覚
取締役 常　久　　秀　紀
取締役 北　川　　嘉　一
取締役 渡　邊　　壽　信
取締役 奈良田　　　　徹
社外取締役 中　村　　　　靖
社外取締役 三　浦　　隆　治
社外取締役 髙　橋　　ゆ　き

監査役

監査役 片　山　　寧　彦
監査役 真　壁　　幹　夫
社外監査役 稲　葉　　喜　子
社外監査役 東　道　　佳　代

平成25年 10月 東京都民銀行と八千代銀行（以下、総称して「両行」といいます。）が、「経営統合の検討に関する基本合意書」を締結
平成26年 5月 両行が「経営統合契約書」を締結するとともに「株式移転計画書」を作成

10月 両行が共同株式移転により東京TYフィナンシャルグループを設立
東京証券取引所市場第一部に上場

平成27年 6月 新銀行東京と「経営統合の検討に関する基本合意書」を締結
9月 新銀行東京と経営統合（株式交換）に関し最終合意

東京都と「東京における産業振興に関する包括連携協定」を締結
平成28年 3月 東京都中小企業振興公社と「業務連携・協働に関する覚書」を締結

4月 新銀行東京と経営統合
東京しごと財団と「雇用・就業支援の協力に関する協定」を締結

5月 東京都立産業技術研究センターと「業務連携に関する協定」を締結
6月 三井住友信託銀行と業務・資本提携契約を締結
8月 スカイオーシャン・アセットマネジメントと業務提携契約を締結
9月 スカイオーシャン・アセットマネジメントを株式譲渡契約締結により持分法適用関連会社化
11月 じもとホールディングスと「本業支援に関する連携協定書」を締結

平成29年 1月 池田泉州ホールディングスと「東京圏と大阪圏を“つなぐ”東阪業務連携協定」を締結
3月 川崎市と「産業振興に関する包括連携協定」を締結
4月 当社完全子会社としてきらぼしコンサルティングを設立
8月 首都大学東京と「産学連携による中小企業支援に関する協定」を締結
11月 当社グループの子会社としてきらぼしテックを設立

東京TYフィナンシャルグループ
沿革

役員 （平成29年9月30日現在）

組織 （平成29年9月30日現在）

株主総会

取締役会

経営会議 

経営企画部 合併準備室営業戦略部

子会社等

新銀行東京八千代銀行

子会社等

東京都民銀行

リスク管理部

監査部

指名・報酬協議会

監査役 監査役会

報告 協議

委員会
▪コンプライアンス委員会
▪リスク管理委員会
▪営業戦略委員会

きらぼしコンサルティング
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	 （単位：千株、％）

名称 住所 所有株式数
発行済株式数
に対する

所有株式数の割合

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 2,290 7.51

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,268 7.44

東京都 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 1,197 3.93

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番３号 838 2.75

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 715 2.34

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 東京都中央区晴海一丁目８番11号 539 1.76

八千代銀行従業員持株会 東京都新宿区新宿五丁目９番２号 474 1.55

BNYMSANV	AS	AGENT/CLIENTS	LUX	UCITS	
NON	TREATY	1

VERTIGO	BUILDING-POLARIS	2-4	RUE	
EUGENE	RUPPERT	L-2453	LUXEMBOURG	
GRAND	DUCHY	OF	LUXEMBOURG

449 1.47

DFA	INTL	SMALL	CAP	VALUE	PORTFOLIO PALISADES	WEST	6300,	BEECAVE	ROAD	
BUILDING	ONE	AUSTIN	TX	78746	US 410 1.34

東京都民銀行職員持株会 東京都港区南青山三丁目10番43号 403 1.32

計 9,588 31.46
（注）「発行済株式数に対する所有株式数の割合」は、発行済株式数から自己株式を控除して算出し、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

	 （単位：百万円）

資本金 27,500

	 （単位：千株）

普通株式 30,650

第1回第一種優先株式 750

第二種優先株式 2,000

資本金 （平成29年9月30日現在） 発行済株式 （平成29年9月30日現在）

大株主 （平成29年9月30日現在）

区分

普通株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の
状況（株）

政府および
地方公共
団体

金融機関 金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他 計

個人以外 個人

株主数（人） 1 62 37 2,205 170 1 8,614 11,090 －

所有株式数（単元） 11,978 117,839 4,164 61,385 51,009 1 52,033 298,409 809,215

所有株式数の割合（％） 4.01 39.48 1.39 20.57 17.09 0.00 17.43 100.00 －

（注）	１．自己株式174,758株は「個人その他」に1,747単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
	 ２．「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式１単元が含まれております。

普通株式所有者別内訳 （平成29年9月30日現在）

第1回第一種優先株式

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 750 100.00

第二種優先株式

東京都 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 2,000 100.00

普通株式 
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取締役

取締役会長 柿　﨑　　昭　裕（代表取締役）
取締役頭取 坂　本　　　　隆（代表取締役）
取締役副頭取 味　岡　　桂　三（代表取締役）
専務取締役 野邊田　　　　覚
取締役 渡　邊　　壽　信
取締役 三　浦　　　　毅
取締役 水　藤　　有　仁
※		取締役	渡邊壽信、三浦毅は常務執行役員、取締役	水藤有仁は執行
役員を兼務しております。

監査役

常勤監査役 山　梨　　雄　司
常勤監査役 香　西　　由起夫
社外監査役 森　　　　敏　明
社外監査役 渡　邊　　進　悟

執行役員（機構順）

専務執行役員 小　田　　建　二
常務執行役員 山　下　　俊　一
常務執行役員 強　瀬　　理　一
執行役員 松　川　　泰　三
執行役員 林　　　　義　文
執行役員 西　村　　浩　司
執行役員 大　塚　　延　郎
執行役員 中　野　　良　明
執行役員 今　泉　　富美夫
執行役員 市　村　　尚　裕
執行役員 辻　　　　勝　彦

東京都民銀行
役員	 （平成29年9月30日現在）

	 （単位：千株、％）

名称 住所 所有株式数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 39,585 100.00

大株主 （平成29年9月30日現在）

（平成29年9月30日現在）

取締役

取締役会長 髙　橋　　一　之（代表取締役）
取締役頭取 田　原　　宏　和（代表取締役）
専務取締役 小　林　　秀　郎
専務取締役 篠　崎　　　　徹
取締役 北　川　　嘉　一
取締役 奈良田　　　　徹
取締役 安　田　　信　幸
社外取締役 坂　本　　倫　子
※		取締役	北川嘉一、奈良田徹は常務執行役員、取締役	安田信幸は執
行役員を兼務しております。

監査役

常勤監査役 平　井　　克　之
常勤監査役 鈴　木　　壽　定
社外監査役 菊　池　　　　秀
社外監査役 中　野　　智　美

執行役員

専務執行役員 鈴　木　　健　二
専務執行役員 笠　井　　　　晃
専務執行役員 長　岡　　光　昭
常務執行役員 藤　吉　　　　博
常務執行役員 澁　谷　　　　浩
執行役員 奈良部　　雅　昭
執行役員 伊　藤　　　　亨
執行役員 阿久津　　彰　紀
執行役員 竹　内　　　　彰
執行役員 豊　田　　則　義
執行役員 海老原　　隆　幸
執行役員 内　田　　秀　樹
執行役員 鈴　木　　章　二

八千代銀行
役員	

	 （単位：千株、％）

名称 住所 所有株式数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 14,858 100.00

大株主 （平成29年9月30日現在）

取締役

代表取締役社長執行役員 常　久　　秀　紀
取締役執行役員 田　中　　俊　和
取締役 味　岡　　桂　三（非常勤）

監査役

常勤監査役 奥　住　　良　一
社外監査役 藤　原　　憲　一
社外監査役 野　村　　周　央

執行役員

執行役員 桑　原　　将　実
執行役員 坪　井　　克　哉
執行役員 長　澤　　光　洋
執行役員 白　石　　雅　巳
執行役員 増　村　　智　彦
執行役員 小　勝　　基　弘

新銀行東京
役員	 （平成29年9月30日現在）

	 （単位：千株、％）

名称 住所 所有株式数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合

株式会社東京ＴＹフィナンシャルグループ 東京都新宿区新宿五丁目9番2号 7,926 100.00

大株主	 （平成29年9月30日現在）
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東京都
本店営業部	 03-6447-5760
	 港区南青山3-10-43

南砂特別出張所	 03-3649-1911
	 江東区南砂2-3-14

江古田支店	 03-3994-4321
	 練馬区栄町6-5

西国分寺支店	 042-327-2801
	 国分寺市泉町3-35-1

神田中央支店	 03-3293-5941
（旧神田支店）	 千代田区神田小川町3-3

武蔵小山支店	 03-3783-5411
	 品川区小山3-23-13

上石神井北支店	 03-3920-1581
（旧上石神井支店）	 練馬区上石神井2-34-12

久米川駅前支店	 042-392-1611
（旧久米川支店）	 東村山市栄町1-5-6

東日本橋支店	 03-3662-1171
	 中央区東日本橋3-6-11

五反田支店	 03-5437-0051
	 品川区西五反田1-29-1

大泉学園駅前支店	 03-3924-7211
（旧大泉支店）	 練馬区東大泉1-28-1

秋津支店	 042-393-9611
	 東村山市秋津町5-6-1

茅場町支店	 03-3666-1551
	 中央区日本橋茅場町2-10-5

学芸大学駅前支店	 03-3714-1171
	 目黒区鷹番3-14-11

練馬支店	 03-3970-6111
	 練馬区春日町4-16-4

保谷支店	 042-461-7951
	 西東京市保谷町4-6-9

日本橋支店	 03-3272-2381
	 中央区日本橋3-5-14

蒲田支店	 03-3738-0101
	 大田区蒲田5-29-6

千住支店	 03-3882-1101
	 足立区千住中居町28-3

東伏見支店	 042-463-9001
	 西東京市富士町4-13-24

麻布支店	 03-3452-1301
	 港区麻布十番3-1-2

大森支店	 03-3772-7151
	 大田区中央1-7-1

竹ノ塚支店	 03-3897-5111
	 足立区西竹の塚2-2-8

狛江支店	 03-3489-5171
	 狛江市東和泉1-30-4

浜松町支店	 03-3435-1901
	 港区芝大門2-12-10

世田谷支店	 03-3424-1401
	 世田谷区上馬3-18-11

立石支店	 03-3697-6171
	 葛飾区立石7-23-4

神代出張所	 042-483-0311
	 調布市西つつじヶ丘4-23

新橋法人営業部	 03-6447-5767
	 港区南青山3-10-43

九品仏支店	 03-3703-1111
	 世田谷区奥沢6-12-5

亀有支店	 03-3603-2151
	 葛飾区亀有3-17-3

東久留米支店	 042-473-5151
	 東久留米市本町1-2-20

新橋オフィス	 03-3591-7750
	 港区新橋3-1-11

代田支店	 03-3322-7311
	 世田谷区羽根木1-3-14

小岩支店	 03-3657-5131
	 江戸川区南小岩3-29-6

滝山支店	 042-474-7211
	 東久留米市滝山5-1-19

新宿支店	 03-5323-0851
	 新宿区西新宿1-20-3

渋谷中央支店	 03-3461-9191
（旧渋谷支店）	 渋谷区宇田川町33-7

葛西支店	 03-3675-3211
	 江戸川区中葛西3-37-16

多摩支店	 042-374-1211
	 多摩市諏訪5-5-1

東新宿支店	 03-3341-4691
	 新宿区新宿2-8-8

中野支店	 03-3383-0711
	 中野区中央5-1-3

船堀支店	 03-3877-1421
	 江戸川区船堀1-7-13

若葉台支店	 042-331-0088
	 稲城市若葉台2-4-1

西大久保支店	 03-3200-6141
	 新宿区大久保1-3-21

阿佐ヶ谷支店	 03-3311-1151
	 杉並区阿佐谷南1-47-24

八王子中央支店	 042-622-6161
（旧八王子支店）	 八王子市八幡町11-5

稲城支店	 042-377-1321
	 稲城市大丸92-18

春日町支店	 03-3813-7131
	 文京区小石川1-1-17

池袋支店	 03-3982-6131
	 豊島区南池袋2-26-5

西八王子支店	 042-665-7611
	 八王子市台町4-48-2

玉川学園支店	 042-726-2301
	 町田市玉川学園2-7-8

御徒町支店	 03-3831-4131
	 台東区東上野1-7-15

王子支店	 03-3912-2131
	 北区王子2-13-5

堀之内支店	 042-674-1271
	 八王子市別所2-1

成瀬台出張所	 042-726-5155
	 町田市成瀬台3-6-41

深川支店	 03-3634-1151
	 江東区高橋12-1

王子北出張所	 03-3912-7131
	 北区豊島5-5-5

立川支店	 042-522-7101
	 立川市柴崎町3-9-21

武蔵野支店	 0422-54-2211
	 武蔵野市中町3-4-10

錦糸町支店	 03-3682-6101
	 江東区大島3-1-14

三河島支店	 03-3891-7121
	 荒川区荒川3-73-5

三鷹支店	 0422-44-8251
	 三鷹市下連雀4-15-44

小平支店	 042-345-4311
	 小平市学園東町1-3-7

錦糸町駅北口オフィス	 03-5610-9107
	 墨田区錦糸1-5-14

板橋本町支店	 03-3961-6181
（旧板橋支店）	 板橋区本町14-11

青梅支店	 0428-22-3141
	 青梅市仲町250

京王ステーション支店	 0120-103-215
	 八王子市別所2-1

城東支店	 03-3681-4141
	 江東区大島3-1-14

上板橋支店	 03-3934-1511
	 板橋区常盤台4-33-12

百草支店	 042-591-3255
	 日野市百草999

インターネット支店	 0120-186-103
	 多摩市山王下1-1

東陽町支店	 03-3699-6521
	 江東区東陽4-6-1

小竹向原出張所	 03-3955-5101
	 板橋区向原2-36-4

豊田支店	 042-585-1511
	 日野市多摩平1-2-13

神奈川県 店舗外ATM

横浜支店	 045-201-4055
	 横浜市中区本町2-22

梶ヶ谷支店	 044-865-7411
	 川崎市高津区末長1-44-14 設置場所 京王ステーション支店 京王駅ATM設置駅

埼玉県 ・東京山手メディカルセンター内
・堀之内駅南口前
・玉川学園研究管理棟内
・玉川学園経営学部校舎内
・高幡台団地内
・（株）新川事務所内
・三田病院内
・六本木一丁目駅前
・新宿五丁目（八千代銀行本店営業部内）

・新宿駅　・初台駅　・明大前駅
・八幡山駅　・千歳烏山駅　・仙川駅
・飛田給駅　・中河原駅　・高幡不動駅
・北野駅　・京王稲田堤駅　・若葉台駅
・京王永山駅　・京王多摩センター駅
・京王堀之内駅　・南大沢駅　・多摩境駅
・橋本駅　・渋谷駅　・永福町駅
・高井戸駅　・久我山駅

戸田支店	 048-444-4551
	 戸田市新曽218

朝霞支店	 048-466-0331
	 朝霞市根岸台5-1-1

千葉県

住宅ローン専門店
営業時間 営業時間

ローンプラザ新宿	 0120-103-206
	 新宿区西新宿7-10-7加賀谷ビル5階

平日	 9:00～17:00
土・日曜	10:00～17:00

ローンプラザ西国分寺	 042-359-3645
	国分寺市泉町3-35-1東京都民銀行西国分寺支店2階 平日	 9:00～17:00

ローンプラザ渋谷	 03-3461-1600
	渋谷区宇田川町33-7東京都民銀行渋谷中央支店5階 平日	 9:00～17:00 ローンプラザ若葉台	 0120-002-639

	稲城市若葉台2-4-1東京都民銀行若葉台支店併設
平日	 9:00～17:00
土曜	 10:00～17:00

スモールビジネスローン取扱窓口
営業時間 電話でのお問い合わせ

ビジネスプラザ渋谷	 03-5459-3655
	渋谷区宇田川町33-7アイ・アンド・イー渋谷ビル5階 平日	 9:00～15:00 平日	 9:00～17:00

船橋支店	 047-424-6141
	 船橋市本町7-6-1

東京都民銀行

東京都
本店営業部	 03–3352–2250
	 新宿区新宿5-9-2

渋谷支店	 03–3407–9726
	 渋谷区渋谷1-7-7

幡ケ谷支店	 03–3379–2411
	 渋谷区幡ヶ谷1-2-2

笹塚支店	 03–3376–6211
	 渋谷区笹塚2-15-2

代々木支店	 03–3378–2211
	 渋谷区初台1-52-1

青山通支店	 03–3407–7121
	 渋谷区渋谷1-7-7

代々木上原出張所	 03–3466–7111
	 渋谷区西原3-23-7

原宿支店	 03–3403–7371
	 渋谷区神宮前1-11-11

八千代銀行
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東京みらい営業部	 03–5326–7301
（旧本店）	 新宿区西新宿1-21-1

新宿SG出張所（旧新宿出張所）
立川SG出張所（旧立川出張所）
渋谷SG出張所（旧渋谷出張所）

蒲田SG出張所（旧蒲田出張所）
錦糸町SG出張所（旧錦糸町出張所）
新橋SG出張所（旧新橋出張所）

上野SG出張所（旧上野出張所）
池袋SG出張所（旧池袋出張所）

新銀行東京

※		各出張所は東京みらい営業部（旧本店）内にて営業しております。

東京都
高円寺支店	 03–3312–8301
	 杉並区高円寺南4-27-6

石神井支店	 03–3995–1181
	 練馬区石神井町3-26-8

新小岩支店	 03–3694–5561
	 葛飾区西新小岩4-39-17

中河原支店	 042–360–7711
	 府中市住吉町1-32-1

富士見ヶ丘支店	 03–3247–1800
	 杉並区高井戸西2-12-8

上石神井支店	 03–3929–8811
	 練馬区上石神井1-16-24

町田支店	 042–722–2121
	 町田市原町田6-14-14

調布支店	 042–482–9131
	 調布市菊野台1-28-13

烏山支店	 03–3308–6611
	 世田谷区南烏山6-3-13

大泉支店	 03–3978–3211
	 練馬区大泉町2-63-8

旭町出張所	 042–728–5221
	 町田市旭町1-4-1

武蔵境南支店	 042–426–7128
	 調布市菊野台1-28-13

祖師谷支店	 03–3416–3151
	 世田谷区砧8-10-1

赤塚支店	 03–3932–4191
	 練馬区北町3-20-6

金森出張所	 042–721–7311
	 町田市金森東1-11-36

久米川支店	 042–394–3711
	 東村山市栄町2-20-1

自由が丘支店	 03–3717–2171
	 世田谷区奥沢5-24-8

豊島園支店	 03–3993–0311
	 練馬区練馬4-25-14

南町田支店	 042–795–6411
	 町田市小川6-1-37

和泉多摩川支店	 03–3488–3011
	 狛江市猪方3-25-4

東池袋支店	 03–3983–3221
	 豊島区東池袋2-61-3

神田支店	 03–3254–2311
	 千代田区内神田2-3-4	S-GATE大手町北2階

町田木曽支店	 042–791–2221
	 町田市木曽東4-16-15

百草園支店	 042–593–1331
	 日野市落川1065

西池袋支店	 03–3984–5851
	 豊島区東池袋2-61-3

八丁堀支店	 03–3553–7111
	 中央区入船2-1-1

相原支店	 042–774–1611
	 町田市相原町1254-6

稲城向陽台支店	 042–378–5811
	 稲城市向陽台3-7-2

椎名町支店	 03–3973–1135
	 豊島区長崎2-12-13

吾嬬支店	 03–3612–7121
	 墨田区八広2-53-7

成瀬支店	 042–726–4111
	 町田市成瀬7-3-1

八王子支店	 042–623–0151
	 八王子市八幡町13-3

板橋支店	 03–3963–3681
	 板橋区板橋1-17-1

目黒支店	 03–5449–6761
	 港区白金台3-19-1

鶴川支店	 042–734–3311
	 町田市能ケ谷1-4-9

昭島支店	 042–543–6611
	 昭島市玉川町1-11-5

中板橋支店	 03–3972–3221
	 板橋区弥生町35-7

西六郷支店	 03–3739–5411
	 大田区蒲田5-29-6

府中支店	 042–362–7111
	 府中市寿町1-1

滝野川支店	 03–3918–5187
	 北区滝野川3-1-1

北綾瀬支店	 03–3629–2311
	 足立区谷中2-7-1

東府中支店	 042–369–3311
	 府中市緑町3-6-1

神奈川県
大和支店	 046–261–3241
	 大和市大和南1-4-4

相模大野支店	 042–746–2111
	 相模原市南区相模大野3-1-2

古淵支店	 042–776–3511
	 相模原市南区古淵2-16-3

瀬谷支店	 045–303–2331
	 横浜市瀬谷区中央3-6

南林間支店	 046–274–7771
	 大和市南林間1-12-16

相模原支店	 042–753–1211
	 相模原市中央区相模原3-8-17

相武台支店	 046–254–9111
	 座間市相武台4-15-49

市が尾支店	 045–971–8621
	 横浜市青葉区市ケ尾町1063-4

ひばりが丘出張所	 046–256–4111
	 座間市ひばりが丘2-33-16

相模原法人営業部	 042–755–2331
	 相模原市中央区相模原4-6-1

海老名支店	 046–233–8393
	 海老名市中央1-11-14

横浜西口支店	 045–620–9616
	 横浜市西区北幸2-8-4

高座渋谷支店	 046–267–2511
	 大和市下和田1204

大沼支店	 042–748–3411
	 相模原市南区若松3-32-11

厚木支店	 046–295–1411
	 厚木市田村町6-7

登戸支店	 044–933–5111
	 川崎市多摩区登戸1874

淵野辺支店	 042–752–5111
	 相模原市中央区淵野辺3-7-13

二本松支店	 042–773–4311
	 相模原市緑区二本松3-1-10

さがみ野支店	 046–232–1611
	 海老名市東柏ケ谷2-23-1

稲田堤支店	 044–945–8111
	 川崎市多摩区菅3-1-1

千代田出張所	 042–757–0931
	 相模原市中央区千代田5-2-15

城山支店	 042–703–4760
	 相模原市緑区二本松3-1-10

湘南台支店	 0466–46–3511
	 藤沢市湘南台1-9-5

新百合ケ丘支店	 044–966–1811
	 川崎市麻生区万福寺1-17-1

南渕野辺支店	 042–756–1211
	 相模原市中央区共和3-15-10

東林間支店	 042–747–3311
	 相模原市南区上鶴間6-31-7

長津田支店	 045–981–1411
	 横浜市緑区長津田5-3-10

久地支店	 044–811–6511
	 川崎市高津区久地4-13-3

橋本支店	 042–772–6161
	 相模原市緑区橋本3-12-3

上溝支店	 042–762–4111
	 相模原市中央区上溝5-14-3

中山支店	 045–931–6711
	 横浜市緑区中山町323-6 埼玉県

相模台支店	 042–742–2121
	 相模原市南区南台3-20-1

田名支店	 042–763–4111
	 相模原市中央区田名4489-1

希望が丘支店	 045–363–3111
	 横浜市旭区東希望が丘100

鳩ヶ谷支店	 048–283–1551
	 川口市坂下町2-2-14

店舗外ATM
	 （設置場所） 	 （設置場所） 	 （設置場所） 	 （設置場所）

◦南青山三丁目出張所（東京都民銀行本店営業部内） ◦木曽団地出張所（町田木曽住宅管理事務所横） ◦淵野辺本町出張所（グルメシティ淵野辺本町店敷地内）  相模原市役所出張所（相模原市役所本庁舎前）

◦西池袋出張所（西池袋ビル1F）(※) ◦金井出張所（スーパー三和金井店敷地内） ◦矢部出張所（フードワン矢部店敷地内）  ウェルネスさがみはら出張所（ウェルネスさがみはら1F）

◦常盤台出張所（ときわ台駅南口神崎ビル1F） ◦スーパー三和鶴川店出張所（スーパー三和鶴川店内） ◦宮下本町出張所（カシコシュ相模原店敷地内） ◦スーパー三和西橋本店出張所（スーパー三和西橋本店敷地内）

◦JR町田駅出張所（JR町田駅中央改札口横） ◦くるる出張所（くるる1F）  峡の原出張所（峡の原工業団地協同組合事務所正面玄関） ◦イオン相模原店出張所（イオン相模原店1F）

◦原町田4丁目出張所（サウスフロントタワー町田シエロ1F） ◦スーパー三和出張所（スーパー三和稲城店内） ◦橋本ビーズモール出張所（ビーズタワー橋本W棟1F） （※）		西池袋出張所は、平成30年1月26日に
営業を終了しております。◦サミット旭町出張所（サミット旭町店敷地内） ◦イオンモール大和出張所（イオンモール大和2F） ◦JR相模原駅出張所（JR相模原駅ビル	セレオ相模原3F）

ローンセンター
営業時間 営業時間

平日 日曜日 平日 土曜日
町田ローンセンター	 042–722–4921
	 町田市原町田6-14-14

9:00～15:00
（9:00～17:00）

9:30～16:30
（9:30～16:30）

府中ローンセンター	 042–352–6881
	 府中市寿町1-1

9:00～15:00
（9:00～17:00） —

相模原ローンセンター	042–752–2021
	 相模原市中央区相模原4-6-1

9:00～15:00
（9:00～17:00）

10:00～17:00
（10:00～17:00）

相模台お客さまプラザ	042–743–3061
	 相模原市南区南台3-20-1

10:00～18:00
（10:00～18:00）

10:00～18:00
（10:00～18:00）

池袋ローンセンター	 0120–102–284
	 豊島区東池袋2-61-3

9:00～15:00
（9:00～17:00） —

	 		（　）内は電話でのお問い合わせ時間です。

八千代銀行

◦365日稼働店
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東京都民銀行および新銀行東京の店舗名変更について

八千代銀行の支店番号変更について

旧支店名 現支店名
神田支店 神田中央支店
八王子支店 八王子中央支店
板橋支店 板橋本町支店
渋谷支店 渋谷中央支店
上石神井支店 上石神井北支店
大泉支店 大泉学園駅前支店
久米川支店 久米川駅前支店

【東京都民銀行】

支店名 旧支店
番号

現支店
番号

相原支店 033 833
青山通支店 068 868
赤塚支店 021 821
昭島支店 075 875
厚木支店 059 859
吾嬬支店 071 871
和泉多摩川支店 030 830
板橋支店 016 816
市が尾支店 077 877
稲城向陽台支店 050 850
稲田堤支店 056 856
海老名支店 044 844
大泉支店 043 843
大沼支店 041 841

（カ行）
上石神井支店 047 847
上溝支店 048 848
烏山支店 007 807
神田支店 064 864
北綾瀬支店 081 881
希望が丘支店 025 825
久地支店 080 880
久米川支店 022 822
高円寺支店 006 806
高座渋谷支店 037 837
古淵支店 055 855

旧店名 現店名
本店 東京みらい営業部
新宿出張所 新宿SG出張所
蒲田出張所 蒲田SG出張所
上野出張所 上野SG出張所
立川出張所 立川SG出張所
錦糸町出張所 錦糸町SG出張所
池袋出張所 池袋SG出張所
渋谷出張所 渋谷SG出張所
新橋出張所 新橋SG出張所

【新銀行東京】
※			店舗名の変更に際し、店番号ならびにお客さまの
口座番号の変更はございませんので、従来お使い
いただいていた通帳・証書やカードはそのまま継
続してご利用いただけます。

◦支店番号の変更に際し、お客さまの口座番号の変更はございません。また、従来お使いいただいていた通帳・証書やカードはそのまま継続してご利用いただけます。

3行の合併に先立ち、支店番号を変更させていただきました。
なお、現支店番号は、旧支店番号冒頭の「0」を「8」に置き換えたものになります。

支店名 旧支店
番号

現支店
番号

相模大野支店 028 828
相模台支店 024 824
さがみ野支店 057 857
相模原支店 031 831
相模原法人営業部 060 860
笹塚支店 005 805
椎名町支店 073 873
渋谷支店 003 803
石神井支店 020 820
自由が丘支店 069 869
湘南台支店 058 858
城山支店 061 861
新小岩支店 072 872
新百合ケ丘支店 052 852
瀬谷支店 034 834
相武台支店 038 838
祖師谷支店 008 808

（タ行）
滝野川支店 019 819
田名支店 054 854
調布支店 014 814
千代田出張所 063 863
鶴川支店 049 849
豊島園支店 083 883

（ナ行）
中板橋支店 023 823
中河原支店 046 846
長津田支店 015 815
中山支店 053 853
成瀬支店 035 835
西池袋支店 009 809
西六郷支店 079 879
二本松支店 042 842
登戸支店 027 827

支店名 旧支店
番号

現支店
番号

橋本支店 017 817
幡ケ谷支店 051 851
八王子支店 065 865
八丁堀支店 084 884
鳩ヶ谷支店 076 876
原宿支店 074 874
東池袋支店 018 818
東府中支店 039 839
東林間支店 045 845
ひばりが丘出張所 062 862
富士見ヶ丘支店 085 885
淵野辺支店 013 813
府中支店 011 811
本店営業部 001 801

（マ行）
町田支店 010 810
町田木曽支店 032 832
南渕野辺支店 036 836
南町田支店 029 829
南林間支店 026 826
武蔵境南支店 082 882
目黒支店 087 887
百草園支店 040 840

（ヤ行）
大和支店 012 812
横浜西口支店 088 888
代々木支店 002 802

（ア行） （ハ行）（サ行）
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東京TYフィナンシャルグループ
2017 中間期ディスクロージャー誌
平成30年1月発行

本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。こうした記述は、
将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するもの
です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる可能性があること
にご留意ください。
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

〒160-0022　東京都新宿区新宿五丁目9番2号
http://www.tokyo-tyfg.co.jp/

株式会社新銀行東京
〒160-0023　東京都新宿区西新宿一丁目21番1号 明宝ビル
http://www.sgt.jp/

株式会社東京都民銀行
〒107-0062　東京都港区南青山三丁目10番43号
http://www.tominbank.co.jp/

株式会社八千代銀行
〒160-8431　東京都新宿区新宿五丁目9番2号
http://www.yachiyobank.co.jp/


