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C O N T E N T S

　皆さまにおかれましては益々ご清栄のこととお喜
び申し上げます。

　さて、昨年度はコロナウイルスが世界に蔓延し、経
済効果が期待されたオリンピック・パラリンピック開
催も先送りとなり、感染拡大防止のため幾度にわたる
緊急事態宣言が発出され、外出自粛や休業要請など、
私たちの生活や地域経済に甚大な影響をもたらした
１年となりました。この影響は経済全体・金融市場に
も波及し、日本の実質GDPが戦後最大の下げ幅を
記録したほか、株価等の乱高下など非常に不安定な
状況が続きました。そして私たちを取り巻く環境は、
生産・流通・消費のあらゆる場面での経済活動停滞
を余儀なくされ、生活・行動様式も大きく様変わりし、
今まで通りは通用しない時代となってしまいました。
そして今もなお未曾有の災禍の只中にあります。

　このような環境の中、当金庫は「緊急融資制度」に
積極的に取り組むとともに条件変更やお借り換えの
ご相談、各種補助金・助成金、専門家による個別相談
などを真摯にかつ迅速に対応し、多くのお客さまに
ご利用いただきました。また、当金庫にご縁のある事
業者さまをご紹介するWebサイト「縁の市」の登録
も2千先を超えました。お客さまどうしの新たなつな
がりやご商談など、売上増加への好事例も増えてき
ています。コロナ禍で地域のお客さまが抱えてい
らっしゃるさまざまな課題やお困りごとに引き続き
全力で対応し、抜本的な解決に向け取り組んでまい
ります。今後も最も身近な信用金庫として、あらゆる
場面でご活用いただければ幸いに存じます。

　昨年度の決算について申し上げますと、数ある金
融機関の中から当金庫を選んでいただき、おかげさ
まで預金残高は１兆９，９８７億円、融資残高は９，７８８
億円を計上することができました。収益面では長引
く超低金利政策の影響もあり、厳しい収益環境が続
いていますが経費削減と業務の効率化を更にすす

め、当期純利益は２３億円となりました。また、金融機
関の安全性を測る指標の一つである自己資本額
は1,０００億円を上回っており、財務基盤は一段と安
定しております。これからもよりご安心してお取り引
きいただけるよう、なおいっそう努力してまいります。

　最近のトピックといたしましては、昨年１２月に、移
転にともないなにかとご不便をおかけ致しましたが、
西川口支店を無事にリニューアルオープンすること
ができました。都会の中のリゾートをテーマとし、
日々の雑踏を忘れてゆったりとした時の流れを感じ
ていただき、ほっと一息つける空間に致しました。地
域の皆さまの憩いの場として、また居心地のよいコ
ミュニケーションスペースとして是非ご利用いただ
ければ幸甚でございます。

　当金庫は1922年（大正11年）に地域の方々の相互
扶助の精神のもとで「有限責任信用組合巣鴨町金庫」
として誕生し、地域の方々とともに助け合い励まし合
いながら歩んでまいりました。信用金庫の歴史は合
併の歴史と言われていますが、当金庫は今日まで合
併することなく、おかげさまで来年１００周年を迎える
ことができます。これもひとえに、地域の皆さまのご
愛顧の賜物と深く感謝申し上げます。これからも

「困っているときはお互いに助け合おう」という創業
の精神で、どのような時代になろうとも信用金庫とし
ての本分をわきまえ、社会的使命をしっかり果たして
まいります。ソーシャルディスタンスが声高に叫ばれ
ておりますが、当金庫はお客さまとの心の距離を
ギューッと縮め、この歴史的危機をお客さまとともに
乗り越えていく所存です。そして、「喜ばれることに喜
びを」をモットーに、より多くのお客さまから「取引し
て本当によかった」とおっしゃっていただけるよう努
めてまいります。
　今後とも末永く変わらぬご愛顧と、ご鞭撻を賜り
ますよう心からお願い申し上げ、ごあいさつとさせ
ていただきます。　

ごあいさつ 2021年7月

理事長 田村 和久

https://www.sugamo.co.jp/guide/
about/disclosure/disclosure.html

資料編（財務諸表）については、
当金庫Webサイトをご覧ください。
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マイナス金利政策の長期化により市場金利は低
位で推移しており、貸出金利息をはじめ資金運用
収益は減収となりました。一方、低成長、低金利状
況の長期化に備え、内部事務の見直し、効率化な
どへの投資を積極的に行っています。そのような
厳しい収益環境ではございますが、当期純利益は
23億円を計上することができました。

金融再生法に基づく金融再生法開示債権比率は
4.72％となりました。お客さまからのお借入条件
の変更等のお申し出につきましては、これまで同
様に真摯に対応してまいります。

業績ハイライト

業績ハイライト

当期
純利益

2021年3月2020年3月

23.80
21.35

金融
再生法
開示債権

自己資本比率は10.23％となり、十分な安定性を
確保しております。なお、国内で営業する信用金
庫に必要とされる自己資本比率は「4％」ですが、
当金庫はその基準を十分に満たしております。

2021年3月2020年3月

10.2310.16

（億円）

（億円）

自己資本
比率

（％）

17.40
28.76

2021年3月2020年3月

359.83

38.04 40.49

405.12

4.75 4.72

要管理債権

危険債権

破産更生債権

金融再生法
開示債権比率（％）

緊急融資制度や行政の各種施策の活用をご提案する活動に取り組み、融資残高は9,788
億円となり、期中826億円の増加となりました。融　資

9,788億円

2021年3月2020年3月

9,788
8,961

2021年3月2020年3月

21,68520,932

製造業 
75,122

建設業 
99,468

不動産業 
339,947

小売業 
24,446

貸出金残高の
業種別構成

（百万円）

卸売業 
50,294

その他
 128,923

個人
（住宅、消費、
納税資金等）

240,080

飲食業
 20,543

（億円）

地域をくまなく回る活動を継続し、事業先のお客さまは増加しました。ご融資以外にも事業
計画の策定や、外部機関と連携して、事業者さまの経営課題解決へ向けたご提案を致します。事業性

融資先数
の推移

21,685先

製造業 
2,698

建設業 
3,936

不動産業
4,226

小売業 
1,513

貸出先数の
業種別構成

（先）
卸売業 
1,837

その他
5,986

飲食業
1,489

（先）

地域のお客さまにご利用いただいた結果、総預金残高は1兆9,987億円となり、期中
1,650億円増加致しました。預　金

1兆9,987億円

2021年3月2020年3月

19,987
18,337 公金

58金融機関
218
一般法人
4,808

個人
14,903

預金者別
内訳構成

（億円）

（億円）

23億円

463億円

10.23%
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西川口支店　移転リニューアルオープン
1978 年 4月 3日の開店以来、ご愛顧いただいておりました西川口
支店が移転し、新しくオープン致しました。

小鳥のさえずりを聴きながら「ほっと一息できるリゾー
ト」をイメージした店内となっております。あたたかい日
差しを感じられるガラス張りの開放的な空間で、ゆっく
りとしたひとときをお過ごしいただければと思います。
「少しでも長く居たい」「また来たい」と思っていただける
よう、居心地の良いあたたかさを感じていただける店舗
を目指しております。皆さまのご来店を心よりお待ちし
ております。

支店長　福田　篤史

ごあいさつ

埼玉県川口市川口6-1-4　☎048-256-0111
JR川口駅西口より徒歩7分

黒を基調とした落ち着いた印象のデザインと致
しました。着用する職員もフレッシュな気持ちで
お客さまをお迎えしております。

　これまで会員の皆さまからお預かりした出資金につきましては、「出資証券」を発行しておりまし
たが、2021年10月より「出資証券」の発行を廃止し、電子的に一元管理させていただくこととなりま
した。
　出資証券の不発行化により会員の皆さまにはお手元で保管いただく必要がなくなり、紛失や盗難
等の心配もなくなります。
　なお、お手元の「出資証券」につきましては、そのまま保管いただき、譲渡、脱退、名義変更等のお手
続きの際にご持参いただきますようお願い申し上げます。　

各店舗または、
人事総務部 総務グループ
☎：03-3918-1138
   （平日9:00～17:00）

「出資証券」不発行化のご案内

【お問い合せ】

機能を追加し、
より便利になりました

＊振込予約照会・取消
＊通知配信（プッシュ通知、
　資金移動通知、セキュリティ
　通知）

チャットボット・FAQ・動画案内
サービススタート
24時間365日、操作やお手続き
に関する質問にお答えします。

https://www.sugamo.co.jp/
kojin/ib/so_on/banking_app.html

https://www.sugamo.co.jp/

1 2

2020年
12月

2021年
4月

2021年
4月

2021年
7月

TOPICS

9年ぶりにユニフォームが
新しくなりました

https://www.sugamo.co.jp/
shopsearch/017.html

しんきんバンキング
アプリサービス

インターネットバンキング・
でんさいサービス

川口駅
西口

西公民館
妙仙寺

飯塚三丁目

川口陸橋西 川口陸橋下

西口

東口

至
赤
羽

至
西
川
口

産
業
道
路

川
口
駅

新店舗
セブンイレブン

● ●
ローソン

川口総合
文化センター・
リリア
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コンサルティングサポート

本部
（すがも事業
創造センター
＜S-biz＞）

外部
ネットワーク
（※）

営業店

※主な外部ネットワーク連携先
関東経済産業局、中小企業基盤整備機構、商工会議所、東京都中小企業振興公社、埼玉県産業振興公社、日本貿易振興機構(JETRO) 、信金中央金庫、立教大学大学院寄附講座、
産学連携事業体大学知財群活用プラットフォーム(PUiP)、特許庁、よろず支援拠点など。

コンサルティングサポート
すがもの強みは、営業店職員と専門分野に特化した本部職員によるダブルサポート体制。
加えて、外部との強固なネットワークでお客さまの「困ったな」「どうしたらいいの？」といった課題に最
善な提案を致します。

有名アパレルブランドの製造を請け負っていたA社
さま。受注のほぼ全てがそのブランドでしたが、コ
ロナ禍により受注が半減してしまいました。ご自身
のできることを一つ一つお伺いすると、試作を無料
で行うケースもあるとのこと。A社さまにとっては
当たり前のことでしたが、「見える化」をして新サー
ビスとしてご提案したところ、複数のメディアで取
り上げられました。さらに、それを見た複数の企業
から製造の依頼があり販路拡大につながりました。

ある靴下メーカーの
コロナ禍による売上
減少からの脱却をサ
ポート

中小企業の「稼ぐ力」に必要な経営資源を「知財戦
略」と結び付け、関東経済産業局と一緒に活用の
お手伝いをしました。機械製造業を営むB社さま
と支援事業に取り組み、「知財」という新たな視点
を得たことで会社の「強み」を発見することがで
きました。また、本支援事業を取り組む中で全社
一丸となり自社を見直したことで強い組織体制と
絆が生まれました。

実父である代表者さまが体調を崩され入院したこ
とをキッカケに後継予定のご長男から事業承継の
ご相談をいただきました。家族会議のような話し
合いしかしたことがなく、どこから始めればよい
のか、何を話せばよいのかとお悩みでした。東京
都の事業承継促進事業をご紹介し、中小企業診断
士の先生と一緒に訪問しました。現状の整理、今
後の方向性を話し合いました。第三者が入ること
で、家族だけでは話しにくい内容もしっかり意見
を交わすことができたと喜んでいただけました。

何から動いたらいいの
かわからない…。事業
承継への第一歩

当金庫のお客さま同士のご縁がつながる「縁の市」
では、さまざまなビジネスの機会が生まれています。
リフォームを検討している方が内装工事業者を探
した事例や、大手企業や公的機関からの商談の依頼
があった事例もあります。登録事業者さま同士のよ
り深いコミュニケーションの場として「縁

よ

り処
どころ

」も
公開しております。

「縁の市」を活用して新しいビ
ジネス誕生

営業担当者またはお近くの営業店窓口までご相談ください。営業店と
S-bizが一体となり、お客さまのお悩みや課題についてお話を伺います。

事業者さまの販路拡大・知財活用・事業承継についてのご相談や、個
人のお客さまのご相続や資産活用についてご相談を承っております。
また、製造に特化した技術コーディネーターも在籍しており、幅広い
ご相談にご対応ができます。

S-bizでは、営業店と一体となって地域のお客さまと課題を共有し、解
決する取り組みを行っております。外部機関とのネットワークを活用
しながら、お客さまに喜んでいただけるご提案をしてまいります。

相談したいのですが。

サポートメニューを
教えて。

すがも事業創造センター
＜S-biz＞って
どんなことしているの？

詳しくはこちら（店舗所在地一覧）

詳しくはこちら（S-bizWebサイト）

教えて！

のこと
S-biz

詳しくはこちら（Webサイト「縁の市」）

サポート事例のご紹介

https://www.sugamo.co.jp/
shopsearch/

https://www.sugamo.co.jp/sbiz/

事例 1
販路拡大

事例 3
ライフプラン

事例 2
海外・知財

事例 4
ビジネスマッチング

https://www.sugamo-sk-ennoichi.jp/

「チーム伴走型知財
経営モデル支援事
業」への取り組み
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課題解決へ向けた活動実績（2020年4月～2021年3月）新型コロナウイルス感染症に対する取り組み

すがもにはコンサルティング機能を持った
下記の専門部署がございます。

すがも事業
創造センター
（S-biz）

販路拡大・創業・海外展開・
事業承継（M&A）・相続対策・
不動産有効活用・産学連携・
知財活用

融資サポート部 経営改善計画書策定サポート・
改善モニタリング

職員のマスク着用、飛沫防止用パーテーションまたはスクリーンを設置し、手を触れる場所の定期的な殺菌消毒と建物
内の換気を行っております。お客さまの感染防止のため、ロビーでお待ちいただく際にはなるべく他のお客さまとの間
隔をお取りいただくようにお願いするとともに、そのための表示、椅子の設置もしています。
感染媒体とならないよう店頭の新聞・雑誌・パンフレット類は撤去し、ウォーターサーバーなど湯茶のご提供も現在中
止しております。また店内の混雑や長い時間お待たせすることをできる限り少なくするため、口座開設など一部のお取
り引について事前予約制を導入しております。来店の際にはご利用いただき、来店分散のご協力をお願い致します。

セミナー開催
・9月15日	 アフターコロナを見据えた
	 インドネシアビジネスセミナー	 7名
・9月24日	 ベトナムWebセミナー	 12名
・10月6日	 アフターコロナを見据えた
	 インドネシアビジネスセミナー	 6名
・11月25日	 ネットショップを用いた売上向上にかかる説明会	 	
	 	 39名
・11月26日	 労務・人事関係助成金相談会（かわビズ共催）
	 	 5名
・12月10日	 製造業・補助金に関する専門家相談会（かわビズ共催）
	 	 5名
・1月25日～2月1日	
	 産学連携セミナー（ネリサポ共催）	 57名
・1月26日・2月4日・2月15日	
	 飲食店向けセミナー（全3回）（よろず支援拠点共催）
	 	 80名
ビジネスマッチング
・1月18日～1月22日	 しんきんアジア食品オンライン商談会
	 	 2事業者
・1月25日～2月5日	 しんきんフードEXPO【海外】
	 	 1事業者
・3月1日～	 越境ECストア	 7事業者
・3月15日～3月17日	 ベトナムローカル企業とのWeb商談会
	 	 1事業者
見本市参加
・10月18日	 練馬産業見本市（中止）
・11月12日～18日	 いたばし産業見本市Online
・3月4日～6日	 としまMONOづくりメッセ（延期）

高度専門的な課題解決対応として国や行政等の外部機関
と連携し、専門家派遣等を活用して、お客さまの課題解決
に取り組んでおります。

◦中小企業等経営力強化法の経営革新等サポート機関
◦地域プラットフォーム「東京ビジネス応援ネット」
◦東京都「中小企業活力向上プロジェクト」
◦中小企業庁「東京都よろず支援拠点」、
　「埼玉県よろず支援拠点」

産学連携
◆		地域事業者さまの研究開発に向けて、東京電機大学を中心
とする大学知財群活用プラットフォーム（PUiP）との連携

◆	立教大学院寄附講座「コンサルティングメソッド」Web開講
国の施策活用
◆		中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業におけ
る地域プラットフォーム「東京ビジネス応援ネット」の代表
機関として、地域事業者さまの課題解決のためにミラサポ
専門家派遣を活用

◆		地域事業者さまの課題解決のために、よろず支援拠点（東京
都・埼玉県）を活用して、支店での出張相談会を61回実施
（248事業者）
◆		特許庁「知財ビジネス評価書」伴走型支援事業を当金庫お取
引先さまの新事業展開に活用（7社）

◆		関東経済産業局「知財経営導入支援」事業を活用し、お取引
先さまの経営サポートを実施（1社）

行政との連携
◆		豊島区の「としまビジネスサポートセンター」に当金庫職員
が出向き事業サポートを実施

　	・相談実績　121件
◆		練馬区の「練馬ビジネスサポートセンター」に当金庫職員が
出向き事業サポートを実施

　	・相談実績　137件
◆		地域事業者さまの課題解決のために川口地域企業支援プ
ラットフォーム（チーム・かわビズ）を活用

　	・相談実績　30件

　中小企業経営サポートに関する取り組み方針

すがもはさまざまな経営課題を抱える中小企業経営者の皆さまとの意見交換から課題を明確にし、課題解決に向けた
お手伝いをお客さまと二人三脚で取り組んでおります。

中小企業経営サポートに関する態勢整備

お客さまに安心して窓口をご利用いただくために

コロナ禍での事業展開に向けた相談や新たに生まれたビジネスへの挑戦など、お客さまの事業の課題について総合的
にサポートをしております。公的な緊急制度融資のご案内に加え、各種補助金や助成金の相談にも対応しております。
当金庫にご縁のある事業者さまに登録いただいているWebサイト「縁の市」では、事業者さまが取り扱うコロナ対策
グッズを紹介する「新型コロナウイルス感染症対策グッズ特設ページ」や飲食店を応援する「飲食店応

4

縁
4

ページ」を開設
し、事業者さまの情報発信のお手伝いを行っております。

事業者さまに向けたお手伝い

ご来店されることなくお取り引きができる「インターネットバンキング」「しんきんバンキングアプリ」などのサービス
提供など、より便利で安心してご利用いただけるよう新しい生活様式に対応した取り組みを行っております。

◦インターネットバンキングにて、住宅ローンの契約内容照会や一部繰り上げ返済が可能となりました。
◦しんきんバンキングアプリにて、資金移動等が可能となりました。
◦インターネットバンキング操作ご案内ツール「チャットボット・動画サービス」が開始致しました。
◦ローソン銀行ATMにて「法人カードの利用」と「入金取引」が可能となりました。

個人のお客さまに向けたお手伝い

テレワーク規程を定め、時差出勤や在宅勤務を実施し、会議や研修、採用活動においても極力Web会議システム等を活
用して実施しております。また、職員や店舗に対してマスク・消毒液の配布や飛沫防止用パーテション等を設置し、感染防
止に努めております。

職員の就業上の対応

大勢のお客さまにお越しいただく「年金感謝デー」「おもてなし処」「すがもビジネスフェア四の市」は、新型コロナウイ
ルスの感染拡大の状況を踏まえ、安全性確保の観点より休止しております。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げ
ます。
なお、「おもてなし処」の四の日パスポートのプレゼントにつきましては、2021年12月30日まで本店営業部の店頭にて
お受け取りいただけますのでお声がけください。

「年金感謝デー」「おもてなし処」「すがもビジネスフェア四の市」の休止について

中小企業経営サポートに関する取り組み状況

「経営者保証に関するガイドライン」への取り組み

◦各種ご相談件数　1,790件　◦経営改善サポート先　207件

◦新規に無保証でご融資した件数　4,538件　◦保証契約を解除した件数　174件
◦新規融資に占める経営者保証に依存しないご融資の割合　16.8％
◦経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数　0件

新型コロナウイルス感染症に対する取り組み 課題解決へ向けた活動実績
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会員総会

監査部

マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策委員会

リスク統括部門 統合的リスク＜リスク管理部＞

業務運営・
執行部門 本部該当部署・各営業店

総合リスク検討委員会
金利検討委員会 すがもCSIRT
ALM委員会

リスク管理部門
信用
リスク

市場
リスク

流動性
リスク

融資サポート部
経営企画部 ＜経営企画部＞ ＜経営企画部＞

オペレーショナル・リスク＜リスク管理部＞
事務リスク システムリスク 法務リスク 人的リスク 有形資産リスク

＜事務サポート部＞ ＜リスク管理部＞ ＜人事総務部＞ ＜人事総務部＞＜　　　　　　＞ ＜事務サポート部＞

監事会
監事

理事会
経営会議

コンプライアンス
委員会

内部監査委員会

内部管理態勢について あゆみ
「内部管理基本方針」を定め、あらゆるリスクから大切なお客さまを“お守り”する
態勢の整備と実効性の確保に努めております。
コンプライアンスの徹底は経営の最重要事項
当金庫は地域から生まれ、地域と共生する信用金庫として、お客さ
まに安心してお取引をいただけるように、業務の健全性および適
切性を確保し、信用と信頼の醸成と向上に努めてまいります。「コ
ンプライアンス基本方針」「コンプライアンス基本方針細則」を制
定するとともに、役職員が遵守すべき行動基準を示した「コンプラ
イアンスマニュアル」を策定、常時研修等を実施し、健全な企業文
化の醸成、コンプライアンスの徹底を図っております。
また、コンプライアンスの徹底は経営の最重要事項と定め、年度ご
とに「コンプライアンス・プログラム」を策定し本部各部をはじめ、
諸施策の実行に取り組んでおります。

お客さまに安心してお取引いただくために
お客さまの大切な金融資産や情報を安全・確実に“お守り”するた
めに「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」を策定し、厳格
な取り扱いを行っております。
また、多様な金融商品をお勧めするにあたり「金融商品に係る勧誘
方針」を定め、お客さまがご理解、ご納得いただけるまで誠心誠意
ご説明を尽くすべく、全役職員が真摯に取り組んでおります。
そして、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して
は、断固たる姿勢で臨むべく「反社会的勢力に対する基本方針」を
定め、関係遮断に向け取り組んでおります。

リスク管理態勢について
金融機関を取り巻く環境は日々変化しています。当金庫では、お客
さまに安心してお取引いただくためにリスクの種類ごとにそのリ
スクの管理方針と組織体制を定め、合理的で効率的なリスク管理・
運営態勢の構築に向け、継続的な改善を実施しております。

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止への対応
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止が、国際社会に
おいて金融機関に求められる責務であることを認識しております。
お取引いただく全てのお客さまと、当金庫の役職員が、マネー・
ローンダリングおよびテロ資金供与に関与、または、巻き込まれる
ことを防止し、以て健全な金融システムの維持・発展に寄与するた
めに、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会（委員
長：リスク管理部担当役員）」を中心に、法令・規則等を順守し、マ
ネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するための態勢整
備に努めております。
そのため、「取引時確認の対応」等、法令による確認のほか、お取引
の内容や、お客さまに関する情報について追加の確認をお願いす
る場合がございます。お客さまにはご負担をお掛けいたしますが、
ご理解ご協力をお願い致します。

■リスク管理体制図� （2021年7月現在）

情報セキュリティ対策
セキュリティポリシーに基づき、情報資産の適切な保護に向け、安
全対策を有効に機能させるために各種規程の整備と、継続的な教
育・研修を実施しております。
オンラインシステムは、しんきん共同センターと巣鴨信用金庫本
支店間を広域イーサネットで結んでおり、専用線と同等の高いセ
キュリティを実現しております。
また、近年拡大しているサイバー攻撃に対応するために、外部から
の不正アクセスの監視や遮断、ウイルス検知機能などセキュリ
ティ対策を強化しています。すがも内のネットワークパソコンは
記録媒体（USBメモリ等）を接続する機能をなくし、情報を外部に
コピーすることを不可能にするとともに、外部からのウイルスの
侵入も防いでおります。
「インターネットサービス」を安全にご利用いただくため、フィッ
シング・不正送金対策ソフト「PhishWall（フィッシュウォール）プ
レミアム」を、「インターネットバンキング」専用ウイルス対策ソフ
トとして「Rapport（ラポート）」を無償で提供しております。また、
インターネットバンキングサービスご利用時のセキュリティを高
めるため、法人のお客さまには原則「電子証明書ログオン方式およ
びトークンによるワンタイムパスワード」をご利用いただいてお
ります。個人のお客さまについても、「トークンによるワンタイム
パスワード」を導入しており、より安全にお取引いただく環境を整
えております。
また、サイバーセキュリティ管理態勢を強化するため、すがも
CSIRTを設置しております。より安全にお客さまにサービスをご利
用いただけるよう、今後もセキュリティ対策に努めてまいります。

裁判外紛争解決手続きの利用促進に関する法律に基づく
苦情処理措置・紛争解決措置（金融ADR）
お客さまからのご要望・苦情・紛争などにつきましては「営業店」、
または「お客様相談室」で承っております。
紛争の解決については、当金庫営業日に下記「お客様相談室」、また
は「全国しんきん相談所」にご相談いただければ「東京弁護士会」等
をご紹介致します。また、お客さまから各弁護士会に直接申し立て
いただくことも可能です。
※	詳しくは当金庫Webサイトまたは営業店備え置きのパンフレットをご覧くだ
さい。

お客様相談室 0120-45-0690
全国しんきん相談所 ☎03-3517-5825
東京弁護士会	紛争解決センター ☎03-3581-0031
第一東京弁護士会	仲裁センター ☎03-3595-8588
第二東京弁護士会	仲裁センター ☎03-3581-2249

1922年（大正11年）	 4月「有限責任信用組合巣鴨町金庫」創立
（当時の巣鴨町・西巣鴨町及び周辺地域の方々
の相互扶助を目的に地元の繁栄と発展を願い
創業）高木新太郎	組合長就任

1934年（昭和9年）	 8月 桑澤松吉	組合長就任

1935年（昭和10年）	 9月 中田庄次郎	組合長就任

1936年（昭和11年）	 2月 高木作太郎	組合長就任

1943年（昭和18年）	 2月 荒井寛治	組合長就任

1946年（昭和21年）	 4月 田島豊作	組合長就任

1948年（昭和23年）	 6月「有限責任巣鴨信用組合」と名称変更
1949年（昭和24年）	 4月「巣鴨信用組合」と改組改称

田村福太郎	組合長就任
1951年（昭和26年）	10月 信用金庫法により「巣鴨信用金庫」と組織変更
1952年（昭和27年）	12月 板橋支店が開設2年目にして優良店舗として

「日銀総裁賞」の表彰を受ける
1956年（昭和31年）	12月 本店新築

1961年（昭和36年）	 6月 預金量：100億円達成

1965年（昭和40年）	 4月 日本銀行歳入代理店業務	取扱い開始
1966年（昭和41年）	 9月 板橋支店が預金100億円達成で「全国の信用金

庫の支店の中で預金量日本一の支店」となる
1967年（昭和42年）	 2月 理事長	田村福太郎	逝去、勲四等瑞宝章を受章

	 3月 田村冨美夫	理事長就任
1970年（昭和45年）	 4月 旅行定積「万国博旅行」に9,000名のお客さま

が参加（～8月まで実施）
	 5月 埼玉県内初店舗、戸田支店開設

10か店舗網完成（預金量：716億円）
1971年（昭和46年）	 6月 東京手形交換所直接交換に加盟
	 12月 預金量：1,000億円達成、

出資金：772百万円、会員数：26,102名
1973年（昭和48年）	 9月 総合オンラインシステム稼動

1974年（昭和49年）	 7月 CD（キャッシュディスペンサー）設置

1975年（昭和50年）	10月 現本店完成
1980年（昭和55年）	 1月 首都圏信用金庫として

初のパーヘッド3億円突破
	 4月 20か店舗網完成（預金量：3,430億円）
1982年（昭和57年）	 2月 外国為替公認銀行として外国為替業務

取扱い開始
	 10月 ATM導入

1983年（昭和58年）	 5月 研修会館竣工（創立60周年記念事業）

	 6月 国債の窓口販売業務	取扱い開始
	 12月 預金量：5,000億円達成、

出資金：1,963百万円、会員数：46,546名
1984年（昭和59年）	 1月 財団法人	福太郎奨学財団設立

（創立60周年記念事業）
1985年（昭和60年）	10月 30か店舗網完成（預金量：5,440億円）

1989年（平成元年）	 4月 海外コルレス業務開始
	 11月 預金量：1兆円達成、

出資金：2,666百万円、会員数：56,404名
1990年（平成2年）	 1月「すがも」ファームバンキングサービス

取扱い開始
1991年（平成3年）	 9月 第1回「こどもの世界芸術祭」

発表展示会・表彰式
1992年（平成4年）	 5月「おもてなし処」スタート

	 12月 40か店舗網完成（預金量：1兆1,941億円）

1993年（平成5年）	 2月 コルレス契約包括承認

	 4月 私募債の受託業務	取扱い認可

1994年（平成6年）	 1月「お地蔵さん預金」日経金融新聞賞受賞

	 10月 信託代理店業務	取扱い開始
1995年（平成7年）	 1月 信金東京共同事務センターのオンラインシス

テムに加盟
	 12月 懸賞金付定期預金「初夢」発売
1997年（平成9年）	 5月 信用金庫法改正により

員外監事	会計監査人を選任
田村和久	理事長就任

1998年（平成10年）	 6月 相談役	田村冨美夫	逝去

	 9月 サービスデスクアフター3全店実施

1999年（平成11年）	 2月 ATM入出金手数料無料化スタート

	 7月 国債保護預かり手数料の無料化

	 10月 年金「孫の手サービス」スタート

2000年（平成12年）	 5月 ATM全店365日稼動スタート

	 6月「おもてなし処」信用金庫社会貢献賞受賞

2001年（平成13年）	 4月 損害保険の窓口販売を開始
2002年（平成14年）	 6月 ぎょうかく・チャレンジセンター新築オープン

（創立80周年記念事業）
	 8月 年金受給5万件突破

	 10月 生命保険窓口販売（定額年金保険）を開始

2004年（平成16年）	 4月「企業の採用活動満足度ランキング」で“No.1”に

2005年（平成17年）	 4月「おもてなし処」ご来場者50万人突破

	 10月 立教大学大学院寄附講座開講
2006年（平成18年）	 1月「がんじがらめの安心口座“盗人御用”」

日経優秀製品・サービス賞受賞
	 11月 文部科学省選定「派遣型高度人材育成協同プラ

ン」で立教大学大学院と連携
2007年（平成19年）	 6月 書籍『ホスピタリティ』発行

	 8月 年金受給7万件突破

2009年（平成21年）	 2月 第1回すがもビジネスフェア「四の市」開催

	 6月 43店舗目となる「新座支店」開設

	 9月「すがも事業創造センター（S-biz）」設立

2010年（平成22年）	12月「すがもチビッ子SOS」スタート
2012年（平成24年）	 1月 日経金融機関ランキングで2年連続

上位ランクイン
	 8月 年金受給9万件突破

	 11月 経営革新等支援機関に認定

2013年（平成25年）	 2月「でんさいサービス」取扱い開始

	 5月「おもてなし処」ご来場者100万人突破
2014年（平成26年）	 9月 障がい者雇用優良事業所等

厚生労働大臣表彰	受賞
	 10月 デダロ・ミノッセ国際建築賞	受賞

（常盤台支店・志村支店・江古田支店）
2016年（平成28年）	 3月 第6回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞

実行委員会特別賞	受賞
2017年（平成29年）	 6月 職員外理事を選任

2018年（平成30年）	 5月 首都交通対策協議会会長賞（知事感謝状）受賞
2019年（平成31年）	 4月 しんきんバンキングアプリサービス取り扱い開始

	 12月 事業者さまをつなぐWebサイト「縁の市」公開

内部管理態勢について あゆみ
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金庫概要
名 称 巣鴨信用金庫

所 在 地 〒170-8477
東京都豊島区巣鴨2丁目10番2号

電 話 番 号 03-3918-1131（代）

創立年月日 1922年（大正11）年4月4日

出 資 金 27億71百万円

会 員 数 70,061名

店 舗 エリア 都内城北地区および埼玉県南部

店 舗 数 41店舗および4店外ATM

職 員 数 1,038名

営 業 地 区 東京都内23区および西東京市、	
東久留米市、清瀬市、東村山市、	
武蔵野市、三鷹市、小平市、埼玉県
戸田市、和光市、朝霞市、新座市、	
さいたま市、蕨市、川口市、志木市、
富士見市、ふじみ野市、草加市、	
川越市、所沢市、越谷市、狭山市、	
坂戸市、鶴ヶ島市、上尾市、入間市、
春日部市（旧庄和町を除く）、八潮市、
三郷市、入間郡三芳町、	
千葉県松戸市、市川市、船橋市、
柏市（旧沼南町を除く）

主な事業内容

黒
くろぐ ち

口�徳
やす ひ ろ

博
常勤監事

直通
電話 03 -3918 -1141

柳
やな ぎ だ

田�達
た つ お

夫
常勤理事／
事務サポート部長
直通
電話 03 -3918 -1501

樋
ひ ぐ ち

口�晃
あき ひ さ

久
常務理事／
リスク管理部・集中部担当
直通
電話 03 -3918 -1141

役員

1.�預金業務
預金
当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段
預金、納税準備預金、外貨預金等
2.�貸出業務
①貸付
手形貸付、証書貸付および当座貸越

②手形（電子記録債権）割引
銀行引受手形、商業手形および電子記録債権等の割引

3.�為替業務
①内国為替業務
送金為替、当座振込および代金取立等

②外国為替業務
輸出、輸入および外国送金その他外国為替に関する各種業務

4.�附帯業務およびその他の業務
①代理業務
（イ）日本銀行歳入代理店
（ロ）地方公共団体の公金取扱業務
（ハ）	株式払込金の受入代理業務および株式配当金、公社債元利

金の支払代理業務
（ニ）	信金中央金庫、日本政策金融公庫、住宅金融支援機構等の

代理貸付業務
②債務の保証
③公共債の窓口販売
④私募債の受託
⑤貸金庫業務
⑥有価証券の貸付
⑦保険の窓口販売
⑧投資信託の窓口販売
⑨電子債権記録業に係る業務

金庫概要

田
た む ら

村�和
かず ひ さ

久
理事長

直通
電話 03 -3918 -1138

青
あお し ま

島�裕
ひろ ゆ き

幸
専務理事／
融資サポート部長
直通
電話 03 -3918 -1144

二
に へ い

瓶�克
かつ ひ ろ

博
常勤理事／
人事総務部長
直通
電話 03 -3918 -1139

志
し む ら

村�幸
ゆき て る

輝
常務理事／
営業サポート部長
直通
電話 03 -3918 -1143

大
お お や ね

矢根�康
やす た か

隆
常勤理事／
経営企画部長
直通
電話 03 -3918 -1147

非常勤理事

石
いし じ ま

島�隆
たかし

（職員外理事）

非常勤監事

丹
に わ

羽�健
けん す け

介
（員外監事）

非常勤監事

南
みなみ

�明
あ き お

生
（員外監事）

会員総会
お客さま

マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与対策委員会コンプライアンス委員会

監査部リスク
管理部集中部事務

サポート部人事総務部融資
サポート部

営業
サポート部経営企画部営業店

女
性
活
躍
推
進
室

グループ長会議
総合リスク検討委員会

すがもCSIRT
ALM委員会
金利検討委員会

総
合
資
金
グ
ル
ー
プ

創
合
企
画
グ
ル
ー
プ

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
課

営
業
課

営
業
推
進
グ
ル
ー
プ

ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト

グ
ル
ー
プ（
Ｓ‐

b
i
z
）

人
事
グ
ル
ー
プ

総
務
グ
ル
ー
プ

監
事
会

経
営
会
議

理
事
会

監
　事

内
部
監
査
委
員
会

理 事 長

専務理事

常務理事

常勤理事

組織図
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（2021年7月現在）店舗一覧 

□内…店舗番号

窓口営業時間：平日8:55～15:00

☆：昼時間休業店舗（休業時間11:30～12:30）

https://www.sugamo.co.jp/shopsearch/

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。

ディスクロージャー誌のお問い合わせは　 　03-3918-1147　　 0120-85-0340
https://www.sugamo.co.jp/

発行／巣鴨信用金庫  経営企画部　〒170-8477 東京都豊島区巣鴨2丁目10番2号

店舗名 所在地 電　話

豊島区

01 	 本店営業部 豊島区巣鴨2-10-2 03-3918-1132
02 	 大塚支店 豊島区南大塚2-35-5 03-3944-1151
04 	 池袋支店 豊島区池袋2-48-1 03-3981-1201
05 	 駒込支店 豊島区駒込3-3-20 03-3918-1201
12 	 東池袋支店 豊島区東池袋3-22-17 東池袋セントラルプレイス2階 03-3987-1201
	 東池袋支店	グリーン大通り出張所（ATMのみ） 豊島区東池袋1-25-8 タカセビル1階

24 	 椎名町支店 豊島区長崎1-20-8 03-3959-1113
30 ☆	池袋本町支店 豊島区池袋本町2-15-14 03-3987-2201
36 ☆	北大塚支店 豊島区北大塚2-20-1 03-3576-2611

板橋区

03 	 板橋支店 板橋区板橋1-42-18 03-3961-1601
	 板橋支店	板橋本町出張所（ATMのみ） 板橋区本町37-1

06 	 常盤台支店 板橋区前野町6-4-14 03-3960-0121
08 	 志村支店 板橋区小豆沢1-13-8 03-3960-2131
11 	 成増支店 板橋区成増3-11-3 03-3938-0151
16 	 東武練馬支店 板橋区徳丸3-2-2 03-3935-2111
19 ☆	幸町支店 板橋区幸町19-3 03-3959-1171
23 ☆	板橋栄町支店 板橋区栄町19-3 03-3961-5111
25 ☆	東新町支店 板橋区東新町2-56-14 03-3958-8811
28 	 高島平支店 板橋区高島平1-56-3 03-3937-2111
34 	 新高島平支店 板橋区高島平4-23-1 03-5997-1211
	 新高島平支店	高島平駅前出張所（ATMのみ） 板橋区高島平8-2-8

35 ☆	小竹向原支店 板橋区向原3-9-10 03-3554-5511

練馬区

07 	 江古田支店 練馬区旭丘1-55-1 03-3951-1121
09 	 練馬支店 練馬区練馬1-4-1 03-3992-2101
13 	 田柄支店 練馬区田柄2-5-27 03-3977-4111
20 	 土支田支店 練馬区土支田4-7-7 03-3923-3111
27 	 平和台早宮支店 練馬区早宮2-17-37 03-3933-7711
38 ☆	光が丘支店 練馬区田柄5-16-6 03-5241-2611

文京区
22 ☆	水道支店 文京区水道2-1-20 03-3814-3811
31 	 春日町支店 文京区小石川1-12-14 03-3818-8511
	 春日町支店	白山駅出張所（ATMのみ） 文京区白山5-36-10 都営三田線 白山駅 構内

北区
29 	 王子支店 北区王子1-22-15 03-3927-6111
37 ☆	板橋駅前支店 北区滝野川7-5-7 03-3949-5141

新宿区 15 ☆	早稲田支店 新宿区西早稲田3-13-5 03-3203-5111
荒川区 14 	 西日暮里支店 荒川区西日暮里5-34-4 03-3802-2111
足立区 21 	 鹿浜支店 足立区鹿浜5-1-3 03-3899-8311
中野区 33 ☆	中野支店 中野区新井1-6-7 03-3319-2411

川口市
17 	 西川口支店 川口市川口6-1-4 048-256-0111
32 	 南平支店 川口市元郷6-20-14 048-222-8811
40 	 中青木支店 川口市上青木1-1-1 048-259-5211

戸田市
10 	 戸田支店 戸田市本町3-10-4 048-441-1941
18 	 西戸田支店 戸田市笹目3-3-4 048-421-8211

朝霞市 26 	 朝霞台支店 朝霞市北原2-15-7 048-475-0311
さいたま市 42 	 西浦和支店 さいたま市南区内谷5-1-17 048-865-3321

新座市 43 	 新座支店 新座市野火止6-1-31 048-483-6300

店舗一覧


