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　佐原信用金庫は、中小企業ならびに地域住民のための会員制度による協同組織金融機関として地域密着を

基本とした健全経営に徹し、会員や利用者ならびに地域のニーズに応えることを経営の基本としております。

　現在、企業格差や地域間の経済格差が拡大し、中小企業及び中小企業を主要なお取引先とする信用金庫

にとりましては、引き続き厳しい状況が続いておりますが、このような時こそ佐原信用金庫は、地域経済の活

性化や中小企業金融円滑化のため、地域金融機関として全力を傾注し、お客様から信頼される、お客様に愛

される、そしてお客様のお役に立つ信用金庫を目指してまいります。

経営方針

概  要 （平成 21年 9月 30日現在）

名 称

創 業

本 店 所 在 地

代表電話番号

出 資 金

佐原信用金庫

昭和4年3月29日

〒287-8601 千葉県香取市佐原イ525

0478-54-2121

813百万円

会 員 数

預 金

貸 出 金

自己資本比率

役 職 員 数

14,113名

1,919億円

671億円

11.41%

231名

シンボルマーク

　SSKは、佐原信用金庫の頭文字であると同時にサービス、スマイル、カインド（親切）を表し、「いつも
にこにこと愛情を込めて親切に奉仕する人間性に溢れる信用金庫」にという願いが込められています。
　各文字がつながっているのは、役職員の団結を示しており、マーク全体では、千葉、佐原、鹿嶋を結ぶ
地域金融機関としての発展を表現しており、上下の凸部分は未来への躍進を象徴しております。マーク
の色の赤は若さと情熱を表しております。



ごあいさつ

1

みなさまには、平素より佐原信用金庫に格別のご愛顧とお引き立てを賜り、心より厚く御礼申

し上げます。

このほど、当金庫へのご理解をより深めていただくために『佐原信用金庫の現況 SAWARA  

SHINKIN  MIDTERM  REPORT 2009』を作成いたしました。

平成21年度上半期の業績及び地域貢献などについてご報告させていただきますので、ご一読い

ただければ幸甚でございます。

当金庫は、平成21年度より新たな3か年計画「さわらしんきん『つなぐ力』発揮2009」をスタート

させ、協同組織の地域金融機関として、会員・地域住民のみなさま、地方公共団体をはじめとした地

域の関係諸機関との連携をさらに深め、当金庫の「つなぐ力」（相談窓口としての機能、課題解決に

向けての対応）を発揮し、地域経済の活性化、持続的な発展に寄与すべく全力で取り組んでおります。

おかげさまで、平成21年9月末現在の預金残高は前期末比27億47百万円増加の1,919億5百万円、

貸出金残高は前期末比24億81百万円増加の671億38百万円となりました。

今後とも、地域密着と健全経営を不変の基本方針として堅持しつつ、これまで以上の信頼とご支

持を得られるよう顧客サービスの一層の向上を図り、地域のみなさまに「選ばれる信用金庫」を目

指してまいりますので、何卒一層のご支援、お引き立てを賜りますよう心からお願い申し上げます。

平成21年11月

理事長

会員のみなさま、地域のみなさまに
「選ばれる信用金庫」を目指して。



■  当金庫の地域経済活性化への取り組みについて

　当金庫は、千葉県北東部及び茨城県鹿行地域を主な事業地域として、地元の中小企業者や住民が会員となって、お互い

に助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。

　地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）を、地元で資金を必要とするお客様にご融資を行い、事業や生

活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成

し、地域経済の持続的発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に

入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取り組んでおります。

お客様へのご融資について
当金庫は地域と共存する金融機関として、事業者の

みなさまには設備資金や運転資金の安定供給により

事業の発展に貢献するとともに、個人のみなさまには

住宅ローンや各種消費者ローンを取りそろえてご要望

に即した融資の提案を実施しております。

また、地方公共団体向け融資では、学校等公共施設の

整備及び道路整備等に活用されております。

貸出金残高 【67,138百万円】　
預貸率 【34.98%】

■事業性資金 .............35,074
　　設備資金 .............12,625
　　運転資金 ............ 22,448
■個人向け資金 .........21,299
　　住宅ローン ...........17,233
　　消費者ローン ..........1,211
■地方公共団体向け ...10,765

ご融資以外の運用について
当金庫はお客様のご預金を、ご融資

による運用以外に有価証券による運

用も行っております。

有価証券残高 【85,428百万円】

中小企業に対する金融の円滑化の取り組み状況について
当金庫は、中小企業の一層の発展、育成のため、中小企業金融の円滑化に積極的

に取り組んでおります。

昨年秋以降の景気悪化により、地域経済及び中小企業の経営環境は悪化してお

り、資金繰りの円滑化を図るため、一層適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努

めております。

平成21年9月末までの6ヵ月間において、緊急保証制度83件、セーフティーネット
63件の取り扱いとなっております。
また、業績悪化に苦慮している取引先の相談については、経営改善、安定につなが

るものと判断された場合は、貸出期限延長、返済額の軽減等の条件変更に対応して

おります。

このほか、中小企業再生支援協議会との連携により、3社が再建スタートしておりま
す。こうした取り組みにより、平成21年9月末の条件緩和債権はゼロとなっております。

お客様のご預金について
　当金庫は着実な資産形成のお手伝いをするため

に安全・確実な預金商品を豊富に取りそろえており

ます。ペイオフ全面解禁後も、安心してお取引いた

だけるよう健全経営に努め、大切な資金を安全に、

より有利に、幅広く運用していただくために、今後

とも商品の充実とサービスの向上に努力いたしま

す。なお、預り資産残高（国債、個人年金保険、投資

信託）は前期末比12億円増加し239億円となって
おります。  

預金残高 【191,905百万円】
定期性預金残高 【124,791百万円】

地域から選ばれる信用金庫を目指して

佐原信用金庫と地域社会

※計数は平成21年9月30日現在

地域のお客様・会員のみなさま

地域のお客様・会員のみなさま

支援サービス貸出金

預金積金

ご預金

ご融資

お取引先への
ご支援等

ご融資以外の
運用

■出資金

■会員数

■役職員数

■店舗数

813百万円

14,113名

231名

19店舗

佐原信用金庫

出 資 金
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（単位：百万円）



香取市近隣地域との交流を目的に開催されている

｢香取市招待ジュニアサッカー交流大会」へ優勝

カップを寄贈いたしました。

平成21年9月6日

香取市佐原地区の観光の中心地である忠敬橋の

たもとにある「さわらしんきん街かどギャラリー」

では、絵画展や切り絵展を開催するほか、地元商

店の｢おかみさん｣の集まりである「佐原おかみさ

ん会｣が主催した「ひなめぐり」や「五月人形めぐり」

の会場としてご利用いただきました。

毎年７月に行われる佐原の大祭夏祭りには、本宿

支店の職員が参加しております。

また、ＮＰＯ法人「まちおこし佐原の大祭振興協

会」の法人会員として、役職員55名が物品の販売

や観光案内などを行いました。

平成21年7月10日～7月12日

「信用金庫の日」の社会貢献活動として、「献血と募

金活動」に取り組みました。献血は、本店駐車場に

移動献血車を配車、佐原地区の役職員47名が参加

したほか、各店でもそれぞれ地区の献血に参加し、

総勢116名の役職員が参加いたしました。

また、募金活動には、268名の役職員が協力いた

しました。　　　　　　　        平成21年6月4日

佐原信用金庫と社会貢献活動

地域活性化
支援

献血と
募金運動

地元祭礼
への参加

少年サッカー
大会への協賛

商店街ルネッサンスコンテスト受賞

　平成21年7月25日、香取市佐原文化会館にて佐原おかみ

さん会の「商店街ルネッサンスコンテスト・わかば部門」

最優秀賞受賞を記念したフォーラムが開催されました。

　当日は一般入場者300名の方々がご来場し、社団法人 全国信用金庫協

会常務理事 谷村 龍太郎氏による記念品の贈呈、おかみさん会による活

動報告、西川りゅうじん氏による基調講演、大島 春行氏、森田 朗氏、大下 
茂氏による鼎談が行われました。

コラム
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　当金庫では、お客様へのより良いサービスの提供を図ることを目的として、平成17年度から毎年「お客様満足度調査」
を実施し、お客様からいただいた貴重なご意見・ご要望等を踏まえて業務改善に取り組んでおります。

お客様満足度向上に向けた取り組み

4

振り込め詐欺防止用フロアーマット設置

　当金庫では、お客様の大切な財産を守るため、従来より

振り込め詐欺防止対策として、ポスター、ちらし等の啓蒙

活動、窓口での声かけ運動を実施してきましたが、この度多発する振り

込め詐欺を未然に防止するため、すべての現金自動預払機（ATM）の前

に注意喚起のフロアーマットを設置しました。

コラム

■ お客様のご意見をお伺いする取り組み
　お客様のご意見を今後のサービスに反映させるべく、法人のお客様を対象に「お客様満足度調査」を実施いたしました。

実施期間: 平成21年9月8日～9月25日

調査方法: 配布:営業担当者または窓口での手渡し

  回収: 営業担当者による訪問回収または
郵送での回収

調査対象: 法人のお客様　300先

回収結果: 261先（回収率87.0%）調査の概要

■ お客様のご意見を踏まえて実施した取り組み
　当金庫では、お客様満足度調査結果や窓口、営業推進係などに寄せられたお客様の声を踏まえ、様々な業務改善に

取り組んでおります。

 振込依頼書記入用補助シートの作成

　各店に備え置きしてある「お客様の声カード」で、「振込

依頼書の印刷が薄く、読みにくい」とのご意見が寄せられ

ました。そのため、振込依頼書を記入する際に使用する

補助シートを作成し、各店窓口に備え置きしました。

 地域の伝統を守るローン商品の取り扱い

　各地域における伝統行事の保存・継承等地域コミュニ

ティーの活性化のための資金として「伝統」、香取市佐原

地区の重要伝統的建造物群保存地区や景観形成地区内

のお客様を対象とした住宅資金として「景勝」の取り扱い

を開始いたしました。

各店窓口にご相談下さい。

 エコ住宅購入資金の金利優遇の取り扱い

　環境保全への取り組みの一環としてオール電化住宅や

ガス省エネ住宅、太陽光発電設備住宅を対象に金利優

遇の住宅ローンの取り扱いを開始いたしました。

 ATMでの定期預金のお預入ならびに金利の上乗せ

　ATMで定期預金をご契約いただくとお預けいただいた
定期預金の店頭表示金利に0.01%の金利上乗せを継続し
ております。

（自動継続後の金利上乗せはいたしません）



　当金庫は、お客様からの信頼を第一と考え、個人情報の適切な保護と利用を図るために、個人情報に関する法律及

び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他の関係法律等を遵守するとともに、その継続的な改

善に努めます。

　また、個人情報の機密性・正確性の確保に努めます。

個人情報保護宣言 （プライバシーポリシー）

 個人情報とは

　当金庫のプライバシーポリシーにおける『個人情報』

とは、「住所・氏名・電話番号・生年月日」等、特定の個

人を識別することができる情報をいいます。

 個人情報取得について

　当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情

報の取得をします。また、金庫業務の適切な業務運営の

必要から、お客様の住所・氏名・電話番号、性別、生年

月日などの個人情報の取得に加えて、融資のお申込の際

には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家族情報、金

融機関でのお借入れ状況など、金融商品をお勧めする際

には、投資に関する知識・ご経験、資産状況、年収など

を確認させていただくことがあります。

 個人情報の利用目的について

　当金庫は、各種金融商品の口座開設等、金融商品や

サービスの申込の受付のため等に利用し、それ以外の

目的には利用しません。

　また、お客様本人の同意がある場合、もしくは法令等

により開示が求められた場合等を除いて、個人情報を第

三者に開示することはございません。

 個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて

　当金庫は、個人情報の取り扱いに係るお客様からの

苦情処理に適切に取り組みます。なお、当金庫の個人情

報の取り扱いに関するご質問・苦情の申し立てにつきま

しては、総務部お客様相談室までご連絡下さい。
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1. 当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。

2. 当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、 
 迅速な問題解決に努めます。

3. 当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。

4.   当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、 
 弁護士などの外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

5.  当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、 
 断固たる態度で対応します。

　私ども佐原信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係

を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。

反社会的勢力に対する基本方針



平成21年9月期業績報告

預金積金・預り資産の状況

　預金積金残高は平成21年3月末に比べ27億47百万円1.4%増加の1,919億5百万円となりました。内訳は、法人預金は18億99百万円、

個人預金は、個人定期預金の獲得や年金受給者預金により8億47百万円増加しております。

　預り資産残高は平成21年3月末に比べ12億37百万円5.4%増加の239億7百万円となっております。

■預金科目別残高 （金額単位：百万円、構成比：%）

区　　分
平成21年3月末 平成21年9月末

金  額 構成比 金  額 構成比

当座預金 1,068 0.5 929 0.4
普通預金 61,897 32.7 62,766 32.7
貯蓄預金 1,777 0.9 1,721 0.8
通知預金 712 0.3 130 0.0
その他の預金 1,759 0.9 1,566 0.8
流動性預金合計（ a） 67,215 35.5 67,113 34.9
定期預金 111,845 59.1 114,481 59.6
定期積金 10,098 5.3 10,309 5.3
定期性預金合計（ b） 121,943 64.4 124,791 65.0
合　計（ a＋b） 189,158 100.0 191,905 100.0

■預り資産残高 （金額単位：百万円）

区　　分
平成21年3月末 平成21年9月末
金　額 金　額

国　　債 19,348 20,383
個人年金保険 2,236 2,379
投資信託 1,084 1,144
合　　計 22,670 23,907

貸出金の状況

　貸出金残高は、平成21年3月末に比べ24億81百万円3.8%増加の671億38百万円となりました。内訳は、事業性資金等は26億 

14百万円増加いたしましたが、個人向け資金は、住宅ローンの減少等により1億32百万円減少いたしました。

■貸出金業種別残高 （金額単位：百万円）

区　　分
平成21年3月末 平成21年9月末

金  額 金  額
製造業 2,710 2,729
農業・林業 2,063 2,162
漁業 17 3
建設業 6,416 6,398
電気・ガス・熱供給・水道業 3 7
情報通信業 7 19
運輸業、郵便業 1,557 1,757
卸売業、小売業 7,715 8,096

卸売業 2,505 2,752
小売業 5,210 5,343

金融業、保険業 1,569 872
不動産業 6,486 6,343
各種サービス 5,929 6,681

物品賃貸業 ̶ 106
学術研究、専門・技術サービス業 ̶ 205
宿泊業 ̶ 220
飲食業 ̶ 1,547
生活関連サービス業、娯楽業 ̶ 1,389
教育、学習支援業 ̶ 33
医療・福祉 ̶ 1,237
その他のサービス ̶ 1,941

小　計 34,478 35,074
地方公共団体 8,747 10,765
個人（住宅・消費・納税資金等） 21,431 21,299
合　計 64,657 67,138

（注）  業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。なお、日本標準産業分類の改定に伴い、平成21年9月末より改定後の日本標準産業分類に準じて区分
しております。6



有価証券科目別残高
（金額単位：百万円、構成比：%）

区　　分
平成21年3月末 平成21年9月末

金  額 構成比 金  額 構成比

国　債 47,280 53.3 44,799 52.4
地方債 484 0.5 376 0.4
社　債 19,774 22.3 16,681 19.5
株　式 430 0.4 590 0.6
外国証券 17,838 20.1 20,385 23.8
その他 2,743 3.0 2,594 3.0
合　計 88,551 100.0 85,428 100.0

有価証券の時価情報

その他有価証券で時価のあるもの （金額単位：百万円）

区　　分
平成21年3月末 平成21年9月末

時  価 評価差額 時  価 評価差額うち益 うち損 うち益 うち損

株　式 393 △20 0 21 505 △47 ̶ 47
債　券 62,538 △939 181 1,121 57,338 273 672 398
その他 10,575 △253 82 335 12,506 △430 55 486
合　計 73,507 △1,213 264 1,478 70,350 △203 728 931

（注）  「評価差額」は、帳簿価額（償却原価法適用後、減損処理後）と時価との差額を計上しております。変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって時価としておりましたが、
昨年来の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、合理的に算定された価額をもって時価としております。これにより、市場価格をもっ
て時価とした場合に比べ、平成21年9月末の「評価差額」は1,026百万円増加しております。

満期保有目的の債券で時価のあるもの （金額単位：百万円）

区　　分
平成21年3月末 平成21年9月末

帳簿価額 差  額 帳簿価額 差  額うち益 うち損 うち益 うち損

国　債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
地方債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
社　債 5,000 △121 18 139 5,000 38 38 ̶
その他 10,000 △2,700 ̶ 2,700 10,000 △2,241 ̶ 2,241
合　計 15,000 △2,821 18 2,839 15,000 △2,202 38 2,241

（注）  「差額」は、帳簿価額（償却原価法適用後）と時価との差額を計上しております。

■貸出金科目別残高 （金額単位：百万円、構成比：%）

区　　分
平成21年3月末 平成21年9月末

金  額 構成比 金  額 構成比

手形貸付 5,868 9.0 7,594 11.3
証書貸付 55,598 85.9 56,563 84.2
当座貸越 2,603 4.0 2,564 3.8
割引手形 587 0.9 416 0.6
合　　計 64,657 100.0 67,138 100.0

業務純益等の損益
（金額単位：百万円）

区　　分 平成20年上期（4月～9月） 平成21年上期（4月～9月）

業務純益 △5 57
経常利益 △21 456
当期純利益 238 513

7



金融再生法に基づく開示債権の概要

　金融再生法における正常債権は、前期末と比べ22億84百万円増加し643億72百万円となりましたが、開示債権が前期末と比べ1億 

28百万円増加し29億37百万円となったことから金融再生法総与信額673億9百万円に対する不良債権比率は4.36%となりました。

　なお、正常債権を除いた開示債権額29億37百万円のうち18億62百万円は不動産担保や保証機関等による保証でカバーされており、 

残り10億74百万円に対し、規定に基づき算出した必要な貸倒引当金7億33百万円の全額を計上しております。

（金額単位：百万円）

区　　分 平成21年3月末 平成21年9月末

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 1,113 1,078
危険債権 1,654 1,836
要管理債権 40 21
合計（A） 2,808 2,937
債権額（B） 64,897 67,309
（A／B） 4.32% 4.36%
（注）  1.  破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産・会社更生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権です。
  2.  危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至ってないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権です。
  3.  要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権です。

自己資本比率（国内基準）

　自己資本比率は、資産額に対する自己資本額の比率であり、早期是正措置の発動基準であることからもご理解いただけますように、 

金融機関にとって財務体質を示す非常に重要な指標の一つであります。

　自己資本比率については、平成21年3月末から平成24年3月末まで自己資本比率規制の一部弾力化措置が適用され、評価損を自己 

資本に反映しないこととなりました。

　これにより、平成21年9月末は、利益計上による内部留保の増加により前期末10.74%から0.67%上昇し11.41%となりました。

　なお、弾力化措置の適用期間が終了した場合には、評価損が自己資本から控除されることとなります。この場合の自己資本比率は内部

留保の増加及び有価証券評価差損の改善により前期末8.45%から大幅に上昇し、11.03%となります。

　以上のように、自己資本比率は、弾力化措置の適用後及び適用前においても国内基準の4%を大幅に上回っております。

（金額単位：百万円）

項　　目 平成21年3月末 平成21年9月末
出資金 814 813
利益準備金 812 812
特別積立金 3,400 3,400
次期繰越金 565 1,079
処分未済持分（△） 0 ̶
その他有価証券の評価差損（△） ̶ ̶

基本的項目 A 5,591 6,105
一般貸倒引当金 88 51
補完的項目不算入額（△） ̶ ̶

補完的項目 B 88 51
自己資本総額 C＝A＋B 5,680 6,157
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 833 1,156
負債性資本調達手段及びこれに準ずるもの ̶ ̶
期限付劣後債務及び期限付優先出資並びにこれらに準ずるもの 690 690

控除項目不算入額（△） 833 1,156
控除項目計 D ̶ ̶
自己資本額 E＝C－D 5,680 6,157
資産（オン・バランス）項目 47,197 48,343
オフ・バランス取引等項目 165 118
オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 5,479 5,479

リスク・アセット等計 F 52,843 53,941

自己資本比率 E
F 10.74% 11.41%

（注）  リスク･アセット等とは､資産額にリスク･ウェイトを乗じ､リスクを反映させた資産額であります。
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夏のプレゼントキャンペーン

　平成21年6月26日～8月31日まで、定期預金を対象と
した夏のプレゼントキャンペーンを実施し、飲み物を入れ

て持ち運びできる「さわら」をイメージしたデザインのオ

リジナルタンブラーをプレゼントさせていただきました。

　さらに、ATMで定期預金をご契約のお客様へ金利
を上乗せさせていただきました。

地域の伝統を守るローン商品「伝統」・「景勝」

　地区公民館の建設・改修や地域の伝統行事を継続し

ていくために必要な資金など、地域のみなさまを応援

するローン商品「伝統」を発売いたしました。

　みなさまとともに香取市佐原地区の重要伝統的建造

物群保存地区と景観形成地区を守るためのローン商品

「景勝」を発売いたしました。

商品トピックス

環境に配慮したエコ住宅を購入するお客様を手助け

　環境問題への取り組みとして、エコ住宅を購入され

るお客様へ住宅ローンでご支援させていただくため、

通常の住宅ローンの金利プランからさらに金利の引き

下げを実施いたしております。

しんきん傷害保険付定期積金「ライフサポート」

　取扱期間平成21年7月1日～12月30日まで、募集総
額10億円としてお客様の保険料負担なしで傷害保険
がセットされた定期積金を発売しました。

　おかげさまで売れ行き好調につき8月31日をもって
総額12億円を達成し終了させていただきました。

9



■店舗一覧

店舗名 所在地 電　話
自動機ご利用時間

平　日 土曜日 日曜・祝日

本 店 香取市佐原イ525 0478-54-2120 8:00～ 21:00 8:00～ 20:00 8:00～ 20:00

本 宿 支 店 香取市佐原イ3394-2 0478-52-5511 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

小 見 川 支 店 香取市小見川319 0478-82-3121 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

多 古 支 店 香取郡多古町多古2752-2 0479-76-2411 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

笹 川 支 店 香取郡東庄町笹川い5561-37 0478-86-0533 8:00～ 21:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

神 崎 支 店 香取郡神崎町神崎本宿1927 0478-72-2121 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

下 総 支 店 成田市高岡133-1 0476-96-2211 8:00～ 21:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

大 栄 支 店 成田市伊能562-1 0476-73-6121 8:00～ 21:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

潮 来 支 店 潮来市潮来463-2 0299-62-2564 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

延 方 支 店 潮来市宮前1丁目21-10 0299-66-1311 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

麻 生 支 店 行方市麻生106-4 0299-72-0761 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

鹿 島 支 店 鹿嶋市宮中1丁目8-21 0299-82-3411 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

千 葉 支 店 千葉市中央区新宿2丁目2-6 043-241-6521 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 ̶

都 賀 支 店 千葉市若葉区都賀4丁目8-13 043-232-1341 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 ̶

作 草 部 支 店 千葉市稲毛区作草部2丁目2-50 043-254-6811 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

成 田 支 店 成田市東町601-4 0476-23-1711 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 8:45～ 17:00

佐 倉 支 店 佐倉市鏑木町2丁目6-3 043-486-1131 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 ̶

志 津 支 店 佐倉市上志津1790-1 043-489-1121 8:00～ 20:00 8:45～ 17:00 ̶

北 出 張 所 香取市北1丁目6 0478-54-2177 8:00～ 21:00 8:00～ 21:00 8:00～ 21:00

■店舗外現金自動設備（キャッシュコーナー）
本 店 営 業 部 香取市役所出張所 9:00～ 18:00 ̶ ̶

本 店 営 業 部 セイミヤ佐原玉造店出張所 8:00～ 20:00 8:00～ 20:00 8:00～ 20:00

本 店 営 業 部 セイミヤ佐原牧野店出張所 8:00～ 21:00 8:00～ 21:00 8:00～ 21:00

本 店 営 業 部 アピタ佐原東店出張所 10:00～ 21:00 10:00～ 21:00 10:00～ 21:00

潮 来 支 店 牛堀ショッピングセンター出張所 9:00～ 21:00 9:00～ 21:00 9:00～ 21:00
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※ 営業地区の柏市は旧沼南町を、旭市は旧飯岡

町を、匝瑳市は旧野栄町を、山武市は旧成東町・

旧松尾町・旧蓮沼村をそれぞれ除く

●本店

●支店

●店舗外現金自動設備
　（キャッシュコーナー）

営業地区・店舗一覧

〒287-8601 千葉県香取市佐原イ525番地
TEL 0478(54)2121

ホームページアドレス　http://www.shinkin.co.jp/sawara/




