
預金業務
●預金積金
　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

●譲渡性預金
　譲渡可能な預金

貸出業務
●貸付
　手形貸付、証書貸付及び当座貸越

●手形の割引
　銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形の割引

為替業務
　送金為替、当座振込、代金取立等に関する各種業務

附帯業務
●債務の保証又は手形の引受け

●有価証券の貸付

●国債証券等の引受け、募集の取扱い、はね返り玉の買取り

●金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務

●短期社債等の取得又は譲渡

●業務の代理
　○日本銀行（歳入代理店業務）
　○株式会社日本政策金融公庫
　○独立行政法人住宅金融支援機構  等

●代理店業務
　○信金中央金庫

●国･地方公共団体･会社等の金銭の収納、その他金銭に係る事務の取扱い

●保護預り及び貸金庫業務

●振替業

●両替

有価証券について金融商品取引法により信用金庫が営むことのできる業務
●国債証券等の窓口販売

法律により信用金庫が営むことのできる業務
●生命保険･損害保険の窓口販売

●スポーツ振興くじの払戻業務

●確定拠出年金法により行う業務

●電子債権記録業に係る業務

東奥信用金庫の主要な事業の内容

有限責任弘前信用組合創立
弘前信用組合に組織変更
黒石信用組合創立
弘前信用組合から弘前信用金庫に組織変更
黒石信用組合から黒石信用金庫に組織変更
弘前信用金庫・黒石信用金庫が合併し、東奥信用金庫を創立
コンピューター導入
日本銀行青森支店と当座預金取引開始
本店新築オープン
両替商業務の取扱開始
東北地区信用金庫共同事務センターオンラインに全店加入
日本銀行歳入代理店に全店指定
国債等の窓口販売取扱開始
第1号店外ATM（現金自動預入支払機）を弘前市役所に設置
全店CD・ATM設置完了
パートタイマー制度導入（愛称：ひまわりさん）
県内初のCI（コーポレートアイデンティティー）を導入
第3次オンラインに乗り換え
鷹揚東支店・鷹揚南支店同時オープン
鷹揚西支店オープン
駅前再開発ビル内に大町支店移転新築オープン
岩木支店移転新築オープン
鷹揚東支店、鷹揚南支店、鷹揚西支店の店名をそれぞれ
高崎支店、松原支店、桔梗野支店に変更
保険募集業務の取扱いを開始
吉乃町支店を黒石支店に統合
個人向け国債の窓口販売取扱いを開始
生命保険の窓口販売取扱いを開始

「とうしんインターネットバンキング」取扱い開始
平賀支店移転新築オープン
黒石支店リニューアルオープン
田舎館支店新築オープン
和徳支店リニューアルオープン
大町支店移転オープン
石川支店新築オープン
大鰐支店移転新築オープン
個人向け国債（３年）の取扱いを開始
高崎支店ＡＴＭコーナーリニューアル
松原支店ＡＴＭコーナーリニューアル
標準傷害保険の取扱いを開始

「経営革新等支援機関」に認定
でんさいサービスの取扱いを開始
下町支店ＡＴＭコーナーリニューアル

「弘前市空き家・空き地の利活用に関するパートナーシップ協定」締結
個人型確定拠出年金の取扱いを開始
国立大学法人弘前大学との連携協力に関する協定を締結
五所川原支店新築オープン
本支店・他金融機関あて即時振込の取扱時間拡大
㈱Origamiとのキャッシュレス環境整備に向けた提携開始

「しんきん日本海連携協定」締結

昭和 ２ 年 １０月
昭和１８年 ８月
昭和２３年 １０月
昭和２６年 １０月
昭和２７年 ３月
昭和４６年 ７月
昭和４７年 １月
昭和４８年 １２月
昭和５２年 ８月
昭和５３年 １０月
昭和５６年 ３月
昭和５７年 ７月
昭和５８年 ８月
昭和５９年 ３月
 ７月
昭和６３年 ７月
 １０月
昭和６４年 １月
平成 元 年 １１月
平成 ２ 年 ９月
平成 ６ 年 ３月
平成 ７ 年 １０月
平成１０年 １０月

平成１３年 ５月
 ９月
平成１５年 ２月
 ４月
 ８月
 １１月
平成１６年 ７月
平成１７年 ９月
平成１８年 １１月
平成２１年 １０月
 １１月
 １２月
平成２2年 6月
平成２3年 2月
 3月
 9月
平成25年 2月
 〃  
 7月
平成27年 6月
平成29年 1月
 10月
平成30年 4月 
 10月 
 12月
平成31年 3月

とうしんの歩み

主要な事業・とうしんの歩み
T O S H I N 2 0 1 9
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