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2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
業務粗利益 1,592 1,533 1,524 1,491 1,517
	 資金利益 1,376 1,345 1,301 1,266 1,260
	 役務取引等利益 141 145 154 178 192
	 特定取引利益 11 14 13 19 26
	 その他業務利益 63 27 54 27 38
	 	 うち債券関係損益 39 9 38 9 20
経費（△） 807 812 818 825 826
コア業務純益 745 710 667 656 670
経常利益 597 617 664 703 741
当期純利益 381 360 412 432 458
与信関係費用（△） 103 22 89 9 △	3
親会社株主に帰属する当期純利益（連結） 406 407 441 464 570

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
資産の部合計 104,905 108,585 113,123 119,541 128,900
	 貸出金 73,714 75,817 79,121 80,830 84,611
	 	 中小企業向け貸出 31,193 32,266 32,899 33,838 35,839
	 	 住宅ローン 25,456 26,586 27,822 28,817 30,163
	 有価証券 19,203 21,116 21,760 21,789 23,557
負債の部 99,013 102,282 106,234 112,345 120,883
	 預金 91,383 93,765 96,368 101,218 107,333
	 譲渡性預金 1,715 3,013 3,330 4,193 5,340
純資産の部 5,891 6,302 6,888 7,196 8,016
	 株主資本合計 5,840 6,092 6,311 6,537 6,757
	 評価・換算差額等合計 50 207 574 654 1,254

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
ROA※1 0.37％ 0.34％ 0.37％ 0.37％ 0.37％
ROE※2 6.56％ 5.90％ 6.25％ 6.13％ 6.03％
OHR※3 52.15％ 53.48％ 55.14％ 55.93％ 55.36％
総自己資本比率（連結）※4※5 13.37％ 14.35％ 14.05％ 13.69％ 14.66％
Tier1比率（連結）※4 12.05％ 12.99％ 12.90％ 12.85％ 13.17％
普通株式等Tier1比率（連結） − − 12.90％ 12.85％ 13.17％
1株当たり純資産（円）（連結） 692.74 747.90 839.15 895.60 1,030.64
1株当たり当期純利益（円）（連結） 45.65 46.47 50.88 54.29 68.02
1株当たり配当金（円） 11.00 11.00 12.00 12.00 13.00
配当性向 25.66％ 26.81％ 25.27％ 23.75％ 23.79％
※	 （連結）の記載がないものは単体ベース
※1	 当期純利益÷総資産平残（支払承諾見返平残を除く）
※2	 当期純利益÷（（期首純資産の部＋期末純資産の部）÷2）
※3	 経費÷（業務純益−債券関係損益等＋一般貸倒引当金純繰入額＋経費）
※4	 2010年度から2011年度まではバーゼルⅡの値
※5	 2010年度から2011年度までは自己資本比率

業績サマリー� （億円）

貸借対照表サマリー� （億円）

財務指標等�
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
業務粗利益 1,500 1,440 1,494 1,522 1,527
	 資金利益 1,254 1,211 1,215 1,226 1,236
	 役務取引等利益 190 191 237 224 226
	 特定取引利益 32 25 20 11 18
	 その他業務利益 22 12 21 60 45
	 	 うち債券関係損益 22 △	11 △	5 45 32
経費（△） 820 831 828 811 819
コア業務純益 657 621 671 665 675
経常利益 796 700 706 670 678
当期純利益 525 486 496 480 459
与信関係費用（△） △	23 △	37 8 113 95
親会社株主に帰属する当期純利益（連結） 554 527 537 504 480

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
資産の部合計 132,658 140,262 143,036 148,916 155,370
	 貸出金 87,974 93,053 98,160 101,368 106,165
	 	 中小企業向け貸出 37,866 41,416 44,109 45,860 48,390
	 	 住宅ローン 31,405 32,817 34,311 35,486 36,323
	 有価証券 24,478 23,736 21,567 20,827 21,037
負債の部 124,506 131,819 134,256 140,049 146,720
	 預金 111,402 115,657 120,170 123,334 127,889
	 譲渡性預金 3,990 4,789 5,134 5,818 4,962
純資産の部 8,151 8,442 8,780 8,866 8,650
	 株主資本合計 7,069 7,292 7,529 7,741 7,989
	 評価・換算差額等合計 1,077 1,145 1,245 1,120 655

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
ROA※1 0.39％ 0.35％ 0.35％ 0.33％ 0.30%
ROE※2 6.49％ 5.85％ 5.76％ 5.44％ 5.24%
OHR※3 55.06％ 57.59％ 55.26％ 54.78％ 54.61%
総自己資本比率（連結） 13.79％ 13.59％ 13.18％ 12.63％ 12.12%
Tier1比率（連結） 12.74％ 12.65％ 12.48％ 11.97％ 11.51%
普通株式等Tier1比率（連結） 12.74％ 12.65％ 12.48％ 11.97％ 11.51%
1株当たり純資産（円）（連結） 1,053.76 1,128.31 1,207.15 1,250.05 1,250.41
1株当たり当期純利益（円）（連結） 67.03 65.32 67.98 65.30 63.99
1株当たり配当金（円） 14.00 15.00 15.00 16.00 18.00
配当性向 22.04％ 24.90％ 23.90％ 25.76％ 29.41％

業績サマリー� （億円）

貸借対照表サマリー� （億円）

財務指標等�
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科目 2019年3月末 2020年3月末

（資産の部）
現金預け金 2,068,231 1,928,656
コールローン及び買入手形 109,047 152,307
買現先勘定 14,999 19,999
買入金銭債権 22,012 21,245
特定取引資産 188,905 418,373
金銭の信託 28,526 28,684
有価証券 2,095,049 2,118,588
貸出金 10,090,072 10,565,697
外国為替 3,829 6,394
その他資産 198,301 199,995
有形固定資産 107,017 116,118
無形固定資産 12,870 14,593
退職給付に係る資産 − 536
繰延税金資産 4,503 4,776
支払承諾見返 50,608 45,259
貸倒引当金 △	29,845 △	31,291
資産の部合計 14,964,129 15,609,936

（負債の部）
預金 12,316,183 12,772,684
譲渡性預金 531,811 444,293
コールマネー及び売渡手形 170,000 220,000
売現先勘定 29,404 30,657
債券貸借取引受入担保金 213,345 287,159
特定取引負債 22,216 25,641
借用金 374,830 522,514
外国為替 727 834
社債 116,578 115,229
信託勘定借 2,383 2,790
その他負債 143,217 195,755
退職給付に係る負債 2,049 1,655
役員退職慰労引当金 155 192
睡眠預金払戻損失引当金 2,377 1,692
ポイント引当金 495 576
特別法上の引当金 21 21
繰延税金負債 24,602 3,129
再評価に係る繰延税金負債 10,850 10,511
支払承諾 50,608 45,259
負債の部合計 14,011,861 14,680,602

（純資産の部）
資本金 145,069 145,069
資本剰余金 122,134 122,134
利益剰余金 621,548 641,387
自己株式 △	56,260 △	49,194

株主資本合計 832,491 859,396
その他有価証券評価差額金 112,448 73,231
繰延ヘッジ損益 △	1,976 △	8,504
土地再評価差額金 10,798 10,025
退職給付に係る調整累計額 △	1,973 △	5,330

その他の包括利益累計額合計 119,296 69,423
新株予約権 479 514
純資産の部合計 952,267 929,334
負債及び純資産の部合計 14,964,129 15,609,936

科目 2018年度 2019年度
2018年4月	 1日から
2019年3月31日まで

2019年4月	 1日から
2020年3月31日まで

経常収益 238,616 242,982

資金運用収益 144,196 144,681

（うち貸出金利息） 110,899 109,516

（うち有価証券利息配当金） 28,131 31,163

信託報酬 23 8

役務取引等収益 51,752 52,666

特定取引収益 5,106 5,457

その他業務収益 6,620 6,544

その他経常収益 30,916 33,623

経常費用 166,148 170,365

資金調達費用 25,127 24,150

（うち預金利息） 7,794 6,534

役務取引等費用 18,812 19,669

特定取引費用 527 10

その他業務費用 581 1,952

営業経費 89,113 89,029

その他経常費用 31,986 35,553

経常利益 72,467 72,617

特別利益 4 1

固定資産処分益 4 1

特別損失 250 3,843

固定資産処分損 216 64

減損損失 34 1,292

本部棟建替に伴う損失 − 2,486

税金等調整前当期純利益 72,221 68,775

法人税、住民税及び事業税 23,118 21,204

法人税等調整額 △	1,375 △	465

法人税等合計 21,743 20,738

当期純利益 50,478 48,037
親会社株主に帰属する
当期純利益 50,478 48,037

連結貸借対照表（要約版）� （百万円） 連結損益計算書（要約版）� （百万円）
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科目 2019年3月末 2020年3月末

（資産の部）
現金預け金 2,063,517 1,923,761
コールローン 109,047 152,307
買現先勘定 14,999 19,999
買入金銭債権 10,981 10,650
特定取引資産 188,088 412,833
金銭の信託 22,026 21,684
有価証券 2,082,715 2,103,737
貸出金 10,136,875 10,616,525
外国為替 3,829 6,394
その他資産 123,001 122,124
有形固定資産 101,861 110,990
無形固定資産 12,726 14,377
前払年金費用 1,558 7,284
支払承諾見返 41,689 37,204
貸倒引当金 △	21,316 △	22,815
資産の部合計 14,891,602 15,537,059

（負債の部）
預金 12,333,421 12,788,913
譲渡性預金 581,811 496,293
コールマネー 170,000 220,000
売現先勘定 29,404 30,657
債券貸借取引受入担保金 213,345 287,159
特定取引負債 22,216 25,641
借用金 373,960 521,711
外国為替 727 834
社債 116,578 115,229
信託勘定借 2,383 2,790
その他負債 83,597 130,781
睡眠預金払戻損失引当金 2,377 1,692
ポイント引当金 246 278
繰延税金負債 22,330 2,316
再評価に係る繰延税金負債 10,850 10,511
支払承諾 41,689 37,204
負債の部合計 14,004,943 14,672,016

（純資産の部）
資本金 145,069 145,069
資本剰余金 122,134 122,134
資本準備金 122,134 122,134
利益剰余金 563,190 580,928
利益準備金 50,930 50,930
その他利益剰余金 512,259 529,998
固定資産圧縮積立金 351 351
別途積立金 465,971 485,971
繰越利益剰余金 45,937 43,676

自己株式 △	56,260 △	49,194
株主資本合計 774,132 798,937

その他有価証券評価差額金 103,225 64,068
繰延ヘッジ損益 △	1,976 △	8,504
土地再評価差額金 10,798 10,025

評価・換算差額等合計 112,046 65,590
新株予約権 479 514
純資産の部合計 886,658 865,042
負債及び純資産の部合計 14,891,602 15,537,059

科目 2018年度 2019年度
2018年4月	 1日から
2019年3月31日まで

2019年4月	 1日から
2020年3月31日まで

経常収益 210,218 212,269

資金運用収益 147,712 147,810

（うち貸出金利息） 110,896 109,528

（うち有価証券利息配当金） 31,770 34,370

信託報酬 23 8

役務取引等収益 42,830 43,235

特定取引収益 1,701 1,812

その他業務収益 6,601 6,548

その他経常収益 11,348 12,854

経常費用 143,166 144,397

資金調達費用 25,110 24,133

（うち預金利息） 7,795 6,534

役務取引等費用 20,421 20,601

特定取引費用 527 10

その他業務費用 581 1,952

営業経費 82,995 82,560

その他経常費用 13,529 15,139

経常利益 67,051 67,872

特別利益 4 0

固定資産処分益 4 0

特別損失 243 3,843

固定資産処分損 210 64

減損損失 33 1,292

本部棟建替に伴う損失 − 2,486

税引前当期純利益 66,813 64,030

法人税、住民税及び事業税 20,321 18,318

法人税等調整額 △	1,514 △	225

法人税等合計 18,806 18,092

当期純利益 48,006 45,937

貸借対照表（要約版）� （百万円） 損益計算書（要約版）� （百万円）
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店舗ネットワーク

千葉銀行 統合報告書 202079

地区 本・支店
県内 160（特別出張所 5、出張所 14、仮想店舗 3）
県外 23（東京都 15、大阪府 1、埼玉県 3、茨城県 4）
海外 3（ニューヨーク、香港、ロンドン）
計 186

●海外駐在員事務所	 3（上海、シンガポール、バンコク）
●両替出張所	 3

店舗・キャッシュコーナー�一覧� （2020年7月1日現在）

千葉県
千葉市

［中央区］
100

		
本店

［本店営業部］
千葉市中央区千葉港1-2	〒260-0026
（千葉市役所隣）
043-245-1111

040 本店営業部
幸町特別出張所

千葉市中央区千葉港1-2	〒260-0026
（本店営業部内〈店舗内店舗〉）
043-245-1111

055
大宮台支店

千葉市中央区仁戸名町358-12	〒260-0801
（松ヶ丘支店内〈店舗内店舗〉）
043-261-5421

025
京成駅前支店

千葉市中央区中央2-5-1	〒260-0013
（中央支店内〈店舗内店舗〉）
043-222-8111

004

		
県庁支店

千葉市中央区市場町1-1	〒260-0855
（千葉県庁中庁舎東側2階）
043-227-5361

006

		
蘇我支店

千葉市中央区南町2-10-10	〒260-0842
（JR蘇我駅前通り）
043-265-2241

026

		
千葉駅前支店

千葉市中央区富士見2-4-7	〒260-0015
（塚本大千葉ビル向かい）
043-227-8501

001

		
中央支店

千葉市中央区中央2-5-1	〒260-0013
（千葉中央ツインビル2号館）
043-222-8111

ちばぎんコンサル
ティングプラザ千葉
（中央支店千葉プラザ出張所）

千葉市中央区富士見2-3-1〒260-0015
（千葉駅前大通り塚本大千葉ビル）
043-227-5211

005
長洲支店

千葉市中央区長洲1-22-3	〒260-0854
（千葉都市モノレール県庁前駅前）
043-227-6421

076 本店営業部
千葉市役所出張所

千葉市中央区千葉港1-1	〒260-0026
（千葉市役所1階）
043-247-0991

034
松ヶ丘支店

千葉市中央区仁戸名町358-12〒260-0801
（仁戸名局バス停前）
043-261-5421

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー蘇我店 店1階
井上記念病院 病院1階ロビー
かわまち矢作モール 店入口付近
がんセンター 千葉県がんセンター前
県庁本庁舎 本庁舎5階
ダイワロイネットホテル千葉中央 ホテル1階
JR蘇我駅西口 JR蘇我駅西口
JR千葉駅西口 JR千葉駅西口改札付近
JR千葉みなと駅 券売機付近
JR本千葉駅前 JR本千葉駅前
千葉県警察本部 庁舎1階
千葉市立青葉病院 病院1階ロビー
千葉そごう2号 そごう千葉店ジュンヌ4階
千葉そごう3号 そごう千葉店本館8階
千葉大学医学部附属病院 病院1階

千葉都市モノレール千葉駅 千葉都市モノレール千葉駅3階改札前
千葉ポートタウン 1階
西千葉 JR西千葉駅北口前
ペリエ千葉 本館1階
ペリエ千葉2号 本館6階
ペリエ千葉3号 ストリート1	1階
マルエツ蘇我南町店 店1階
ベイフロント蘇我 店1階
リブレ京成千葉寺店 店1階
ペリエ千葉4号 ストリート1	1階(横断歩道付近)　

［稲毛区］
003

		
稲毛支店

千葉市稲毛区稲毛東3-17-5	〒263-0031
（JR稲毛駅前海側）
043-243-9191

036 稲毛支店
あやめ台特別出張所

千葉市稲毛区稲毛東3-17-5	〒263-0031
（稲毛支店内〈店舗内店舗〉）
043-243-9191

114
稲毛東口支店

千葉市稲毛区小仲台2-3-12	〒263-0043
（JR稲毛駅東口イオン前）
043-284-8111

063 中央支店
穴川特別出張所

千葉市稲毛区穴川3-1-18	〒263-0024
（穴川十字路国道126号沿い）
043-255-3811

店舗外キャッシュコーナー
あやめ台 あやめ台団地内
ヴィルフォーレ稲毛 ヴィルフォーレ稲毛京成バス停前
千葉大学 総合学生支援センター内
宮野木 京成団地バス停近く

［花見川区］
047

新検見川支店
千葉市花見川区花園1-7-12	〒262-0025
（JR新検見川駅前通り）
043-271-0131

002
幕張支店

千葉市花見川区幕張町5-470-1	〒262-0032
（JR幕張駅前十字路）
043-273-7111

113
幕張本郷支店

千葉市花見川区幕張本郷1-2-20	〒262-0033
（JR・京成幕張本郷駅前）
043-297-2011

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー幕張店 1階入口前
サミットストア花見川店 区役所隣店1階
JR新検見川駅 JR新検見川駅改札前
ナリタヤ花見川店 店入口付近
ライフ宮野木店 県道実籾穴川線沿い店入口付近

［緑区］
092

		
鎌取支店

千葉市緑区おゆみ野3-2-9	〒266-0031	
（JR鎌取駅前）
043-291-5611

106
とけ支店

千葉市緑区あすみが丘1-20-2	〒267-0066	
（JR土気駅前）
043-294-8121

085
誉田支店

千葉市緑区誉田町2-24-18	〒266-0005
（JR誉田駅前）
043-291-0555
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外国為替のご利用について
	貿易取扱店
	一般店（外国送金等一部業務のみ取扱い）
※外貨現金取扱店についてはHPをご参照ください。

店舗外キャッシュコーナーのご利用について
	土曜日も稼働（日・祝日は稼働いたしません）
	土・日・祝日も稼働／無印は平日のみ稼働

店舗外キャッシュコーナー
イオンおゆみ野ショッピングセンター 商業施設1階
イオン鎌取店 店1階
せんどう土気店 駐車場内
千葉県こども病院 病院前
ヤオコーおゆみ野店 しのぼり公園バス停前

［美浜区］
071

		
新稲毛支店

千葉市美浜区高洲3-9-2	〒261-0004	
（JR稲毛海岸駅前）
043-277-3011

111

		
幕張新都心支店

千葉市美浜区中瀬2-6-1	〒261-7102
（ワールドビジネスガーデンマリブアネックス2階）
043-297-7890

065
真砂支店

千葉市美浜区真砂4-1-5	〒261-0011
（JR検見川浜駅前ショッピングセンターPIA	1階）
043-279-8111

店舗外キャッシュコーナー
イオンモール幕張新都心 グランドモール1階
キッツビル ビル2階
ちばぎん幕張ビル ビル1階
千葉市立海浜病院 病院1階ロビー
千葉高洲 高洲第1団地内
パティオス5番街 幕張ベイタウンパティオス5番街
幕張テクノガーデン B棟2階
マリンピア JR稲毛海岸駅前マリンピア1階
メッセ・アミューズ・モール メッセ・アミューズ・モール1階
ホテルニューオータニ幕張 1階正面玄関付近
イオンスタイル幕張ベイパーク 店舗入口付近
幸町二丁目 国道14号沿い幸町団地内

［若葉区］
064

千城台支店
千葉市若葉区千城台西1-1-1	〒264-0004	
（モノレール千城台北駅前）
043-236-1111

051

		
都賀支店

千葉市若葉区都賀3-14-3	〒264-0025	
（JR・モノレール都賀駅前）
043-232-2551

061
みつわ台支店

千葉市若葉区みつわ台3-11-2	〒264-0032	
（モノレールみつわ台駅前）
043-255-3131

店舗外キャッシュコーナー
大宮台 大宮台団地バス停前
小倉台 モノレール小倉台駅前
桜木町 国道51号沿い市営霊園ななめ前
西友都賀店 駐車場内
東寺山ショッピングセンター ショッピングセンター内
ヤックスケアタウン千城台 店1階
千城台ショッピングセンター 店1階

旭市
265

旭支店
旭市ロ827-1	〒289-2516
	（塚前十字路）
0479-62-2111

店舗外キャッシュコーナー
旭市役所 市役所1階
旭ショッピングセンターサンモール サンモール1階
旭中央病院 病院1階
ナリタヤ旭萬力店 店1階　

我孫子市
007

		
我孫子支店

我孫子市本町2-3-8	〒270-1151
（JR我孫子駅前）
04-7182-3111

110
湖北支店

我孫子市湖北台1-18-1	〒270-1132
（JR湖北駅南口）
04-7187-3531

097
天王台支店

我孫子市柴崎台1-9-1	〒270-1176
（JR天王台駅北口）
04-7184-5351

店舗外キャッシュコーナー
アビイクオーレ JR我孫子駅前イトーヨーカドー1階
我孫子市役所 市役所正面入口横
あびこショッピングプラザ 店3階
布佐 県道千葉竜ヶ崎線沿い

いすみ市
244

		
大原支店

いすみ市大原8666	〒298-0004	
（仲町通り）
0470-62-1211

245
長者支店

いすみ市岬町長者488-1	〒299-4616	
（長者本通り）
0470-87-2431

市川市
011

	
市川支店

市川市市川1-7-12	〒272-0034	
（JR市川駅前）
047-322-0161

089 市川支店
市川市役所出張所

市川市南八幡2-20-2	〒272-0023
（市川市役所	仮本庁舎2階）
047-334-1568

046
行徳支店

市川市行徳駅前2-14-1	〒272-0133	
（東西線行徳駅前）
047-397-7111

091

	
南行徳支店

市川市相之川4-8-5	〒272-0143	
（東西線南行徳駅前）
047-358-4001

012

	
本八幡支店

市川市八幡3-3-2-105	〒272-0021
（グランドターミナルタワー本八幡1・2階）
047-322-0181

ちばぎんコンサルティング
プラザ市川
（本八幡支店市川プラザ出張所）

市川市八幡3-3-2-201	〒272-0021	
（グランドターミナルタワー本八幡2階）
047-321-1001

109
本八幡南支店

市川市南八幡4-17-2	〒272-0023	
（JR本八幡駅南口駅前通り）
047-377-8751

店舗外キャッシュコーナー
市川大野駅前ビル JR市川大野駅前ビル
イオン市川妙典店 1番街1階
北方STハイツビル 鬼越北方税務署通り
京成国府台駅前 京成国府台駅前通り
国分 県道鎌ケ谷市川線沿い国分小学校近く
JR市川駅 JR市川駅構内キヨスク隣
JR本八幡駅前パティオ 1階入口隣
西友新浜店 店1階
東京歯科大学市川総合病院 病院1階ロビー
ニッケコルトンプラザ 2階シャトルバス乗り場前
若宮 若栄会通り

市原市
203

	
姉崎支店

市原市姉崎東3-1-9	〒299-0110
（JR姉ケ崎駅前）
0436-61-1145

204
牛久支店

市原市牛久1210-1	〒290-0225	
（小湊鉄道上総牛久駅前商店街）
0436-92-1211

202

		
五井支店

市原市五井中央西2-7-1	〒290-0081	
（JR五井駅西口前）
0436-21-2141

214 五井支店
市原市役所出張所

市原市国分寺台中央1-1-1	〒290-8501
（市原市役所1階）
0436-21-6611
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216
辰巳台支店

市原市辰巳台東1-1-2	〒290-0003
（辰巳台団地内）
0436-74-5551

132
ちはら台支店

市原市ちはら台西5-5-1	〒290-0143	
（ちはら台公園向かい）
0436-76-0561

201

		
八幡支店

市原市八幡1059-22	〒290-0062
（JR八幡宿駅前）
0436-41-1331

店舗外キャッシュコーナー
アピタ市原店 1階入口
泉台 泉台団地入口
イトーヨーカドー姉崎店 店1階
イトーヨーカドー市原店 店1階
馬立 国道297号線馬立水神橋際
桜台 桜台団地入口Aコープ前
JR姉ケ崎駅 JR姉ケ崎駅西口
スーパーたかはし 駐車場内
せんどう五井中央店 店舗内
せんどう国分寺台店 店入口右側
せんどう千原台店 帝京平成短大前
マックスバリュ辰巳台店 店1階
ユニモちはら台 店1階

印西市
285

		
印西支店

印西市大森3877	〒270-1327	
（木下街道沿い）
0476-42-3227

134
印西牧の原支店

印西市牧の原1-3	〒270-1331
（北総線印西牧の原駅前）
0476-47-1901

296

		
千葉ニュータウン支店

印西市中央南1-5-1	〒270-1340
（北総鉄道千葉ニュータウン中央駅前）
0476-46-1511

店舗外キャッシュコーナー
イオン千葉ニュータウンショッピングセンターイオン棟1階
印西市役所 市役所駐車場内
小林 JR小林駅前
千葉ニュータウン中央駅北口 北口ロータリー
ナリタヤ印旛日本医大前店 店1階
日本医科大学付属千葉北総病院 病院1階
牧の原MORE フードコート脇

浦安市
013

		
浦安支店

浦安市北栄1-16-8	〒279-0002	
（東西線浦安駅前）
047-351-2141

072

		
新浦安支店

浦安市入船1-5-1	〒279-0012	
（JR新浦安駅前）
047-354-2011

店舗外キャッシュコーナー
イクスピアリ 店2階
JR舞浜駅 JR舞浜駅構内
JR舞浜駅2号 JR舞浜駅構内
マルエツ浦安店前 市道大三角線沿いマルエツ前

大網白里市
249

		
大網支店

大網白里市駒込444-1	〒299-3235	
（JR大網駅前通り）
0475-72-1181

店舗外キャッシュコーナー
大網白里市役所 市役所入口

大網白里ショッピングセンター センター1階
ベイシア大網白里店 店舗入口横

柏市
008

		
柏支店

柏市中央1-1-1	〒277-0023
（JR柏駅東口・旧水戸街道交差点）
04-7167-0111

081 柏支店
柏市役所出張所

柏市柏5-10-1	〒277-0005	
（柏市役所第2庁舎2階）
04-7166-5390

ちばぎんコンサルティング
プラザ柏
（柏支店柏プラザ出張所）

柏市柏1-1-21	〒277-0005
（JR柏駅東口前）
04-7160-1311

柏支店
柏ローンプラザ出張所

柏市中央1-1-1	〒277-0023	
（ちばぎん柏ビル5階）
04-7163-7111

098 柏支店
沼南出張所

柏市中央1-1-1	〒277-0023	
（柏支店内〈店舗内店舗〉）
04-7167-0111

052
柏西口支店

柏市末広町5-19	〒277-0842	
（JR柏駅西口交差点）
04-7143-2221

028 柏西口支店
豊四季特別出張所

柏市末広町5-19	〒277-0842	
（柏西口支店内〈店舗内店舗〉）
04-7143-2221

122
柏の葉キャンパス支店

柏市若柴178-4	柏の葉キャンパス	150街区2	
〒277-0871	（ららぽーと柏の葉並び）
04-7131-1971

087
花野井支店

柏市花野井681	〒277-0812	
（柏市総合卸売市場前）
04-7131-7121

059
増尾支店

柏市加賀3-24-15	〒277-0051
（東武野田線増尾駅前）
04-7174-7111

074

		
南柏支店

柏市今谷上町45-1	〒277-0074	
（JR南柏駅東口・今谷交差点）
04-7173-6111

店舗外キャッシュコーナー
イオン柏ショッピングセンター 店1階
セレクション青葉台店 北側駐車場
柏駅前 JR柏駅東口前
北柏駅前 JR北柏駅前
セブンパークアリオ柏 店1階
東武ストア新柏店 東武野田線新柏駅前店隣
光ヶ丘 東武光ヶ丘バス停前マツモトキヨシ内
南柏駅西口 JR南柏駅西口
ららぽーと柏の葉 店1階
セレクションしいの木台店 駐車場側店入口
麗澤大学 大学構内研究室棟隣
沼南大津ヶ丘 柏市沼南庁舎近く
ピーコックストア豊四季台店 店舗入口付近

勝浦市
242

勝浦支店
勝浦市墨名725-3	〒299-5225	
（墨名交差点）
0470-73-1121

店舗外キャッシュコーナー
興津 JR上総興津駅前通り
国際武道大学 大学構内

香取市
282

		
小見川支店

香取市小見川269-5	〒289-0313	
（本町通り）
0478-82-2131
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外国為替のご利用について
	貿易取扱店
	一般店（外国送金等一部業務のみ取扱い）
※外貨現金取扱店についてはHPをご参照ください。

店舗外キャッシュコーナーのご利用について
	土曜日も稼働（日・祝日は稼働いたしません）
	土・日・祝日も稼働／無印は平日のみ稼働

283

		
佐原支店

香取市佐原イ586-5	〒287-0003	
（横宿通り）
0478-54-1211

店舗外キャッシュコーナー
小見川区事務所 区事務所1階ロビー
香取市役所 市役所入口前
サワラシティ ショッピングモール1階

鎌ケ谷市
043

		
鎌ケ谷支店

鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-8-17	〒273-0107	
（新鎌ケ谷Fタワー1・2階）
047-444-2111

102 鎌ケ谷支店
六実出張所

鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-8-17	〒273-0107	
（鎌ケ谷支店内〈店舗内店舗〉）
047-444-2111

店舗外キャッシュコーナー
イオン鎌ケ谷ショッピングセンター 店1階
鎌ケ谷市役所 市役所1階
鎌ケ谷大仏駅 新京成鎌ケ谷大仏駅構内
くぬぎ山 新京成くぬぎ山駅西口
東武鎌ケ谷駅 東武野田線鎌ケ谷駅西口
馬込沢駅前 東武野田線馬込沢駅東口正面
マツモトキヨシ鎌ケ谷店 店入口前
鎌ケ谷中央 鎌ケ谷中学校通り

鴨川市
231

天津支店
鴨川市横渚943-1	〒296-0001	
（鴨川支店内〈店舗内店舗〉）
04-7092-1211

229

		
鴨川支店

鴨川市横渚943-1	〒296-0001
（JR安房鴨川駅前）
04-7092-1211

店舗外キャッシュコーナー
天津 国道128号沿い
鴨川市役所 入口正面
ベイシア鴨川店 正面入口隣

木更津市
205

		
木更津支店

木更津市大和1-2-4	〒292-0805	
（JR木更津駅東口駅前通り）
0438-23-8181

212

		
木更津東支店

木更津市ほたる野4-4-9	〒292-0038	
（アピタ木更津店並び）
0438-98-9701

店舗外キャッシュコーナー
アクア木更津 スパークルシティ木更津1階
イオンタウン木更津朝日 駐車場内
イオンタウン木更津請西 休憩コーナー内
イオンモール木更津 店1階
いなげや木更津請西店 店舗内入口付近
ひまわり憩いの広場 本町通り（旧木更津支店敷地）
三井アウトレットパーク木更津 総合案内所裏

君津市
213

		
君津支店

君津市東坂田1-2-13	〒299-1144	
（JR君津駅前）
0439-55-2511

206

	
久留里支店

君津市久留里市場182	〒292-0421	
（仲町通り）
0439-27-2511

店舗外キャッシュコーナー
アピタ君津店 店舗入口
いなげや君津店 駐車場入口

芙蓉会 JR上総松丘駅きゃらの樹ケアセンター前

佐倉市
298

		
うすい支店

佐倉市王子台1-28-8	〒285-0837	
（京成臼井駅前）
043-462-1177

287

		
佐倉支店

佐倉市新町17	〒285-0023	
（新町商店街通り）
043-484-2131

289

	
志津支店

佐倉市上志津1656-31	〒285-0846
（京成志津駅前通り）
043-487-1231

292

	
ユーカリが丘支店

佐倉市ユーカリが丘3-1-7	〒285-0858	
（京成ユーカリが丘駅北口）
043-461-8111

店舗外キャッシュコーナー
イオンタウンユーカリが丘 店1階
いなげや佐倉店 駐車場内
臼井駅北口 京成臼井駅北口ロータリー
佐倉市役所 市役所駐車場内
JR佐倉駅南口 JR佐倉駅南口ロータリー
聖隷佐倉市民病院 病院1階ロビー
トウズ京成佐倉店 駐車場内
東邦大学佐倉病院 病院1階ロビー
ユーカリが丘駅南口 スカイプラザステーションタワー2階
レイクピアウスイ 京成臼井駅前イオン1階南側入口
山万ビオトピア・プラザ 1階入口
ヤオコー佐倉染井野店 七井戸公園隣り

山武市
261

	
成東支店

山武市津辺289-5	〒289-1345	
（JR成東駅前通り）
0475-82-2511

店舗外キャッシュコーナー
オライはすぬま 道の駅オライはすぬまレストラン前
山武市役所 市役所入口
セイミヤ松尾店 駐車場内
ラパーク成東店 店1階
ランドローム山武店 店舗入口横

白井市
083

白井支店
白井市冨士50-38	〒270-1432	
（木下街道白井開拓バス停前）
047-444-8111

店舗外キャッシュコーナー
白井市役所 駐車場内

匝瑳市
263

八日市場支店
匝瑳市八日市場イ2470	〒289-2144
（西本町通り）
0479-72-1241

店舗外キャッシュコーナー
匝瑳市役所 市役所入口

袖ケ浦市
215

袖ケ浦支店
袖ケ浦市福王台1-12-1	〒299-0261	
（JR袖ケ浦駅前福王台入口）
0438-62-8181

店舗外キャッシュコーナー
袖ケ浦市役所 市役所入口横
長浦駅前 JR長浦駅前通り
ゆりまち袖ケ浦駅前モール 店1階
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館山市
224

		
館山支店

館山市北条1823	〒294-0045	
（銀座通り）
0470-22-4111

225 館山支店
館山南特別出張所

館山市北条1823	〒294-0045	
（館山支店内〈店舗内店舗〉）
0470-22-4111

223
那古船形支店

館山市船形285-1	〒294-0056	
（JR那古船形駅前県道十字路）
0470-27-3311

店舗外キャッシュコーナー
オドヤスーパーセンター館山店 入口横
館山市役所 市役所正面入口横
館山南 下町十字路
イオンタウン館山 店1階

銚子市
266

		
銚子支店

銚子市新生町1-47-1	〒288-0056	
（新生通り）
0479-22-2400

店舗外キャッシュコーナー
イオンモール銚子 専門店モール1階
銚子市役所 市役所1階

東金市
250

		
東金支店

東金市東岩崎15-1	〒283-0068	
（JR東金駅東口）
0475-54-1151

店舗外キャッシュコーナー
浅井病院 駐車場入口
城西国際大学 大学構内学生ホール前
東金サンピア 店2階
東金市役所 市役所1階
東金レイクサイドヒル スーパーカワグチ隣

富里市
295

	
富里支店

富里市七栄651-96	〒286-0221	
（富里市役所通り）
0476-93-9121

店舗外キャッシュコーナー
富里市役所 市役所正面入口右側
ナリタヤ富里店 駐車場内

流山市
079

	
江戸川台支店

流山市江戸川台西2-4-1	〒270-0115	
（東武野田線江戸川台駅前）
04-7154-1411

126

	
流山おおたかの森支店 流山市おおたかの森西1-14-1	〒270-0128

04-7196-7200

049

	
流山支店

流山市流山2-316-1	〒270-0164	
（流鉄流山線流山駅前県道沿い）
04-7158-2511

054
初石支店

流山市西初石3-1447-15	〒270-0121
（東武野田線初石駅前）
04-7153-2111

108

	
南流山支店

流山市南流山1-8-1	〒270-0163
（JR南流山駅前）
04-7150-2461

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー流山店 流鉄流山線平和台駅前店1階
コープ東深井 流山街道沿い
東武江戸川台駅東口 東武野田線江戸川台駅東口前
流山おおたかの森ショッピングセンター ショッピングセンター1階

流山市役所 市役所1階ロビー
マルエツ初石店 東武野田線初石駅近くマルエツ隣
LEVENおおたかの森 商業施設1階

習志野市
ちばぎんひまわりラウンジ津田沼
（津田沼駅前支店ひまわり
ラウンジ津田沼出張所）

習志野市奏の杜1-1-1	〒275-0028
（ユザワヤ隣）
047-470-5011

016

		
津田沼支店

習志野市津田沼5-12-4	〒275-0016	
（京成津田沼駅前）
047-452-2111

038
習志野袖ヶ浦支店

習志野市津田沼5-12-4	〒275-0016
（津田沼支店内〈店舗内店舗〉）
047-452-2111

078

	
実籾支店

習志野市実籾5-3-27	〒275-0002	
（京成実籾駅前通り）
047-478-7171

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー津田沼店 店2階
奏の杜フォルテ 店1階
JR津田沼駅 JR津田沼駅北口広場バス停前
津田沼南 ひまわりラウンジ津田沼内
習志野市役所 市役所グランドフロア階
マックスバリュ東習志野店 店入口付近
谷津 京成谷津駅前
マルエツ大久保駅前店 店入口付近
袖ヶ浦団地 袖ヶ浦団地入口

成田市
286

		
成田支店

成田市花崎町828-50	〒286-0033	
（千葉交通駅前ビル1～3階）
0476-22-2511

300

		
成田空港支店

成田市古込字古込1-1	〒282-0004
（成田国際空港第2旅客ターミナルビル2階）
0476-33-1421

成田空港支店
成田空港出張所

成田市古込字古込1-1	〒282-0004
（成田国際空港第2旅客ターミナルビル1階）
0476-34-6065

成田空港支店
成田空港第二出張所

成田市古込字古込1-1	〒282-0004（成田国際
空港第2旅客ターミナルビル3階制限エリア内）
0476-34-6060

成田空港支店
成田空港第三出張所

成田市三里塚字御料牧場1-1	〒282-0011
	（成田国際空港第1旅客ターミナルビル北ウイング4階）
0476-33-2930

290

		
成田西支店

成田市赤坂2-1-15	〒286-0017
（ボンベルタ百貨店隣）
0476-26-3531

店舗外キャッシュコーナー
イオンタウン成田富里 店1階
イオン成田ショッピングセンター 専門店モール1階
下総支所 支所駐車場内
イオン成田店 店1階
大栄支所 支所入口前
成田空港支店内 店内ATMコーナー内
成田支店内 店内ATMコーナー内
成田国際空港第1ターミナル中央ビル 第1ターミナルビル中央ビル1階
成田国際空港第1ターミナル南ウイング 第1ターミナルビル南ウイング4階
成田国際空港第2ターミナル 第2ターミナルビル1階
成田市役所 市役所1階
成田ユアエルム 店1階
ボンベルタ 店4階
ヨークマート成田店 駐車場内
国際医療福祉大学医学部 医学部棟（WA棟）1階
成田国際空港第3ターミナル 第3ターミナルビル1階
国際医療福祉大学成田病院 病院棟1階
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財
務
・
企
業
デ
ー
タ

外国為替のご利用について
	貿易取扱店
	一般店（外国送金等一部業務のみ取扱い）
※外貨現金取扱店についてはHPをご参照ください。

店舗外キャッシュコーナーのご利用について
	土曜日も稼働（日・祝日は稼働いたしません）
	土・日・祝日も稼働／無印は平日のみ稼働

野田市
075

	
川間支店

野田市尾崎811-29	〒270-0235	
（東武野田線川間駅前）
04-7129-6011

093

	
関宿支店

野田市東宝珠花545-2	〒270-0226
（いちいのホール入口バス停前）
04-7198-4411

009

		
野田支店

野田市野田350-11	〒278-0037	
（仲町消防会館前）
04-7124-4111

店舗外キャッシュコーナー
いなげや野田みずき店 店舗内
大殿井 電建住宅団地入口
清水公園 東武野田線清水公園駅前
イオンノア店 1階郵便局前
関宿支所 支所前
野田市役所 市役所1階
イオンタウン野田七光台 マックスバリュ隣

富津市
209

大佐和支店
富津市大堀1-1-2	〒293-0001	
（富津支店内〈店舗内店舗〉）
0439-87-1121

207
富津支店

富津市大堀1-1-2	〒293-0001	
（JR青堀駅前通り）
0439-87-1121

211
湊支店

富津市湊212-1	〒299-1607	
（湊町バス停前）
0439-67-0611

店舗外キャッシュコーナー
大佐和 大貫岩瀬橋際
富津市役所 市役所1階当行派出隣
イオンモール富津 店3階
富津西部 東町商店街内

船橋市
067

小室支店
船橋市小室町1157	〒270-1471	
（北総鉄道小室駅前）
047-457-1111

027

		
高根台支店

船橋市高根台1-2-1	〒274-0065	
（新京成高根公団駅前）
047-466-0121

030

		
津田沼駅前支店

船橋市前原西2-19-1	〒274-0825	
（JR津田沼駅前）
047-472-6141

014

		
中山支店

船橋市本中山2-19-14	〒273-0035	
（JR下総中山駅前十字路）
047-334-1145

037

		
習志野台支店

船橋市習志野台3-2-1	〒274-0063	
（新京成北習志野駅前）
047-466-6151

029
西船橋支店

船橋市西船4-23-13	〒273-0031
（JR西船橋駅前）
047-434-3311

062
はざま支店

船橋市芝山3-10-7	〒274-0816	
（芝山団地内）
047-464-6961

084
二和向台支店

船橋市二和東6-17-37	〒274-0805	
（新京成二和向台駅前商店街）
047-449-1111

015

		
船橋支店

船橋市本町3-3-4	〒273-0005
（本町通り商店街）
047-422-4161

069 船橋支店
船橋市役所出張所

船橋市湊町2-10-25	〒273-0011
（船橋市役所1階）
047-436-2777

058

		
船橋北口支店

船橋市本町7-12-24	〒273-0005	
（JR船橋駅北口駅前通り）
047-424-3151

ちばぎんコンサルティング
プラザ船橋（船橋北口支店
船橋プラザ出張所）

船橋市本町7-12-23	〒273-0005	
（船橋北口支店横）
047-424-1931

096
薬円台支店

船橋市薬円台6-1-1	〒274-0077
（新京成薬園台駅ビル1階）
047-468-0311

店舗外キャッシュコーナー
JR南船橋駅 JR南船橋駅券売機付近
ウェルシア薬局船橋田喜野井店 店1階
京成船橋駅西口 西口改札前
コープ薬円台 駐車場内
新京成北習志野駅 エキタきたなら2階
新京成習志野駅前 新京成習志野駅前
JR西船橋駅 JR西船橋駅構内武蔵野線通路
高根木戸駅前 新京成高根木戸駅前
滝不動 新京成滝不動駅前
東武新船橋駅 東武新船橋駅東口
東武百貨店船橋店 東武百貨店2階
原木中山駅前 東西線原木中山駅前
東船橋駅前 JR東船橋駅南口ロータリー角
船橋行田 行田団地商店街
船橋市立医療センター センター玄関隣
前原 新京成前原駅前
三咲駅 新京成三咲駅前
ゆめまち習志野台モール 店1階
ヨークマート夏見台店 店1階
ららぽーと ららぽーと内1階

松戸市
042

小金原支店
松戸市小金原6-1-1	〒270-0021
（小金原団地・小金原診療所隣）
047-341-4115

101
五香支店

松戸市常盤平5-19-1	〒270-2261
（新京成五香駅西口ビル内）
047-384-2021

066

		
新松戸支店

松戸市新松戸1-361-2	〒270-0034	
（JR新松戸駅前）
047-343-5101

053
高塚支店

松戸市高塚新田158-41	〒270-2222
（高塚入口バス停そば）
047-391-5221

031
常盤平支店

松戸市常盤平1-29-3	〒270-2261
（新京成常盤平駅ビル内）
047-388-1231

010

		
松戸支店

松戸市本町7-10	〒271-0091	
（JR松戸駅西口）
047-364-2101

077 松戸支店
松戸市役所出張所

松戸市根本387-5	〒271-0077	
（松戸市役所1階）
047-368-7621

056
松飛台支店

松戸市松飛台192-1	〒270-2214	
（松飛台工業団地入口）
047-386-7111

039
馬橋支店

松戸市馬橋107	〒271-0051	
（JR馬橋駅前）
047-341-2101

057
矢切支店

松戸市栗山38-1	〒271-0097
（北総線矢切駅近く）
047-365-2181

068

		
八柱支店

松戸市日暮1-3-1	〒270-2253	
（新京成八柱駅・JR新八柱駅前）
047-385-3131
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店舗外キャッシュコーナー
北松戸駅前 JR北松戸駅東口駅前
JR東松戸駅 券売機跡地
千葉大学園芸学部 緑風会館内
八ケ崎 あずまバス停前
松戸市立総合医療センター 病院1階
松戸東口 JR松戸駅東口前
馬橋駅西口 馬橋駅西口ロータリー前
リブレ京成三矢小台店 駐車場内
六実駅前 東武野田線六実駅バス停前
テラスモール松戸 店1階北側入口付近

南房総市
226

白浜支店
南房総市白浜町白浜2696-1	〒295-0102	
（安房白浜バス停前）
0470-38-4111

227
千倉支店

南房総市千倉町北朝夷2798	〒295-0011
（北千倉バス停前）
0470-44-1511

228
和田支店

南房総市和田町和田403-1	〒299-2704	
（和田バス停前）
0470-47-3311

店舗外キャッシュコーナー
朝夷行政センター 庁舎入口付近
南房総市役所 駐車場内

茂原市
248

		
茂原支店

茂原市茂原365-1	〒297-0026	
（茂原銀座通り）
0475-24-2111

252

		
茂原東支店

茂原市町保1-10	〒297-0022	
（JR茂原駅前）
0475-24-6611

255
茂原南支店

茂原市千代田町2-3-2	〒297-0023	
（JR茂原駅南口千代田通り）
0475-22-1855

店舗外キャッシュコーナー
カインズホーム茂原店 国道128号沿い店入口
ホーマック茂原店 県道茂原線沿い店入口
茂原市役所 市役所正面ロータリー横
茂原ショッピングプラザ ケーヨーD2入口横

八街市
288

		
八街支店

八街市八街ほ238-37	〒289-1115	
（JR八街駅前通り）
043-443-2011

店舗外キャッシュコーナー
古谷プラザ 駐車場内
イオン八街店 1階入口前
八街市役所 市役所駐車場内
ランドマーク八街店 正面入口隣

八千代市
035

大和田支店
八千代市大和田297-20	〒276-0045	
（京成大和田駅前通り）
047-484-8111

041
勝田台支店

八千代市勝田台2-4-3	〒276-0023	
（京成勝田台駅前十字路）
047-483-1311

112
新八千代支店

八千代市ゆりのき台4-1-10	〒276-0042
（東葉高速鉄道八千代中央駅前）
047-486-6111

045

		
八千代支店

八千代市八千代台東1-1-10	〒276-0032	
（ユアエルム八千代台店1階）
047-483-2211

048
八千代緑が丘支店

八千代市緑が丘1-1-1	〒276-0049	
（東葉高速鉄道八千代緑が丘駅前）
047-450-1311

店舗外キャッシュコーナー
イオン八千代緑が丘ショッピングセンター 店1階駐車場脇
イトーヨーカドー八千代店 店1階
京成勝田台駅 駅地下通路売店街内
高津 高津団地ショッピングセンター内
東京女子医科大学八千代医療センター 1階ロビー
八千代市役所 市役所1階入口右
八千代台ビル ちばぎん証券八千代支店1階入口前
八千代台駅西口 八千代台駅西口ロータリー前

四街道市
301

		
四街道支店

四街道市鹿渡2001-8	〒284-0003	
（JR四街道駅前通り）
043-422-1511

135
四街道南支店

四街道市和良比247-1	〒284-0044	
（JR四街道駅南口）
043-432-4840

店舗外キャッシュコーナー
旭ヶ丘 旭ヶ丘商店街
イトーヨーカドー四街道店 店1階
MEGAドン・キホーテ四街道店 1階入口
四街道市役所 市役所入口隣

安房郡
222

鋸南支店
安房郡鋸南町竜島847-1	〒299-2118	
（JR安房勝山駅前通り）
0470-55-1611

夷隅郡
246

大多喜支店
夷隅郡大多喜町桜台63	〒298-0213	
（桜台三ツ角）
0470-82-3111

243
御宿支店

夷隅郡御宿町須賀505-6	〒299-5106	
（JR御宿駅前通り交差点）
0470-68-2321

店舗外キャッシュコーナー
おおたきショッピングプラザ 店1階

印旛郡
293

安食支店
印旛郡栄町安食2170-20	〒270-1516	
（「ナリタヤ安食店」敷地内）
0476-95-2111

297
酒々井支店

印旛郡酒々井町中央台1-29-7	〒285-0922	
（JR酒々井駅西側）
043-496-1221

店舗外キャッシュコーナー
酒々井プレミアムアウトレット フードコート裏
酒々井町役場 町役場駐車場入口隣

香取郡
284

神崎支店
香取郡神崎町神崎本宿2065	〒289-0221
（河岸通り）
0478-72-2331

281
笹川支店

香取郡東庄町笹川い679-3	〒289-0601	
（東庄交番100m先）
0478-86-1125

264
多古支店

香取郡多古町多古2703	〒289-2241	
（仲町商店街沿い）
0479-76-5111

店舗外キャッシュコーナー
多古町役場 町役場正面入口前
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外国為替のご利用について
	貿易取扱店
	一般店（外国送金等一部業務のみ取扱い）
※外貨現金取扱店についてはHPをご参照ください。

店舗外キャッシュコーナーのご利用について
	土曜日も稼働（日・祝日は稼働いたしません）
	土・日・祝日も稼働／無印は平日のみ稼働

山武郡
251

九十九里支店
山武郡九十九里町片貝3516-1	〒283-0104	
（西の下）
0475-76-4171

262
横芝支店

山武郡横芝光町横芝1339	〒289-1732
（JR横芝駅前通り）
0479-82-1221

店舗外キャッシュコーナー
九十九里町役場 町役場入口
芝山町役場 町役場入口
横芝光町役場 役場庁舎前

長生郡
247

一宮支店
長生郡一宮町一宮2956-1	〒299-4301	
（国道128号沿い（別称大通り））
0475-42-3611

店舗外キャッシュコーナー
一宮町役場 町役場南側

東京都
017

		
秋葉原支店

千代田区岩本町3-10-1	〒101-0032	
（岩本町交差点）
03-3863-2151

143 秋葉原支店
浜松町法人営業所出張所

港区芝大門2-12-9	〒105-0012	
（HF浜松町ビルディング3階）
03-3438-0061

139
品川支店

港区港南2-16-2	〒108-0075	
（太陽生命品川ビル20階）
03-5783-3911

120

		
葛西支店

江戸川区中葛西5-34-13	〒134-0083	
（東京メトロ東西線葛西駅前）
03-5675-4021

024
金町支店

葛飾区金町6-2-1	〒125-0042	
（ヴィナシス金町1階）
03-3607-4121

032
錦糸町支店

墨田区江東橋2-13-7	〒130-0022	
（国道14号沿い）
03-3633-7011

023
小岩支店

葛飾区新小岩1-53-10	〒124-0024	
（朝日生命新小岩ビル2階）
03-5662-9481

115
篠崎支店

江戸川区篠崎町7-27-23	〒133-0061	
（都営新宿線篠崎駅前）
03-5243-1501

020
新宿支店

新宿区西新宿2-4-1	〒163-0802	
（新宿NSビル2階）
03-3344-1661

142
池袋支店

豊島区東池袋1-24-1	〒170-0013
（ニッセイ池袋ビル11階）
03-5957-0857

140
恵比寿支店

渋谷区広尾1-1-39	〒150-0012
（恵比寿プライムスクエアタワー10階）
03-3400-1110

123
千住支店

足立区千住1-4-1	〒120-0034	
（東京芸術センター1階）
03-5284-1051

018
東京営業部

中央区日本橋室町1-5-5	〒103-0022（室町ち
ばぎん三井ビルディング〈COREDO室町3〉1・5階）
03-3270-8351

124
深川支店

江東区富岡2-1-9	〒135-0047
（永代通り沿いHF門前仲町ビルディング2階）
03-5639-2451

107
みずえ支店

江戸川区南篠崎町2-10-7	〒133-0065	
（都営新宿線瑞江駅前通り）
03-3698-8561

店舗外キャッシュコーナー
JR小岩駅南口 小岩駅南口サンロード沿い　
都営地下鉄船堀駅 都営地下鉄新宿線船堀駅改札前

ららぽーと豊洲 センターポート1階
東京メトロ池袋駅 有楽町線南西口改札付近
池袋支店内 池袋支店内

大阪府
401

大阪支店
大阪市中央区淡路町3-6-3	〒541-0047	
（御堂筋MTRビル）
06-6231-0321

埼玉県
125

越谷レイクタウン支店
越谷市レイクタウン8-4-3	〒343-0828	
（JR越谷レイクタウン駅北口ロータリー）
048-961-2101

133
三郷中央支店

三郷市中央3-4-12	〒341-0038
（つくばエクスプレス三郷中央駅北側）
048-953-8911

121

		
八潮駅前支店

八潮市大瀬1-2-8	〒340-0822
（つくばエクスプレス八潮駅前ロータリー）
048-994-4370

店舗外キャッシュコーナー
イオンタウン吉川美南 店1階

茨城県
128

		
神栖支店

神栖市神栖1-16-30	〒314-0143
（国道124号線沿い鹿島セントラルホテル向かい）
0299-95-5251

136
つくば支店

つくば市研究学園5-17-3	〒305-0817	
（イーアスつくば前）
029-858-4501

131

		
守谷支店

守谷市中央1-23-9	〒302-0115（つくば
エクスプレス守谷駅中央西口ロータリー前）
0297-46-1101

144 つくば支店
水戸法人営業所出張所

水戸市南町3-4-14	〒310-0021
（東邦銀行水戸支店内）
029-302-1661

海外支店
451

ニューヨーク支店
1133	Avenue	of	the	Americas,15th	Floor,	
New	York,	N.Y.10036,	U.S.A.　
TEL:	1-212-354-7777

452
香港支店

Unit	2510,	One	Pacific	Place,	88	
Queensway,	Hong	Kong　
TEL:	852-2840-1222

454
ロンドン支店

3rd	Floor,	Regina	House,	1	Queen	Street,	
London	EC4N	1SW,	The	United	Kingdom　
TEL:	44-20-7315-3111

海外駐在員事務所

上海駐在員事務所
中華人民共和国	上海市延安西路2201號	上海
国際貿易中心	707室	
TEL:	86-21-62780482

シンガポール
駐在員事務所

50	Raffles	Place,	#10-06	Singapore	Land	
Tower,Singapore	048623　
TEL:	65-6438-4525

バンコク
駐在員事務所

No.98	Sathorn	Square	Office	Tower,	20th	Floor,	room	
2008,	North	Sathorn	Road,	Silom,	Bangrak,	Bangkok,	
10500,	Thailand　TEL:	66-2-163-2723

銀行代理店
銀行代理業者の原簿

　本原簿については、銀行法第52条の60第1項及び同法施行規則第34条の64第1
項の規定に基づくものです。

銀行代理業者の商号
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-8
株式会社	武蔵野銀行
取締役頭取　長堀　和正

銀行代理業の内容

（1）預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理
・	円貨の普通預金・貯蓄預金・定期預金・積立定期預金取引にか
かる入出金、記帳（繰越を含む）の受付・処理の代理
・	諸届（預金取引に係る住所変更・印章変更・名称変更）の受付・
処理の代理

（2）為替取引を内容とする契約の締結の代理
・所属銀行を仕向店とする内国為替の受付・処理の代理

銀行代理業を営む営業所又
は事務所の名称及び所在地

東京都豊島区東池袋1-24-1（ニッセイ池袋ビル11階）
武蔵野銀行	池袋支店

銀行代理業の開始年月日 2019年10月7日
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千葉銀行� （2020年3月31日現在）

グループ会社� （2020年3月31日現在）

●国　内 本支店159　特別出張所5　出張所16　仮想店舗3　両替出張所３
●米　州 ニューヨーク支店
●欧　州 ロンドン支店
●アジア 香港支店　上海駐在員事務所　シンガポール駐在員事務所　バンコク駐在員事務所

　千葉銀行グループは、当行のほかグループ会社 14 社で構成され、地域の皆さまに幅広い
金融商品・サービスを提供しております。

●証券・資産運用事業
会社名 主な業務内容 会社概要

ちばぎん証券株式会社※

〒260-0013	千葉市中央区中央2-5-1	千葉中央ツインビル2号館2階　TEL：043-222-1141 証券業務
設立： 1944年3月27日
資本金： 4,374百万円
当行議決権比率： 100％

ちばぎんアセットマネジメント株式会社
〒130-0022	東京都墨田区江東橋2-13-7　TEL：03-5638-1450

投資運用業務、
投資助言業務

設立： 1986年3月31日
資本金： 200百万円
当行議決権比率： 40％
当行子会社等議決権比率：30％

※	ちばぎん証券株式会社の営業店舗〔全21店舗〕：本店営業部、市原支店、木更津支店、館山支店、八千代支店、鎌ヶ谷支店、成田支店、津田沼支店、市川支店、船橋支店、茂原支店、
旭支店、東金支店、柏支店、松戸支店（以上千葉県）、東京支店（東京都）、南つくば支店（茨城県）、さいたま営業部、浦和支店、草加支店、所沢支店（以上埼玉県）

●調査・コンサルティング事業
会社名 主な業務内容 会社概要

株式会社ちばぎん総合研究所
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-351-7430

調査・研究業務、
コンサルティング業務

設立： 1990年2月28日
資本金： 150百万円
当行議決権比率： 31.77％　
当行子会社等議決権比率：68.23％

ちばぎんコンピューターサービス株式会社
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-213-8881

ソフトウェアの開発業務、
計算受託業務

設立： 1980年4月1日
資本金： 150百万円
当行議決権比率： 48.67％
当行子会社等議決権比率：51.33％

T&Iイノベーションセンター株式会社
〒103-0022	東京都中央区日本橋室町1-5-5	室町ちばぎん三井ビルディング　TEL：03-3516-0090

IT、金融等の調査・研究業務、
コンピューターのソフトウェア開発
及び販売業務

設立： 2016年7月1日
資本金： 100百万円
当行議決権比率： 40%

●リース・ベンチャーキャピタル事業
会社名 主な業務内容 会社概要

ちばぎんリース株式会社
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-275-8001 リース業務

設立： 1986年12月15日
資本金： 100百万円
当行議決権比率： 49%
当行子会社等議決権比率：51％

ちばぎんキャピタル株式会社
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-298-2232

投資事業組合（ファンド）の運営・
管理業務、
M&Aのアドバイザリー業務

設立： 1984年5月29日
資本金： 100百万円
当行議決権比率： 30%
当行子会社等議決権比率：70％

●クレジットカード事業
会社名 主な業務内容 会社概要

ちばぎんジェーシービーカード株式会社
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-296-7288

クレジットカード
信用保証業務

設立： 1982年11月1日
資本金： 50百万円
当行議決権比率： 49%
当行子会社等議決権比率：51％

ちばぎんディーシーカード株式会社
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-276-2411

クレジットカード
信用保証業務

設立： 1989年2月16日
資本金： 50百万円
当行議決権比率： 40%
当行子会社等議決権比率：60％

●業務受託・職業紹介事業
会社名 主な業務内容 会社概要

ちばぎんキャリアサービス株式会社
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-298-2020

人材紹介業務、
経理総務受託業務

設立： 1989年12月22日
資本金： 20百万円
当行議決権比率： 100％

ちばぎんハートフル株式会社
〒261-0011	千葉市美浜区真砂4-1-10　TEL：043-270-7341 事務代行業務

設立： 2006年12月1日
資本金： 10百万円
当行議決権比率： 100％

株式会社 総武
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-276-5121

千葉銀行用店舗・厚生施設の賃
貸・保守・管理、調度品・消耗
品等の調達・販売業務

設立： 1959年9月7日
資本金： 20百万円
当行議決権比率： 100％

●信用保証・債権管理事業
会社名 主な業務内容 会社概要

ちばぎん保証株式会社
〒263-0031	千葉市稲毛区稲毛東3-17-5　TEL：043-247-5770

信用保証業務、
集金代行業務

設立： 1978年5月1日
資本金： 54百万円
当行議決権比率： 45.63％
当行子会社等議決権比率：54.37％

ちば債権回収株式会社
〒261-0023	千葉市美浜区中瀬1-10-2	ちばぎん幕張ビル　TEL：043-213-6411 債権管理回収業務

設立： 2001年10月1日
資本金： 500百万円
当行議決権比率： 100％

「グループ一体経営」の実現に向けた態勢整備の一環として、グループ連携の一層の強化を図るため、グループ会社のうち9社の本社を幕張新都心地区の「ちばぎん
幕張ビル」に集約しています。
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イントロダクション

経営の基本方針

1 千葉銀行 統合報告書 2020

お客さまや地域社会のパートナーとして
「カスタマー・エクスペリエンス」の
向上を目指して

経　営　方　針

　千葉銀行グループは、千葉県を主要な地盤とする地域金融機関として、「お客さま
や地域社会のパートナーとして最新の金融サービスを提供し、地域経済の持続的な発
展に貢献する」ことが果たすべき使命であると認識しております。今後ともこの姿勢
を堅持し、グループ全社が一体となって、質の高い金融商品・サービスの提供など、
お客さま満足度の向上につながる諸活動を展開するとともに、地域社会の発展に積極
的に貢献してまいります。また、これらをつうじ、株主・投資家の皆さまからもご支
持をいただけますよう努めてまいります。
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組織体制図・企業データ

株主名 所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を�
除く）の総数に対する�
所有株式数の割合（%）

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 56,139 7.55

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 35,615 4.79

日本生命保険相互会社 26,870 3.61

第一生命保険株式会社 26,230 3.53

損害保険ジャパン日本興亜
株式会社 18,537 2.49

明治安田生命保険相互会社 18,291 2.46

住友生命保険相互会社 17,842 2.40

株式会社三菱UFJ銀行 17,707 2.38

STATE STREET BANK 
AND TRUST COMPANY 
505223

14,576 1.96

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口5） 13,406 1.80

（注） 1.  上記の他、株式会社千葉銀行名義の自己株式72,709千株があります（株主名
簿上は、株式会社千葉銀行名義となっていますが、実質的に所有していない株
式1千株を除く）。

 2.  所有株式数は千株未満を切り捨てております。
 3.  発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は小数点第3

位以下を切り捨てております。
 4.  損害保険ジャパン日本興亜株式会社は2020年4月1日付で損害保険ジャパン株

式会社に商号変更しております。

株主総会

取締役会

頭　取

指名・報酬・経営諮問委員会

経営会議

監査役会
監査役

監査役室

監査部事務企画部
システム部
業務集中部
事務サービス部

オペレーション本部

経営企画部
広報部

経営管理部
新本部棟準備室

企画本部

コンプライアンス・
リスク統括部
品質管理部

管理本部

企業サポート部
ローンサポート部

（審査部門）
人材育成部

秘書室
ダイバーシティ推進部

（人事・秘書部門） （内部監査部門）
営業本部

営業企画部
営業支援部
法人営業部
地方創生部
信託コンサルティング部
ローン営業部
カード事業部
市場営業部
市場業務部

※諸計数は原則として単位未満を切り捨てのうえ表示しています。

社 名
設 立
本 社 所 在 地
従 業 員 数
発 行 済 株 式 数
総 資 産
預 金
貸 出 金
資 本 金
総自己 資 本 比 率

株式会社千葉銀行
1943（昭和18）年3月
千葉市中央区千葉港1-2
4,154人
815,521千株

（単体）15兆5,370億円
（単体）12兆7,889億円
（単体）10兆6,165億円
1,450億円
連結12.12％　
単体11.57％

拠 点
国内  183店舗（本支店159、特別出張所5、出張所16、仮想店舗3） 

両替出張所 3か所  
店舗外現金自動設備 49,371か所  

（うちイーネットとの提携による共同ATM 12,349か所、セブン
銀行との提携による共同ATM 23,389か所、ローソン銀行
との提携による共同ATM 13,330か所）

海外  3店舗（ニューヨーク、香港、ロンドン）  
3駐在員事務所（上海、シンガポール、バンコク）

組織体制図� （2020年6月26日現在）

プロフィール� （2020年3月31日現在） 大株主の状況� （2020年3月31日現在）
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