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業務・店舗のご案内
北おおさか信用金庫の現況 
Disclosure 2020

■預金業務
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、譲渡性預金等を
取り扱っております（ただし、非居住者円預金はお取扱いし
ておりません）。

■貸出業務
（イ）貸付…手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱って

おります。
（ロ）手形の割引…銀行引受手形、商業手形及び荷付為替

手形等の割引を取り扱っております。

■有価証券投資業務
預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、
株式、その他の証券に投資しております。

■内国為替業務
送金為替、当座振込及び代金取立等を取り扱っております。

■外国為替業務
輸出、輸入及び外国送金その他外国為替に関する各種業
務を行っております。

■附帯業務
（イ）代理業務

①日本銀行歳入代理店及び国債代理店業務
②地方公共団体の公金取扱業務
③勤労者退職金共済機構等の代理店業務
④株式払込金の受入代理業務及び株式配当金、公社

債元利金の支払代理業務
⑤日本政策金融公庫等の代理貸付業務

（ロ）貸金庫業務
（ハ）債務の保証
（二）国債及び投資信託の窓口販売
（ホ）保険商品の窓口販売（保険業法第275条第1項により

行う保険募集）
（ヘ）信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の代理

又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る）
（ト）両替
（チ）確定拠出年金法により行う業務
（リ）スポーツ振興くじの販売・払戻業務
（ヌ）電子債権記録業に係る業務
（ル）企業等の合併・買収及び営業譲渡等に関する

仲介並びに助言・指導
（ヲ）企業等の経営に関する情報の提供・相談並びに

助言・指導

業務・店舗のご案内業務・店舗のご案内
笑顔をつなぐ、信頼を広げる。
わたしたちが提供するサポート＆ネットワーク。
主要な事業内容

お車やご自宅、家電・家具のご購入や、お子さまの教育、リフォームなど、各ライフステージで発生するあらゆるニーズにお応えするた
め、各種ローンをご用意しております。ご計画がございましたら、当金庫へご相談ください。

●すべて保証会社の保証付きとなっております。
●保証付き個人ローンについて…お申込みに際しましては、商品ごとに保証会社が違いますので、保証料、取扱い条件等につきましては営業店窓口にてご確認ください。

●ご融資のお申込みに際しましては、事前に審査をさせていただきます。結果によりましては、ご希望に添えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
●ご融資は当金庫の会員資格を有する方に限ります。
●ご融資金額が一定金額以上の場合には、当金庫に出資していただき、会員になっていただく必要がございます。

ご融資のお申込みについて

■主な個人向け商品

　当金庫は、地元中小企業と個人のお客さまに安定した資金を提供するとともに、さまざまなニーズに的確かつタイムリーにお応えす
る各種ローンをご用意し、地域の皆さまの豊かな暮らしをお手伝いしています。

意欲的に事業に取り組まれる事業者の発展にお役立ていただけますよう、各種ご融資で支援しております。大阪府をはじめ、各市町村
の制度融資や信金中央金庫・日本政策金融公庫等の代理貸付も取り扱っております。

■主な事業者向け商品

名称 お使いみち・特色 ご融資金額 ご利用期間

一般融資 あらゆる事業資金ニーズにお応えするため、割引手形・手形貸付・証書貸付などをご用意しております。

創業支援融資
「ゆめのつばさ」 

創業前、または創業後3年以内の事業者の方を対象とした、
日本政策金融公庫（国民生活事業）との協調融資専用商品です。

小口の運転・設備資金にご利用いただけます。

大阪府・兵庫県・各市町の制定する各種制度融資をご利用いただけます。

信金中央金庫、日本政策金融公庫などの業務を代行しています。

「地域いきいき」ローン １０万円～５００万円

（当金庫からのご融資）
1,000万円以内

制度融資

代理貸付業務 

運転資金：３年以内
設備資金：５年以内

運転資金：5年以内
設備資金：7年以内

名称 お使いみち・特色 ご融資金額 ご利用期間

リフォームローン

「ステップかがやき」各種ローン

１０万円～１，０００万円
１０万円以上５００万円以内：

１０年以内 
５００万円超１，０００万円以内：

２０年以内 

１，０００万円までのご自宅のリフォーム全般に関する資金としてご利用ください。
（空き家解体費用は500万円までご利用いただけます。）

お使いみち自由なローンです。（事業資金にはご利用いただけません。）

お手軽にお使いいただけるカードローンです。10万円・30万円・50万円・100万円・200万円・300万円・
400万円・500万円のコースからお選びいただけます。（事業資金にはご利用いただけません。）

マイカーのご購入や修理、運転免許取得費用、お借換え資金などにお使いいただけるローン
です。

中学校から大学院、各種学校・専修学校への入学金・授業料など学校納付を要する学費など
にご利用いただけます。

冠婚葬祭、耐久消費財、公的資格取得などにご利用いただけます。

お使いみち自由なローンです。（事業資金・おまとめ資金も可）

お手軽にお使いいただけるカードローンです。10万円・３０万円・５０万円・１００万円・２００万円・
３００万円のコースからお選びいただけます。（事業資金にはご利用いただけません。）

他社借入資金のおまとめ・借換および健康的で文化的な生活を営むために必要な資金など
にご利用いただけます。（事業資金にはご利用いただけません。）

60歳以上69歳以下で年金を受給されているお客さまが対象となります。
お使いみち自由なローンです。（事業資金にはご利用いただけません。）

60歳以上で当金庫に年金受取口座をお持ちのお客さまが対象となります。
マイカーの購入、ご自宅のリフォーム、旅行費用のほか、生活を営むために必要な資金にお使いいただけるローンです。

住宅の新築・増改築・修繕をはじめとして、一戸建・マンション（新築・中古）購入資金並びに
土地のみの購入まで、幅広くお使いいただけるローンです。

インターネットから24時間お申込可能な各種ローンを多数ご用意しております。
商品概要は当金庫ホームページをご覧ください。

フリーローン

カードローン

１０万円～1,0００万円 10年以内

10万円～500万円 1年更新

フリーローン
「すきっとライフ」 １０万円～1,0００万円 10年以内

マイカーローン １０万円～1,0００万円 10年以内

教育ローン １０万円～1,0００万円 １6年以内、但し元金返済据置
期間（最長６年９ヵ月）を含む

多目的ローン １０万円～1,0００万円 10年以内

5年以内（1年更新）
在学中はお利息の支払いのみ

ご卒業後、最長10年以内でご返済

10年以内

「しんきんフリーローン」

「ステップかがやき」各種ローン

１０万円～５００万円 10年以内

「しんきんカードローン」

シニアライフローン

シニアカードローン

1０万円～３００万円

1０万円～1００万円

入学前、在学中、卒業予定月までの間に限り、学校納付金その他必要な教育資金を繰り返し出
金可能です。教育カードローン 50万円～500万円

50万円

１年更新

１年更新

住宅ローン ５０万円～1億円 ３５年以内

各種eローン

融資業務
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業務・店舗のご案内

お問い合わせ

　毎日の暮らしの中で、便利にご利用いただける各種ご相談、外国為替業務などのサービスをご用意しております。

サービス

■外国為替 ■内国為替
貿易サービス

外国送金サービス
インパクトローン
為替予約

輸入信用状の開設、輸入手形の決済等、輸出手形の買取・取立等、貿易
全般にわたりお取扱いします。
外国へのご送金、外国からの送金のお受取り等の送金関係全般をお取扱いします。
資金使途が自由な外貨建のご融資です。
為替変動リスクの回避にご利用ください。

全国の信用金庫はもちろん国内すべての銀行・ゆうちょ銀行・信用組合の
店舗を広く結んで、全国各地へのお振込及び代金取立を正確迅速に
お取扱いしております。

内国為替

各種ローンのご相談やアドバイスをさせていただいております。

◆各種お問い合わせ

音声ガイダンスにしたがって、数字と#を入力してください。
・マイホーム購入や住宅ローン借換え
・リフォームにかかる費用
・マイカー購入や車検にかかる費用
・入学や受験にかかる費用
・クレジット・消費者金融会社等のお借入れ金一本化のご相談等
・公庫・事業にかかわる資金のご相談
・代理貸付などの融資のご相談
・インターネットバンキング（資金移動・総合振込・給与振込等）のご相談
・新しく口座を開設、相続等のご相談
・預金・年金・保険・投資信託等のご相談
・その他のご相談

1#

2#

フリーダイヤル 0120-55-8740
携帯・PHSからは072-621-1616（通話料有料）
受付時間：平日9:00 ～ 17:00　※当金庫休業日を除く

い い 　 は な し を

◆インターネットバンキングに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-275-013
受付時間：平日9:00 ～ 22:00　土日祝9:00 ～ 17:00
 （12/31～1/3は除く）

◆テレホンバンキングに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-04-1645
携帯・PHSからは06-6530-0538（通話料有料）
受付時間：平日9:00 ～ 21:00　土日祝9:00 ～ 17:00

受付時間：平日8:45 ～ 17:00 お取引店へご連絡ください。
　　　　 夜間・休日　しんきんATM監視センター（24時間）

◆通帳・キャッシュカードの紛失・盗難などのお問い合わせ

06-6454-6631

◆振り込め詐欺に関するお問い合わせ
◆でんさいネットに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-553-624
受付時間：平日9:00 ～ 17:00　※当金庫休業日を除く

お客さまの年金に関するあらゆるご相談に的確かつ速
やかにお答えするために、当金庫では社会保険労務士
による無料の年金相談会を定期的に開催しておりま
す。ゆっくりご相談いただけるように個別でご予約制と
なっておりますので、最寄りの店舗でお申し込みくださ
い。

為替業務には、外国為替と内国為替の２つがあります。外
国為替については、輸出入取引や海外送金、インパクト
ローン（外貨建融資）などの各種サービス及びお客さまの
海外展開（進出等）のご相談業務も実施しており、お客さ
まの海外事業や海外とのお取引をサポートしています。ま
た、内国為替では、全国の金融機関とオンラインで結ばれ
たきめ細かいネットワークにより、送金や振込、代金取立な
どの利便性向上に努めています。

遺言書の作成やご家族が安心できる財産承継計画、
後継者への円滑な事業承継などをご検討されている
お客さまに、業務提携先の弁護士や税理士等の専門家
とともにご相談を承っています。お客さまのお考えを実
現できるようお手伝いいたします。

年金相談会 為替業務 相続関連業務

3#
4#
5#
6#

名称 お使いみち・特色

個人インターネットバンキング 個人のお客さまがパソコンやスマートフォン等で、残高照会やお振込などを月額基本料無料でご利用いただけます。

きたしん通帳アプリ（通帳レス） スマートフォンに「きたしん通帳アプリ」をダウンロードし、口座情報を登録していただくだけで、残高や入出金明細が照会できます。また、「紙通帳」
を利用しない「通帳レス」機能を追加して、アプリ通帳へ切替いただけます。

法人インターネットバンキング 法人・個人事業者のお客さまが、インターネットに接続可能なパソコンを使って、残高照会や総合振込・給与振込などをご利用いただけます。

テレホンバンキング お客さまのお電話で、残高照会、入出金明細照会、振込、振替を簡単便利にご利用いただけるサービスです。

しんきん電子マネーチャージサービス  

でんさいサービス 「でんさいネット」の記録原簿に電子記録することで、でんさいの発生（手形でいう振出）や譲渡（手形でいう裏書）等ができる、新たな金銭債権の
決済サービスです。 

Pay-easy（ペイジー）

スマートフォン等を使って、携帯電話の電子マネーに当金庫の預金口座から資金をチャージできるサービスです。

ネット口座振替受付サービス

当金庫のインターネットバンキングを利用して「Pay-easy（ペイジー）」マークが記載されている払込書など各種料金のお支払いができます。

スポーツ振興くじ（toto）

パソコンやスマートフォン等を利用してインターネット上で口座振替依頼手続きができるサービスです。

しんきんゼロネットサービス

指定試合であるJリーグ等の勝敗を予想して楽しむくじ「toto」の販売・払戻しをしています。（取扱店舗はP.23～２4の店舗一覧をご覧ください。）

しんきん大阪ゼロネットサービス

信用金庫のキャッシュカードをお持ちの場合に、全国の信用金庫のATMで入出金が手数料無料でご利用いただけます。
ご利用可能時間：平日8:45 ～ 18:00の入出金 土曜9:00 ～ 14:00の入出金（一部の信用金庫を除く）

ゆうちょ銀行ATM相互サービス

大阪府内に本店を置く７信用金庫のキャッシュカードをお持ちの場合、提携信用金庫および店舗外に設置・管理するATMによる入出金が年中無
料でご利用いただけます。（ただし、お振込については別途、各信用金庫の手数料が必要です。） 

しんきんATMキャッシングサービス

ゆうちょ銀行のATMで当金庫のキャッシュカードがご利用いただけます。また、ゆうちょ銀行のキャッシュカードで当金庫のATMをご利用いただ
けます。

デビットカードサービス

デビットカードキャッシュアウトサービス

銀行系クレジット会社および信販系クレジット会社のクレジットカードによるキャッシングサービスがATMでご利用いただけます。

クレジットカード

「J－Debit（ジェイデビット）」マークのあるお店（加盟店）でのお買い物やご飲食のお支払いに、当金庫のキャッシュカードをご利用いただくことに
よって、現金の代わりにお客さまの預金口座から即座に代金が引き落とされ、お支払いが完了します。

「J－Debit（ジェイデビット）」マークのあるお店（加盟店）のレジ等で現金が引き出せるサービスです。

為替自動振込サービス

お買い物や、ご旅行に便利。海外旅行にもご利用いただけます。VISA・JCBなど各社のカードのお取扱いをしています。

自動集金サービス

一定額を送金する場合、最初のお手続きだけで自動送金します。

各種口座振替

売掛金、授業料、保育料、マンション管理費、家賃、月謝、駐車場代、新聞代などあらゆる代金の回収を、当金庫本支店に口座をお持ちのお客さまは
もちろん、当金庫以外の金融機関の口座をお持ちのお客さまについても毎月自動集金（自動引落し）をして口座へご入金いたします。

自動受取

普通預金、当座預金から次のような料金等を口座振替で自動的にお支払いいたします。電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、NHK受信料、
生命保険料、損害保険料、国税、社会保険料、大阪府税、各市町税、各種クレジット、信販利用代金、授業料等

振込・代金取立

年金やお給料が、決められた日に自動的にご指定の口座に入金されます。

貸金庫

全国どこの金融機関へでも、安全確実スピーディーにお振込や取立を行います。多数のお取引先へ手軽に送金する総合振込サービスも行ってい
ます。

貴重品等を金庫室で安全に保管し、不慮の事故からお守りします。（設置店舗はP.23～P.24の店舗一覧をご覧ください。）

預金業務
　当金庫では、お客さまの様々なニーズにお応えする預金商品を豊富にご用意して、地域の皆さまの資産づくりをサポートしています。
また、時代の流れに合わせた新しい商品の開発にも努めています。

名称 お使いみち・特色 預入金額 預入期間

総合口座 普通預金：１円以上
定期預金：１万円以上 ー定期預金と普通預金を１冊にセットし、当座貸越機能（預入された定期預金を担保に、その合計残高の

90％＜最高５００万円まで＞）がプラスされています。

普通預金 １円以上 出し入れ自由給与、年金等のお受取り、公共料金の自動支払い等、お財布がわりにご利用いただけます。

セーフバランス
（無利息型普通預金） １円以上 出し入れ自由無利息型の普通預金で、法人・個人ともにご利用いただけます。預金保険制度により全額保護されます。

普通預金（教育資金一括贈与
専用口座）「孫贈（まごぞう）」

１００万円以上
１，５００万円以下

当金庫の定めによる「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご利用するための専用口座です。

貯蓄預金 １円以上
適用利率に最低金額あり

出し入れ自由ご利用いただけるのは個人のお客さまのみで、公共料金等の自動支払いや給与・年金のお受取りはできま
せん。

納税準備預金 １円以上 入金は自由
お引き出しは原則納税時

納税資金のご準備のための預金で、非課税扱いです。

後見制度支援預金
（普通預金・無利息型普通預金） １円以上 定めなし

払戻方法：所定の手続による
後見制度による支援を受ける方の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常
使用しない金銭を特別な預金としてお預け入れいただける普通預金です。

当座預金 １円以上 出し入れ自由小切手・手形等での事業資金の決済や、公共料金等の自動支払い等にご利用いただけます。

大口定期預金

定
期
預
金

定
期
積
金

１，０００万円以上 １ヵ月～５年1,000万円以上のまとまった資金運用に最適な定期預金です。

スーパー定期預金 １００円以上
総合口座は１万円以上

＜単利型＞１ヵ月～５年
＜複利型＞3年～５年

100円からお預入れいただける定期預金です。

変動金利定期預金 １００円以上
総合口座は１万円以上

＜単利型＞１年、２年、３年
＜複利型＞３年

預入期間中、金融市場の動向に応じて半年ごとに金利を見直す定期預金です。

期日指定定期預金 １００円以上
３００万円未満 最長３年預入日より据置期間１年経過後、ご希望の日に、ご希望の金額（１万円以上）がお引き出し可能です。

退職金定期預金
「ひとまず」

５００万円以上　
退職金お受取り金額内

１ヵ月・２ヵ月・３ヵ月当金庫口座で退職金をお受取りいただいた方を対象とし、スーパー定期預金または大口定期預金の金利
に0.5％優遇いたします。

退職金定期預金「光彩」 ３００万円以上　
退職金お受取り金額内

＜単利型＞１年
＜半年複利型＞３年

退職金定期預金「ひとまず」をご契約いただき、満期を迎えられたお客さま又は、当金庫以外で退職金をお
受け取りされたお客さま（退職所得の源泉徴収票等にて確認が必要）がご利用いただけます。

IB定期預金 １００円以上 １年インターネットバンキングをご契約の個人のお客さまを対象とした、インターネット専用の金利優遇定期預
金です。

ぽいんと定期預金 １０万円以上
2,000万円以下

１年お取引の内容に応じたポイントにより、金利上乗せがあります。

スーパー積金 1回の掛金１，０００円以上 １年～５年毎月決まった日に一定金額を掛けこみ、満期日にまとまった給付金を受け取っていただきます。

子育てがんばる
定期積金

1回の掛金１万円以上
５万円以下

１年～５年当金庫のエリア内にお住まいの中学生以下のお子さまとその保護者の方を対象とし、毎月一定額を積み
立てていただく口座で、金利はスーパー積金より0.2％優遇いたします。

受験がんばる定期積金 1回の掛金１万円以上
５万円以下

１年～3年高校生のお子さまがいる保護者の方を対象とし、金利はスーパー積金より0.2％優遇いたします。
さらに進学時には条件により当金庫の教育ローンの金利が優遇されます。

外貨預金
定期預金：

１００米ドル以上
1,000ユーロ以上

定期預金：
１ヵ月、３ヵ月、６ヵ月、1年

普通預金・定期預金とも米ドル建、ユーロ建を取扱っており、法人・個人のお客さまにご利用いただけます。
定期預金につきましては、米ドル建は100米ドル以上、ユーロ建は1,000ユーロ以上でお預けいただけま
す。また満期受取り円貨額を確定するために、先物為替予約を締結することができます。

普通預金（結婚・子育て資金一括
贈与専用口座）「孫贈（まごぞう）2」

１００万円以上
１，0００万円以下 当金庫の定めによる「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご利用するための専用口座です。

（注１）

（注１）

 （注1）追加贈与の場合、1円以上
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主要取扱い手数料一覧（2020年4月1日現在）

＜お振込＞
適　用 金額(1件につき）  同一店内振込 僚店振込 他行庫宛振込

窓口

窓口
（視覚障がい者の方）

ATM

I B（インターネット）
TB（テレホン）

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

※ATM振込のカードとは当金庫のキャッシュカードによる振込みの場合です。

※1 ご利用時間帯は営業店で異なります。店舗一覧にてご確認ください。　※2 大阪府内に本店を置く信用金庫の取引は全て無料　※3 MICSキャッシュカードでの入金は、第2地方銀行・信用組合の一部と労働金庫のみです。　
※4 セブン銀行での当金庫カードのお取扱い

単位：円（含む消費税）

単位：円（含む消費税）

単位：円（含む消費税）

220
440
無料
無料
１10
330
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料

330
550
110
330
110
330
110
220
58

220
58

220
無料
無料

660
880
440
660
440
660
330
440
330
550
330
550
55
55

適　用 金額(1件につき）  同一店内振込 僚店振込 他行庫宛振込

WEB-ＦB
・旧FB　
FD（フロッピー）

ファクシミリ振込

為替自動振込

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料
無料

58
220
58

220
無料
無料

58
220
無料
無料
110
220

330
550
330
550
55
55

330
550
55
55

330
550

＜しんきん電子記録債権サービス＞ 

記録の種類 パソコンによる請求
手　数　料 

書面により窓口で請求

通常の取扱

その他取扱

発生
記録

保証記録
変更記録
支払等記録（口座間送金決済以外）
開示

債務者請求方式
債権者請求方式
　譲渡記録
　分割譲渡記録

通常表示（オンライン）

開示 特例開示（書面）
残高証明（書面・都度発行方式）220

110
220
110
110
110
無料

440

220
440
220
220
220

－

記録の種類 パソコンによる請求
手　数　料 

書面により窓口で請求

その他取扱

基本手数料

支払不能情報照会 
口座間送金決済中止（一件につき） 
割引手数料（一件につき）
特定記録機関変更記録
債務者利用の場合（月額） 
債権者限定利用の場合

－
－
－
－
－
－

2,200
3,300
2,200

880
220

5,500
1,100（但し、法人IB契約先は無料）

 無料

●一般手数料

●キャッシュコーナー利用手数料
＜ご出金＞

当金庫
キャッシュカード※1

項　目

他信用金庫
キャッシュカード※2

MICS及びイオン銀行
キャッシュカード

ゆうちょ
キャッシュカード

提携カード会社の
クレジットカード

セブン銀行※4

7:00 8:00 8:30 8:45 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

＜ご入金＞

当金庫
キャッシュカード※1

項　目

他信用金庫
キャッシュカード※2

MICS及びイオン銀行
キャッシュカード※3

ゆうちょ
キャッシュカード

提携カード会社の
クレジットカード

セブン銀行※4

7:00 8:00 8:30 8:45 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝
平日
土曜
日・祝

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

※1回に複数の依頼書でのお取扱いは各依頼書の両替枚数を合算し手数料を算出します。
※ご持参いただいた現金をより高額の金種にまとめる両替において、お取扱枚数に応じた手数料をいただきます。なお、お取扱枚数は、両替前の枚数、または両替後の枚数のいずれか多い方とさせていただきます。
※新券への両替も上記と同様の手数料が必要となります。なお、汚損した現金・記念硬貨への交換については無料とさせていただきます。

単位：円（含む消費税）

単位：円（含む消費税）

単位：円（含む消費税）

適　用 手数料

証書貸付
（所定の一般証貸）

住宅ローン

全額繰上償還手数料
（不課税）

(プロパー)条件変更
全額繰上返済 
条件変更 ・ 一部繰上返済
当金庫所定の住宅ローン（プロパー扱い）
全国保証（株）手数料

返済・変更

実行　

実行後5年以内
実行後10年以内
実行後10年超

2％
1％

無料
5,500

33,000
5,500

実行額の1％（税別）
55,000

適　用 手数料

不動産担保調査
事務手数料

（1件につき）
抵当権・
根抵当権新規
ならびに追加設定

不動産担保抹消事務手数料
抵当権・根抵当権抹消時

（根）抵当権新規設定

住宅ローン

変更登記

書類作成のみ
書類作成・抹消立会い時

設定額1千万円以下
設定額1千万円超5千万円以下
設定額5千万円超
しんきん保証基金保証付
プロパー扱い
実調有
実調無（※相続時は無料）

33,000
44,000
55,000
33,000
55,000
33,000
3,300
3,300

11,000

＜その他手数料＞
区　分 適　用 手数料

残高証明書・その他各証明書発行

ICカード発行
（代理人を含む）（生体認証の付与は任意）
カード再発行（代理人を含む）
ローンカード再発行
再発行手数料
改印手続き事務手数料
貸金庫カード再発行（代理人を含む）
株式払込金保管手数料

個人インターネットバンキング

法人インターネットバンキング

テレホンバンキングサービス
ファクシミリ振込サービス

アンサーサービス

１回あたり　窓口発行
１回あたり　定例発行・郵送料込　
１回あたり
　　

1枚あたり

（通帳・証書1件につき）
（紛失改印のみ）

株式払込み金額の385／1,000（最低11,550円）
月額基本料※1
ハードウェアトークン
追加・再発行※2

月額基本料※1

ハードウェアトークン
追加・再発行※2
月額基本料※1
月額基本料※1

月額基本料

（当金庫制定用紙以外）
　　

1台につき

資金移動　データ伝送
資金移動のみ

1台につき

通知サービス
照会サービス

５5０
４40

1,100

1,100

1,100
1,100
1,100

550
実費請求

無料

880

3,300
2,200

880

無料
1,100
1,100

無料

区　分 適　用 手数料

デビットカード加盟店手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
個人情報開示手数料（1件につき）

（郵送による場合は435円を加算します。）

自動集金サービス

外為webサービス取引

諸費引落手数料

上記の校納金システム利用以外
取引履歴検索手数料※3

夜間金庫利用料

信託商品取扱手数料

未利用口座管理手数料

月額基本料
売り上げに対して

月額基本料
口座振替
月額基本料※1

法人IB利用

各種媒体利用
引落し1件につき
1依頼につき
基本料金（年額）
入金帳（1冊２５枚綴り）

当金庫所定の信託商品

年間

請求1件につき

月額基本料
請求1件につき
請求1件につき

770
税込2％

880

1,100
110

2,200
3,300

55
110
110
５5０

66,000
5,500

購入額の1％
上限10万円（税別）

1,320

＜貸金庫＞
年間の貸金庫使用料は取扱店および機種により異なりますので、設置店舗・窓口へお問い合わせください。

＜両替手数料＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
適　用 手数料 適　用 手数料

両替機での両替手数料（お取扱い1回あたり）
※50枚以下の両替で当金庫のキャッシュカードを
　ご利用の場合は、お一人さま1日1回に限り無料です。

1～500枚

501～1,000枚

200

300
窓口での両替手数料（お取扱い1回あたり）

1～50枚
51～500枚
501～1,000枚
1,001枚以上・・・500枚毎

無料
330
660

＋330

●融資
※キャッシュカードによるATM振込における「同一店内振込」とは、振込依頼人と受取人の口座が同一の店舗にある場合を

いいます。（受取人口座と振込を行ったATMが同一店舗であっても上記の規定を適用します）

※基本手数料および取扱手数料につきましては、当月分を翌月25日（休日の場合は翌営業日）にご指定の口座（代表口座）
から引き落しいたします。

（1件につき） 単位：円（含む消費税）

単位：円（含む消費税）＜手形・小切手等手数料＞
適　用 手数料 適　用 手数料

署名鑑登録手数料
手　形
小切手 

新規登録時 ・ 変更登録時
約束手形25枚／1冊　為替手形25枚／1冊
50枚／1冊 　　　　　　

5,500
1,100
1,100

自己宛小切手

マル専手形

 1枚あたり 
口座開設料（1件につき）
手形1枚あたり

550
3,300

550

＜代金取立＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
適　用 手数料 適　用 手数料

代金取立
割引手形
担保手形

「大阪」「神戸」※直接入金時のみ無料
京都・大津・奈良・和歌山
上記以外の手形交換所
その他個別取立

220
220
880

1,100

その他
不渡手形返却
依頼返却・取立手形組戻
送金・振込組戻し

1,100
1,100

660

振
込
振
込

振
込

振
込

振
込

総
振

総
振

給
振

給
振
総
振
給
振
電
信

現金
振込

当金庫
キャッシュカード

I B（インターネット）

HB（ホーム）
WEB-FB

＜金種指定出金手数料＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円（含む消費税）
適　用 手数料

出金時の金種指定（お取扱い1回あたり）

1～50枚
51～500枚
501～1,000枚
1,001枚以上500枚毎

無料
330
660

＋330
※1回に複数の小切手・出金伝票でのお取扱いは各小切手・出金伝票の金種枚数を合算し手数料を算出します。
※出金で金種を指定される場合、１万円札を除く枚数が対象となります。但し、新券への金種の指定については上記と同様

の手数料が必要となります。

※1 月額基本料の他に取引の都度、所定の手数料がかかります。
※2 ハードウェアトークンの電池切れによる再発行手数料は無料です。
※3 取引履歴検索手数料については検索の結果、該当なしでも返金いたしません。

金種指定枚数
＜硬貨入金手数料＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円（含む消費税）

適　用 手数料

入金時の硬貨枚数
1～500枚
501～1,000枚
1,001枚以上500枚毎

無料
330

＋330
※1回に複数伝票でのお取扱いは各伝票の入金枚数を合算し手数料を算出します。

硬貨枚数

無料
無料
無料

無料110円 110円
無料 110円110円

110円
110円 220円220円

220円110円
220円

110円220円 220円
110円 220円

220円
無料 110円

無料 110円
110円
110円
110円
110円

無料
無料
無料

無料 110円110円
無料 110円110円

110円

110円 220円220円
220円

110円 220円220円
220円 110円 220円

220円
110円 220円

無料
無料
無料

110円
110円
110円

220円

220円

220円

北おおさか信用金庫の現況 
Disclosure 2020

業務・店舗のご案内

お問い合わせ

　毎日の暮らしの中で、便利にご利用いただける各種ご相談、外国為替業務などのサービスをご用意しております。

サービス

■外国為替 ■内国為替
貿易サービス

外国送金サービス
インパクトローン
為替予約

輸入信用状の開設、輸入手形の決済等、輸出手形の買取・取立等、貿易
全般にわたりお取扱いします。
外国へのご送金、外国からの送金のお受取り等の送金関係全般をお取扱いします。
資金使途が自由な外貨建のご融資です。
為替変動リスクの回避にご利用ください。

全国の信用金庫はもちろん国内すべての銀行・ゆうちょ銀行・信用組合の
店舗を広く結んで、全国各地へのお振込及び代金取立を正確迅速に
お取扱いしております。

内国為替

各種ローンのご相談やアドバイスをさせていただいております。

◆各種お問い合わせ

音声ガイダンスにしたがって、数字と#を入力してください。
・マイホーム購入や住宅ローン借換え
・リフォームにかかる費用
・マイカー購入や車検にかかる費用
・入学や受験にかかる費用
・クレジット・消費者金融会社等のお借入れ金一本化のご相談等
・公庫・事業にかかわる資金のご相談
・代理貸付などの融資のご相談
・インターネットバンキング（資金移動・総合振込・給与振込等）のご相談
・新しく口座を開設、相続等のご相談
・預金・年金・保険・投資信託等のご相談
・その他のご相談

1#

2#

フリーダイヤル 0120-55-8740
携帯・PHSからは072-621-1616（通話料有料）
受付時間：平日9:00 ～ 17:00　※当金庫休業日を除く

い い 　 は な し を

◆インターネットバンキングに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-275-013
受付時間：平日9:00 ～ 22:00　土日祝9:00 ～ 17:00
 （12/31～1/3は除く）

◆テレホンバンキングに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-04-1645
携帯・PHSからは06-6530-0538（通話料有料）
受付時間：平日9:00 ～ 21:00　土日祝9:00 ～ 17:00

受付時間：平日8:45 ～ 17:00 お取引店へご連絡ください。
　　　　 夜間・休日　しんきんATM監視センター（24時間）

◆通帳・キャッシュカードの紛失・盗難などのお問い合わせ

06-6454-6631

◆振り込め詐欺に関するお問い合わせ
◆でんさいネットに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-553-624
受付時間：平日9:00 ～ 17:00　※当金庫休業日を除く

お客さまの年金に関するあらゆるご相談に的確かつ速
やかにお答えするために、当金庫では社会保険労務士
による無料の年金相談会を定期的に開催しておりま
す。ゆっくりご相談いただけるように個別でご予約制と
なっておりますので、最寄りの店舗でお申し込みくださ
い。

為替業務には、外国為替と内国為替の２つがあります。外
国為替については、輸出入取引や海外送金、インパクト
ローン（外貨建融資）などの各種サービス及びお客さまの
海外展開（進出等）のご相談業務も実施しており、お客さ
まの海外事業や海外とのお取引をサポートしています。ま
た、内国為替では、全国の金融機関とオンラインで結ばれ
たきめ細かいネットワークにより、送金や振込、代金取立な
どの利便性向上に努めています。

遺言書の作成やご家族が安心できる財産承継計画、
後継者への円滑な事業承継などをご検討されている
お客さまに、業務提携先の弁護士や税理士等の専門家
とともにご相談を承っています。お客さまのお考えを実
現できるようお手伝いいたします。

年金相談会 為替業務 相続関連業務

3#
4#
5#
6#

名称 お使いみち・特色

個人インターネットバンキング 個人のお客さまがパソコンやスマートフォン等で、残高照会やお振込などを月額基本料無料でご利用いただけます。

法人インターネットバンキング 法人・個人事業者のお客さまが、インターネットに接続可能なパソコンを使って、残高照会や総合振込・給与振込などをご利用いただけます。

テレホンバンキング お客さまのお電話で、残高照会、入出金明細照会、振込、振替を簡単便利にご利用いただけるサービスです。

しんきん電子マネーチャージサービス  

でんさいサービス 「でんさいネット」の記録原簿に電子記録することで、でんさいの発生（手形でいう振出）や譲渡（手形でいう裏書）等ができる、新たな金銭債権の
決済サービスです。 

Pay-easy（ペイジー）

スマートフォン等を使って、携帯電話の電子マネーに当金庫の預金口座から資金をチャージできるサービスです。

ネット口座振替受付サービス

当金庫のインターネットバンキングを利用して「Pay-easy（ペイジー）」マークが記載されている払込書など各種料金のお支払いができます。

スポーツ振興くじ（toto）

パソコンやスマートフォン等を利用してインターネット上で口座振替依頼手続きができるサービスです。

しんきんゼロネットサービス

指定試合であるJリーグ等の勝敗を予想して楽しむくじ「toto」の販売・払戻しをしています。（取扱店舗はP.23～２4の店舗一覧をご覧ください。）

しんきん大阪ゼロネットサービス

信用金庫のキャッシュカードをお持ちの場合に、全国の信用金庫のATMで入出金が手数料無料でご利用いただけます。
ご利用可能時間：平日8:45 ～ 18:00の入出金 土曜9:00 ～ 14:00の入出金（一部の信用金庫を除く）

ゆうちょ銀行ATM相互サービス

大阪府内に本店を置く７信用金庫のキャッシュカードをお持ちの場合、提携信用金庫および店舗外に設置・管理するATMによる入出金が年中無
料でご利用いただけます。（ただし、お振込については別途、各信用金庫の手数料が必要です。） 

しんきんATMキャッシングサービス

ゆうちょ銀行のATMで当金庫のキャッシュカードがご利用いただけます。また、ゆうちょ銀行のキャッシュカードで当金庫のATMをご利用いただ
けます。

デビットカードサービス

デビットカードキャッシュアウトサービス

銀行系クレジット会社および信販系クレジット会社のクレジットカードによるキャッシングサービスがATMでご利用いただけます。

クレジットカード

「J－Debit（ジェイデビット）」マークのあるお店（加盟店）でのお買い物やご飲食のお支払いに、当金庫のキャッシュカードをご利用いただくことに
よって、現金の代わりにお客さまの預金口座から即座に代金が引き落とされ、お支払いが完了します。

「J－Debit（ジェイデビット）」マークのあるお店（加盟店）のレジ等で現金が引き出せるサービスです。

為替自動振込サービス

お買い物や、ご旅行に便利。海外旅行にもご利用いただけます。VISA・JCBなど各社のカードのお取扱いをしています。

自動集金サービス

一定額を送金する場合、最初のお手続きだけで自動送金します。

各種口座振替

売掛金、授業料、保育料、マンション管理費、家賃、月謝、駐車場代、新聞代などあらゆる代金の回収を、当金庫本支店に口座をお持ちのお客さまは
もちろん、当金庫以外の金融機関の口座をお持ちのお客さまについても毎月自動集金（自動引落し）をして口座へご入金いたします。

自動受取

普通預金、当座預金から次のような料金等を口座振替で自動的にお支払いいたします。電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、NHK受信料、
生命保険料、損害保険料、国税、社会保険料、大阪府税、各市町税、各種クレジット、信販利用代金、授業料等

振込・代金取立

年金やお給料が、決められた日に自動的にご指定の口座に入金されます。

貸金庫

全国どこの金融機関へでも、安全確実スピーディーにお振込や取立を行います。多数のお取引先へ手軽に送金する総合振込サービスも行ってい
ます。

貴重品等を金庫室で安全に保管し、不慮の事故からお守りします。（設置店舗はP.23～P.24の店舗一覧をご覧ください。）

預金業務
　当金庫では、お客さまの様々なニーズにお応えする預金商品を豊富にご用意して、地域の皆さまの資産づくりをサポートしています。
また、時代の流れに合わせた新しい商品の開発にも努めています。

名称 お使いみち・特色 預入金額 預入期間

総合口座 普通預金：１円以上
定期預金：１万円以上 ー定期預金と普通預金を１冊にセットし、当座貸越機能（預入された定期預金を担保に、その合計残高の

90％＜最高５００万円まで＞）がプラスされています。

普通預金 １円以上 出し入れ自由給与、年金等のお受取り、公共料金の自動支払い等、お財布がわりにご利用いただけます。

セーフバランス
（無利息型普通預金） １円以上 出し入れ自由無利息型の普通預金で、法人・個人ともにご利用いただけます。預金保険制度により全額保護されます。

普通預金（教育資金一括贈与
専用口座）「孫贈（まごぞう）」

１００万円以上
１，５００万円以下

当金庫の定めによる「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご利用するための専用口座です。

貯蓄預金 １円以上
適用利率に最低金額あり

出し入れ自由ご利用いただけるのは個人のお客さまのみで、公共料金等の自動支払いや給与・年金のお受取りはできま
せん。

納税準備預金 １円以上 入金は自由
お引き出しは原則納税時

納税資金のご準備のための預金で、非課税扱いです。

後見制度支援預金
（普通預金・無利息型普通預金） １円以上 定めなし

払戻方法：所定の手続による
後見制度による支援を受ける方の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常
使用しない金銭を特別な預金としてお預け入れいただける普通預金です。

当座預金 １円以上 出し入れ自由小切手・手形等での事業資金の決済や、公共料金等の自動支払い等にご利用いただけます。

大口定期預金

定
期
預
金

定
期
積
金

１，０００万円以上 １ヵ月～５年1,000万円以上のまとまった資金運用に最適な定期預金です。

スーパー定期預金 １００円以上
総合口座は１万円以上

＜単利型＞１ヵ月～５年
＜複利型＞3年～５年

100円からお預入れいただける定期預金です。

変動金利定期預金 １００円以上
総合口座は１万円以上

＜単利型＞１年、２年、３年
＜複利型＞３年

預入期間中、金融市場の動向に応じて半年ごとに金利を見直す定期預金です。

期日指定定期預金 １００円以上
３００万円未満 最長３年預入日より据置期間１年経過後、ご希望の日に、ご希望の金額（１万円以上）がお引き出し可能です。

退職金定期預金
「ひとまず」

５００万円以上　
退職金お受取り金額内

１ヵ月・２ヵ月・３ヵ月当金庫口座で退職金をお受取りいただいた方を対象とし、スーパー定期預金または大口定期預金の金利
に0.5％優遇いたします。

退職金定期預金「光彩」 ３００万円以上　
退職金お受取り金額内

＜単利型＞１年
＜半年複利型＞３年

退職金定期預金「ひとまず」をご契約いただき、満期を迎えられたお客さま又は、当金庫以外で退職金をお
受け取りされたお客さま（退職所得の源泉徴収票等にて確認が必要）がご利用いただけます。

IB定期預金 １００円以上 １年インターネットバンキングをご契約の個人のお客さまを対象とした、インターネット専用の金利優遇定期預
金です。

ぽいんと定期預金 １０万円以上
2,000万円以下

１年お取引の内容に応じたポイントにより、金利上乗せがあります。

スーパー積金 1回の掛金１，０００円以上 １年～５年毎月決まった日に一定金額を掛けこみ、満期日にまとまった給付金を受け取っていただきます。

子育てがんばる
定期積金

1回の掛金１万円以上
５万円以下

１年～５年当金庫のエリア内にお住まいの中学生以下のお子さまとその保護者の方を対象とし、毎月一定額を積み
立てていただく口座で、金利はスーパー積金より0.2％優遇いたします。

受験がんばる定期積金 1回の掛金１万円以上
５万円以下

１年～3年高校生のお子さまがいる保護者の方を対象とし、金利はスーパー積金より0.2％優遇いたします。
さらに進学時には条件により当金庫の教育ローンの金利が優遇されます。

外貨預金
定期預金：

１００米ドル以上
1,000ユーロ以上

定期預金：
１ヵ月、３ヵ月、６ヵ月、1年

普通預金・定期預金とも米ドル建、ユーロ建を取扱っており、法人・個人のお客さまにご利用いただけます。
定期預金につきましては、米ドル建は100米ドル以上、ユーロ建は1,000ユーロ以上でお預けいただけま
す。また満期受取り円貨額を確定するために、先物為替予約を締結することができます。

普通預金（結婚・子育て資金一括
贈与専用口座）「孫贈（まごぞう）2」

１００万円以上
１，0００万円以下 当金庫の定めによる「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご利用するための専用口座です。

（注１）

（注１）

 （注1）追加贈与の場合、1円以上
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業務・店舗のご案内

お問い合わせ

　毎日の暮らしの中で、便利にご利用いただける各種ご相談、外国為替業務などのサービスをご用意しております。

サービス

■外国為替 ■内国為替
貿易サービス

外国送金サービス
インパクトローン
為替予約

輸入信用状の開設、輸入手形の決済等、輸出手形の買取・取立等、貿易
全般にわたりお取扱いします。
外国へのご送金、外国からの送金のお受取り等の送金関係全般をお取扱いします。
資金使途が自由な外貨建のご融資です。
為替変動リスクの回避にご利用ください。

全国の信用金庫はもちろん国内すべての銀行・ゆうちょ銀行・信用組合の
店舗を広く結んで、全国各地へのお振込及び代金取立を正確迅速に
お取扱いしております。

内国為替

各種ローンのご相談やアドバイスをさせていただいております。

◆各種お問い合わせ

音声ガイダンスにしたがって、数字と#を入力してください。
・マイホーム購入や住宅ローン借換え
・リフォームにかかる費用
・マイカー購入や車検にかかる費用
・入学や受験にかかる費用
・クレジット・消費者金融会社等のお借入れ金一本化のご相談等
・公庫・事業にかかわる資金のご相談
・代理貸付などの融資のご相談
・インターネットバンキング（資金移動・総合振込・給与振込等）のご相談
・新しく口座を開設、相続等のご相談
・預金・年金・保険・投資信託等のご相談
・その他のご相談

1#

2#

フリーダイヤル 0120-55-8740
携帯・PHSからは072-621-1616（通話料有料）
受付時間：平日9:00 ～ 17:00　※当金庫休業日を除く

い い 　 は な し を

◆インターネットバンキングに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-275-013
受付時間：平日9:00 ～ 22:00　土日祝9:00 ～ 17:00
 （12/31～1/3は除く）

◆テレホンバンキングに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-04-1645
携帯・PHSからは06-6530-0538（通話料有料）
受付時間：平日9:00 ～ 21:00　土日祝9:00 ～ 17:00

受付時間：平日8:45 ～ 17:00 お取引店へご連絡ください。
　　　　 夜間・休日　しんきんATM監視センター（24時間）

◆通帳・キャッシュカードの紛失・盗難などのお問い合わせ

06-6454-6631

◆振り込め詐欺に関するお問い合わせ
◆でんさいネットに関するお問い合わせ

フリーダイヤル 0120-553-624
受付時間：平日9:00 ～ 17:00　※当金庫休業日を除く

お客さまの年金に関するあらゆるご相談に的確かつ速
やかにお答えするために、当金庫では社会保険労務士
による無料の年金相談会を定期的に開催しておりま
す。ゆっくりご相談いただけるように個別でご予約制と
なっておりますので、最寄りの店舗でお申し込みくださ
い。

為替業務には、外国為替と内国為替の２つがあります。外
国為替については、輸出入取引や海外送金、インパクト
ローン（外貨建融資）などの各種サービス及びお客さまの
海外展開（進出等）のご相談業務も実施しており、お客さ
まの海外事業や海外とのお取引をサポートしています。ま
た、内国為替では、全国の金融機関とオンラインで結ばれ
たきめ細かいネットワークにより、送金や振込、代金取立な
どの利便性向上に努めています。

遺言書の作成やご家族が安心できる財産承継計画、
後継者への円滑な事業承継などをご検討されている
お客さまに、業務提携先の弁護士や税理士等の専門家
とともにご相談を承っています。お客さまのお考えを実
現できるようお手伝いいたします。

年金相談会 為替業務 相続関連業務

3#
4#
5#
6#

名称 お使いみち・特色

個人インターネットバンキング 個人のお客さまがパソコンやスマートフォン等で、残高照会やお振込などを月額基本料無料でご利用いただけます。

法人インターネットバンキング 法人・個人事業者のお客さまが、インターネットに接続可能なパソコンを使って、残高照会や総合振込・給与振込などをご利用いただけます。

テレホンバンキング お客さまのお電話で、残高照会、入出金明細照会、振込、振替を簡単便利にご利用いただけるサービスです。

しんきん電子マネーチャージサービス  

でんさいサービス 「でんさいネット」の記録原簿に電子記録することで、でんさいの発生（手形でいう振出）や譲渡（手形でいう裏書）等ができる、新たな金銭債権の
決済サービスです。 

Pay-easy（ペイジー）

スマートフォン等を使って、携帯電話の電子マネーに当金庫の預金口座から資金をチャージできるサービスです。

ネット口座振替受付サービス

当金庫のインターネットバンキングを利用して「Pay-easy（ペイジー）」マークが記載されている払込書など各種料金のお支払いができます。

スポーツ振興くじ（toto）

パソコンやスマートフォン等を利用してインターネット上で口座振替依頼手続きができるサービスです。

しんきんゼロネットサービス

指定試合であるJリーグ等の勝敗を予想して楽しむくじ「toto」の販売・払戻しをしています。（取扱店舗はP.23～２4の店舗一覧をご覧ください。）

しんきん大阪ゼロネットサービス

信用金庫のキャッシュカードをお持ちの場合に、全国の信用金庫のATMで入出金が手数料無料でご利用いただけます。
ご利用可能時間：平日8:45 ～ 18:00の入出金 土曜9:00 ～ 14:00の入出金（一部の信用金庫を除く）

ゆうちょ銀行ATM相互サービス

大阪府内に本店を置く７信用金庫のキャッシュカードをお持ちの場合、提携信用金庫および店舗外に設置・管理するATMによる入出金が年中無
料でご利用いただけます。（ただし、お振込については別途、各信用金庫の手数料が必要です。） 

しんきんATMキャッシングサービス

ゆうちょ銀行のATMで当金庫のキャッシュカードがご利用いただけます。また、ゆうちょ銀行のキャッシュカードで当金庫のATMをご利用いただ
けます。

デビットカードサービス

デビットカードキャッシュアウトサービス

銀行系クレジット会社および信販系クレジット会社のクレジットカードによるキャッシングサービスがATMでご利用いただけます。

クレジットカード

「J－Debit（ジェイデビット）」マークのあるお店（加盟店）でのお買い物やご飲食のお支払いに、当金庫のキャッシュカードをご利用いただくことに
よって、現金の代わりにお客さまの預金口座から即座に代金が引き落とされ、お支払いが完了します。

「J－Debit（ジェイデビット）」マークのあるお店（加盟店）のレジ等で現金が引き出せるサービスです。

為替自動振込サービス

お買い物や、ご旅行に便利。海外旅行にもご利用いただけます。VISA・JCBなど各社のカードのお取扱いをしています。

自動集金サービス

一定額を送金する場合、最初のお手続きだけで自動送金します。

各種口座振替

売掛金、授業料、保育料、マンション管理費、家賃、月謝、駐車場代、新聞代などあらゆる代金の回収を、当金庫本支店に口座をお持ちのお客さまは
もちろん、当金庫以外の金融機関の口座をお持ちのお客さまについても毎月自動集金（自動引落し）をして口座へご入金いたします。

自動受取

普通預金、当座預金から次のような料金等を口座振替で自動的にお支払いいたします。電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金、NHK受信料、
生命保険料、損害保険料、国税、社会保険料、大阪府税、各市町税、各種クレジット、信販利用代金、授業料等

振込・代金取立

年金やお給料が、決められた日に自動的にご指定の口座に入金されます。

貸金庫

全国どこの金融機関へでも、安全確実スピーディーにお振込や取立を行います。多数のお取引先へ手軽に送金する総合振込サービスも行ってい
ます。

貴重品等を金庫室で安全に保管し、不慮の事故からお守りします。（設置店舗はP.23～P.24の店舗一覧をご覧ください。）

預金業務
　当金庫では、お客さまの様々なニーズにお応えする預金商品を豊富にご用意して、地域の皆さまの資産づくりをサポートしています。
また、時代の流れに合わせた新しい商品の開発にも努めています。

名称 お使いみち・特色 預入金額 預入期間

総合口座 普通預金：１円以上
定期預金：１万円以上 ー定期預金と普通預金を１冊にセットし、当座貸越機能（預入された定期預金を担保に、その合計残高の

90％＜最高５００万円まで＞）がプラスされています。

普通預金 １円以上 出し入れ自由給与、年金等のお受取り、公共料金の自動支払い等、お財布がわりにご利用いただけます。

セーフバランス
（無利息型普通預金） １円以上 出し入れ自由無利息型の普通預金で、法人・個人ともにご利用いただけます。預金保険制度により全額保護されます。

普通預金（教育資金一括贈与
専用口座）「孫贈（まごぞう）」

１００万円以上
１，５００万円以下

当金庫の定めによる「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご利用するための専用口座です。

貯蓄預金 １円以上
適用利率に最低金額あり

出し入れ自由ご利用いただけるのは個人のお客さまのみで、公共料金等の自動支払いや給与・年金のお受取りはできま
せん。

納税準備預金 １円以上 入金は自由
お引き出しは原則納税時

納税資金のご準備のための預金で、非課税扱いです。

後見制度支援預金
（普通預金・無利息型普通預金） １円以上 定めなし

払戻方法：所定の手続による
後見制度による支援を受ける方の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、通常
使用しない金銭を特別な預金としてお預け入れいただける普通預金です。

当座預金 １円以上 出し入れ自由小切手・手形等での事業資金の決済や、公共料金等の自動支払い等にご利用いただけます。

大口定期預金

定
期
預
金

定
期
積
金

１，０００万円以上 １ヵ月～５年1,000万円以上のまとまった資金運用に最適な定期預金です。

スーパー定期預金 １００円以上
総合口座は１万円以上

＜単利型＞１ヵ月～５年
＜複利型＞3年～５年

100円からお預入れいただける定期預金です。

変動金利定期預金 １００円以上
総合口座は１万円以上

＜単利型＞１年、２年、３年
＜複利型＞３年

預入期間中、金融市場の動向に応じて半年ごとに金利を見直す定期預金です。

期日指定定期預金 １００円以上
３００万円未満 最長３年預入日より据置期間１年経過後、ご希望の日に、ご希望の金額（１万円以上）がお引き出し可能です。

退職金定期預金
「ひとまず」

５００万円以上　
退職金お受取り金額内

１ヵ月・２ヵ月・３ヵ月当金庫口座で退職金をお受取りいただいた方を対象とし、スーパー定期預金または大口定期預金の金利
に0.5％優遇いたします。

退職金定期預金「光彩」 ３００万円以上　
退職金お受取り金額内

＜単利型＞１年
＜半年複利型＞３年

退職金定期預金「ひとまず」をご契約いただき、満期を迎えられたお客さま又は、当金庫以外で退職金をお
受け取りされたお客さま（退職所得の源泉徴収票等にて確認が必要）がご利用いただけます。

IB定期預金 １００円以上 １年インターネットバンキングをご契約の個人のお客さまを対象とした、インターネット専用の金利優遇定期預
金です。

ぽいんと定期預金 １０万円以上
2,000万円以下

１年お取引の内容に応じたポイントにより、金利上乗せがあります。

スーパー積金 1回の掛金１，０００円以上 １年～５年毎月決まった日に一定金額を掛けこみ、満期日にまとまった給付金を受け取っていただきます。

子育てがんばる
定期積金

1回の掛金１万円以上
５万円以下

１年～５年当金庫のエリア内にお住まいの中学生以下のお子さまとその保護者の方を対象とし、毎月一定額を積み
立てていただく口座で、金利はスーパー積金より0.2％優遇いたします。

受験がんばる定期積金 1回の掛金１万円以上
５万円以下

１年～3年高校生のお子さまがいる保護者の方を対象とし、金利はスーパー積金より0.2％優遇いたします。
さらに進学時には条件により当金庫の教育ローンの金利が優遇されます。

外貨預金
定期預金：

１００米ドル以上
1,000ユーロ以上

定期預金：
１ヵ月、３ヵ月、６ヵ月、1年

普通預金・定期預金とも米ドル建、ユーロ建を取扱っており、法人・個人のお客さまにご利用いただけます。
定期預金につきましては、米ドル建は100米ドル以上、ユーロ建は1,000ユーロ以上でお預けいただけま
す。また満期受取り円貨額を確定するために、先物為替予約を締結することができます。

普通預金（結婚・子育て資金一括
贈与専用口座）「孫贈（まごぞう）2」

１００万円以上
１，0００万円以下 当金庫の定めによる「結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」をご利用するための専用口座です。

（注１）

（注１）

 （注1）追加贈与の場合、1円以上

◆ 店舗名 住所 営業時間 音声案内付
ATM平日 土日祝

大阪市 1 豊里大橋支店関西スーパー瑞光店出張所 大阪市東淀川区小松１－６－１（関西スーパー瑞光店前） 8:00-22:00 8:30-21:00 ○
2 三国支店三国商店街出張所 大阪市淀川区西三国３－６－５（三国商店街内） 7:00-21:00 8:00-20:00 ○
3 三津屋支店神崎川駅前出張所 大阪市淀川区新高６－１１－１０（阪急神戸線 神崎川駅前） 7:00-21:00 8:00-20:00 ○
4 赤川町支店毛馬出張所 大阪市都島区毛馬町１－８－1７（セラヴィ毛馬１階） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○
5 吹田支店相川出張所 大阪市東淀川区相川２－８－１０ 7:00-21:00 8:00-19:00 ○
6 十三営業部塚本駅前出張所 大阪市淀川区塚本2－29－14 7:00-21:00 8:00-17:00 ○
7 小松支店江口出張所 大阪市東淀川区北江口4－21－17 7:00-21:00 8:00-19:00 ○
8 此花支店此花出張所 大阪市此花区春日出北2－1－1（芝田ビル1階） 8:00-21:00 9:00-17:00 ○

茨木市 9 本店営業部イオン茨木ショッピングセンター出張所 茨木市松ヶ本町８－３０（イオン茨木ショッピングセンター１階） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○
10 本店営業部茨木市役所出張所 茨木市駅前3－8－13（茨木市役所本館北玄関横） 8:00-21:00 9:00-17:00 ○
11 茨木東支店イオンスタイル新茨木出張所 茨木市中津町１８－１（イオンスタイル新茨木１階） ※1 ※2 ○
12 茨木東支店大池出張所 茨木市大池1－14－19 7:00-21:00 8:00-19:00 ○

高槻市 13 高槻支店イオン高槻店出張所 高槻市萩之庄３－５－５（イオン高槻店１階） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○
14 富田支店イオンフードスタイル摂津富田店出張所 高槻市大畑町１３－１（イオンフードスタイル摂津富田店１階） 8:00-20:00 8:30-20:00 ○
15 芥川支店アクトアモーレ出張所 高槻市芥川１－２　B－１１３（アクトアモーレ１階） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○
16 城南支店関西スーパー西冠店出張所 高槻市西冠３－２９－７（関西スーパー西冠店前） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○
17 清水支店サボイ出張所 高槻市宮之川原４－２－１（スーパーサボイ清水店前） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○
18 阿武山支店マルヤス宮田店出張所 高槻市宮田町１－２６－３（マルヤス宮田店前） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○

吹田市 19 吹田支店吹田市水道部出張所 吹田市南吹田３－３－６０（吹田市水道部１階） 9:00-17:00 休業 ○
20 吹田支店吹田市役所出張所 吹田市泉町１－３－４０（吹田市役所１階） 9:00-18:00 休業 ○
21 吹田支店ＪＲ吹田駅前さんくす出張所 吹田市朝日町２（吹田さんくす２番館１階） 7:00-23:00 8:00-22:00 ○
22 千里丘支店イズミヤ千里丘店出張所 吹田市山田南１－１（イズミヤ千里丘店１階） ※1 ※2 ○
23 千里丘支店ららぽーとEXPOCITY店出張所 吹田市千里万博公園2－1（ららぽーとEXPOCITY内） 10:00-21:00 10:00-21:00 ○
24 片山支店メロード吹田出張所 吹田市片山町１－１－１０３（メロード吹田１番館１階） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○
25 正雀支店フレンドマート岸辺出張所 吹田市岸部南１－１３－１（フレンドマート岸辺店内） ※1 ※1 ○
26 正雀支店ビエラ岸辺健都出張所 吹田市岸部新町5－45（ビエラ岸辺健都2階） 7:00-23:00 8:00-22:00 ○
27 江坂駅前支店江坂出張所 吹田市江坂町２－２４－２８ ７:00-21:00 8:00-19:00 ○

豊中市 28 豊中支店旭丘出張所 豊中市夕日丘１－１－１７ 8:00-21:00 8:30-17:00 ○
29 服部支店小曽根出張所 豊中市浜１－２６－１５ 7:00-21:00 8:00-19:00 ○
30 庄内西支店庄内栄町出張所 豊中市庄内栄町3－3－5 7:00-21:00 8:00-19:00 ○

箕面市 31 箕面東支店みのおキューズモール出張所 箕面市西宿１－１５－３０（みのおキューズモール１階） 8:00-23:00 8:30-22:00 ○
守口市 32 十三守口支店イオンモール大日出張所 守口市大日東町１－１８（イオンモール大日１階） 10:00-22:00 10:00-21:00 ○
摂津市 33 千里丘支店千里丘駅出張所 摂津市千里丘１－１（JR千里丘駅構内東口１階） 8:00-21:00 8:30-20:00
三島郡 34 島本支店コープ島本出張所 三島郡島本町青葉１－２－１０（コープ島本店前） 8:00-21:00 8:30-20:00 ○

  ※1 スーパー営業開始時刻-21:00　　※2 スーパー営業開始時刻-20:00

店名 店番 住所 電話番号 ATM 音声案内
付ATM 貸金庫 toto

販売
toto
払戻し 両替機平日 土日祝

大阪府 茨木市 本店営業部 051 茨木市西駅前町9－32 072-625-1221 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○

大阪市
十三営業部 001 大阪市淀川区十三本町１－６－４ 06-6301-0031 7:00-21:00 9:00-20:00 ○ ○ ○
十三営業部塚本出張所 028

  

大阪府 大阪市 淡路支店 002 大阪市東淀川区東淡路４－１９－７ 06-6322-9841 7:00-21:00 9:00-20:00 ○ ○ ○
小松支店 024 大阪市東淀川区小松４－１２－３２ 06-6326-0226 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○
豊里大橋支店 065 大阪市東淀川区豊里５－１９－１８ 06-6320-1521 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
三国支店 003 大阪市淀川区三国本町2－12－8 06-6394-1301 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○
三津屋支店 081 大阪市淀川区三津屋北１－１３－１５ 06-6309-0331 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
十三東支店※ 010 大阪市淀川区十三東３－２７－１７ 06-6301-5851 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○
新大阪駅前支店 026 大阪市淀川区西中島６－７－３２ 06-6308-4703 7:00-21:00 9:00-17:00 ○ ○ ○
東淀川支店 056 大阪市淀川区東三国1－19－12 06-6392-4571 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○ ○ ○ ○
歌島橋支店 014 大阪市西淀川区千舟２－６－２７ 06-6471-9741 8:00-21:00 9:00-17:00 ○
野田支店 008 大阪市福島区吉野2－8－6 06-6441-3896 8:00-21:00 9:00-17:00 ○
此花支店 032 06-6462-2001
梅田支店 110 大阪市北区鶴野町４－１９ 06-6371-6651 8:00-21:00 8:30-17:00 ○ ○ ○ ○
赤川町支店 119 大阪市旭区赤川２－２－２６ 06-6921-3571 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
九条支店 006 大阪市西区千代崎２－８－１０ 06-6581-7378 8:00-21:00 9:00-17:00 ○
船場支店※ 122 大阪市中央区本町3-5-7御堂筋本町ビル11階 06-6261-8446 8:30-17:00 休業 ○ ○
城東支店 120 大阪市城東区成育２－１２－１７ 06-6932-1181 8:00-21:00 8:30-17:00 ○ ○ ○
長居支店 009 大阪市住吉区長居４－１－２６ 06-6693-5571 8:00-21:00 9:00-17:00 ○

茨木市 茨木支店 011 茨木市元町７－２ 072-624-2285 8:00-21:00 9:00-17:00 ○ ○ ○
茨木東支店 016 茨木市双葉町２－２８ 072-632-6685 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
総持寺支店 063 茨木市中総持寺町６－２３ 072-633-1351 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○
玉櫛支店 080 茨木市玉櫛２－２７－５ 072-636-5566 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
福井支店 083 茨木市中河原町5－8 072-640-1122 8:00-21:00 8:30-21:00 ○   

高槻市 十三高槻支店 019 高槻市永楽町１－１３ 072-671-8131 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○ ○
高槻支店 053 高槻市北園町１９－２０ 072-685-1141 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○ ○ ○ ○
富田支店 058 高槻市富田町３－２－３０ 072-696-7761 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○
芥川支店 059 高槻市芥川町２－７－１ 072-681-1871 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○
川添支店 064 高槻市川添２－２０－９ 072-694-2525 8:00-21:00 8:30-21:00 ○ ○ ○
深沢支店 067 高槻市深沢町１－２７－１６ 072-673-6030 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
城南支店 069 高槻市城南町２－４－６ 072-673-1821 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
津之江支店 070 高槻市津之江町１－１０－１６ 072-671-6111 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○
清水支店 072 高槻市浦堂２－３４－１２ 072-687-0751 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
阿武山支店 074 高槻市上土室５－２１－２９ 072-695-0251 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○
上牧支店※ 076 高槻市神内２－２８－１３ 072-681-0181 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○

吹田市 江坂駅前支店 023 吹田市豊津町１４－１５ 06-6386-3361 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○ ○
吹田支店 052 吹田市朝日町５－３２ 06-6381-4321 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○
豊津支店 055 吹田市垂水町２－２－３７－１０１ 06-6384-1462 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○
片山支店 057 吹田市片山町３－１６－１９ 06-6387-3441 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○

豊中市 千里中央支店 017 豊中市新千里西町1－1－8
第一火災千里中央ビル1階

06-6872-1021 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○ ○
新千里南支店 114 06-6831-9821
豊中支店 101 豊中市岡町1－1 06-6853-6060 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
本町支店 102 豊中市本町１－9－１0－101 06-6854-1321 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○
庄内支店 103 豊中市庄内東町４－３－１ 06-6333-8661 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○
蛍池支店 104 豊中市蛍池東町１－６－１ 06-6841-3000 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○
服部支店 107 豊中市服部元町１－８－２０ 06-6863-6727 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○
神崎川支店 108 豊中市大島町２－１－８ 06-6333-8481 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○
庄内西支店 111 豊中市庄内幸町2－13－8 06-6334-1211 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
桜井谷支店 113 豊中市春日町４－１－７ 06-6844-1351 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○

箕面市 箕面東支店 109 箕面市今宮３－１－１７ 072-729-2931 8:00-21:00 8:30-17:00 ○ ○ ○ ○
箕面中央支店※ 112 箕面市箕面６－５－１３ 072-722-0335 8:00-21:00 8:30-17:00 ○ ○

池田市 石橋支店 082 池田市石橋１－８－６ 072-761-1421 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○
守口市 十三守口支店 020 守口市梶町４－１６－１３ 06-6904-3851 7:00-21:00 8:00-20:00 ○ ○ ○

守口支店 123 守口市西郷通２－１５－２１ 06-6996-9501 7:00-21:00 8:00-19:00 ○
門真市 門真支店 126 門真市江端町３８－１７ 072-885-1251 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○

古川橋支店 128

店名 店番 住所 電話番号 ATM 音声案内
付ATM 貸金庫 toto

販売
toto
払戻し 両替機平日 土日祝

摂津市 千里丘支店 054 摂津市千里丘1－7－12 06-6388-1441 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○
正雀支店 061 摂津市正雀本町１－33－１2 06-6381-4481 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○
鳥飼支店 073 摂津市鳥飼八防１ー８－７ 072-654-4600 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○

寝屋川市 寝屋川支店 125 寝屋川市黒原旭町１５－１ 072-828-8021 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○
香里支店※ 127 寝屋川市緑町９－１８ 072-834-1171 8:00-21:00 8:30-17:00 ○ ○ ○

三島郡 島本支店 060 三島郡島本町水無瀬２－４－３ 075-961-4101 7:00-21:00 8:00-19:00 ○ ○ ○ ○ ○
兵庫県 尼崎市 尼崎支店 015 兵庫県尼崎市潮江２－２４－１８ 06-6499-4551 7:00-21:00 9:00-17:00 ○ ○ ○

尼崎西支店 034 06-6427-1321
立花支店 021 兵庫県尼崎市立花町１－１４－２６ 06-6427-6556 8:00-21:00 9:00-19:00 ○

伊丹市 伊丹支店※ 030 兵庫県伊丹市伊丹２－５－１２アリオⅡの１階 072-784-7613 8:00-21:00 9:00-17:00 ○

※の6店舗は、11時30分から12時30分の間は窓口業務を休業させていただいております。
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財務情報財務情報
2019年度 事業概況
2019年度 事業方針
2019年度は、『きたしん3ヵ年計画～地域と共に未来へ歩み続け

る金融機関を目指して～』の中間年度として、「地域社会の発展をお客
さまと共に目指すことにより、確固たる地位と安定した経営基盤を定
着させる」ため、店舗特性に応じた独自性の発揮をより深化させ、お客
さまにしっかりと寄り添い、より「絆」を深め、お客さま本位の「課題解決
型金融の徹底」と「コンサルティング機能の発揮」に取り組むとともに、
健全かつ積極果敢な経営を両立させるための店舗施策として5ヶ店の
店舗統合を実施いたしました。
また、地域社会の一員として、国連が提唱する持続可能な開発目標

（SDGs）達成のため、『SDGs宣言』と『SDGs基本方針』を策定し、地
域社会の発展および豊かな地域社会の実現に向け、地域金融機関と
しての使命を果たしてまいりました。

金融経済環境
2019年度のわが国経済を振り返りますと、前半は自然災害の発生

による景気下振れリスクがみられたものの、海外経済の回復や雇用・
所得環境の一層の改善、都市部を中心とした地価の高騰などから緩
やかな回復基調で推移いたしましたが、後半は消費税の引上げに加
え、新型コロナウィルス（COVID-19）の世界的な感染拡大の影響か
らサプライチェーンの混乱による生産活動の萎縮や訪日外国人客の
激減によるインバウンド需要の減少など不確実性が高まり、実体経済
に大きなマイナス影響を及ぼしました。
一方、金融環境をみますと、異次元の低金利政策の長期化などから金

融機関間の貸出金利の競争激化や資金運用利回りの低下を余儀なくさ
れるなど、金融機関を取り巻く収益環境は一段と厳しさを増しました。

業績
　2019年度の決算実績は次のとおりとなりました。

預金積金の状況
　預金残高については、2018年度に増加した吹田市、豊中市の
指定金融機関としての上番による公金が流出したことに伴い、前

年度末比316億70百万円減少の1兆3,405億76百万円となり
ました。
貸出金の状況
　貸出金残高については、堅調な経済環境を背景に運転資金や
設備投資による資金需要が増加し、前年度末比165億61百万円
増加の6,873億83百万円となりました。
損益の状況
　収益面では、下げ止まりつつあるものの貸出金利回りの低下を主
要因として貸出金利息収入が減少し、業務純益は26億49百万円、
経常利益は20億87百万円、当期純利益は17億03百万円という
結果となりました。業務の効率化を目的に推し進めた2019年度の
店舗施策効果は2020年度に寄与するものと思料しております。

事業の展望及び
信用金庫が対応すべき課題
少子・高齢化の進展による人口減少や労働力人口の減少が地域

社会にも顕在化してきているほか、経営者の高齢化や後継者問題な
どから事業所数が減少してきております。また、キャッシュレス化社会
の実現を背景としたデジタライゼーションの急速な進展に伴い、金融
サービスのあり方にも変化が生じ、金融機関にはその対応を求めら
れております。さらに、新型コロナウィルスの感染拡大によって地域経
済が甚大な影響を受けており、特に中小・零細企業の資金繰り支援な
どの対応も求められております。このような構造的かつ喫緊の課題や
金融分野の変化に対して、事業承継やM&Aなどの課題解決に積極
的に取り組むとともに、フィンテック企業との積極的な連携を含め、新
たな顧客向けサービスを模索してまいります。
2020年度は、『きたしん3ヵ年計画』の最終年度となります。地域

金融機関としてお客さまや地域からも『良い金庫』と言っていただけ
る《きたしん》を目指し、今年度も金融仲介機能をより一層発揮して
中小企業の企業価値向上とお客さまの生涯価値向上を図る一助とな
るべく、その使命を果たしてまいります。

あゆみ

有限責任十三信用組合設立

保証責任豊中信用組合設立

豊中信用協同組合に改組（旧　保証責任豊中信用組合）

高槻信用組合設立

大阪文紙信用組合設立

吹田信用組合設立

十三信用金庫に改組（旧　有限責任十三信用組合）

豊中信用金庫に改組（旧　豊中信用協同組合）

大阪文和信用金庫に改組（旧　大阪文紙信用組合）

吹田信用金庫に改組（旧　吹田信用組合）

高槻信用金庫に改組（旧　高槻信用組合）

茨木信用金庫を吸収合併（旧　十三信用金庫）

大阪殖産信用金庫に改称（旧　大阪文和信用金庫）

吹田信用金庫・高槻信用金庫合併、摂津信用金庫発足

豊中信用金庫・大阪殖産信用金庫合併、水都信用金庫発足

摂津信用金庫・水都信用金庫合併、摂津水都信用金庫発足

十三信用金庫・摂津水都信用金庫合併、北おおさか信用金庫発足

店舗統合実施（5店舗を統合）

新本店Ⅰ期工事完工

店舗統合実施（4店舗を統合）

創業90周年

新本店Ⅱ期工事完工

追手門学院大学と包括連携協定を締結

店舗名称変更（江坂駅前支店・小松支店）

店舗統合等実施（1店舗を統合・3店舗を有人出張所化）

高槻市、高槻商工会議所と産業振興連携協力に関する協定の締結

店舗統合実施（3店舗を統合）

大阪労働局と「働き方改革にかかる包括連携協定」を締結

島本町、島本町商工会と産業振興連携協力に関する協定の締結

茨木市が当庫へ「働きやすい職場」の認定書第1号を授与

店舗内店舗実施（尼崎支店・尼崎西支店）

店舗内店舗実施（千里中央支店・新千里南支店）

子店舗における昼休憩時間設定（5店舗）

店舗内店舗実施（門真支店・古川橋支店）

アルプラザ福井支店 移転 名称・営業時間変更（名称 福井支店）

店舗統合等実施（2店舗を統合 1店舗を店舗内店舗）

店舗統合実施（2店舗を統合）

きたしん豊中ビル竣工　豊中支店リニューアルオープン

1階～2階を豊中支店（曽根支店統合）3階～5階に事務集中部が移転

店舗統合実施（2店舗を統合）

一般店舗における昼休憩時間追加設定（2店舗）

店舗内店舗実施（野田支店・此花支店）
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（大正 14年）

（昭和 12年）

（昭和 25年）

（昭和 26年）

（昭和 27年）

（昭和 28年）

 

（昭和 32年）

（昭和 33年）

（昭和 41年）

（平成 6年）

（平成 15年）

（平成 26年）

（平成 27年）

（平成 28年）

（平成 29年）

（平成 30年）
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（令和 2年）
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