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埼玉りそな銀行TODAYで
もっと知りたいことを、
送ってみましょうか。

お客さまの声をぜひ、お聞かせください。
本誌に関するアンケートを実施しています。
お手数ですが、下記URLおよびQRコードより
アンケートの送信をお願いします。

https://www2.resona-gr.co.jp/seminar/saitamaresona/seq190005/index.html
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Saitama News 埼玉県のお知らせ

SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）は、2015年9月に「国連持続可能な開発
サミット」において採択された国際目標です。持続可能な社会の実現に向けて2030年までに達成すべき17の
ゴールと169のターゲットが定められています。

SDGsとは？



皆さまには、日頃より埼玉りそな銀行をご愛顧い

ただきまして、誠にありがとうございます。

埼玉県は、鉄道・道路交通網が充実しており、企業

や人口の流入が進むなど、魅力が高まっております。

また、本年にはラグビーワールドカップの開催、翌年

にはオリンピック・パラリンピックの開催を控えて

おり、今後更なる発展が期待されています。

このような環境下、当社ではお客さまに合わせた

最適なサービスのご提供を通じて、お客さまの利

便性向上に努めております。法人のお客さまには、

ご融資だけに留まらず、グループ50万社のネット

ワークを活用したビジネスマッチングや、人財ソ

リューションのご提案などによる成長支援を通じて、

お客さまの経営課題解決に取り組んでおります。

個人のお客さまには、お客さまの暮らしにしっかり

と寄り添い、ライフステージに応じた解決策をご提

案するトータルライフソリューションのご提供に努

めております。具体的には、住宅取得資金などライフ

イベントに応じたご融資や、人生100年時代を見据

えた中長期での資産形成サポート、グループ信託機能

の活用による相続・承継ニーズへの対応などのサー

ビスを、お客さまに最適な方法でご提供いたします。

加えて、当社ではお客さまのニーズの変化を先

取りした新たな事業領域への取組みも進めており

ます。具体的には、お客さまのキャッシュレス化を

お手伝いするため、“決済”をトータルにサポートする

「りそなキャッシュレス・プラットフォーム」をご提供

させていただいております。また、シンプルな画面と

操作性が特徴の「りそなグループアプリ」は、取扱い

開始後1年余り経過しましたが、たくさんのお客さまに

ご利用いただき、ご好評の声をいただいております。

今後もお客さまのニーズに応じて、当社のサービス

を「いつでも」「どこでも」便利にご利用いただける

よう努めてまいります。

令和という新たな時代の節目を迎えるなか、当社

では次世代金融サービスモデルの構築を進捗させ

るとともに、“道徳銀行”の精神を徹底することで、

開業以来の目指す姿「埼玉県の皆さまに信頼され、

地元埼玉とともに発展する銀行」の実現に向けて取り

組んでまいります。そして地域・お客さまに寄り添い、

その期待に沿う「真に選ばれる銀行」を目指し、役職員

一丸となって挑戦してまいります。今後ともより

一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し

上げます。

2019年7月

社長 池田 一義

「埼玉県の皆さまに信頼され、地　元埼玉とともに発展する銀行」を目指し、
「守るべきを守り」「変えるべきを　変え」、社員全員で質の高い地域金融機関No.1へ

澁澤栄一氏筆の扁額「道徳銀行」

ごあ いさつ

扁額「道徳銀行」

この扁額は、当社の前身にあたる黒須銀行の顧問を務めて
いた澁澤栄一氏から当時同銀行の常務であった繁田武平氏
に対して銀行創立15周年の記念に贈られたものです。武平
氏は同銀行創立者繁田満義氏の次男で、満義氏と澁澤栄一
氏の間に親交があったことから、扁額の贈呈に至りました。
扁額に書かれている「道徳銀行」とは、企業は利益の追求ば
かりではなく、富の社会還元をすべきである、という道徳経
済合一説に基づき同銀行が経営に努めていたことから、同銀
行の別称となっていたものです。

TOP MESSAGE トップメッセージ
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りそなグループの構成図（2019年4月1日時点）

名 称（英文名）
　
本 店 所 在 地
　
代 表 者
従 業 員 数
資 本 金
株主（持株比率）
設 立 日
　
有 人 店 舗 数
店 舗 外 A T M

株式会社 埼玉りそな銀行
（Saitama Resona Bank,Limited）
埼玉県さいたま市
浦和区常盤七丁目4番1号
社長 池田 一義
3,150人
700億円
株式会社りそなホールディングス（100％）
2002年8月27日

（営業開始日2003年3月3日）
133店（うち埼玉県内128店）
312ヶ所

https://www.saitamaresona.co.jp
埼玉りそな 検 索

会社概要（2019年3月末時点）

「これまでも」、そして「これからも」埼玉県の皆さまに信頼され、
地元埼玉とともに発展する銀行を目指し、変革に挑戦してまいります。

埼玉リそな銀行では、店舗、パソコンやスマートフォン、電話などすべての接点の垣根を越えて、
時間や場所を問わず、いつでもどこでも最適な商品やサービスをお届けする
オムニ・チャネル戦略の実現に向けて取り組んでいます。

オムニ・チャネル戦略を推進。
より多くのお客さまに「いつでも」「どこでも」
最適なソリューションをご提供してまいります。

セブンデイズプラザは個人のお客さまのご相談を承る拠点です。
資産運用や保険、住宅ローンなど、さまざまなお悩みに、平日
だけでなく土日祝日も対応いたします。事前予約制となっており、
じっくり、ゆっくりご相談いただくことができます。

いつでも役立つ暮らしの
コンサルティング拠点「セブンデイズプラザ」

加盟店
プリカ

加盟店
クレジットカード 多様な決済

手段に対応

入金サイクルの
短縮

低水準の
手数料率

決済端末は
1台

決済端末の
無償提供

加盟店発行
クーポン

ポイント
カード

会員証

キャッシュ
カード

POINT CARD

個人のお客さま 加盟店さま

提携ウォレットアプリの導入 決済端末の導入

スマホで
便利に
お得に！

詳しくはこちら

流通業やサービス業の法人のお客さま、
その利用者である個人のお客さまを対象と
した“決済”をトータルにサポートする「りそな
キャッシュレス・プラットフォーム」の機能
提供を決済端末無償で行っております。（※）

「りそなキャッシュレス・
 プラットフォーム」開始

当社では、従業員一人ひとりが持てる力を最大限発揮して活躍できる
ようダイバーシティマネジメントを推進しています。具体的には、女性
の管理職への登用を積極的に行っており、女性管理職比率が30%を
超えました。このような取組みが評価され、2018年12月には「女性が
輝く先進企業2018」として内閣総理大臣表彰を受賞いたしました。

ダイバーシティ推進の取組み

いつでも　 ～「時間」の常識への挑戦～

どこでも　 ～「空間」の常識への挑戦～

※所定の審査がございます。

「女性が輝く先進企業2018」内閣総理大臣表彰を受賞

関西アーバン銀行・近畿大阪銀行4月1日合併

（100%）

（51%）

（100%）（100%）

東証一部上場

東証一部上場

※（　）内は持株比率

事前予約制 土・日・祝日も営業

資産運用 保　険 住宅ローン

照会も取引も
簡単・便利に

必要な機能を選んで
画面に表示

お客さまにぴったりの
アドバイス

「いつでも」「どこでも」“スマホがあなたの
銀行に”をコンセプトに、銀行取引における
新しい価値を創造してまいります。

「りそなグループアプリ」
2018年度グッドデザイン賞受賞

スマートフォン向けアプリケーション

詳しくはこちら

詳しくはこちら

COMPANY PROFILE & TOPICS 会社概要&トピックス
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県内に18拠点ある住宅ローンご相談プラザでは、豊富な住宅ローン関連商品のご提供を通じて、
お客さまが住みやすい住宅を購入するためのお手伝いをさせていただきます。
県内に18拠点ある住宅ローンご相談プラザでは、豊富な住宅ローン関連商品のご提供を通じて、
お客さまが住みやすい住宅を購入するためのお手伝いをさせていただきます。

埼玉県の住環境整備に挑戦！
Webで事前審査をお申込みいただいたお客さま限定の専用ページ。
事前審査の結果を専用ページでお知らせしますので、郵送を待つこと
なくスピーディに審査結果の確認が可能です。

Webで事前審査をお申込みいただいたお客さま限定の専用ページ。
事前審査の結果を専用ページでお知らせしますので、郵送を待つこと
なくスピーディに審査結果の確認が可能です。

りそな住宅ローンナビ

電子契約

忙しくて店舗に行く時間がない方でも安心!
「りそな電子契約サービス」なら、Web上でお気軽にご契約いただけます。

※フラット35など、住宅ローンの商品種類によってご利用いただけない場合がございます。
※お申込みからご契約までの期間が短い場合など、ご利用いただけない場合がございます。

りそな住宅ローンナビご利用までの流れ

窓口は17時まで！土日祝日もOK！
住宅ローンご相談プラザ

埼玉中央地域
❶ 大宮西住宅ローンご相談プラザ
❷ セブンデイズプラザ おおみや(大宮住宅ローンご相談プラザ)
❸ 南浦和住宅ローンご相談プラザ
❹ セブンデイズプラザ かわぐち(川口住宅ローンご相談プラザ)

埼玉西地域
 坂戸住宅ローンご相談プラザ
 セブンデイズプラザ ほんかわごえ（川越住宅ローンご相談プラザ）
 入間住宅ローンご相談プラザ
 ふじみ野住宅ローンご相談プラザ
 新座住宅ローンご相談プラザ
 所沢住宅ローンご相談プラザ

埼玉東地域
❺ 久喜住宅ローンご相談プラザ
❻ 春日部西口住宅ローンご相談プラザ
❼ セブンデイズプラザ みなみこしがや（南越谷住宅ローンご相談プラザ）
❽ 松原住宅ローンご相談プラザ
❾ 八潮住宅ローンご相談プラザ

埼玉県央・北地域
 本庄住宅ローンご相談プラザ
 セブンデイズプラザ くまがや（熊谷住宅ローンご相談プラザ）
 上尾西口住宅ローンご相談プラザ

● 平日のみ

● 平日・土・日・祝日営業

● 平日・土・日曜営業

● 平日・土曜営業

（営業時間はHPをご確認ください）

新規お借入れ
までの流れ

事前審査の
お申込み

STEP 1

Webで事前審査申込

まずはお気軽に
事前審査申込!

1S T E P りそな住宅ローンナビ登録

届いたメールから簡単登録

2S T E P

事前審査結果回答通知

ご登録いただいた
メールアドレスに通知が来ます!

3S T E P ログインしてチェック！

審査結果をご確認いただけます。

4S T E P

※正式審査申込以降は、店頭窓口、
　または郵送でのお手続きとなります。

※原則お申込みの翌営業日に
　メールが届きます。

正式審査の
お申込み

STEP 2

ご郵送またはご来店にて、
正式審査のお申込みが
可能です。

ご契約手続き

STEP 3

お借入内容を再度確認
させていただき、ご契約
手続きを行います。

お借入れ

STEP 4

お借入日時点の金利が
適用されます。

住宅ローンご相談プラザは、県内各地に18拠点を構えており、さまざまなお客さまのご
相談を承れるよう、地域の特性に応じて平日だけでなく、土日祝日も営業しております。
埼玉県は人口だけでなく、世帯数も増加基調にあります。お客さまが希望される住宅で
快適な生活をおくることができるように、延いては、埼玉県の住みや
すい街づくりに貢献できるように、住宅ローンご相談プラザの社員
一同一丸となって挑戦してまいります。

住宅ローンご相談プラザは、県内各地に18拠点を構えており、さまざまなお客さまのご
相談を承れるよう、地域の特性に応じて平日だけでなく、土日祝日も営業しております。
埼玉県は人口だけでなく、世帯数も増加基調にあります。お客さまが希望される住宅で
快適な生活をおくることができるように、延いては、埼玉県の住みや
すい街づくりに貢献できるように、住宅ローンご相談プラザの社員
一同一丸となって挑戦してまいります。

埼玉県の住みやすい街づくりに挑戦

私たちは、埼玉県の皆さまが住みやすい住宅で、
安心して心地よい生活を送るためのお手伝いをさせていただきます。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

カンタン! 安全!お得!
面倒なご契約手続きを
ご自宅でお気軽に

電子署名による
高いセキュリティ

収入印紙不要※

※別途、当社が電子契約サービス利用料として
　5,000円（消費税など別）を申し受けます。

（ご参考）従来ご契約書で必要だった印紙税額
お借入金額

1,000万円超 ～ 5,000万円以下
5,000万円超～10,000万円以下

印紙税額
20,000円
60,000円

不
要

ご契約を、ご自宅でいつでもカンタンに!メリット

Web 店舗or

住宅ローン支店長

今井 一治

FEATURE 特　集
※特集として掲載した取組みに該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。

5 6



ライフステージに応じたお客さまのニーズ に
豊富なラインナップの商品・サービスでお 応えします。個人

新社会人
社会人デビュー
・りそなデビットカード(VISA)
・クレジットカード
・カードローン
・医療、がん保険

ご結婚
二人の生活設計を考えたい
・定期預金、投資信託(NISA)
・積立預金、積立投資信託
・保険の見直し

お子さまの誕生
こどもの将来のために
・教育ローン
・きょういく信託
・保険の見直し

住宅購入
マイホーム購入を検討したい
・住宅ロ一ン
・リフォームロ一ン
・保険の見直し

セカンドライフ
二人の老後を考えたい
・投資信託、公共債、外貨預金
・保険の見直し
・ゆとりのセカンドライフローン

つなぎたい想いを
ご家族のために
・マイトラスト
・ハートトラスト
・遺言信託

つみたてNISA
つみたてNISAは積み立て運用に限定した少額投資非課税制度です。
日本にお住まいの方で、つみたてNISA口座を開設する年の1月1日時点で
20歳以上の方であればどなたでもつみたてNISA制度を利用できます。

つみたてNISAは積み立て運用に限定した少額投資非課税制度です。
日本にお住まいの方で、つみたてNISA口座を開設する年の1月1日時点で
20歳以上の方であればどなたでもつみたてNISA制度を利用できます。

マイトラスト 未来安心図
お客さまご自身の資産管理やご家族への資産承継などのため、
お預かりした資金をりそな銀行が管理し、お客さまのため、遺される方のために、
設定した条件で、資金を交付するサービスです。

お客さまご自身の資産管理やご家族への資産承継などのため、
お預かりした資金をりそな銀行が管理し、お客さまのため、遺される方のために、
設定した条件で、資金を交付するサービスです。

遺言信託
公正証書遺言の作成サポートから保管・執行までを行うサービスです。
お客さまの大切な財産・想いを次の世代に遺し、伝えるための遺言を、
お手伝いいたします。

公正証書遺言の作成サポートから保管・執行までを行うサービスです。
お客さまの大切な財産・想いを次の世代に遺し、伝えるための遺言を、
お手伝いいたします。

プレミアサロンうらわ※1は、おかげさまで2019年3月をもって1周年
を迎えることができました。今後も、相続・事業承継などのお客さま
のご相談について専任のコンサルタントが質の高い最適なソリュー
ションをご提供してまいります。

信託商品資産形成サポート商品

詳しくはこちら

平日11:00～21:00、土・日曜日、祝日11:00～19:00※2
048ｰ886ｰ8011
埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目16番12号　　　　
アトレ浦和West Area 4階

営 業 時 間
T E L
所 在 地

※1　各種預金業務およびATMのお取扱いはございません。
※2　年末年始、アトレ浦和の休業日は除きます。

1周年

詳しくはこちら

詳しくはこちら

商品特性

対象となる
お客さま

引き出し方法を限定

子どもがいないので、配偶者にすべての財産を遺したい方

再婚された方

法定相続人以外の方への財産分与をお考えの方

1
2
3

振り込め詐欺に
備えたい方へ

定期的に一定額の
お受取り可

年金のような形で
生活費を備えたい方へ

代理人が
引き出しできる

ご本人が入院された場合の
支払いに備えたい方へ

相続発生時に
すぐにお受取り可

万が一に
備えたい方へ

このような
お客さまに

このような
お客さまに

詳しくはこちら

りそなファンドラップ
お客さまごとに異なる投資の目的や方針を確認し、投資一任契約に基づき、
資産配分や投資先ファンドの選定、運用状況の報告など資産運用に関わる
サービスを総合的にご提供する商品です。

お客さまごとに異なる投資の目的や方針を確認し、投資一任契約に基づき、
資産配分や投資先ファンドの選定、運用状況の報告など資産運用に関わる
サービスを総合的にご提供する商品です。

詳しくはこちら

お客さまのご要望を伺い、最適な資産配分を行います。

お客さまに代わって定期的な資産配分比率の見直しなどを行います。

お客さまごとに定期的な運用報告を行います。

1
2
3

3つの魅力

購入方法

積立のみ

非課税投資枠

40万円/年

非課税の期間

最長20年間

対象商品

国が定めた基準を満たす
投資信託

プレミアサロンうらわ
おかげさまで開設

※各取組みに該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。For Individual Customers 個人のお客さまへ
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法人

●遺産分割協議を経ずして速やかに後継者へ自社株を移転できますので、突然相続が
発生しても、経営の空白期間が生じません。
●後継者以外の相続人へ自社株が分散することを防止できます。
●企業オーナーご存命中は経営権、自社株の財産権とも企業オーナーが確保します。

お客さまが発行する私募債の発行手数料の一部を使用して、SDGsに取
り組む団体に寄付したり、教育に資する物品を学校などへ寄贈すること
で、SDGｓの実現を後押ししたいというお客さまのニーズにお応えします。

ビジネスプラ　ザさいたま
りそなグループの全国ネットワー クを活用して経営課題の解決を
お手伝いします。ビジネスプラザ とうきょう・おおさかと連携し、
さまざまなニーズにお応えしてま いります。

自社株承継信託
資金調達 経営課題解決支援 信託商品

遺言代用型

「新しい取引先や受注先を探したい」 「仕入れ先を見直してコストを削減し
たい」などの経営課題を解決するため に、りそなグループの全国ネットワーク
を活用し、ニーズに合うビジネスパー トナーをご紹介いたします。

「新しい取引先や受注先を探したい」 「仕入れ先を見直してコストを削減し
たい」などの経営課題を解決するため に、りそなグループの全国ネットワーク
を活用し、ニーズに合うビジネスパー トナーをご紹介いたします。

信託　機能
グルー　プネットワークを
活かし　た信託機能のご提供

・企業年金
・自社株承　継信託
・遺言信託　など

資金調達
各種ご融資、
社債発行などの資金調達
・各種私募債

海外進出支援
アジア・米国における
海外展開支援ネットワーク
・現地情報のご提供
・支援機関との連携

課題解決支援
お客さまの経営課題解決に
向けて情報を発信
・ビジネスマッチング
・セミナー/商談会の開催

・産学連携
・人財開発支援など

決済手段
さまざまなチャネルを
活かした決済手段のご提供
・りそなビジネスダイレクト
・りそな外為Webサービス
・りそなキャッシュレス・プラットフォーム

・りそなネット
・りそなPayResort

SDGs関連私募債

企業オーナーに相続が発生した場合に
速やかに後継者へ自社株を移転することができます。

●信託期間中はご自身で自社株を保有しているときと同様に、議決権行使を指図で
きます。
●後継者が保有する財産権（信託受益権）は企業オーナーからの生前贈与扱いとなる
ため、自社株の承継にかかる金銭的なコスト（贈与税の支払いなど）を確定させる
ことができます。

議決権留保型
企業オーナーが経営権を確保したまま、

自社株の財産権を後継者へ贈与することができます。

株価の低いうちに、自社株を後継者に贈与したいが、
現時点で後継者に経営を任せるのは時期尚早とお考えの方へ

1周年
ビジネスプラザさいたま
おかげさまで開設

詳しくはこちら

詳しくはこちら

ビジネスプラザさいたまは、おかげさまで2019年4月をもって1周年
を迎えることができました。今後も「産・学・官・金」の連携を通じて、
ビジネスマッチングや人財ソリューションなどのサービスをご提供し、
地域経済の活性化に貢献してまいります。

平日9:00～17:00(土・日曜日、祝日休業)
048ｰ851ｰ3232
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16　　　
マルキユービル　 さいたま新都心支店3階

営 業 時 間
T E L
所 在 地

■ 現在の取扱い商品（2019年6月末時点）

ビジネスマッチング

お客さまの規模や業種に関わらず、さまざ まなテーマで経営のお役に立つセミナー
を開催し、課題解決にご活用いただいてお ります。また商談会の開催により、お客さま
同士の販路拡大や技術交流など、新たなビ ジネスチャンス創出をサポートいたします。

お客さまの規模や業種に関わらず、さまざ まなテーマで経営のお役に立つセミナー
を開催し、課題解決にご活用いただいてお ります。また商談会の開催により、お客さま
同士の販路拡大や技術交流など、新たなビ ジネスチャンス創出をサポートいたします。

セミナー・商談会の開催

新製品開発や技術開発など、付加価 値向上に取り組むお客さまの課題解
決として、当社と提携する大学や研究 機関とのマッチングを行い、実用化・
製品化へ結び付けるサポートを行っ ております。

新製品開発や技術開発など、付加価 値向上に取り組むお客さまの課題解
決として、当社と提携する大学や研究 機関とのマッチングを行い、実用化・
製品化へ結び付けるサポートを行っ ております。

産学連携

■ 主なソリューション機能

ＳＤＧｓ推進私募債

埼玉りそなＣＳＲ私募債
～埼大ＳＤＧｓ応援ファンド～　　

埼玉りそな寄贈品付ＣＳＲ私募債

商 品 名 ＱＲコード

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

りそなグループのさまざまな機能を活かし、
お取引先企業の皆さまを積極的にサポート します。

理研SDGs応援ファンド(※)

寄附金贈呈式
(2019年4月開催)
※取扱い期間（2018年7月～2019年3月）

For Corporate Customers 法人のお客さまへ
※各取組みに該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。
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埼玉県内各地の情報共有をより一層徹底し、
地元埼玉で更なるシナジー効果が
発揮されるように「地域営業統括」として
取り組んでまいります。 

埼玉県内各地の情報共有をより一層徹底し、
地元埼玉で更なるシナジー効果が
発揮されるように「地域営業統括」として
取り組んでまいります。 

地域に密着した
埼玉りそな銀行のネットワーク

埼玉県央・北地域

埼玉東地域

埼玉西地域埼玉西地域

池袋（出）

東京

川口南平
川口

西川口

東川口

鳩ヶ谷 松原

南越谷

越谷

吉川

草加
八潮

三郷
みさと
団地（出）

蕨東

和光
朝霞

新座

みずほ台
志木鶴瀬

上福岡・大井

ふじみ野

所沢東口
所沢

新所沢

小手指

武蔵藤沢

入間

狭山
日高

飯能

越生毛呂山

新狭山

霞ヶ関

鶴ヶ島

坂戸

東松山

川越

上尾西口
上尾桶川西口（出）

桶川

北本

鴻巣

吹上

騎西

加須

行田

熊谷駅前

熊谷
籠原

深谷

妻沼

羽生

栗橋

幸手

杉戸

宮代

春日部

春日部西口
庄和

武里
松伏（出）

せんげん台

北越谷

嵐山（出）
小川

寄居

皆野

小鹿野
秩父

児玉

本庄

岡部

菖蒲 久喜

鷲宮

伊奈
蓮田

白岡

本川越

川越南
新河岸（出）

蕨

戸田

太田
高崎 おおた

ビジネスオフィス

セブンデイズプラザ
ほんかわごえ

セブンデイズプラザ
かわぐち セブンデイズプラザ

いけぶくろ

セブンデイズ
プラザ 
みなみこしがや

セブンデイズプラザ 
くまがや

越谷レイクタウン（出）

埼玉中央地域

埼玉県央・北地域

埼玉東地域

たかさき
ビジネス
オフィス

住宅ローンご相談プラザ 
近接・併設店18拠点

新幹線

特定店

中央地域 支店
東地域 支店
西地域 支店
県央・北地域 支店

プレミアサロン
ビジネスオフィス

主な高速道路

JR
その他の鉄道

凡例

浦和東口

セブンデイズプラザ 
おおみや

東大宮

大宮大宮西指扇

与野

東浦和

土呂（出）

東岩槻

岩槻

七里

宮原

日進

浦和美園（出）
さいたま新都心
　ビジネスプラザさいたま

さいたま市内の店舗

北浦和

浦和中央
南浦和

武蔵浦和

北浦和西口
さいたま営業部

県庁
プレミアサロンうらわ

地域営業統括

直江 大

国内ネットワーク（2019年3月末現在）

りそなグループ有人店舗数  合計837店

埼玉りそな銀行 店舗のご案内 検索各店舗の詳細は当社HPをご覧ください。　 https://www.saitamaresona.co.jp/kojin/tenpo_atm/

インドネシア

マレーシア

シンガポール

カンボジア

ミャンマー

ラオス

インド

中国

香港

上海

台湾

韓国

フィリピン

ベトナム

タイ

中国銀行  中国建設銀行  
中国工商銀行  交通銀行

リサール商業銀行
バンコック銀行

ミャンマー・アペックス銀行

パブリック銀行

サコム銀行

ベトナム投資開発銀行 兆豊国際商業銀行

KEBハナ銀行

ユナイテッド・オーバーシーズ銀行

りそなプルダニア銀行

アクシス銀行
イエス銀行

インドステイト銀行

バンコック駐在員事務所

りそなマーチャントバンクアジア

りそな・インドネシア・ファイナンス

ホーチミン駐在員事務所

香港駐在員事務所

上海駐在員事務所

みなと銀行上海駐在員事務所

東亜銀行

※りそな社員はマレーシアに駐在

※りそなグループ社員はタイに駐在

バンク・オブ・ザ・ウエストの営業地域はカリ
フォルニアから中西部の19州となります。

● 海外駐在員事務所 ● 提携銀行など
りそなグループの社員が駐在● りそなマーチャントバンクアジア

りそなプルダニア銀行（現地合弁銀行）
りそな・インドネシア・ファイナンス

アメリカ

バンク・オブ・ザ・ウェスト

海外ネットワーク

  北海道・
東北

3
北関東・
甲信越

8
中部・
東海

8
関西圏

519 1
九州

5

首都圏

293 有人店舗数
埼玉りそな銀行

うち
埼玉県内

133店

128店

中国・
四国

ネットワークNETWORK
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埼玉県さいたま市都市計画事業北袋一丁目土地区画
整理事業施工地区7街区１画地にて「新都心から日本の
幸せを変えよう。」をコンセプトとして「ＳＨＩＮＴＯ ＣＩＴＹ

（シントシティ）」の開発が進んでいます。駅徒歩5分圏内
かつ総戸数1,000戸以上のマンション供給は、県内では
25年ぶりであり、総計画戸数約1,400戸の大規模物件
となっています。埼玉県内の住環境整備に資する開発で
あることから、当社も積極的にサポートしてまいります。

りそなグループは前回に引続き、「第4回さいたま国際マラ
ソン」に特別協賛いたしました。地元埼玉で開催される全国
有数の国際マラソン大会である本大会を盛り上げるため、
1,000名を超える従業員がボランティアや出走者として参
加しました。これからもスポーツ・文化振興や地域社会の
活性化に向けて積極的に取り組んでまいります。

主要な駅周辺の開発が活発に行われており、
交通網の充実した地域です。
地域の更なる発展と、お客さまの想い描いた夢の実現を
お手伝いできるような金融サービスを
ご提供してまいります。

主要な駅周辺の開発が活発に行われており、
交通網の充実した地域です。
地域の更なる発展と、お客さまの想い描いた夢の実現を
お手伝いできるような金融サービスを
ご提供してまいります。

地域営業本部長

小林 義信
地域営業本部長

内田 政美

お客さまと未来の話を！
川口支店の営業エリアである川口市は鋳物や植木に関する産業が栄え、
人口が埼玉県内で2番目に多い中核市です。私は、法人や法人代表者の
お客さまを担当しています。お客さまと未来について語り合う中で潜在
的なニーズを汲み取り、誰よりも早く最適なご提案を行うことを心掛け
て活動をしています。川口支店は多くの方々のご支援により今年100周
年を迎えることができました。営業活動を通して、お客さまのお役に立つ
ことでご恩をお返ししていくとともに、地域の
発展に貢献できるよう挑戦してまいります。

SHINTO CITY

私のモットー

川口支店
渉外課　 黒木 亮

くろ き  りょう

さいたま国際マラソン

想い描いた
夢の実現のお手伝い

ライフステージの
あらゆる場面でお役に立ちたい
河川や葛西用水などの用水路が街にとけこみ、
人と自然が調和している地域です。
お客さまのライフステージのあらゆる場面で
お手伝いができるよう、お客さまのニーズに応じた
さまざまな金融サービスをご提供してまいります。

河川や葛西用水などの用水路が街にとけこみ、
人と自然が調和している地域です。
お客さまのライフステージのあらゆる場面で
お手伝いができるよう、お客さまのニーズに応じた
さまざまな金融サービスをご提供してまいります。

埼玉県は松伏町とともに、地元企業の拡張ニーズなど
に対応し、雇用創出や地域経済の活性化を図るため、
2018年度より松伏・田島地区において、新たな産業
団地整備事業を開始し、開発を進めています。当社は
地元金融機関として、開発進展に向けたソリューション
の提供を進めてまいります。

松伏・田島地区産業団地 

常に感謝の気持ちを忘れない。
幸手支店のある幸手市は、江戸時代から日光御成街道と日光街道の合流点
に位置する宿場町として発展し、全国有数の桜の名所である「権現堂堤」があ
る地域です。私は、同市のお客さまを中心に担当し、資産形成のお手伝いをさ
せていただいております。人生100年時代と言われる昨今、お客さまの話を
お聴きすると、将来について想いを巡らす機会が増えてきていると感じます。
お取引いただいているお客さまに対して常に感謝の気持ちを忘れず、お客さ
まが安心して将来設計ができるよう、
日々営業活動に挑戦してまいります。

私のモットー

幸手支店
渉外課  担当マネージャー 小林 瞳

こ ば や し ひとみ

写真未着写真未着

Ⓒ第4回さいたま国際マラソン

AREA
VOICE

AREA
VOICE

AREA PICK UP 埼玉中央地域 埼玉東地域
※各取組みに該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。
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2019年1月20日、埼玉西地域に所属する有志社員
15名は、第1回鶴ヶ島市民綱引き大会に参加しまし
た。大会に選手として出場するとともに、会場で応援
団を結成し、参加選手一人ひとりに大きな声援を送る
ことで、大会を大いに盛り上げました。

自然豊かで商工業が盛んな地域です。
地域のお客さまのさまざまな課題解決のため、
スピード感あふれる行動を通じて、
質の高い最良の金融サービスを提供してまいります。

自然豊かで商工業が盛んな地域です。
地域のお客さまのさまざまな課題解決のため、
スピード感あふれる行動を通じて、
質の高い最良の金融サービスを提供してまいります。 地域営業本部長

山嵜 浩一
地域営業本部長

広瀬 克之

情けは人の為ならず
鶴ヶ島支店は、関越自動車道と圏央道の2箇所のインターチェン
ジや池袋まで40分で通うことができる鶴ヶ島駅があることで、
交通利便性に優れている鶴ヶ島市を中心に営業活動を行って
おります。私は部下社員に対して、感謝の気持ちをもってお客さま
のご対応をするとともに、業務の専門性を高める努力をするよう
に伝えています。お客さまに満足を超える感動をお届けするため
には、感謝の気持ちをもってお客さまのニーズを傾聴し、専門性
を活かした迅速で最適なソリューションの提案が必要だと考えて
いるからです。今後もお客さまから信頼され、さまざまなお悩みの
ご相談を承れるような社員の育成に努め、お客さまお一人おひと
りの課題解決を通して、地域経
済の発展に挑戦してまいります。

私のモットー

鶴ヶ島支店
支店長

※2019年7月より久喜支店長

中村 和也

第1回鶴ヶ島市民
綱引き大会への参加

ムーミンバレーパークが
オープン！

2019年3月、熊谷市内に店舗を構える熊谷、熊谷駅前、
妻沼、籠原支店の若手社員9名が中心となって制作した
熊谷市地域情報誌「TRYクマショット」を発行しました。
熊谷市内外の方々に同市の魅力をお伝えすることを
目的に、約半年かけてさまざまな場所を取材し、完成
した冊子です。3月27日には熊谷市役所で贈呈式を催
しました。

熊谷市地域情報誌
「TRYクマショット」の発行

2018年4月3日に深谷市が出資する「ふかやeパワー株式会社
(通称：ふっかちゃんでんき)」が、2018年4月4日には秩父市が
出資する地域新電力会社「秩父新電力株式会社」が設立され、
1周年を迎えました。両社は再生可能エネルギーを用いて、エネ
ルギーの地産地消を目指して活動しており、環境に配慮したまち
づくりの実現に向けて官民連携した取り組みとなっています。

地域新電力会社の設立1周年

スピード感あふれる
行動を通じた質の高い
最良の金融サービスをご提供

輝く笑顔を創る
お手伝い
農業・商業・工業それぞれが
バランスよく広がっている地域です。
地域の親しみのあるパートナーとして、
お客さまの輝く笑顔を創る
お手伝いをしてまいります。

農業・商業・工業それぞれが
バランスよく広がっている地域です。
地域の親しみのあるパートナーとして、
お客さまの輝く笑顔を創る
お手伝いをしてまいります。

2019年3月、埼玉県飯能市の宮沢湖を中心としたエリアで
営業する複合施設metsä(メッツァ)内にムーミンバレー
パークがオープンしました。 ムーミンの世界観を追体験できる
日本初のテーマパークで、水浴び小屋や灯台など、ムーミン
の世界を再現したオブジェやモチーフなどが随所に設置され
ています。

お客さまに寄り添う
鴻巣支店のある鴻巣市は、400年近く続くひな人形
の産地です。埼玉県警察運転免許センターがあり、多
くの埼玉県民の皆さまが訪れる地域です。私は、営業
課のチームリーダーとして、お客さまが居心地よく、
お悩みや課題を解決してご満足いただける支店に
できるよう、日々環境を改善する取り組みに挑戦を
しています。数ある金融機関の中から埼玉りそな銀
行を選んでいただき、末永くお付き合いいただける
よう、チーム一丸となってお客さまに寄り添ったご提
案ができる支店づくりに
取り組んでまいります。

私のモットー

鴻巣支店
営業課 佐久間 舞

な か む ら さ く ま ま いか ず や

秩父新電力 ふかやeパワー
© Moomin Characters™

AREA
VOICE

AREA
VOICE

AREA PICK UP 埼玉西地域 埼玉県央・北地域
※各取組みに該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。

15 16



ご預金・ご融資の県内シェアはともに40%超という圧倒的水準を確保!
個人のお客さまからのご預金残高は10兆円を突破！

県内トップの地域金融機関として、
安定的な収益力と高い健全性を維持！

ご預金の状況
2019年3月末のご預金残高は？

県内シェアは？

＊譲渡性預金含む

（埼玉県全体のご預金残高総額31兆2,005億円）

そのうち個人の
お客さまは 74.0%

(個人預金残高10兆2,223億円)

そのうち個人や
中小企業のお客さまは86.2%
(個人や中小企業のお客さま向けご融資残高6兆3,092億円)

収益について

安定した収益を維持

ご融資の状況

県内シェアは？

＊13兆8,093億円
2019年3月末のご融資残高は？

7兆3,158億円

13兆7,209億円
（埼玉県全体のご融資残高総額16兆481億円）
7兆1,653億円

埼玉りそな銀行

他金融機関

埼玉りそな銀行

他金融機関

（国内銀行 銀行勘定ベース）

県内預金シェア

（国内銀行 銀行勘定ベース）

県内貸出金シェア

健全性について

1.33%

2018年度の業務粗利益は？

220億円
2018年度の当期純利益は？

1,135億円1,135億円

十分な水準を確保

2019年3月末の自己資本比率は？ 2019年3月末の不良債権比率は？

12.33%
低位安定

詳しくは、りそなグループのホームページ
「財務情報・IRライブラリー」をご覧ください。

URL: https://www.resona-gr.co.jp/holdings/investors/ir/index.html

43.9% 44.6%

埼玉りそな銀行では、「りそなフィデューシャリー・デューティー基本方針」のもと、金融商品の販売などの金融
サービスにおいてアクションプランを定め、コンサルティングの高度化や、分かりやすい情報提供など、お客
さまの信頼に応えるための具体的取組みを実践し、その取組み状況を公表しております。
また、2018年6月に金融庁より公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ」に関し、埼玉
りそな銀行の2019年3月末基準の状況は以下のとおりとなっております。

埼玉りそな銀行では、「りそなフィデューシャリー・デューティー基本方針」のもと、金融商品の販売などの金融
サービスにおいてアクションプランを定め、コンサルティングの高度化や、分かりやすい情報提供など、お客
さまの信頼に応えるための具体的取組みを実践し、その取組み状況を公表しております。
また、2018年6月に金融庁より公表された「投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ」に関し、埼玉
りそな銀行の2019年3月末基準の状況は以下のとおりとなっております。

お客さま本位の業務運営への取組み

運用損益別顧客比率

運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は、投資信託で75%、ファンドラップで88%となりました。

残高上位20銘柄の平均コストは2.0%、平均リスク12.0%に対し、平均リターンは6.2%となりました。

1

投資信託預かり残高
上位20銘柄のコスト・リターン2 3

－50%未満 －50%以上
－30%未満

－30%以上
－10%未満

－10%以上
0%未満

－10%以上
0%未満

0%以上
＋10%未満

0%以上
＋10%未満

＋10%以上
＋30%未満

＋30%以上
＋50%未満

＋50%以上

投資信託預かり残高
上位20銘柄のリスク・リターン

詳細につきましては、ホームページをご確認ください。
https://www.resona-gr.co.jp/holdings/about/strategy/fiduciary
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■2018年3月末 比率
■2019年3月末 比率

※投資信託は、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、確定拠出型年金などで買い付けた投信を除く
※上記数値などはあくまでも過去の実績であり、将来の運用損益をお約束するものではありません

※対象銘柄はDC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信、私募投信、外貨建て投信は除き、単位型を含む
※リターン・リスクは年率換算、コストは販売手数料率の1/5と信託報酬率の合計
※上記数値などはあくまでも過去の実績であり、将来のリターン、コスト、リスクをお約束するものではありません

投資信託 ファンドラップ

1%1%1%1%
6%6%9%9%

18%18%

27%27% 28%28%

18%18%
24%24%23%23%

13%13%13%13% 10%10%9%9%
12%12%

33%33%

88%88%

67%67%

20%

15%

10%

5%

0%

－5% 0%0% 1%1% 2%2% 3%3%

低 高コスト

低

高

リ
タ
ー
ン

加重平均加重平均

20%

15%

10%

5%

0%

－5% 0%0% 10%10% 20%20% 30%30%

低 高リスク

低

高

リ
タ
ー
ン

加重平均加重平均

DISCLOSURE 情報ディスクローズ
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