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昭和44年（1969年）の竣工以来、皆さまにご愛顧
いただいておりました本店ビルをこの度建替え
することとなりました。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解を賜り
ますようお願い申し上げます。

昭和44年（1969年）撮影昭和44年（1969年）撮影
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第95期 営業の中間ご報告



　平素より武蔵野銀行をご利用、お引き立ていただき誠にありがとうございます。
　株主さまをはじめお取引先の皆さまに、当行に対するご理解を一層深めていただければと、平成29年 
9月期の営業の概況等をわかりやすくお知らせする本冊子を作成いたしました。
　ご高覧いただければ幸いに存じます。

　埼玉県では、圏央道など交通インフラの整備に伴い、公共投資や民間設備投資が進展しており、経済
は全体的に持ち直しの動きが見られております。
　また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催まで千日を切り、地域活性化に繋がる様々な動き
が加速していくことも期待されています。

　このようななか、私どもは平成28年4月よりスタートした中期経営計画「MVP 2／3（ツーサード）」のも
と、店舗ネットワークの充実や最適なソリューションの提供に向けた営業力の強化に努めております。

　あわせて、千葉銀行との包括提携「千葉・武蔵野アライアンス」におきましても、相続関連業務や金融 
商品仲介業務など様々な業務を開始し、お客さまに対するより利便性と付加価値の高い商品・サービスの
ご提供に注力しております。

　また、昭和44年竣工の本店ビルをこのたび建替えすることといたしました。
　約半世紀にわたる皆さまのご利用・ご愛顧に役職員一同深く感謝申し上げます。暫くの間、何かとご不
便をお掛けすることと存じますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　私ども金融機関を取り巻く内外の環境は日々大きく変
化しております。フィンテックにより金融サービスの革新
が進展しておりますほか、生産性の向上や働き方改革な
ど取組むべき様々な課題がございます。
　さらに、お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー
デューティー）の徹底や、金融仲介機能の一層の発揮
など、金融機関に求められる責任と役割はますます大
きなものとなっております。

　当行は今後とも、「地域共存」「顧客尊重」という
創業以来の経営理念のもと、地域の皆さまからのご
期待にお応えする「一番に選ばれる銀行」を目指し、
グループ役職員一同さらなる研鑽を積んでまいります。
　皆さま方からの変わらぬご支援、ご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。

平成29年12月

頭　取

ご あ いさつ



武蔵野銀行グループ
連結子会社

株式会社武蔵野銀行

むさしのハーモニー株式会社

株式会社ぶぎん地域経済研究所

株式会社ぶぎんキャピタル

ぶぎんシステムサービス株式会社

むさしのカード株式会社

ぶぎん保証株式会社

ぶぎん総合リース株式会社

武蔵野銀行のあゆみ

昭和27年 4月
資本金1億円、本店を大宮市
（現さいたま市）に置き8か店
で創業

昭和44年 8月
現本店ビル竣工

昭和44年 10月
東証第二部に上場
（昭和45年8月東証第一部に上場）

平成25年 1月
吉川支店開設により県内全市
（40市）支店網確立

平成29年 4月
創業65周年を迎える

平成29年 6月
「ユア・ラウンジ浦和」開設により全97か店となる

創業当時の本店（現大宮支店）

プロフィール

本店所在地 さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8

ホームページ http：//www.musashinobank.co.jp

設　　　　立 昭和27年3月6日

従 業 員 数 2,322名（平成29年9月末現在）

イ メ ー ジ
キャラクター

ドリームテイルクーベア

（平成29年9月末現在）

582208

武蔵野銀行について
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経 営 理 念

ブランドメッセージ

■武蔵野銀行は、これからも地域の皆さまと共に歩み、一層お役に立つことを目指して
まいります。

■私たちのこの想いをメッセージにしたものが、「More For You もっと、街・暮らし・
笑顔のために」です。

■「You」は、「地域社会の皆さま」「株主の皆さま」「銀行の仲間たち」「家族」など、私たち
武蔵野銀行を取り巻くすべての方々のことを表現しています。

「地域共存」豊かな地域社会の実現に寄与し、地域とともに発展します。

「顧客尊重」変化を先取りした果敢な経営を展開し、組織を挙げて最良のサービスを提供します。
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長期ビジョン「MVP （Musashino Value-making Plan）」

埼玉に新たな価値を創造する『地域No.1銀行』
～Value-making Bank～

埼玉に新たな価値を生み出すことにより、埼玉の発展を主導し、お客さまの期待に応えることで自らも成長する

長期ビジョン「MVP」・中期経営計画「MVP 2/3（ツーサード）」

■お客さまのニーズに合ったソリューションを提供します。
■地域社会の発展を支援するために最適な経営資源の配分を行います。

第1工程
前中期経営計画
「MVP 1/3（ワンサード）」

（平成25年4月～28年3月）

「地域No.1銀行」に
向けた態勢強化

第2工程
中期経営計画

「MVP 2/3（ツーサード）」

「地域No.1銀行」
として評価確立

「地域No.1銀行」
として

圧倒的地位を確立

次期中期経営計画
（平成31年4月～）

（平成28年4月～31年3月）

第3工程

基本戦略

基本方針

人材戦略 インフラ構築

有価証券
運用の強化

グループ戦略
の強化

営
業
戦
略

お客さまとの接点の拡大

最適なソリューションの提供

新事業分野への挑戦

創造戦略と成長戦略の融合

経営管理態勢の強化

ブランド・CS・CSRの向上

中期経営計画「MVP 2/3（ツーサード）」中期経営計画「MVP 2/3（ツーサード）」

地域とお客さまを最も熟知している銀行
 一番に相談され  ・  課題に寄り添い  ・  ともに解決する銀行

目指す姿
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千葉・武蔵野アライアンス

平成 28年 3月に締結した千葉銀行との包括提携「千葉・武蔵野アライアンス」は、互いに自主独立を
堅持しながら、お客さま利便性向上や地域社会の更なる発展への貢献を目指していく「新たな地銀連携
モデル」であり、さまざまな連携事業を展開しています。

金融商品仲介業務 相続関連業務 資産運用（アセットマネジメント）
業務 国際業務

事業承継支援 ビジネスマッチング・
お客さま相互紹介 シンジケートローン 事業再生支援

「信頼」と「尊重」 スピーディな協業地域のお客さまを第一に

主な連携事業

平成29年10月、両行グループのベンチャーキャピタルである「株式会社ぶぎんキャピタル」「ちばぎんキャピタル�
株式会社」による総額30億円の共同ファンド「千葉・武蔵野アライアンス1号投資事業有限責任組合」を設立しました。�
当ファンドによる株式の一時保有を通じ、お取引先企業の皆さまの円滑な事業承継を支援します。

平成29年8月、千葉銀行グループの「ちばぎん証券株式会社」との金融商品仲介業務における協働を開始しました。
同社の拠点を当行拠点内に新設することにより、銀行と証券会社
との連携（「銀証連携」）を実現し、お客さまの多様化・高度化する
資産運用ニーズにお応えします。
＜さいたま市内に2拠点がオープンしています＞
8月22日（火） さいたま営業部（さいたま市大宮区）
9月7日（木） 浦和支店（さいたま市浦和区）

共同ファンド設立により円滑な事業承継を支援

ちばぎん証券との金融商品仲介業務における協働がスタート

TOP ICS

TOP ICS

さいたま営業部 浦和支店
12月には「草加支店」と「所沢支店」のオープンも予定しています。
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金融仲介機能の発揮に向けた取組み

当行では「金融仲介機能推進委員会」を設置し、地域密着型金融の推進とお客さま本位の業務運営
（フィデューシャリーデューティー）の更なる定着に、継続的かつ組織的に取組んでいます。

地域密着型金融の推進

平成11年より、若手経営者・事
業後継者の方々が、経営を体系
的に学ぶことができる実践的な
連続講座をぶぎん地域経済研究
所と共催しています。

平成27年より10回にわたり開催して
いる「ぶぎんものづくり経営塾」では、
延べ500人を超える方々に参加いただ
いており、県内企業の取組事例や業界
の最新動向を紹介するとともに、企業
同士の交流機会を創出しています。
主なテーマ
・競争力強化に向けたデジタル対応・スマート工場化
・デジタル化がもたらすものづくりの変革

主な講座の内容
・経営戦略やリーダーシップの体系的習得
・経営に必要な財務の基礎知識習得
・海外視察
・経営塾卒業生との交流会によるネットワーク形成

　地域密着型金融の推進こそが当行の使命であると認識し、お客さまに対する円滑な資金供給や本業支援の実践に取
組んでおります。また、その取組状況をホームページ等で定期的に公表しています。

お客さまとの顔の見える関係を活かしながら、
様々な課題の解決に取組んでいます。

■ お客さまとのリレーション強化

1社1社の成長ステージごとに、最適なソリューションを
きめ細かく提供しています。

■ 企業のライフサイクルに応じた最適なソリューションの提供

（29年3月期実績）

（29年3月期実績）

当行が関与した創業件数

販路開拓支援先数（国内外）

セミナー・商談会の開催

M＆A支援先数

事業承継支援先数

転廃業支援先数

706件
939社
26回
90社
158社
12社

メイン取引（融資残高1位）
先数及び全取引先数に

占める割合

本業（企業価値の向上）
支援先数

ソリューション
提案先数

2,529社

3,361社

10,279社
40.7%

メイン取引（融資残高1位）
先数

全取引先数に占める割合
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次世代を担う経営者の皆さまを総合的に支援
～「ぶぎん若手経営塾」～

製造業の技術革新に向けて
～「ぶぎんものづくり経営塾」～
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地元企業の優れた技術・製品を評
価し可視化する「知財」や「標準
化」等の公的制度を活用した支援
を行っています。

主なテーマ
・「知的ビジネス評価書」
　 作成支援事業（特許庁）
・「新市場創造型標準化制度」
　（経済産業省）

優れた技術・製品を応援
～「知財・標準化セミナー」～

1社ごとの事業内容や成長性などを
重視する事業性評価を活用した融資
商品は、お取引先企業の皆さまに幅
広くご利用いただいております。

事業性評価を活用した融資商品
事業性評価を活用するとともに、経営者保
証ガイドラインを遵守し、担保や保証に過度
に依存しない融資の推進と経営支援の強化
に努めています。

0

250

500
（億円）

28年3月 29年3月

242
457

事業性評価を活用した
融資商品の年間実行額

（29年3月期実績）

事業性評価に
基づく融資先数 4,122社

ABL（動産担保融資）の
取扱状況 117社

経営者保証ガイドライン
対象先に占める
無保証先数の割合

9.4%

地元の中小企業向け
融資のうち無担保
融資残高の割合

52.5%

　「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を策定し、お客さま一人ひとりの資産運用に関するご要望に真摯にお応
えしてまいります。

お客さま本位の業務運営（フィデューシャリーデューティー）の更なる定着

■ 事業性評価を活用したコンサルティングの強化

地域密着型金融への取組状況　ホームページ　http://www.musashinobank.co.jp
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⒈ �高度の専門性と職業倫理を保持し、誠実・公正に業務を行い、お
客さまの最善の利益を追求してまいります。

⒉ �関連法人で発生する利益相反の可能性がある取引を正確に把握
し、当行にのみ特別な利益となるような特定の資産運用会社や
保険会社に偏った商品提案は行いません。

⒊ �お客さまが負担する手数料の金額およびその手数料に見合う
サービスの内容をわかりやすく説明するとともに、適切に情報
を提供してまいります。

⒋ �お客さまの金融商品に対するご理解を深めていただくために、
金融商品やサービスの販売・推奨等に係る重要な情報について
わかりやすく説明を行います。

⒌ �お客さまの資産状況、取引経験、知識および目的・ニーズに応じ
て、どのような提案が適切であるかを慎重に検討し、商品・サー
ビスを提供してまいります。

⒍ �業績評価体系や従業員の研修体系などの枠組みを整備するとと
もに、経営陣が業務運営状況を適宜把握し、適切な指示を行える
ようガバナンス体制を構築します。

お客さま本位の業務運営に関する基本方針
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当行は地方創生を最重要課題の一つとして認識し、地域の皆さまと連携し、様々な課題の解決に
向け積極的に取組んでいます。

教育
機関

NPO
法人

地方
自治体

企業・
事業者の
皆さま

地域の
皆さま

地方創生に向けた連携 雇用創出創業・新事業支援

医療福祉の充実消費拡大 子育て支援

地域の課題解決に向けた取組み

まち ひと しごと

まち・ひと・しごと
創生推進チーム

本　部
地方創生推進
責任者（支店長）

営業店
ぶぎん地域経済研究所
ぶぎんキャピタル ほか

グループ会社

地方自治体等との連携・協働
　地域活性化や住民サービス向上に向け、地方自治体等との連携を進めています。

＜包括協定の締結＞

「蓮田市企業支援に係る包括連携協力に関する協定」締結式

地域のさらなる活性化へ向けて

横瀬町
（平成28年6月）

鶴ヶ島市
（平成26年12月）

蓮田市・蓮田市商工会（平成29年9月）行田市・行田商工会議所・南河原商工会
（平成28年7月）熊谷市 （平成28年9月）

埼玉県との連携
（平成25年10月）
産業振興・中小企業等の
支援など16分野で連携

幸手市商工会
（平成27年9月）

鴻巣市
（平成29年6月）

さいたま市
（平成28年1月）

春日部市
（平成28年12月）

川口市商工会議所
（平成28年3月）
戸田市
（平成28年4月）
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平成29年7月より、越谷市との連携事業として、市内企業の若手社員・管理職の方々を対象
とする連続講座「こしがや企業人材育成ゼミナール」を開催しています。
本講座を通じ、地元経済の将来を担う方々のキャリア形成を支援することで、地域経済の更
なる活性化に貢献します。

越谷市との連携〜地元企業の人材育成を支援〜TOP ICS
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※本誌に掲載の計数は、原則として単位未満を切り捨ての上表示しております。

（億円）
35,000

32,500

30,000

27,500

25,000

0
29年9月末26年9月末 27年9月末

31,584

28年9月末

32,800

貸
出
金
残
高

34,19033,797

26年9月末 

（億円）

0
27年9月末 

50,000

35,000

45,000

40,000

29年9月末 

7,645

預
金
等
残
高

28年9月末 

45,559

48,906
預金等・預り資産合計

38,983 40,138 40,533 41,261

6,576
預
り
資
産
残
高

6,846

46,984
47,786

7,253

貸出金残高は、県内地元企業及び個人のお客
さまのニーズにお応えすべく積極的に取組みま
した結果、前年同期比393億円（年率1.1％）増
加し、3兆4,190億円となりました。

貸出金残高 3兆4,190億円
預金等残高
預り資産残高

4兆1,261億円
7,645億円

貸出金の状況 預金等・預り資産の状況

■貸出金の状況　■預金等・預り資産の状況業績ハイライト

預金等残高は、地域に密着した営業基盤の拡充
に努めました結果、前年同期比728億円（年率
1.7％）増加し、4兆1,261億円となりました。
預り資産残高は、投資信託等の販売が堅調であ
り、前年同期比391億円（年率5.4％）増加し、
7,645億円となりました。
預金等……預金に譲渡性預金を加えたものの合計。
預り資産…投資信託、生命保険、国債等の合計。
　　　� �　投資信託は時価ベース、
　　　� �　生命保険は販売累計額。 8



■損益の状況　■自己資本比率
■格付　　　　■不良債権の状況業績ハイライト

連結経常利益は、前年同期比3億円増加し
77億円となりました。また、親会社株主に帰属
する中間純利益は、53億円となりました。

単体経常利益は、前年同期比9億円増加し76億
円となりました。また、単体中間純利益は、55億
円となりました。
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55億円

（連結）
経常利益 77億円
親会社株主に帰属する
中間純利益 53億円

損益の状況
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※本誌に掲載の計数は、原則として単位未満を切り捨ての上表示しております。

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T S

当行は、株式会社日本格付研究所から銀行の
総合的な債務履行能力を評価する「長期発行
体格付」について「A＋」を取得しております。
※「A＋」は、「債務履行の確実性が高い」という投資適格の評価です。

自己資本比率は連結9.61％、単体9.36％とな
り、引き続き高い健全性を堅持しております。
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（格付の公表：平成29年2月7日）
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当行の格付 高い
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全 

性

不良債権残高は614億円、不良債権比率は
1.7％となりました。
※不良債権残高は単位未満四捨五入で表示。
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格付（長期発行体格付）自己資本比率

不良債権の状況

連結自己資本比率
単体自己資本比率

9.61%
9.36%

長期発行体格付 A＋

不良債権比率 1.7%
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業績ハイライト

中間貸借対照表 （単位：百万円） （単位：百万円）

■中間財務諸表（要約）
■中間連結財務諸表（要約）

（資産の部）
現金預け金 167,367
買入金銭債権 7,588
商品有価証券 488
金銭の信託 1,501
有価証券 785,951
貸出金 3,419,043
外国為替 5,155
その他資産 15,952
有形固定資産 35,710
無形固定資産 2,896
前払年金費用 8,249
支払承諾見返 6,216
貸倒引当金 △ 10,043

資産の部合計 4,446,077

（負債の部）
預金 3,946,014
譲渡性預金 180,120
コールマネー 12,400
債券貸借取引受入担保金 13,390
借用金 7,581
外国為替 119
社債 15,000
その他負債 10,853
賞与引当金 1,176
退職給付引当金 3,815
睡眠預金払戻損失引当金 631
偶発損失引当金 233
株式報酬引当金 28
繰延税金負債 7,222
再評価に係る繰延税金負債 4,227
支払承諾 6,216
負債の部合計 4,209,031
（純資産の部）
資本金 45,743
資本剰余金 38,351
　資本準備金 38,351
利益剰余金 117,566
　利益準備金 10,087
　その他利益剰余金 107,479
自己株式 △ 893
株主資本合計 200,768
その他有価証券評価差額金 29,250
繰延ヘッジ損益 △ 1,324
土地再評価差額金 8,286
評価・換算差額等合計 36,211
新株予約権 66
純資産の部合計 237,046
負債及び純資産の部合計 4,446,077

経常収益 30,444

　資金運用収益 21,969

　（うち貸出金利息） （17,019）

　（�うち有価証券利息配当金） （4,839）

　役務取引等収益 6,467

　その他業務収益 298

　その他経常収益 1,708

経常費用 22,799

　資金調達費用 887

　（うち預金利息） （326）

　役務取引等費用 1,799

　その他業務費用 606

　営業経費 17,827

　その他経常費用 1,678

経常利益 7,644

特別利益 0

特別損失 7

税引前中間純利益 7,637

法人税、住民税及び事業税 2,293

法人税等調整額 △ 236

法人税等合計 2,056

中間純利益 5,580

（単位：百万円）中間損益計算書
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※本誌に掲載の計数は、原則として単位未満を切り捨ての上表示しております。

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T S

中間連結貸借対照表
（資産の部）
現金預け金 167,400
買入金銭債権 7,588
商品有価証券 488
金銭の信託 1,501
有価証券 784,802
貸出金 3,406,282
外国為替 5,155
リース債権及びリース投資資産 20,232
その他資産 28,492
有形固定資産 37,177
無形固定資産 2,912
退職給付に係る資産 6,064
繰延税金資産 990
支払承諾見返 6,216
貸倒引当金 △ 15,131

資産の部合計 4,460,174

（負債の部）
預金 3,932,473
譲渡性預金 180,120
コールマネー及び売渡手形 12,400
債券貸借取引受入担保金 13,390
借用金 18,081
外国為替 119
社債 15,000
その他負債 22,460
賞与引当金 1,223
役員賞与引当金 4
退職給付に係る負債 3,972
役員退職慰労引当金 22
利息返還損失引当金 59
睡眠預金払戻損失引当金 631
ポイント引当金 82
偶発損失引当金 233
株式報酬引当金 28
繰延税金負債 6,523
再評価に係る繰延税金負債 4,227
支払承諾 6,216
負債の部合計 4,217,270
（純資産の部）
資本金 45,743
資本剰余金 38,291
利益剰余金 124,689
自己株式 △ 893
株主資本合計 207,831
その他有価証券評価差額金 29,400
繰延ヘッジ損益 △ 1,324
土地再評価差額金 8,286
退職給付に係る調整累計額 △ 1,598
その他の包括利益累計額合計 34,763
新株予約権 66
非支配株主持分 242
純資産の部合計 242,903
負債及び純資産の部合計 4,460,174

（単位：百万円） （単位：百万円） 中間連結損益計算書（単位：百万円）

経常収益 35,864
　資金運用収益 21,241
　（うち貸出金利息） （17,016）
　（うち有価証券利息配当金） （4,111）
　役務取引等収益 6,894
　その他業務収益 783
　その他経常収益 6,944
経常費用 28,088
　資金調達費用 904
　（うち預金利息） （326）
　役務取引等費用 1,567
　その他業務費用 606
　営業経費 18,519
　その他経常費用 6,490
経常利益 7,775
特別利益 0
特別損失 7
税金等調整前中間純利益 7,768
法人税、住民税及び事業税 2,600
法人税等調整額 △ 205
法人税等合計 2,395
中間純利益 5,372
非支配株主に帰属する中間純利益 8
親会社株主に帰属する中間純利益 5,364

（単位：百万円）中間連結包括利益計算書
中間純利益 5,372
その他の包括利益 4,894
　その他有価証券評価差額金 4,587
　繰延ヘッジ損益 74
　退職給付に係る調整額 232
中間包括利益 10,267
　（内訳）
　親会社株主に係る中間包括利益 10,257
　非支配株主に係る中間包括利益 9
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MORE  FOR

TOWN

地域の未来を担う子どもたちの成長を、地元企業の皆さまと
応援しています。

未来を担う子どもたちの成長を支援
～「むさしのCSR私募債『みらいのちから』」～

連携・協働による海外ネットワークを
通じて、お取引先企業の海外進出や海外
での事業展開など、さまざまなニーズ
にお応えしています。

もっと、 街のために

お取引先の海外進出支援
～国際業務の取組み～

地域経済の未来を担う皆さまを支援
～創業・新規事業の取組み～

円滑な事業承継に向けて
～｢むさしの事業承継サポート｣～

企業経営者の皆さま一人ひとりのお悩みにお応えするため、
最適なプランの作成から課題解決のご提案までワンストップ
でご提供するサービスです。

環境に配慮した拠点づくり

LED照明や壁面緑化など環境に配慮した拠点作りに取組んで
います。
また、生物多様性に配慮し、事務センター（さいたま市大宮区）
では、かつて地域周辺に見られた在来の植物種を外構等に
植栽しており、公益財団法人日本生態系協会の「JHEP｣認証
を取得しています。

地域のスポーツ振興に向けて

大宮アルディージャ
トップパートナーとして、プレゼンツマッチ
やサッカー教室を開催しています。

その他
8件

書籍・DVD等
8件

楽器
8件 スポーツ

用品 8件
屋外用品
（テント・遊具等）

13件

音響関連 16件
プロジェクター・
タブレット等（ ）

連携・協働による海外ネットワーク

起業される方や、創業間もない企業の皆さまを支援するため、
「むさしの創業支援融資」や「むさしの創業応援サービス
パック」の取扱いをしています。
あわせて、埼玉県信用保証協会や日本政策金融公庫と連携し、
きめ細かな支援を行っています。

埼玉西武ライオンズ
パ・リーグ公式戦でのスペシャルゲームを開催しています。

© S. L .

最適な課題解決へ

＜インド＞
インドステイト銀行

＜インドネシア＞
バンクネガラインドネシア

＜イギリス＞
千葉銀行 ロンドン支店

＜アメリカ＞
千葉銀行 ニューヨーク支店

＜メキシコ＞
Banamex銀行
アグアスカリエンテス州
ハリスコ州
グアナフアト州
ヌエボ・レオン州

「武蔵野銀行サッカー教室」を毎年開催

（平成29年9月現在）

＜ベトナム＞
ベトコム銀行

＜フィリピン＞
メトロポリタン銀行

＜中国＞
三菱東京UFJ銀行
八十二銀行 香港支店
千葉銀行 香港支店
千葉銀行 上海駐在員事務所

行員派遣

＜タイ＞
カシコン銀行
千葉銀行 バンコク駐在員事務所

行員派遣

＜シンガポール＞
千葉銀行 シンガポール駐在員事務所 行員派遣

本私募債を通じた寄贈品

●後継者の方への事業用資産の承継
●後継者以外の方への円満な遺産分割
●相続税納税資金の確保　　など

●後継者の方への事業用資産の承継
●後継者以外の方への円満な遺産分割
●相続税納税資金の確保　　など

後継者の悩み 自社株式の悩み 経営の悩み

資 金 調 達 海 外 送 金

販 路 拡 大 輸出入手続

現 地 の さ ま ざ ま な 情 報

スポーツ振興を通じた地域活性化に貢献するため、地元
スポーツチームを応援しています。

ライオンズデザインのカードの取扱い
も開始しました。

植栽されている植物種（ヤブツバキ）事務センター外構

街・暮らし・笑顔のために_01
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MORE  FOR

TOWN

地域の未来を担う子どもたちの成長を、地元企業の皆さまと
応援しています。

未来を担う子どもたちの成長を支援
～「むさしのCSR私募債『みらいのちから』」～

連携・協働による海外ネットワークを
通じて、お取引先企業の海外進出や海外
での事業展開など、さまざまなニーズ
にお応えしています。

もっと、 街のために

お取引先の海外進出支援
～国際業務の取組み～

地域経済の未来を担う皆さまを支援
～創業・新規事業の取組み～

円滑な事業承継に向けて
～｢むさしの事業承継サポート｣～

企業経営者の皆さま一人ひとりのお悩みにお応えするため、
最適なプランの作成から課題解決のご提案までワンストップ
でご提供するサービスです。

環境に配慮した拠点づくり

LED照明や壁面緑化など環境に配慮した拠点作りに取組んで
います。
また、生物多様性に配慮し、事務センター（さいたま市大宮区）
では、かつて地域周辺に見られた在来の植物種を外構等に
植栽しており、公益財団法人日本生態系協会の「JHEP｣認証
を取得しています。

地域のスポーツ振興に向けて

大宮アルディージャ
トップパートナーとして、プレゼンツマッチ
やサッカー教室を開催しています。

その他
8件

書籍・DVD等
8件

楽器
8件 スポーツ

用品 8件
屋外用品
（テント・遊具等）

13件

音響関連 16件
プロジェクター・
タブレット等（ ）

連携・協働による海外ネットワーク

起業される方や、創業間もない企業の皆さまを支援するため、
「むさしの創業支援融資」や「むさしの創業応援サービス
パック」の取扱いをしています。
あわせて、埼玉県信用保証協会や日本政策金融公庫と連携し、
きめ細かな支援を行っています。

埼玉西武ライオンズ
パ・リーグ公式戦でのスペシャルゲームを開催しています。

© S. L .

最適な課題解決へ

＜インド＞
インドステイト銀行

＜インドネシア＞
バンクネガラインドネシア

＜イギリス＞
千葉銀行 ロンドン支店

＜アメリカ＞
千葉銀行 ニューヨーク支店

＜メキシコ＞
Banamex銀行
アグアスカリエンテス州
ハリスコ州
グアナフアト州
ヌエボ・レオン州

「武蔵野銀行サッカー教室」を毎年開催

（平成29年9月現在）

＜ベトナム＞
ベトコム銀行

＜フィリピン＞
メトロポリタン銀行

＜中国＞
三菱東京UFJ銀行
八十二銀行 香港支店
千葉銀行 香港支店
千葉銀行 上海駐在員事務所

行員派遣

＜タイ＞
カシコン銀行
千葉銀行 バンコク駐在員事務所

行員派遣

＜シンガポール＞
千葉銀行 シンガポール駐在員事務所 行員派遣

本私募債を通じた寄贈品

●後継者の方への事業用資産の承継
●後継者以外の方への円満な遺産分割
●相続税納税資金の確保　　など

●後継者の方への事業用資産の承継
●後継者以外の方への円満な遺産分割
●相続税納税資金の確保　　など

後継者の悩み 自社株式の悩み 経営の悩み

資 金 調 達 海 外 送 金

販 路 拡 大 輸出入手続

現 地 の さ ま ざ ま な 情 報

スポーツ振興を通じた地域活性化に貢献するため、地元
スポーツチームを応援しています。

ライオンズデザインのカードの取扱い
も開始しました。

植栽されている植物種（ヤブツバキ）事務センター外構

街・暮らし・笑顔のために_01

1414



MORE  FOR

LIFE もっと、 暮らしのために

中長期的な資産形成ニーズに
最適なご提案を
～金融商品仲介業務～

大切な資産をご家族へ
～むさしのファミリー信託サポート～ かんたん残高照会サービス

インターネットバン
キングのご契約をさ
れていない方も、普通
預金の残高・入出金
明細の照会が「いつ
でも、どこでも」可能
なサービスです。

Web Note
～インターネット専用口座～

通帳を発行しないため、紛失の
心配がなく、紙の削減にもつな
がる環境にやさしい口座です。

むさしの
口座開設アプリ

来店不要、書類郵送不要で、いつ
でもどこでもスマートフォンから
口座開設の申込が可能です。

先進的なサービスを身近に
～フィンテックの取組み～

先進的な取組みを行うフィンテック企業との連携、協働により、お客さまに
より一層便利で付加価値の高いサービスを提供しています。

お客さまの中長期的な資産形成ニーズにお応え
する最適なご提案を目指し、金融商品仲介業務の
取組みを強化しています。一人ひとりのライフプラ
ンにマッチした多彩な商品をご用意しています。

家族信託＊の仕組みを活用して、お客さまの財産管理や円滑な資産承継
を支援する「むさしのファミリー信託サポート」の取扱いを行っています。

認知症などで判断が難しくなった場合も、あらかじめ
指定された後継者が、不動産の管理・処分を行うこと
ができます。

専門家が親身にお応えします
～弁護士・税理士による無料相談～

県内各地で開催中！
「ライフプランセミナー」

弁護士・税理士による無料相談を実施しています。

主な連携・協働企業

（毎週火曜日・12/28～1/3・5/3～5/5を除きます。）

0120-905-876
営業時間 10：00～19：00

保険コールセンター
～来店することなくお手続きできます～

電話による医療保険商品のご案内、郵送での
お申込みなどを行っており、ご来店すること
なく様々なお手続きができます。

暮らしやお金に関するさまざまな
テーマのセミナーを無料で開催し
ています。またセミナー終了後には、
個別相談も承っています。
開催店およびセミナー内容につき
ましては、当行ホームページをご覧
ください。

株式会社 お金のデザイン
ロボアドバイザー「THEO+武蔵野銀行」は、投資に関する
簡単な質問への回答から、最適な資産配分を提案します。

株式会社 Zaim
「武蔵野銀行アプリ」を通じて、オンライン家計簿サービスを
提供しています。

freee 株式会社
「むさしの創業応援サービスパック」を通じて、クラウド会計
サービスを提供しています。

不動産をお持ちのお客さま

自社株式について、議決権を確保したまま、生前贈与
を行うことができます。

企業経営者のお客さま

口座開設アプリ

信頼できる相手に自分の財産の管理や処分を託す財産管理の仕組み。＊「家族信託」

●国内上場株式 ●国内外債券
●投資信託 ●仕組債
●ETF(上場投資信託) ●REIT（不動産投資信託）

弁護士相談
●さいたま新都心パーソナルプラザ
●ユア・ラウンジ浦和

税理士相談

また、保険契約の見直しや
ライフプランニングなど
のご相談をテレビ電話で
承る「遠隔相談システム」
も順次設置しています。

●ユア・ラウンジ浦和
●所沢・所沢駅前支店

遠隔相談システム設置店

くわしくは開催店に
お問い合わせください。

事前予約制

（ご相談1回あたり60分程度）

●さいたま新都心パーソナルプラザ
●ユア・ラウンジ浦和
●所沢・所沢駅前支店

テレビ電話でのご相談）

開催店

開催店

街・暮らし・笑顔のために_02
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MORE  FOR

LIFE もっと、 暮らしのために

中長期的な資産形成ニーズに
最適なご提案を
～金融商品仲介業務～

大切な資産をご家族へ
～むさしのファミリー信託サポート～ かんたん残高照会サービス

インターネットバン
キングのご契約をさ
れていない方も、普通
預金の残高・入出金
明細の照会が「いつ
でも、どこでも」可能
なサービスです。

Web Note
～インターネット専用口座～

通帳を発行しないため、紛失の
心配がなく、紙の削減にもつな
がる環境にやさしい口座です。

むさしの
口座開設アプリ

来店不要、書類郵送不要で、いつ
でもどこでもスマートフォンから
口座開設の申込が可能です。

先進的なサービスを身近に
～フィンテックの取組み～

先進的な取組みを行うフィンテック企業との連携、協働により、お客さまに
より一層便利で付加価値の高いサービスを提供しています。

お客さまの中長期的な資産形成ニーズにお応え
する最適なご提案を目指し、金融商品仲介業務の
取組みを強化しています。一人ひとりのライフプラ
ンにマッチした多彩な商品をご用意しています。

家族信託＊の仕組みを活用して、お客さまの財産管理や円滑な資産承継
を支援する「むさしのファミリー信託サポート」の取扱いを行っています。

認知症などで判断が難しくなった場合も、あらかじめ
指定された後継者が、不動産の管理・処分を行うこと
ができます。

専門家が親身にお応えします
～弁護士・税理士による無料相談～

県内各地で開催中！
「ライフプランセミナー」

弁護士・税理士による無料相談を実施しています。

主な連携・協働企業

（毎週火曜日・12/28～1/3・5/3～5/5を除きます。）

0120-905-876
営業時間 10：00～19：00

保険コールセンター
～来店することなくお手続きできます～

電話による医療保険商品のご案内、郵送での
お申込みなどを行っており、ご来店すること
なく様々なお手続きができます。

暮らしやお金に関するさまざまな
テーマのセミナーを無料で開催し
ています。またセミナー終了後には、
個別相談も承っています。
開催店およびセミナー内容につき
ましては、当行ホームページをご覧
ください。

株式会社 お金のデザイン
ロボアドバイザー「THEO+武蔵野銀行」は、投資に関する
簡単な質問への回答から、最適な資産配分を提案します。

株式会社 Zaim
「武蔵野銀行アプリ」を通じて、オンライン家計簿サービスを
提供しています。

freee 株式会社
「むさしの創業応援サービスパック」を通じて、クラウド会計
サービスを提供しています。

不動産をお持ちのお客さま

自社株式について、議決権を確保したまま、生前贈与
を行うことができます。

企業経営者のお客さま

口座開設アプリ

信頼できる相手に自分の財産の管理や処分を託す財産管理の仕組み。＊「家族信託」

●国内上場株式 ●国内外債券
●投資信託 ●仕組債
●ETF(上場投資信託) ●REIT（不動産投資信託）

弁護士相談
●さいたま新都心パーソナルプラザ
●ユア・ラウンジ浦和

税理士相談

また、保険契約の見直しや
ライフプランニングなど
のご相談をテレビ電話で
承る「遠隔相談システム」
も順次設置しています。

●ユア・ラウンジ浦和
●所沢・所沢駅前支店

遠隔相談システム設置店

くわしくは開催店に
お問い合わせください。

事前予約制

（ご相談1回あたり60分程度）

●さいたま新都心パーソナルプラザ
●ユア・ラウンジ浦和
●所沢・所沢駅前支店

テレビ電話でのご相談）

開催店

開催店

街・暮らし・笑顔のために_02
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MORE  FOR

SMILE もっと、 笑顔のために

子どもたちにお金の大切さや社会における銀行の役割を学ん
でもらうため、職場体験学習や金融教室を積極的に開催してい
ます。

次世代を担う小中高生を応援
～金融教育やキャリアセミナーの開催～

地元出身のアスリートを応援
～県内企業初となる｢アスナビ｣活用～

地元出身のアスリートを
応援するため、県内企業
で初めて、公益財団法人
日本オリンピック委員会
（JOC）の就職支援ナビ
ゲーション｢アスナビ｣を
活用した採用内定を行
いました。

環境への取組み
～埼玉のかけがえのない自然を守るために～

自然環境保全・創出に向けた活動を支援するため｢公益
信託武蔵野銀行みどりの基金｣による助成を平成４年より
行っています。
また、新入行員研修での外来植物駆除活動などを通じた
役職員への環境教育にも取組んでいます。

多様な人材が活躍できる社会へ
～むさしのハーモニー株式会社～

障がいのある方の活躍の場の拡大を目的に、
「むさしのハーモニー株式会社」を設立し、
平成29年6月より事業を開始しました。
今後、事業内容の拡充に応じた雇用の拡大を
計画するとともに「特例子会社」の認定取得
を目指しています。

さいたま市内小学校でのコンサート

音楽の素晴らしさに触れる機会を
～小学校でのコンサート開催～

平成２１年より、ヴァイオリニストの吉田恭子さんにご協力
いただき、小学校でのコンサートを開催しており、これま
での開催校はのべ３６校となっています。

●名刺作成業務・ゴム版等の事務用品、販促品の作成業務
●PC入力等の事務受託業務 など主な事業内容

地元埼玉の｢働き方改革｣に向けて
～埼玉労働局との連携～

当行のこれまでの取組みを通して培ってきたノウハウ
の提供などを通じ、地元埼玉の｢働き方改革｣の促進
に貢献するため、平成29年７月、埼玉労働局との｢働き
方改革にかかる包括的連携協定｣を締結しました。

テコンドー 松井隆弥選手
（平成29年10月採用内定）

就業意識を高めることを目的にキャリアセミナーやインターン
シップを継続的に行っています。

小学生向け金融教室

大学生に対するインターンシップ高校生向けキャリアセミナー

中学生向け職場体験

学校など地域になくてはならない施設の更新・整備のため実施
されるPFI事業（民間資金・ノウハウを活用した整備手法）への
サポートを強化しています。

地方自治体のPFI事業をサポート

TOPICS

〈 PFI事業に対するサポート実績 〉
28年3月 春日部市立小・中学校 普通教室等エアコン事業

大宮区役所新庁舎整備事業
春日部市

28年9月 さいたま市
さいたま市立中等教育学校（仮称）整備事業29年3月 さいたま市

さいたま市立中等教育学校（仮称）整備事業

●セミナーの共催
●各種助成金等支援策のお取引先企業への周知
●｢働き方改革｣の好事例収集・情報提供 新入行員による荒川河川敷｢三ツ又沼ビオトープ｣での活動

主な取組内容

街・暮らし・笑顔のために_03
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MORE  FOR

SMILE もっと、 笑顔のために

子どもたちにお金の大切さや社会における銀行の役割を学ん
でもらうため、職場体験学習や金融教室を積極的に開催してい
ます。

次世代を担う小中高生を応援
～金融教育やキャリアセミナーの開催～

地元出身のアスリートを応援
～県内企業初となる｢アスナビ｣活用～

地元出身のアスリートを
応援するため、県内企業
で初めて、公益財団法人
日本オリンピック委員会
（JOC）の就職支援ナビ
ゲーション｢アスナビ｣を
活用した採用内定を行
いました。

環境への取組み
～埼玉のかけがえのない自然を守るために～

自然環境保全・創出に向けた活動を支援するため｢公益
信託武蔵野銀行みどりの基金｣による助成を平成４年より
行っています。
また、新入行員研修での外来植物駆除活動などを通じた
役職員への環境教育にも取組んでいます。

多様な人材が活躍できる社会へ
～むさしのハーモニー株式会社～

障がいのある方の活躍の場の拡大を目的に、
「むさしのハーモニー株式会社」を設立し、
平成29年6月より事業を開始しました。
今後、事業内容の拡充に応じた雇用の拡大を
計画するとともに「特例子会社」の認定取得
を目指しています。

さいたま市内小学校でのコンサート

音楽の素晴らしさに触れる機会を
～小学校でのコンサート開催～

平成２１年より、ヴァイオリニストの吉田恭子さんにご協力
いただき、小学校でのコンサートを開催しており、これま
での開催校はのべ３６校となっています。

●名刺作成業務・ゴム版等の事務用品、販促品の作成業務
●PC入力等の事務受託業務 など主な事業内容

地元埼玉の｢働き方改革｣に向けて
～埼玉労働局との連携～

当行のこれまでの取組みを通して培ってきたノウハウ
の提供などを通じ、地元埼玉の｢働き方改革｣の促進
に貢献するため、平成29年７月、埼玉労働局との｢働き
方改革にかかる包括的連携協定｣を締結しました。

テコンドー 松井隆弥選手
（平成29年10月採用内定）

就業意識を高めることを目的にキャリアセミナーやインターン
シップを継続的に行っています。

小学生向け金融教室

大学生に対するインターンシップ高校生向けキャリアセミナー

中学生向け職場体験

学校など地域になくてはならない施設の更新・整備のため実施
されるPFI事業（民間資金・ノウハウを活用した整備手法）への
サポートを強化しています。

地方自治体のPFI事業をサポート

TOPICS

〈 PFI事業に対するサポート実績 〉
28年3月 春日部市立小・中学校 普通教室等エアコン事業

大宮区役所新庁舎整備事業
春日部市

28年9月 さいたま市
さいたま市立中等教育学校（仮称）整備事業29年3月 さいたま市

さいたま市立中等教育学校（仮称）整備事業

●セミナーの共催
●各種助成金等支援策のお取引先企業への周知
●｢働き方改革｣の好事例収集・情報提供 新入行員による荒川河川敷｢三ツ又沼ビオトープ｣での活動

主な取組内容

街・暮らし・笑顔のために_03
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（証券コード：8336）株式情報

株式のご案内

発行可能株式総数��������� 80,000,000株
発行済株式の総数��������� 33,805,456株
（うち自己株式� ������������267,981株）
株主数�����������������11,502名
単元株式数���������������� 100株

株式の状況等 （平成29年9月末現在）

特別口座に記録された株主さまへ
1.�特別口座のままでは売買を行うことはできません。証券会社
等に株主さまご本人の口座を開設し、特別口座から証券会社
等の口座に振替請求を行ってください。

2.�特別口座に記録された単元未満株式の買取請求、買増請求、
住所変更等のお手続きは、上記の特別口座管理機関にお申し
出ください。

東京証券取引所第1部上場証券取引所1

毎年4月1日から翌年3月31日まで事業年度2

毎年6月に開催定時株主総会3

株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは信託
受託者、登録株式質権者にお支払いします。

剰余金の配当4

中間配当を行う場合は、取締役会の決議により、9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録され
た株主若しくは信託受託者、登録株式質権者にお支払いします。

中間配当5

定時株主総会の議決権の基準日は毎年3月31日基準日6

電子公告といたします。
�ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

公告の方法7

�東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
［連絡先］三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

東京都府中市日鋼町1番1号　　　0120-232-711（通話料無料）
［郵送先］〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
［ご注意］株主さまの住所変更や買取請求等のお手続きにつきましては、原則、口座を開設されて

いる口座管理機関（証券会社等）で承ることになっておりますので、ご注意ください。

株主名簿管理人及び
特別口座管理機関

8

ホームページにて株主・投資家
向け情報をご案内しております。
http://www.musashinobank.co.jp/irinfo/
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※本誌に掲載の計数は、原則として単位未満を切り捨ての上表示しております。

S T O C K  I N F O R M A T I O N

当行ではコーポレートガバナンスに関する基本方針を定め開示しております。
（ホームページ http://www.musashinobank.co.jp/company/）
当行は、この基本方針に基づき、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレートガバ
ナンスの強化と充実を経営の最重要課題の一つと位置付け、最良のコーポレートガバナンスの実現に向
け、株主の皆さまとの建設的な対話や、公平かつ適時・適切な情報開示などに努めてまいります。

コーポレートガバナンスに関する基本方針を開示しています

（千株・%）

株主名 当行への出資状況
持株数等 持株比率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,935 8.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 1,252 3.73
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,047 3.12
株式会社千葉銀行 925 2.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 842 2.51
明治安田生命保険相互会社 735 2.19
株式会社三菱東京UFJ銀行 727 2.16
DFA�INTL�SMALL�CAP�VALUE�PORTFOLIO 721 2.15
武蔵野銀行従業員持株会 715 2.13
住友生命保険相互会社 702 2.09
注1.�持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
　2.���持株比率は自己株式（267千株）を控除して算出し、小数点第3位以下を切り捨てて�

表示しております。なお、自己株式には、役員報酬BIP信託の所有する当行株式（38千株）は�
含まれておりません。

大株主の状況 （平成29年9月末現在）

株主の皆さまの日頃のご支援にお応えし、29年9月期の1株当たり
中間配当金は40円とさせていただく予定です。

（円）
配当の状況
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中間配当金のお知らせ

株式の所有者別構成 （平成29年9月末現在）

注１．単元未満株式は、156,456株です。
　2．自己株式267,981株は「個人その他」に2,679単元、単元未満

株式に81株含まれております。
　3.「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式

が14単元含まれております。
　4.「金融機関」には、役員報酬BIP信託が保有する当行株式386単

元が含まれております。

株主数：5,952人
株式数：49,221単元

個人その他：14.63％

株主数：900人
株式数：81,041単元

その他の法人：24.08％
株主数：164人
株式数：49,526単元

外国法人等：14.72％

株主数：37人
株式数：5,329単元

金融商品取引業者：1.58％

株主数：62人
株式数：151,373単元

金融機関：44.99％

TOP ICS

▲個人投資家の皆さまを対
象とした会社説明会を開催
（29年度16会場で開催）
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店舗のご案内店舗のご案内
…営業店
…住宅ローンセンター
…オフィス

埼玉県内 ９3か店
東京都 3か店
茨城県 １か店
店舗外ATM
埼玉県114か所　茨城県1か所
（平成29年9月末現在）

埼玉県内
694か所
1,351か所
609か所

E-netATM
セブン銀行ATM
ローソンATM

埼玉県外
12,572か所
20,824か所
11,609か所

○
○
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○
○
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○

○

○
○
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ATM提携先

その他提携先につきましては、当行ホームページをご覧ください。
※提携先によりご利用条件が異なります。　※所定の「ATMご利用手数料」および、お振込みにつきましては「お振込手数料」がかかります。

イーネットマークのあるコンビニエンスストアやスーパー等

お引出しお預入れ お振込み 残高照会

当行のキャッシュカードはコンビニエンスストア等でもご利用いただけます！

｜ いつもお客さまのそばに ｜

ATM 提携先のご案内

ユア・ラウンジ
浦和

浦和支店県庁前支店
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「所沢支店・所沢駅前支店」
支店Data

所在地

TEL

営業時間

〒359-1126 所沢市西住吉1-23

所沢支店・所沢駅前支店　04-2922-7111
所沢住宅ローンセンター　04-2921-1371

＜営業店窓口＞
平日　9：00～15：00
＜住宅ローンセンター＞
平日・土曜　9：00～17：00
（5/3～5、12/31～1/3を除く）

所沢駅西口徒歩5分
新築移転オープン平成29年10月

●旧所沢支店のATMコーナーは「所沢金山町出張所」と名称を変え、引き続き営業いたします。
●平成30年3月、所沢駅東口にオープン予定の駅ビル内にATMの設置を予定しています。
　これに伴い旧所沢駅前支店のATMコーナーは、30年3月をもって営業を終了させていた
　だきます。

所
沢
駅

セブンイレブン
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トヨタレンタカー

所沢小

西
武
池
袋
線

西武所沢店
WALTZ

ローソン

西
口

東
口

小金井街道

新所沢
パルコ ※新所沢支店内から移転いたします

179

337

4

6

6

西武新宿線

新所沢駅

463

所沢住宅ローンセンター

※ATMコーナーは引き
　続き営業いたします

所沢支店
（旧店舗） 所沢駅前支店

（旧店舗）

所沢支店・所沢駅前支店・所沢住宅ローンセンター

元町

星の宮
一本木

所沢駅
西口入口

所沢高入口

ファルマン通り

武蔵野銀行アプリ
お客さまの暮らしに一層寄り添う

支店MAP

※アプリの利用料は無料ですが、ダウンロードやご利用にかかるパケッ ト通信料はお客さまの
　ご負担となります。

ビューティー … 6先

レジャー … 17先

食品・お酒 … 8先

その他 …… 6先

グルメ …… 34先

業種ごとの提携先

スマートフォンアプリ「武蔵野銀行アプリ」では、
県内の飲食店やレジャー施設などでご利用いた
だける便利なクーポンを配信しています。
クーポンの配信を通じ、地域企業の皆さまへの
誘客を支援し、地域活性化に貢献してまいります。 16先

西部地域
8先
秩父地域

9先
東部地域

23先
中央地域

9先
北部地域

武蔵野銀行アプリ　ダウンロードはこちらから！

（＊地域区分は、当行店舗ネットワークの区分によるものです。）

平成29年11月現在

地域
密着型
アプリ

地域ごとの提携先

その他
地域
1先

県内
複数地域
5先
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ホームページ　http：//www.musashinobank.co.jp
〒330-0854　さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8　TEL.048-641-6111（代）
発行／平成29年12月　編集／武蔵野銀行　総合企画部　広報・CSRグループ

本冊子に掲載しております商品・サービス等の詳細につきましてはお近くの営業店窓口へ
お問い合わせください。

昭和44年（1969年）の当行本店ビルです。大規模な再開発が行われる以前の大宮駅西口周辺の様子を偲ぶ 
ことができる1枚になっています。

表紙に
ついて

本店ビル建替えに伴い本店営業部及び本部を

一 時 移 転いたします
昭 和 4 4 年（ 1 9 6 9 年 ）以 来 、皆さまにご愛 顧
いただいておりました本店ビルをこの度建替え
することとなりました。
新本店ビル竣工（2021年度予定）までの期間、
本 店 営 業 部 は 一 時 移 転 先「 野 原ビル 」にて
営 業を行います。あわせて、本部につきましても

「OLSビル」に一時移転し業務を行います。
皆さまにはご不 便をおかけしますが 、ご理 解
を賜りますようお願い申し上げます。

※本店営業部・本部ともに電話番号の変更はございません。　代表 048-641-6111

一時移転先

〒330-0852
さいたま市大宮区大成町3-261-2
野原ビル 1〜4階
駐車場　計58台完備

本 店 営 業 部

平成30年2月13日（火）移転予定

一時移転先の野原ビル

一時移転先

〒330-0854
さいたま市大宮区桜木町4-333-13
OLSビル 1階・3〜5階

本　　　 部

平成30年1月より順次移転予定

一時移転先のOLSビル
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