
㈱東京三菱銀行 (株)十八銀行

㈱みずほ銀行 (株)十六銀行

㈱みずほコーポレート銀行 (株)荘内銀行

㈱三井住友銀行 (株)常陽銀行

㈱ＵＦＪ銀行 (株)親和銀行

㈱りそな銀行 (株)スルガ銀行

(株)あおぞら銀行 (株)泉州銀行

(株)新生銀行 (株)第四銀行

あおぞら信託銀行(株) (株)但馬銀行

ｵﾘｯｸｽ信託銀行(株) (株)筑邦銀行

ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ信託銀行(株) (株)千葉銀行

資産管理サービス信託銀行（株） (株)千葉興業銀行

ｼﾃｨﾄﾗｽﾄ信託銀行(株) (株)中国銀行

(株)しんきん信託銀行 (株)東京都民銀行

新生信託銀行(株) (株)東邦銀行

ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行(株) (株)東北銀行

住友信託銀行(株) (株)鳥取銀行

ｴｽ･ｼﾞｰ･信託銀行(株) (株)富山銀行

中央三井信託銀行(株) (株)南都銀行

ﾄﾞｲﾁｪ信託銀行(株) (株)西日本銀行

日興シティ信託銀行(株) (株)八十二銀行
日証金信託銀行(株) (株)肥後銀行
日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行(株) (株)百五銀行
農中信託銀行(株) (株)百十四銀行

野村信託銀行(株) (株)広島銀行

ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ信託銀行(株) (株)福井銀行

ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟｰ・ﾊﾟﾘﾊﾞ信託銀行(株) (株)福岡銀行

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行(株) (株)北越銀行

みずほ信託銀行(株) (株)北都銀行

三井アセット信託銀行(株) (株)北陸銀行

三菱信託銀行(株) (株)北海道銀行

ﾓﾙｶﾞﾝ信託銀行(株) (株)北國銀行

ﾕｰ･ﾋﾞｰ･ｴｽ信託銀行(株) (株)三重銀行

ＵＦＪ信託銀行(株) (株)みちのく銀行

りそな信託銀行(株) (株)宮崎銀行

(株)武蔵野銀行

(株)青森銀行 (株)山形銀行

(株)秋田銀行 (株)山口銀行

(株)足利銀行 (株)山梨中央銀行

(株)阿波銀行 (株)横浜銀行

(株)池田銀行 (株)琉球銀行

(株)伊予銀行 (株)愛知銀行

(株)岩手銀行 (株)茨城銀行

(株)大分銀行 (株)愛媛銀行

(株)大垣共立銀行 (株)沖縄海邦銀行

(株)沖縄銀行 (株)香川銀行

(株)鹿児島銀行 (株)神奈川銀行

(株)関東つくば銀行 (株)関西銀行

(株)紀陽銀行 (株)関西さわやか銀行

(株)京都銀行 (株)北日本銀行

(株)大阪銀行 (株)岐阜銀行

(株)群馬銀行 (株)熊本ファミリー銀行

(株)佐賀銀行 (株)京葉銀行

(株)山陰合同銀行 (株)高知銀行

(株)滋賀銀行 (株)西京銀行

(株)四国銀行 (株)佐賀共栄銀行

(株)静岡銀行 (株)札幌銀行

(株)七十七銀行 (株)静岡中央銀行

(株)清水銀行 (株)島根銀行

(株)殖産銀行

【第２地方銀行】
計51行

【長期信用銀行】
計２行

【信託銀行】
計２７行

【地方銀行】
　計64行

資料10－９－１

銀行一覧（平成15年６月末日現在）

【都市銀行】
計６行

【地域銀行】　計116行
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(株)せとうち銀行 韓国外換銀行

(株)仙台銀行 韓国産業銀行

(株)大光銀行 ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｲﾝﾄﾞｽｴｽﾞ銀行

(株)第三銀行 ｸﾚﾃﾞｨ･ｽｲｽ･ﾌｧｰｽﾄ･ﾎﾞｽﾄﾝ銀行

(株)大正銀行 ｸﾚﾃﾞｨ･ﾘﾖﾈ銀行

(株)大東銀行 交通銀行

(株)中京銀行 ｺｰﾍﾟﾗﾃｨﾌﾞ･ｾﾝﾄﾗﾙ･ﾗｲﾌｧｲｾﾞﾝ･ﾎﾞｴﾚﾝﾘｰﾝﾊﾞﾝｸ･ﾋﾞｰ･ｴｰ(ﾗﾎﾞﾊﾞﾝｸ ﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ)

(株)東京スター銀行 國民銀行

(株)東和銀行 コメルツ銀行

(株)徳島銀行 バネスパ銀行

(株)栃木銀行 ｻﾝﾊﾟｵﾛ ｲﾐ銀行

(株)トマト銀行 JPモルガン・チェース銀行

(株)富山第一銀行 シティバンク・エヌ・エイ

(株)長崎銀行 彰化商業銀行

(株)長野銀行 シンガポール・デベロップメント銀行

(株)名古屋銀行 新韓銀行

(株)奈良銀行 スタンダード・チャータード銀行

(株)東日本銀行 ステイト・バンク・オブ・インディア

(株)広島総合銀行 ステート・ストリート銀行

(株)びわこ銀行 ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ銀行

(株)福岡シティ銀行 第一商業銀行

(株)福岡中央銀行 第一銀行

(株)福島銀行 台湾銀行

(株)福邦銀行 中国建設銀行

(株)豊和銀行 中国工商銀行

(株)北洋銀行 中国国際商業銀行

(株)みなと銀行 中國信託商業銀行

(株)南日本銀行 中小企業銀行

(株)宮崎太陽銀行 朝興銀行

(株)八千代銀行 ドイツ銀行

(株)山形しあわせ銀行 ﾃﾞﾌﾟﾌｧ･ﾄﾞｲﾁｪ・ﾌｧﾝﾄﾞﾌﾞﾘｰﾌﾊﾞﾝｸ･ｱｰｹﾞｰ　（ﾃﾞﾌﾟﾌｧ銀行）

(株)和歌山銀行 ドレスナー銀行

【その他】　1行 (株)埼玉りそな銀行 トロント・ドミニオン銀行

（株)アイワイバンク銀行 ナショナル・オーストラリア銀行

イーバンク銀行（株） ナショナル・バンク・オブ・パキスタン

計６行 （株）ジャパンネット銀行 ﾉﾊﾞ･ｽｺｼｱ銀行

（株）整理回収機構 バークレイズ銀行

ソニー銀行（株） ﾊﾞｲｴﾘｯｼｪ･ﾋﾎﾟ･ﾌｪﾗｲｴﾝｽ銀行

（株）日本承継銀行 バイエルン州立銀行
【持株会社】 (株)あしぎんフィナンシャルグループ ハナ銀行

計11社 (株)九州親和ホールディングス ﾊﾞﾝｶ･ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｴｯｾ･ﾋﾟｰ･ｱ

(株)札幌北洋ホールディングス バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ

(株)みずほフィナンシャルグループ バンク・オブ・インディア

(株)みずほホールディングス ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ

三井トラスト・ホールディングス(株) バンク・オブ・ニューヨーク

(株)三井住友フィナンシャルグループ バンク・ワン銀行

(株)三菱東京フィナンシャル・グループ バンコック・バンク

(株)もみじホールディングス ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ﾊﾟﾘﾊﾞ銀行

(株）ＵＦＪホールディングス ピーティー バンクネガラインドネシア(ﾍﾟﾙｾﾛ)・ﾃｨｰﾋﾞｰｹｰ

(株)りそなホールディングス ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾊﾞﾝｸ
【外国銀行】

計 行
ｱｲｴﾇｼﾞｰﾊﾞﾝｸ ブミプトラ・コマース・バンク

計73行 アメリカン・エキスプレス銀行 ブラジル銀行

ｳｴｽﾄｴﾙﾋﾞｰ･ｱｰｹﾞｰ 香港上海銀行

ウェストパック銀行 メトロポリタン銀行

ウリ銀行 ﾕｰﾋﾞｰｴｽ･ｴｲｰｼﾞｰ銀行

ｴｲﾋﾞーｴﾇ･ｱﾑﾛﾊﾞﾝｸ(ｵﾗﾝﾀﾞ銀行) ユナイテッド・オーバーシーズ銀行

オーストラリア・コモンウェルス銀行 ﾕﾊﾞﾌ-ｱﾗﾌﾞ･ﾌﾗﾝｽ連合銀行

オーストラリア・ニュージーランド銀行 ﾛｲｽﾞ･ﾃｨｰｴｽﾋﾞｰ・ﾊﾞﾝｸ･ﾋﾟｰｴﾙ･ｼｰ

オーバーシー・チャイニーズ銀行 ﾛｲﾔﾙﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ・ﾋﾟｰｴﾙｼｰ

カナダ・コマース銀行 ローマ銀行

カナダ・ロイヤル銀行 ﾜｺﾋﾞｱ･ﾊﾞﾝｸ･ﾅｼｮﾅﾙ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ

カリフォルニアユニオン銀行

【新たな形態の
銀行等】

-456-



信用金庫一覧表(平成15年4月1日現在)

北海道 札幌信用金庫 あぶくま信用金庫
26金庫 室蘭信用金庫 二本松信用金庫

空知信用金庫 福島信用金庫
苫小牧信用金庫 群馬県 ぐんま信用金庫
北門信用金庫 9金庫 高崎信用金庫
伊達信用金庫 桐生信用金庫
北空知信用金庫 伊勢崎太田信用金庫
日高信用金庫 利根郡信用金庫
函館信用金庫 館林信用金庫
渡島信用金庫 北群馬信用金庫
江差信用金庫 かんら信用金庫
小樽信用金庫 多野信用金庫
北海信用金庫 栃木県 足利信用金庫
古平信用金庫 7金庫 栃木信用金庫
旭川信用金庫 鹿沼相互信用金庫
稚内信用金庫 佐野信用金庫
留萌信用金庫 大田原信用金庫
士別信用金庫 小山信用金庫
名寄信用金庫 烏山信用金庫
帯広信用金庫 茨城県 水戸信用金庫
釧路信用金庫 2金庫 結城信用金庫
大地みらい信用金庫 埼玉県 埼玉縣信用金庫
北見信用金庫 4金庫 川口信用金庫
網走信用金庫 青木信用金庫
紋別信用金庫 飯能信用金庫
遠軽信用金庫 千葉県 千葉信用金庫

青森県 あおもり信用金庫 5金庫 銚子信用金庫
5金庫 東奥信用金庫 東京ベイ信用金庫

八戸信用金庫 館山信用金庫
十和田信用金庫 佐原信用金庫
下北信用金庫 神奈川県 横浜信用金庫

秋田県 秋田信用金庫 8金庫 三浦藤沢信用金庫
4金庫 羽後信用金庫 湘南信用金庫

秋田ふれあい信用金庫 川崎信用金庫
五城目信用金庫 平塚信用金庫

山形県 山形信用金庫 さがみ信用金庫
5金庫 米沢信用金庫 中栄信用金庫

鶴岡信用金庫 中南信用金庫
新庄信用金庫 東京都 朝日信用金庫
酒田信用金庫 30金庫 興産信用金庫

岩手県 盛岡信用金庫 さわやか信用金庫
7金庫 宮古信用金庫 東京シティ信用金庫

一関信用金庫 芝信用金庫
北上信用金庫 東京東信用金庫
花巻信用金庫 東栄信用金庫
水沢信用金庫 亀有信用金庫
二戸信用金庫 小岩信用金庫

宮城県 仙台信用金庫 小松川信用金庫
6金庫 宮城第一信用金庫 足立成和信用金庫

石巻信用金庫 東京三協信用金庫
塩竃信用金庫 西京信用金庫
仙南信用金庫 西武信用金庫
気仙沼信用金庫 城南信用金庫

福島県 会津信用金庫 昭和信用金庫
8金庫 郡山信用金庫 目黒信用金庫

白河信用金庫 東調布信用金庫
須賀川信用金庫 世田谷信用金庫

ひまわり信用金庫 東京信用金庫

信用金庫名都道府県 都道府県 信用金庫名
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日興信用金庫 島田信用金庫
王子信用金庫 磐田信用金庫
瀧野川信用金庫 焼津信用金庫
太陽信用金庫 掛川信用金庫
荒川信用金庫 駿河信用金庫
巣鴨信用金庫 富士信用金庫
八王子信用金庫 遠州信用金庫
青梅信用金庫 岐阜県 岐阜信用金庫
太平信用金庫 7金庫 大垣信用金庫
多摩中央信用金庫 高山信用金庫

新潟県 新潟信用金庫 東濃信用金庫
10金庫 長岡信用金庫 関信用金庫

高田信用金庫 八幡信用金庫
三条信用金庫 西濃信用金庫
新発田信用金庫 愛知県 愛知信用金庫
柏崎信用金庫 17金庫 豊橋信用金庫
直江津信用金庫 岡崎信用金庫
新井信用金庫 一宮信用金庫
村上信用金庫 瀬戸信用金庫
加茂信用金庫 半田信用金庫

山梨県 甲府信用金庫 知多信用金庫
2金庫 山梨信用金庫 豊川信用金庫

長野県 長野信用金庫 津島信用金庫
7金庫 松本信用金庫 豊田信用金庫

上田信用金庫 碧海信用金庫
諏訪信用金庫 西尾信用金庫
飯田信用金庫 蒲郡信用金庫
伊那信用金庫 尾西信用金庫
赤穂信用金庫 愛北信用金庫

富山県 富山信用金庫 中日信用金庫
11金庫 高岡信用金庫 東春信用金庫

新湊信用金庫 三重県 津信用金庫
新川水橋信用金庫 6金庫 北伊勢信用金庫
氷見伏木信用金庫 三重信用金庫
滑川信用金庫 桑名信用金庫
射水信用金庫 上野信用金庫
上市信用金庫 紀北信用金庫
砺波信用金庫 滋賀県 彦根信用金庫
石動信用金庫 4金庫 長浜信用金庫
福光信用金庫 湖東信用金庫

石川県 金沢信用金庫 近江八幡信用金庫
6金庫 共栄信用金庫 京都府 京都信用金庫

能登信用金庫 3金庫 京都中央信用金庫
北陸信用金庫 京都北都信用金庫
鶴来信用金庫 大阪府 大阪信用金庫
興能信用金庫 12金庫 大阪厚生信用金庫

福井県 福井信用金庫 大阪市信用金庫
5金庫 敦賀信用金庫 大阪商工信用金庫

武生信用金庫 大福信用金庫
小浜信用金庫 永和信用金庫
越前信用金庫 十三信用金庫

静岡県 静岡信用金庫 八光信用金庫
14金庫 静清信用金庫 南大阪信用金庫

浜松信用金庫 阪奈信用金庫
沼津信用金庫 枚方信用金庫
三島信用金庫 摂津水都信用金庫
富士宮信用金庫 奈良県 奈良信用金庫

伊豆信用金庫 3金庫 大和信用金庫

信用金庫名都道府県 都道府県信用金庫名
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奈良中央信用金庫 新北九州信用金庫
和歌山県 新宮信用金庫 門司信用金庫

3金庫 きのくに信用金庫 大牟田信用金庫
湯浅信用金庫 筑後信用金庫

兵庫県 神戸信用金庫 飯塚信用金庫
11金庫 姫路信用金庫 直方信用金庫

播州信用金庫 柳川信用金庫
兵庫信用金庫 田川信用金庫
尼崎信用金庫 大川信用金庫
日新信用金庫 築上信用金庫
淡路信用金庫 遠賀信用金庫
但馬信用金庫 佐賀県 唐津信用金庫
西兵庫信用金庫 4金庫 佐賀信用金庫
中兵庫信用金庫 伊万里信用金庫
但陽信用金庫 杵島信用金庫

鳥取県 鳥取信用金庫 長崎県 西九州信用金庫
3金庫 米子信用金庫 2金庫 たちばな信用金庫

倉吉信用金庫 熊本県 熊本信用金庫
島根県 しまね信用金庫 4金庫 熊本第一信用金庫

4金庫 日本海信用金庫 熊本中央信用金庫
島根中央信用金庫 天草信用金庫
津和野信用金庫 大分県 大分信用金庫

岡山県 おかやま信用金庫 4金庫 大分みらい信用金庫
8金庫 水島信用金庫 杵築信用金庫

津山信用金庫 日田信用金庫
玉島信用金庫 宮崎県 宮崎信用金庫
備北信用金庫 6金庫 都城信用金庫
吉備信用金庫 延岡信用金庫
日生信用金庫 西諸信用金庫
備前信用金庫 高鍋信用金庫

広島県 広島信用金庫 南郷信用金庫
5金庫 呉信用金庫 鹿児島県 鹿児島信用金庫

しまなみ信用金庫 4金庫 鹿児島相互信用金庫
大竹信用金庫 川内信用金庫
広島みどり信用金庫 奄美大島信用金庫

山口県 山口信用金庫 沖縄県1金庫 コザ信用金庫
9金庫 下関信用金庫 合計  326金庫

豊浦信用金庫
防府信用金庫
宇部信用金庫
萩信用金庫
岩国信用金庫
東山口信用金庫
吉南信用金庫

徳島県 徳島信用金庫
2金庫 阿南信用金庫

香川県 高松信用金庫
3金庫 さぬき信用金庫

観音寺信用金庫
愛媛県 愛媛信用金庫

5金庫 三津浜信用金庫
宇和島信用金庫
東予信用金庫
川之江信用金庫

高知県 幡多信用金庫
2金庫 高知信用金庫

福岡県 福岡信用金庫
13金庫 福岡ひびき信用金庫

都道府県 信用金庫名 都道府県 信用金庫名
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信用組合一覧表（平成１５年４月１日現在）

北海道 北央信用組合 東京厚生信用組合

８組合 空知商工信用組合 東信用組合

札幌中央信用組合 葛飾商工信用組合

釧路信用組合 江東信用組合

十勝信用組合 青和信用組合

函館商工信用組合 中ノ郷信用組合

室蘭商工信用組合 共立信用組合

朝銀北東信用組合 七島信用組合

青森県 青森県信用組合 大東京信用組合

岩手県 杜陵信用組合 第一勧業信用組合

２組合 岩手県医師信用組合 城北信用組合

宮城県 仙北信用組合 北部信用組合

５組合 石巻商工信用組合 宮内庁信用組合

古川信用組合 警視庁職員信用組合

五城信用組合 甲子信用組合

あすか信用組合 東京消防信用組合

秋田県 秋田県信用組合 東京都職員信用組合

山形県 山形庶民信用組合 ハナ信用組合

７組合 山形第一信用組合 神奈川県 神奈川県医師信用組合

山形中央信用組合 ６組合 神奈川県歯科医師信用組合

北郡信用組合 横浜商銀信用組合

山形県農協連職員信用組合 信用組合横浜華銀

山形県庁職員信用組合 小田原第一信用組合

山形県医師信用組合 半原信用組合

福島県 福島県商工信用組合 山梨県 やまなみ信用組合

５組合 いわき信用組合 ５組合 甲府中央信用組合

福島協和信用組合 都留信用組合

会津商工信用組合 谷村信用組合

相双信用組合 美駒信用組合

茨城県 茨城県信用組合 新潟県 新潟縣信用組合

３組合 日立信用組合 13組合 新潟鉄道信用組合

勝田信用組合 興栄信用組合

栃木県 真岡信用組合 新栄信用組合

２組合 那須信用組合 太陽信用組合

群馬県 あかぎ信用組合 五泉信用組合

５組合 群馬県信用組合 協栄信用組合

かみつけ信用組合 三條信用組合

東群馬信用組合 巻信用組合

群馬県医師信用組合 新潟大栄信用組合

埼玉県 埼玉県医師信用組合 塩沢信用組合

３組合 熊谷商工信用組合 糸魚川信用組合

埼玉信用組合 両津信用組合

千葉県 房総信用組合 長野県 長野県信用組合

３組合 銚子商工信用組合 ２組合 あすなろ信用組合

君津信用組合 静岡県 静岡県医師信用組合

東京都 全東栄信用組合 愛知県 信用組合愛知商銀

２３組合 東浴信用組合 ９組合 豊橋商工信用組合

文化産業信用組合 愛知県中央信用組合

東京証券信用組合 三河信用組合
東京建設信用組合 名古屋青果物信用組合

信用組合名都道府県 都道府県 信用組合名
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愛知県医療信用組合 山口県 山口県信用組合

愛知県医師信用組合 ２組合 下関市職員信用組合

丸八信用組合 島根県 出雲信用組合

愛知県警察信用組合 ２組合 島根益田信用組合

岐阜県 岐阜商工信用組合 香川県 香川県信用組合

５組合 朝銀中部信用組合 高知県 土佐信用組合

飛騨信用組合 ２組合 宿毛商銀信用組合

益田信用組合 福岡県 福岡県庁信用組合

岐阜県医師信用組合 ８組合 九大医系信用組合

三重県 三重県職員信用組合 福岡県医師信用組合

富山県 富山県医師信用組合 東福岡信用組合

２組合 富山県信用組合 福岡南信用組合

石川県 大野信用組合 福岡県南部信用組合

６組合 金沢中央信用組合 福岡県中央信用組合

倉庫精練信用組合 福岡興業信用組合

石川県医師信用組合 佐賀県 佐賀栄城信用組合

金沢鉄道信用組合 ５組合 佐賀県医師信用組合

高浜信用組合 佐賀東信用組合

福井県 福泉信用組合 佐賀西信用組合

３組合 北陸商銀信用組合 佐賀商銀信用組合

福井県医師信用組合 長崎県 長崎三菱信用組合

滋賀県 滋賀県民信用組合 ６組合 長崎県医師信用組合

２組合 滋賀県信用組合 長崎商銀信用組合

京都府 京滋信用組合 長崎県民信用組合

大阪府 大同信用組合 佐世保中央信用組合

１３組合 成協信用組合 福江信用組合

大阪協栄信用組合 熊本県 熊本県信用組合

大阪貯蓄信用組合 ３組合 九州幸銀信用組合

大阪商業信用組合 熊本県医師信用組合

大阪庶民信用組合 大分県 大分県信用組合

中央信用組合 ２組合 玖珠郡信用組合

大阪府医師信用組合 宮崎県 宮崎県北部信用組合

近畿産業信用組合 ２組合 宮崎県南部信用組合

大阪府警察信用組合 鹿児島県 鹿児島興業信用組合

朝日新聞信用組合 ４組合 奄美信用組合

毎日信用組合 鹿児島県信用組合

ミレ信用組合 鹿児島県医師信用組合
兵庫県 兵庫県警察信用組合 合計１９１組合

７組合 富士信用組合

兵庫県医療信用組合

兵庫県信用組合

神戸市職員信用組合

淡陽信用組合

兵庫ひまわり信用組合

和歌山県 和歌山県医師信用組合

岡山県 朝銀西信用組合

３組合 信用組合岡山商銀

笠岡信用組合

広島県 広島市信用組合

６組合 広島県信用組合

信用組合広島商銀

呉市職員信用組合

両備信用組合
備後信用組合

都道府県 信用組合名 都道府県 信用組合名
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労働金庫一覧表（平成１５年４月１日現在）

北海道労働金庫

青森県労働金庫

岩手労働金庫

宮城労働金庫

秋田県労働金庫

山形県労働金庫

福島県労働金庫

中央労働金庫

新潟県労働金庫

長野県労働金庫

静岡県労働金庫

北陸労働金庫

東海労働金庫

近畿労働金庫

山陰労働金庫

九州労働金庫

沖縄県労働金庫

岡山労働金庫

広島県労働金庫

山口県労働金庫

四国労働金庫
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資料10－９－２
　

15.3.12 みずほフィナンシャルグループ事業再構築
● みずほフィナンシャルグループ （資産管理サービス信託銀行、UCカード、総研等

12.9.29 持株会社会社設立 14.4.1 子銀行分割・合併、安田信託商号変更 を完全子会社化）

（※「安田信託銀行」から
商号変更）

● 三菱東京フィナンシャルグループ （※第一勧銀、富士銀、興銀の３行が、分割・合併により、
13.4.2 持株会社設立 13.10.1 三菱信託・日本信託合併 「みずほ銀行」、「みずほコーポレート銀行」に再編。） （※「みずほ信託銀行」と「みずほアセ

ット信託銀行（存続銀行）」が合併）

● 三井住友銀行グループ

●  ＵＦＪグループ 13.4.2 持株会社設立 14.1.15 三和・東海合併、東洋信託商号変更 15.3.17三井住友、わかしお合併

13.12.12 持株会社設立（地域銀行の近畿大阪銀、奈良銀を持株会社の子会社とした） 
● りそなグループ

14.3.1に持株会社にあさひ銀行参加、
信託部門を分社化（大和銀信託銀行を設立） 15.3.1に大和銀行、あさひ銀行が再編

　
14.10.1「大和銀ホールディングス」

　
から商号変更

14.10.15｢大和銀信託銀行｣
から商号変更

 
14.2.1に持株会社設立、さくら信託商号変更

● その他

第一勧業銀行

富士銀行

日本興業銀行

第一勧業銀行

富士銀行

日本興業銀行

み
ず
ほ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

安田信託銀行
安田信託銀行

みずほ銀行

みずほ
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行

みずほ信託銀行
みずほ

信託銀行

み
ず
ほ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

東京三菱銀行

三菱信託銀行

日本信託銀行

三
菱
東
京
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ

ル
グ
ル
ー
プ

東京三菱銀行

三菱信託銀行

日本信託銀行

三
菱
東
京
フ
ィ
ナ
ン

シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

東京三菱銀行

三菱信託銀行

三和銀行

さ く ら銀行

三井住友銀行

東海銀行

東洋信託銀行

Ｕ
Ｆ
Ｊ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

住友銀行

三和銀行

東海銀行

東洋信託銀行

Ｕ
Ｆ
Ｊ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

ＵＦＪ銀行

ＵＦＪ信託銀行

大和銀行

あさひ銀行

住友信託銀行

中央三井信託銀行

 平成15年3月31日現在  ▼

みずほアセット
信託銀行

三
井
ト
ラ
ス
ト
・

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

中央三井信託銀行

三井アセット信託銀行

大
和
銀
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

大和銀行

近畿大阪銀行

奈良銀行 り
そ
な
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

大和銀行

近畿大阪銀行

奈良銀行

りそな信託銀行

あさひ銀行

（※「さくら信託銀行」から商号変更）

○ 主要銀行グループ再編図

（※「東洋信託銀行」から商号変更）

13.4.1住友、さくら合併

三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン

シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

三井住友銀行

H14.12.2持株会社設立
（H15.2、 カード、リース、総研を完全
子会社化）

みずほ銀行

みずほ
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行

みずほ信託銀行

み
ず
ほ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル

グ
ル
ー
プ

わかしお銀行

り
そ
な
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

りそな銀行

近畿大阪銀行

奈良銀行

りそな信託銀行

埼玉りそな銀行




