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株式会社ゆうちょ銀行との業務提携に関する合意について 

スルガ銀行株式会社（代表取締役社長兼 CEO 岡野 光喜）は、本日、株式会社ゆうちょ銀

行（取締役兼代表執行役会長 古川 洽次）と住宅ローンを中心とする個人ローン業務の提

携を行うことで合意に達しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１．業務提携の趣旨・目的 

ゆうちょ銀行及びスルガ銀行は、平成１９年９月２６日に発表いたしました個人ローン

業務における業務提携協議の合意以降、お客さまの利便に資する広範な業務提携を真摯に

協議・検討した結果、このたび、提携内容について合意いたしました。 

両行は、各々の経営資源を相互に活用し、金融商品・サービスの進展による国民経済

への寄与を目的として、緊密に協働・連携してまいります。 

また、ゆうちょ銀行が当初スルガ銀行の代理店として、スルガ銀行の住宅ローン等の

商品をお客さまに提供いたします。 

  両行は、この提携を通じて、個人のお客さまの生活設計・資産形成ニーズに多面的・

積極的にお応えし、お一人おひとりの夢の実現をお手伝いすることで、「日本のこつこつ

の力になります」の実現を図ってまいります。 

 

２.業務提携の内容 

（１）ゆうちょ銀行は、スルガ銀行を所属銀行とする個人ローン業務に係る契約の締結の

媒介（銀行代理業務）を行うとともに、顧客紹介・広告宣伝を行い、個人ローン商

品・サービスの販売促進を図ります。 

・銀行代理業務の概要 

 ①主な取扱業務 

   ゆうちょ銀行が直営店５０店舗（別紙１参照）においてスルガ銀行の住宅ロー

ン等個人ローンの媒介を行ないます。 

 ②業務開始予定日  

平成２０年５月１２日（月） 

  



③取扱商品 

  住宅ローン・目的別ローン・カードローン 

（２）スルガ銀行は、ゆうちょ銀行に対し、人材派遣等を通じ、個人ローンの商品開発、

マーケティング、業務運営等の支援・協力を行います。 

（３）両行は、個人ローン業務に係る業務受託会社への共同出資及び人材派遣を行い、業

務受託会社を共同で運営・監督いたします。 

  ・業務受託会社の概要（予定） 

商号 ＳＤＰセンター株式会社  

代表者 代表取締役 大久保 豊 

本店所在地 東京都中央区晴海一丁目 8番 10号 

主な事業内容 銀行事務代行業 

大株主・持分比率 ゆうちょ銀行 45％、スルガ銀行 45％ 

（４）両行は、相互の持続的な成長を目的とした個人ローン業務における戦略展開及び 

新ビジネススキーム構築等の協力・検討を行ないます。 

 

３．提携会社の概要 

                              ※平成 20年 4月 1日現在 

商号 株式会社ゆうちょ銀行 

設立年月日 

平成 18年 9月 1日 

注：平成 19年 10月 1日に「株式会社ゆうちょ」から 

「株式会社ゆうちょ銀行」に商号変更 

代表者 取締役兼代表執行役会長 古川 洽次 

本社所在地 

（本店所在地） 

東京都千代田区霞が関一丁目 3番 2号 

（東京都千代田区丸の内２－７－２） 

資本金 35,000 億円 

株 主 日本郵政株式会社 100％ 

従業員数 約 11,600 名 

主な事業所 本社、営業所 234（統括店 13、一般店 221）、地域センター49、

貯金事務センター11、貯金事務計算センター2 

主な事業内容 銀行業 

  

４．日程  平成２０年４月２４日   業務提携契約書 締結 

 

５.今後の見通し 

 現在集計作業中であります平成２０年３月期の業績への影響はありません。 

平成２１年３月期業績見通しについては、５月１４日発表予定の平成２０年３月期決算

発表時に開示いたします。 

 

以 上 



（別紙１） 

銀行代理業務を行う営業所 

 
 都道府県名 店名 所在地 
１ 埼玉 さいたま支店 埼玉県さいたま市南区別所 7-1-12 
２ 埼玉 川越店 埼玉県川越市三久保町 13-1 
３ 埼玉 熊谷店 埼玉県熊谷市本町 2-7 
４ 埼玉 川口店 埼玉県川口市本町 2-2-1 
５ 埼玉 所沢店 埼玉県所沢市並木 1-3 
６ 埼玉 越谷店 埼玉県越谷市大沢 4-6-15 
７ 千葉 船橋店 千葉県船橋市南本町 7-17 
８ 千葉 習志野店 千葉県習志野市津田沼 2-5-1 
９ 千葉 柏店 千葉県柏市東上町 6-29 

１０ 千葉 八千代店 千葉県八千代市ゆりのき台 1-1-1 
１１ 神奈川 横浜店 神奈川県横浜市西区高島 2-14-2 
１２ 神奈川 都筑店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 33-1 
１３ 神奈川 青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台 1-13-1 
１４ 神奈川 港北店 神奈川県横浜市港北区菊名 6-20-18 
１５ 神奈川 川崎店 神奈川県川崎市川崎区榎町 1-2 
１６ 神奈川 登戸店 神奈川県川崎市多摩区登戸 1685-1 
１７ 神奈川 藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢 115-2 
１８ 神奈川 橋本店 神奈川県相模原市西橋本 5-2-1 
１９ 東京 本店 東京都千代田区丸の内 2-7-2 
２０ 東京 京橋店 東京都中央区築地 4-2-2 
２１ 東京 芝店 東京都港区西新橋 3-22-5 
２２ 東京 浅草店 東京都台東区西浅草 1-1-1 
２３ 東京 蒲田店 東京都大田区蒲田本町 1-2-8 
２４ 東京 品川店 東京都品川区東大井 5-23-34 
２５ 東京 渋谷店 東京都渋谷区渋谷 1-12-13 
２６ 東京 中野店 東京都中野区中野 2-27-1 
２７ 東京 豊島店 東京都豊島区東池袋 3-18-1 
２８ 東京 赤羽店 東京都北区赤羽南 1-12-10 
２９ 東京 練馬店 東京都練馬区豊玉北 6-4-2 
３０ 東京 光が丘店 東京都練馬区光が丘 2-9-7 
３１ 東京 立川店 東京都立川市曙町 2-14-36 
３２ 岐阜 岐阜店 岐阜県岐阜市清住町 1-3-2 
３３ 愛知 名古屋支店 愛知県名古屋市中区大須 3-1-10 
３４ 愛知 中川店 愛知県名古屋市中川区吉良町 98-1 
３５ 愛知 豊橋店 愛知県豊橋市神明町 106 
３６ 三重 四日市店 三重県四日市市沖の島町 4-9 
３７ 京都 京都店 京都府京都市下京区東塩小路町 843-12 
３８ 京都 伏見店 京都府京都市伏見区撞木町 1148 
３９ 大阪 大阪支店 大阪府大阪市北区梅田 3-2-4 
４０ 大阪 大阪東店 大阪府大阪市中央区備後町 1-3-8 
４１ 大阪 堺店 大阪府堺市堺区南瓦町 2-16 
４２ 大阪 吹田店 大阪府吹田市穂波町 4-1 
４３ 大阪 枚方店 大阪府枚方市大垣内町 2-10-5 
４４ 大阪 布施店 大阪府東大阪市永和 2-3-5 
４５ 奈良 奈良店 奈良県奈良市学園北 2-3-2 
４６ 兵庫 神戸店 兵庫県神戸市中央区栄町通 6-2-1 
４７ 兵庫 姫路店 兵庫県姫路市総社本町 210 
４８ 兵庫 尼崎店 兵庫県尼崎市南塚口町 5-8-1 
４９ 兵庫 宝塚店 兵庫県宝塚市小浜3-1-20 
５０ 和歌山 和歌山店 和歌山県和歌山市一番丁 4 

 
 


