
　　 大　正
　　14年… 9月… 産業組合法による呉市信用組合として設立

　　15年… 4月… 本事務所を蔵本通3丁目に開設
　　 昭　和
　　… 7年… 7月… 貯金高100万円達成

　　18年… 6月… 市街地信用組合法による呉市信用組合に組織変更

　　19年… 6月… 本事務所を本通8丁目に移転

　　22年…12月… 本事務所を中通9丁目に移転

　　23年… 9月… 貯金高1億円達成

　　26年…10月… 信用金庫法の改正に伴い呉信用金庫に組織変更

　　33年…12月… 全国信用金庫連合会の代理業務の取扱い開始

　　38年… 3月… 住宅金融公庫の代理業務の取扱い開始

… 12月… 預金100億円達成

　　39年… 9月… 広島県税収納代理店事務の取扱い開始

　　40年…12月… 貸出金100億円達成

　　41年…11月… 本店を呉市本通5丁目（現在地）に新築移転

　　42年… 9月… 日本銀行の歳入代理店業務取扱い開始

　　45年… 3月… 電子計算機を初めて導入（オフライン業務開始）

　　47年…12月… 預金500億円達成

　　48年… 4月… くれしん総合口座の取扱い開始

　　49年… 6月… 貸出金500億円達成

　　50年… 9月… 第1次オンラインシステム稼動

… 10月… 創立50周年記念式典を開催

　　51年… 5月… 現金自動支払機（CD）を12カ店に設置

… 10月… 預金1,000億円達成

　　57年… 9月… 事務センターを本館隣接地に新設

… … 預金2,000億円達成

… 11月… ｢しんきんネットキャッシュサービス｣の取扱い開始

　　58年… 4月… 国債等の窓口販売業務の取扱い開始

… 10月… 第2次オンラインシステム稼動

　　60年… 3月… ハンディ端末機の導入

　　61年… 4月… くれしんビジネスサービス㈱設立

… 8月… 現金自動支払機の休日稼動（第2･第3土曜日）を開始

　　62年… 6月… 店別損益管理制度導入

　　63年…10月… ディスクロージャー「呉信用金庫の現況」を作成（初版）

… 12月… 預金3,000億円達成
　　 平　成
　　 2年… 4月… 呉中央信用金庫と合併

… … 預金4,000億円達成

　　 … 10月… 現金自動支払機の日曜稼動開始

　　 3年… 9月… 外国為替公認銀行認可

… 12月… 預金5,000億円達成

　　 6年… 7月… 社債等の募集の受託業務の取扱い開始

　　 7年… 1月… 第3次オンラインシステム稼動

　　 8年… 2月… 年金優遇定期預金の取扱い開始

… 4月… 店頭金利表示ボード設置

… 5月… 創立70周年記念事業の一環として呉市へブロンズ像

「未来」を寄贈

… 9月… くれしんホームページの開設

　　 9年… 3月… くれしん経営者協議会文化講演会開催（初回）

　　11年… 5月… 芸陽信用金庫と合併

… … 預金6,000億円達成

… … 私募債の主受託業務の取扱い開始

　　… 10月… 投資信託窓口販売業務の取扱い開始

　　13年… 3月… スポーツ振興くじ「toto（トト）」の取扱い開始

… 4月… 損害保険商品の窓口販売開始

　　13年…10月… 呉信情報ネットワーク（LAN・WAN）稼動

… 11月… ひろしまネットサービス開始

… … 確定拠出年金運営管理業務の取扱い開始

… 12月… 個人向けポイントサービスの取扱い開始

　　14年…10月… 生命保険窓口販売業務開始

　　15年… 5月… 人づくりセンター開所

　　16年… 1月… 中国地区信金共同事務センターへシステム移行

　　17年… 4月…「新営業体制」スタート

… 10月… 第1回「くれしんビジネスフェア」開催

　　18年… 3月… 創立80周年記念事業の一環として「呉に生きる」を発刊

… 4月… 職場内託児所「しんちゃんランド　広」オープン

　　19年… 3月… 農林漁業金融公庫と業務協力の覚書を締結

… 5月… 県立広島大学と連携協力協定書を締結

… 9月… 県内４金庫Ｍ＆Ａ仲介業務の連携協定を締結

… 12月… インフォメーションボード「KU−CHAN」運用開始

　　20年… 6月… 広島文化学園大学（旧呉大学)と連携協力協定書を締結

… 10月… 光和保険サービス㈱と業務提携

　　21年… 6月… 県内4信用金庫がPASPYに参入（10月実施）

… 12月… 中小企業整備基盤機構中国支部と「業務連携・協力に

関する覚書」を締結

　　22年… ５月… 広島県とがん検診推進に関する協定を締結

… ９月… 呉市とがん検診推進に関する協定を締結

　　23年… 1月… 広島大学産学官連携推進研究協力会へ加盟

　　24年… ３月… 株式会社損害保険ジャパンと連携協力の覚書を締結

… 11月… 経営革新等支援機関に認定

　　25年… 6月… 理事長が大年健二から槇岡敬人に交代

　　26年… 1月… 中小企業の海外子会社向け直接融資取扱い開始

　　… 9月… 呉創業支援ネットワーク設立

… 11月… 広島市立大学と連携協力協定書を締結

　　27年… ２月…「一般財団法人くれしん芸術文化財団」設立

… ６月…「くれしん住宅ローンセンター広島」開設

… … 事業地区を広島県全域に拡張

… ８月… 呉市と「地方創生に係る包括連携に関する協定書」締結

　　28年… 4月…「くれしん地域企業応援ガイドブック2016」創刊

… 6月… 子育てサポート企業として「くるみん」認定

… … 預金7,000億円達成

　　29年… 1月…「信託契約代理店業務」取扱開始

… 3月… 県内4信金で特殊詐欺被害防止のため、ATMでの振込

制限を開始

… 6月… ｢くれしんホスピタリティ宣言｣制定

… 10月… インターネット専用支店｢くれしん…れもねっと支店｣

オープン

　　30年… １月… ｢広島県働き方改革実践企業｣に認定

… ４月… 呉市認可の保育園「ニチイキッズ『しんちゃんランド広』

保育園」オープン

… 10月… 呉警察署及び広警察署と「地域の安全を守る活動推進

に関する覚書」締結

… 11月… 理事長槇岡敬人が黄綬褒章を受章

　　31年… ４月…「呉市文化ホール」の命名権（ネーミングライツ）取得
　　 令　和
　　 元年… 6月… 理事長が槇岡敬人から向井淳滋に交代

… 7月… 東広島市と「災害時協力井戸に関する協定書」締結

… 12月… 経営支援クラウドサービス「Hiroshima…Big…Advance

（広島ビッグアドバンス）」導入

… … 移動店舗車「スマイルくれもんＧＯ」導入

　　 ２年… 1月…「呉信用金庫ＳＤＧｓ宣言」公表

あゆみ（年表）
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