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2019年 2月 8日 

各 位 

株式会社 第四北越フィナンシャルグループ 

株式会社 第四銀行 

株式会社 北越銀行 

 

 

子銀行合併後に実施する予定の店舗統合（移転）に関するお知らせ 

 

 

 2018年10月1日付「『株式会社第四北越フィナンシャルグループ』の設立及び第一次中期経営計画の策定

についてのお知らせ」で公表しておりますとおり、株式会社第四北越フィナンシャルグループ（代表取

締役社長：並木 富士雄、以下「第四北越ＦＧ」といいます。）は、関係当局の認可等が得られることを

前提として、2021年1月に子銀行である株式会社第四銀行（取締役頭取：並木 富士雄、以下「第四銀

行」といいます。）と株式会社北越銀行（取締役頭取：佐藤 勝弥、以下「北越銀行」といい、第四銀行

と北越銀行を総称して「両行」といいます。）の合併およびシステム事務統合を予定しております。 

 今般、両行の合併（2021年 1月予定）後に実施する予定の店舗統合（移転）について、対象店舗等詳

細（以下「本計画」といいます。）を決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．店舗統合（移転）の時期と方法 

2021年 1月予定の両行合併後に、「店舗内店舗方式」（※1）で店舗統合（移転）を行い、2021年

4月から約 3年間で完了させる予定です。 

※1. 店舗を他店の所在地・建物に移転することにより、複数の営業店が同じ所在地・建物で営業

を行う店舗形態です。移転する際に店名・店番号や口座番号を変更する必要がなく、通帳・

キャッシュカードは継続利用できます。 

 

２．移転対象店舗の選定 

 第四北越ＦＧでは、2018年 10月以降、お客さまの利便性低下を最小限とすることを基本方針と

し、両行で近接する店舗を対象に、建物の耐用年数や面積、立地、マーケット・店舗特性等を踏ま

えて検討した結果、店舗統合のために近隣の店舗所在地に移転を予定する店舗（以下「移転店舗」

といいます。）として、別紙記載の 50店舗を選定いたしました。 

なお、今後のマーケット環境や店舗の建物状況を踏まえ本計画を変更する場合がございますが、

その際には速やかにお知らせいたします。 
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３．今後の主な予定 

2019年 2月 8日付「店名・店番号変更のお知らせ」で公表しておりますとおり、現在、両行間の

営業店で店名または店番号が同一（以下「重複」といいます。）の営業店の店名・店番号の変更を、

本年 2019年 5月から 10月までの間に実施し、重複を解消いたします（下表内①）。 

その上で、店舗内店舗方式による店舗統合（移転）は 2021年 1月予定の両行合併後（同②）、同

年 4月から開始し、約 3年間で完了させる予定です（同③）。具体的な日程は決定次第お知らせい

たします。 

実施時期（予定） 内容 

①2019年 5月～2019年 10月 両行で重複する店名・店番号の変更 

②2021年 1月 両行の合併 

③2021年 4月～2024年 3月 
50地域の店舗統合（50店舗の移転） 

（店名・店番号や口座番号の変更はありません） 

 

４．本件に関するお問い合わせ先 

本件に関するお問い合わせは、以下のお問い合わせセンターまたは最寄りの第四銀行・北越銀行

の窓口までお問い合わせください。 

お問い合わせ先 電話番号（フリーダイヤル） 受付時間 

第四銀行 お問い合わせセンター 0120－326－523 2019年 2月 12日（火）より 

9:00～17:00 

（土日等の銀行休業日を除く） 北越銀行 お問い合わせセンター 0120－892－311 

 

以 上
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（別紙） 

店舗統合（移転）計画一覧 

(2019年 2月時点の予定であり、今後変更になる場合がございます) 

 

１．北越銀行の店舗が移転店舗となる統合計画（30店舗） 

 移転店舗（50音順） 移転先 

（下記店舗の店名変更はありません）   店名変更後名称 

あ 新井支店 新井中央支店 第四銀行 新井支店 

 糸魚川支店 糸魚川中央支店 第四銀行 糸魚川支店 

か 柏崎支店 柏崎中央支店 第四銀行 柏崎支店 

 柏崎南支店 柏崎日吉町支店 第四銀行 柏崎南支店 

 亀田支店 亀田中央支店 第四銀行 亀田支店 

 県庁支店 新潟県庁支店 第四銀行 県庁支店 

 五泉支店 五泉中央支店 第四銀行 五泉支店 

さ 佐和田支店 佐和田中央支店 第四銀行 佐和田支店 

 新発田支店 新発田中央支店 第四銀行 新発田支店 

 新発田西支店 新発田住吉町支店 第四銀行 新発田西支店 

 白根支店 白根中央支店 第四銀行 白根支店（※1） 

 水原支店 水原中央支店 第四銀行 水原支店 

た 高田支店 高田中央支店 第四銀行 高田営業部 

 燕支店 燕中央支店 第四銀行 燕支店 

 出来島支店 出来島中央支店 第四銀行 出来島支店 

 寺尾支店 寺尾中央支店 第四銀行 寺尾支店 

 東京支店 東京中央支店 第四銀行 東京支店 

 栃尾支店 栃尾中央支店 第四銀行 栃尾支店 

な 新潟支店 店名変更しません 第四銀行 本店営業部 

 新潟駅前支店 新潟東大通支店 第四銀行 新潟駅前支店 

 新津支店 新津中央支店 第四銀行 新津支店 

 沼垂支店 沼垂中央支店 第四銀行 沼垂支店 

は 東港支店 新潟東港支店 第四銀行 東港支店 

 分水支店 分水中央支店 第四銀行 分水支店 

ま 巻支店 巻中央支店 第四銀行 巻支店 

 村上支店 村上中央支店 第四銀行 村上支店 

 物見山支店 物見山中央支店 第四銀行 物見山支店 

や 吉田支店 吉田中央支店 第四銀行 吉田支店 

ら 流通センター支店 新潟流通センター支店 第四銀行 流通センター支店 

 両津支店 両津中央支店 第四銀行 両津支店 
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２．第四銀行の店舗が移転店舗となる統合計画（20店舗） 

 移転店舗（50音順） 移転先 

（店名変更後名称）   店名変更後名称 

あ 粟山支店 店名変更しません 北越銀行 石山支店 

 青海支店 青海中央支店 北越銀行 青海支店 

 小千谷支店 小千谷中央支店 北越銀行 小千谷支店 

か 神田支店 神田中央支店 北越銀行 新町支店 

 小出支店 小出中央支店 北越銀行 小出支店 

 小針支店 小針が丘支店 北越銀行 小針支店 

 小針南支店 小針中央支店 第四銀行 平島支店 

さ 関屋支店 関屋中央支店 北越銀行 関屋支店 

た 燕南支店 店名変更しません 北越銀行 
県央つばめ支店（※2） 

（つばめ物流センター支店） 

 十日町支店 十日町中央支店 北越銀行 十日町支店 

 豊栄支店 豊栄中央支店 北越銀行 豊栄支店 

な 長岡営業部 店名変更しません 北越銀行 
本店営業部（※2） 

（長岡本店営業部） 

 長岡駅東支店 店名変更しません 北越銀行 長岡東支店 

 長岡新産センター支店 店名変更しません 北越銀行 長岡新産支店 

 中条支店 中条中央支店 北越銀行 中条支店 

 西加茂支店 店名変更しません 第四銀行 加茂支店（※3） 

は 古町支店 古町中央支店 北越銀行 古町支店 

ま 見附支店 見附中央支店 北越銀行 見附支店 

 六日町支店 六日町中央支店 北越銀行 六日町支店 

 村松支店 村松中央支店 北越銀行 村松支店 

※1.第四銀行白根支店は北越銀行白根支店を店舗内店舗方式で店舗統合の上、第四銀行白根支店の

現在地から移転することを予定しております。 

※2.北越銀行本店営業部および同行県央つばめ支店は、移転しませんが、システム上の都合により

店名を変更いたします。 

※3.第四銀行加茂支店は、同行西加茂支店を店舗内店舗方式で店舗統合の上、第四銀行加茂支店の

現在地から移転することを予定しております。 

 

 


