Our Strengths

価値創造の軌跡

時代を越えて、続く 想 い
ゆうちょ銀行の歴史は、明治時代、前島 密に
よる郵便為替事業の創業に始まります。
当時、誰もが公平に利用できる社会基盤の
構築を目指した前島 密の精神は、国営の時代
から民営化を経ても 、私たちの事業のより
どころとなり生き続けています。

前島 密の信条
人はよく、あれも運これも運だといふが

創業者

前島 密

日本近代郵便の父
（1835 年 -1919 年）

運は誰の前をも公平に通る、これを捉らへ得ると否とで
大差が出来る。頭を働かして細心注意、よい運を捉えよ。
それから縁の下の力持ちになることを
厭うな。人のためによかれと願ふ心を常に持てよ。

その信条は未来へ

1885 年

1949 年

2001 年

2003 年

逓信省

郵政省

郵政事業庁

日本郵政公社

1875 年

1949 年

2001 年

2003 年

郵便為替事業創業
郵便貯金事業創業

1885 年
逓信省発足

1906 年
郵便振替事業創業

1941 年
定額貯金の創設

14

ゆうちょ銀行

郵政省発足

1981 年
郵 便 貯 金自動 預 払 機（ ATM ）に
よる取り扱い開始

1999 年
他の金融機関との ATM 、CD 提
携サービスの開始

郵政省と自治省、総務庁が統合
し、
「総務省」と「郵政事業庁」に
再編

日本郵政公社発足

2005 年
投資信託の募集業務開始

2006 年
株式会社ゆうちょ
（準備会社）設立

日本郵政の萌芽

誰もが公平に利用できる 社会基盤をつくりたい
前島 密が描い た文明開化

イギリスへの出張

単なる欧米の建物や生活様式など表面的な模倣ではな

1870 年、郵便創業の立案直後、前島

く、国民主権、民主主義の精神やその知識、思考の獲

密は、イギリスに渡りました。産業革命

得にあると捉えていたと思われます。それは彼の構築

の時代である当時のイギリスでは、交

した社会基盤が誰もが公平に、自由平等に利用できる

通や通信網の発達が目覚ましく、郵便

ことが原則になっていることや 、訓盲院の設立、東京

馬車は全国を網羅、主要工業都市間は

専門学校（早稲田大学の前身）創立への参画、国字改

鉄道で結ばれていました。前島 密は、イギリスで郵便貯

良等、教育への熱心な活動にもよく表れています。

金が国民の生活や国家の発展に大きな役割を果たしてい

渡欧時代の前島 密
※郵政博物館提供

るのを見て、日本でもこれを実施することを決意しました。

明治の新しい国づくり
明治新政府は近代的な国家づくりのために、有能な人材
を求めていました。
その中で、前島 密は民部大蔵省九等出仕改正掛に所属

また、イギリスの郵便局では、郵便為替、郵便貯金を取
り扱い、郵便保険を行っていました。前島 密は、公務の合
間に郵便局の職員に直接話を聞いたり、実際に利用したり
するなどして郵便局の業務を学びました。

していました。改正掛は、旧来の封建的な制度を改革し、

郵便為替と郵便貯金

近代国家を建設するための企画立案をする、いわば明治

前島 密は、郵便制度の発案時にはすでに送金の重要性に

のシンクタンクで、メンバーは旧幕時代に外国出張を経験

ついて認識していましたが 、資金不足のためすぐに実現

した逸材たちで、改正掛長は渋沢栄一でした。

できませんでした。ようやく資金の都合がつき、1875 年

1 月2 日、国内 110 の郵便局で郵便為替の取扱いが、同年
5 月2 日、東京市内18 局と横浜市内1 局で郵便貯金の取扱
いが開始されました。

2007 年

2015 年

2018 年

2021 年

株式会社ゆうちょ銀行

東京証券取引所

中期経営計画発表

中期経営計画発表

（民営化）

2007 年
日本郵政グループ発足

2008 年
SDP センター株式会社（現：ゆう
ちょローンセンター 株 式 会 社）
への出資

市場第一部に上場
2013 年

（2018年度～2020年度） （2021年度～2025年度）

2018 年

2021 年

日本 ATMビジネスサービス株式

JPインベストメント株式会社設立

会社に出資

あおぞら 銀 行 店 舗 内 への「ゆう

業務、個人向け住宅融資業務（フ

ちょATM 」の設置に伴う契約締結

ラット 35 ）
、損害保険募集業務）

2015 年
JP 投信株式会社に出資

2016 年
株 式 会 社ファミリー マートと日

2019 年

新 規 業 務（口 座 貸 越による貸 付

の取り扱い開始

ス マ ホ 決 済 サ ービ ス
「ゆうちょ

Pay 」の取り扱い開始

本郵政株式会社との業務提携に

2020 年

関する基本合意書締結

「ゆうちょ通帳アプリ」のサービス
開始
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信頼の DNAをつなぎ、
革 新に挑戦し続ける
郵便為替事業創業 、郵便貯金事業創業以来、当行は歴史の中で国営事業として、そして民営
化と形を変えてきましたが、世の中を支える金融機関として、お客さまの期待に応えるという思
いは変わることはありません。現在にいたる価値創造の歩みを止めることなく、これからもお
客さまと社員の幸せを目指し、社会と地域の発展に貢献していきます。

1875年〜

郵便為替、郵便貯金、郵便振替の創業

リアルネットワークの 原点

※写真：郵政博物館提供

郵便事業の創業から4 年後の 1875 年に、新しい送金
手段として郵便為替を創業、同年、東京・横浜の両地で
郵便貯金が創業されました。その後、1906 年に郵便
振替を開始しました。これらの業務は 、全国に配置さ
れている郵便局が担うようになり、郵便局ネットワーク
（基盤）
が形成されました。

1970年〜

高度経済成長期に貯金は、財政投融資として地域の発展に寄与

全国にある圧倒的な口座数の 原点

整備は、成長の条件であるとともに、地域に成長の成

国民の所得の伸びに伴い 、郵便貯金がその貯蓄の受

果を再分配する機能を持っていました。

け皿となりました。口座数も急激に増加しました。ま

※ 財政投融資とは 、国の制度・信用を通じて集められる有償資金を中心とした

た、戦災で貯金の原簿が被害を受け、その復旧処理が
課題となったことがきっかけとなり、郵便貯金事務の
機械化が進められました。

地域リレーションの 原点
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各種の公的資金を財源にして 、国の政策目的の実現のために行われる政府
の投資および融資の金融活動

郵便貯金創業100 年
1975 年、郵便貯金事業の創業100 周年を記念して
「 私のアイデア貯金箱コンクー ル」が開始され

全国から集められた貯金は財政投融資※として使用さ

ました。貯金箱の作製を通じて、造形的な創造力

れました。財政投融資は、産業政策、社会政策または、

を伸ばすとともに、貯蓄に対する関心を持ってい

経済基盤の強化を図るという方針のもと、社会に不可

ただくことを目的に始まり、2020 年度で 45 回目

欠な公共事業に有効活用されました。社会インフラの

を数えています。

ゆうちょ銀行

1978年～

郵便貯金自動預払機（ATM）
のサービスをはじめとする利便性の追求

オンラインネットワークの 原点
1978 年、郵便貯金のオンラインサービスが神奈川県
から順次導入されました。

1980 年 、キャッシュカードを利用して現金を払い
、1981 年、預入
戻す CD（キャッシュディスペンサー ）
れも可能な ATM サービスが開始されました。
また、1989 年、簡易郵便局を除くすべての郵便局に

ATM・CD を設置することとし、1995 年には 、ATM・
CD を合わせ約 2 万 1,700 台が設置されました。

1987年～

郵便貯金自主運用の実現

資金運用の 原点

きるよう、郵便貯金資金の全額を大蔵省に預託運用す

欧米から金利自由化の波が押し寄せる中、金融面の構

るしくみが見直されました。1987 年、郵便貯金特別

造変化もあり郵便貯金を取り巻く環境は大きく変化し

会計に金融自由化対策資金を置くとともに、2 兆円の

ていました。こうした経営環境の変化に的確に対応で

資金を郵政大臣が自主運用できるようになりました。

2007年〜

発展に向けた進化

民営化と東証一部上場
2007 年 10 月、郵政民営化によって137 年の長きにわ
たる
「国営」事業としての役割を終え、これらの理念を
引き継ぎ、株式会社ゆうちょ銀行として、さらなる発展
を遂げることとなりました。
「日本郵政グループ
2015年4月、日本郵政グループは、
中期経営計画」を公表し、2015 年 11 月4 日、株式会社
ゆうちょ銀行は東京証券取引所に上場しました。

2018年〜

中期経営計画のもと、株式会社ゆうちょ銀行と社会の持続的成長を目指す

2018年

中期経営計画発表
（2018年度～2020 年度）

2021年

中期経営計画発表
（2021 年度～2025 年度）

3 つの基軸（お客さま本位の良質な金融サ ービスの

改めて自社の存在意義に立ち返り策定した、
「信頼を

提供、地域への資金の循環等、運用の高度化・多様化）

深め、金融革新に挑戦」をスローガンとする中期経営

を核とする中期経営計画を発表。

計画を発表。

統合報告書
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