
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

計画期間：平成１９年４月～平成２１年３月

進捗状況：平成２１年３月末現在 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域密着型金融推進計画（ＮＥＷステップ計画）の進捗状況 

平成２０年度における「地域密着型金融推進計画（ＮＥＷ ステップ計画）」の進捗状況は、以下のとおりです。 

なお、当金庫の「地域密着型金融推進計画（ＮＥＷ ステップ計画）」の計画概要等につきましては、ホームページで公表しておりますのでご覧下さい。 

 

  地域密着型金融推進計画（ＮＥＷステップ計画）進捗状況（平成２０年３月末現在） 

  Ⅰ．地域密着のための態勢整備 

  １.収益管理・ＩＴの活用 

  ・収益関連情報の一層の整備と「見える化」をすすめています。引続き、一層の「見える化」を促進しています。（19 年 4 月～） 

・個人事業先の方への一層の相談力強化を図るため、個人事業者格付システムを開発し格付登録をすすめています。（19 年 4月～） 

また、事業性メイン化基準を制定し、お取引との一層の深耕を図っています。（19 年 10 月～） 

・営業支援システムの機能充実と同システムを活用し、お客さま相談力の一層の強化を図っています。（19 年 4月～） 
 

  ２. 地域密着型金融の推進に関する基本方針の徹底 

  ・本部に「地域密着型金融推進委員会」を設置し同計画の達成や進捗状況の検証を実施しています。また定期的に計画の進捗状況を理事会に報告しています。（19 年 4月～） 

・「地域密着型金融推進計画」の内容および進捗状況は、当金庫ＨＰで公表しております。 
 

  ３.利用者への適切な情報開示 

  ・ディスクロージャー誌発刊の都度、お客さまに対して個別訪問による「顔の見える」情報開示活動を行っています。（19 年 7月・20 年 7月） 

【ディスクロージャー誌説明活動実績】19 年度 36,184 先・20 年度 36,820 先 

・「お客様満足度アンケート調査」を実施しました。（19 年 7月・20 年 7月） 

【アンケート調査数】19 年度 3,337 先・20 年度 3,517 先 

・「お客様満足度アンケート調査」の結果に基づき業務改善を図りました。また調査結果を当金庫ＨＰで公表しました。（19 年 9月・20 年 9月） 
 

  ４.人材の育成 

  ・お客さまからのご相談に適切にお応えるできるよう職員の「目利き力」や「審査能力」の向上を図っています。 

・「マンパワーアップ３ヶ年育成計画」に基づき、入庫 1年～3年次の職員への計画研修を実施しています。（19 年 4月～） 

・「営業活動発表会」を開催し顧客ニーズ等への対応事例等の発表を行い、同対応事例等の全職員への共有化を図っています。（19 年 4月・20 年 5月） 

・「業種別研究会」を開催し、業種特性を研究しています。（19 年 11 月・20 年 12 月） 

・「事例研究会」を開催し、融資案件をケーススタディ方式で研究し審査能力の向上を図っています。（19 年 4 月・19 年 11 月・20 年 5月・20 年 10 月） 
 

  ５.外部機関との連携強化 

  ・外部機関・外部専門家等との連携強化を図っています。 
 
 

  ６.利用者ニーズの把握と業務への反映 

  ・お客さまからの“お声（苦情・相談・要望）”を広く吸上げ、業務に活かしています。（19 年 4 月～） 

お客さまからの“お声”に対しては、公正・迅速・誠実に対応し、引続きご安心してお取引いただけるよう態勢整備を図っております。 

お客さまからの“お声”を寄せていただく方法や把握する方法は、当金庫ＨＰで公表しております。 

・お客さまからの“お声”に対応しお客さまの利便性向上・業務改善を図っております。また、改善内容等につきましては当金庫ＨＰ等で公表しております。（19 年 4月～） 

【改善状況】19 年度：５件（駐車場開放・ダイレクトバンキングサービスのご利用時間延長など） 
20 年度：２件（新商品「ためちゃう積金」開発・ＡＴＭ硬貨入金機能追加） 

※太字・アンダーライン箇所が、「地域密着型金融推進計画」において公表することを定めた実績です。 



  Ⅱ．ライフサイクル（誕生・成長・衰退、退出）に応じた取引先企業の支援の一層の強化 

  １.創業・新事業への相談・支援の強化 

  ・融資特別チーム「パイオニア・プロジェクトチーム」を本部に配置（４名）し、お客さまのご要望・ご相談にお応えしました。（19 年 4月～） 
・名古屋小規模事業金融公社等との連携を強化しました。（19 年 4月～） 【紹介実績】６６件（19 年度：３５件・20 年度：３１件） 
・名古屋市新事業支援センター主催の「大学発ベンチャーグランプリ」へ協賛しました。（20 年 1月・21 年 1月） 
・新事業・新商品等の事業活動に関連した新たな取組みを行なう取引先に対し、中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新計画」の作成支援を実施しました。（19年 4月～） 
【作成支援実績】１１件（19 年度：９件・20 年度：２件） 

・起業家育成施設の入居者を対象に、当金庫の職員が講師となり起業する場合に必要となる「事業計画書」作成の勉強会を開催しました。（19 年 10 月・20 年 7月・20 年 10 月） 

・創業・新事業される方への金融支援を実施しています。（19年 4月～）【支援件数】１６件（19年度： ７件・20年度： ９件）（【実績金額】19年度：５１百万円・20年度：３８百万円） 

・法人事業性の貸出先数は着実に増加いたしております。（19 年 4 月～）【増加実績】７５先（19 年度：３１件・20 年度：４４件）

  ２.経営相談・支援機能の強化 

  ・経営相談やビジネスマッチング機能の充実を図っています。（19 年 4月～） 
・東海地区信金との共催によるしんきんビジネスマッチング「ビジネスフェア 2007」を開催しました。（19 年 11 月・20 年 11 月） 
・大口の法人お取引先（194 先）を対象とした「業況モニタリング資料（決算期毎の業績概要・課題および取引方針等）」の作成し、お取引先に対して、当金庫から積極的な助言や経営相
談などを働きかけ、早い時期における問題解決策のご提案など積極的なご支援活動を行いました。（19 年 4月～） 

【大口モニタリング実施先の債務者区分のランクダウン率】 
19 年度：１１.３％（大口モニタリング実施先のうち債務者区分がランクダウンした先２２先÷大口モニタリング先１９４先） 
20 年度： ８.７％（大口モニタリング実施先のうち債務者区分がランクダウンした先１7 先÷大口モニタリング先１９４先） 

・「元気くんⅡ」利用先への「経営改善計画」作成支援を実施しました。 【作成支援実績】１４３件（19 年度：９１件・20 年度：５２件） 
・安全性の確保を目的とした建築基準法改正に伴う「建築許可取得の長期化」等に対応し、建築関連取引先の経営安定を支援するため、愛知県・名古屋市信用保証協会と提携し新商品「ス
ーパー元気くん（ 長１年間の返済据置き商品）」を発売しました。（19 年 11 月～） 
また、スーパー元気くんは、「原油・原材料等の高騰の影響」を受けている方にもご利用いただけるよう、取扱対象を拡大しました。（20 年 6月～） 

・個人事業者専用の「元気くんアシスト（簡便な手続きとスピード回答商品）」を発売し、商品面におけるご支援機能を強化しました。（20 年 2月～） 
・動産活用ローン「元気くんＡ（エース）」を発売しました。（21 年 2 月～） 

  ３．事業再生の相談・支援機能の強化 

  ・事業再生が必要な企業への相談・支援の強化を継続し、要注意先債権等の健全債権化に向けた取組みを継続しました。 
・取引活性化委員会を開催し、経営改善状況のモニタリング等を行うなど健全債権化に向けた再生をご支援しました。 
・事業再生が必要なお取引先には、「本部経営支援担当」が中心となり、営業店と連携のうえ、支援先と協働で「経営改善計画書」を策定しました。 
・年末・年度末の取引先の資金繰り相談に対応すべく「休日相談窓口」を設置しました。（20 年 12 月：4店舗開催・21 年 3 月：4店舗開） 
・住宅ローンを利用されている方への返済条件の弾力的な対応を行いました。また、全店に「住宅ローンご返済相談窓口」を設置しました。（20 年 12 月～） 

【経営改善支援先数】19 年度：42 先・20 年度：42 先 
【経営改善支援取組み率】 

19 年度 ５.９４％（経営改善支援先４２先÷個人・住宅ローン先のみの先以外の債務者区分が要注意先以下の先７０６先） 
20 年度 ５.１１％（経営改善支援先４２先÷個人・住宅ローン先のみの先以外の債務者区分が要注意先以下の先８２１先） 

【経営改善による債務者区分のランクアップ率】（19 年度にランクアップした先（11 先）は、20 年度に新たなご支援先（11 先）と入替しました） 
19 年度 ①：２６.１９％（経営改善支援先のうち債務者区分がランクアップした先 11 先÷経営改善支援先 42 先） 
20 年度 ②：１６.６６％（経営改善支援先のうち債務者区分がランクアップした先 7 先÷経営改善支援先 42 先） 
計（①＋②）：４２.８５％（経営改善支援先のうち債務者区分がランクアップした先 18 先 ÷経営改善支援先 42 先） 

【経営改善計画策定率】 
19 年度   ４.７６％（再生計画を策定した先  ２先÷経営改善支援先４２先） 
20 年度 １００.００％（再生計画を策定した先４２先÷経営改善支援先４２先） 

  ４.事業継承の相談・支援機能強化 

  ・必要に応じ外部機関（信金中金・信金キャピタル等）と連携し、取引先等の事業継承・譲渡等のニーズに応えしました。 

※太字・アンダーライン箇所が、「地域密着型金融推進計画」において公表することを定めた実績です。 



  Ⅲ．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底 

  １.担保・個人保証に過度に依存しない融資の推進 

  ・「目利き力」や「審査能力」の向上を図るとともに格付システムにおける定性情報の適正評価・定性情報の質的向上を図りました。 

また、格付けに基づく融資商品（元気くんシリーズ）を中核商品として位置付け、一層の利用促進と商品性拡充を図り、担保・保証に過度に依存しない融資の推進を図りました。 

・事業性無担保ローン「元気くんⅡ」の商品性を拡充（ご返済期間の拡充）し、よりご利用しやすい商品にいたしました。 

【元気くんⅡ取組実績】１７５件・１,６７０百万円（19 年度：１２０件・１,０５２百万円・20 年度：５５件・６１７百万円） 

・商工会会員企業向けの融資「エンパワー融資システム」について、地元商工会等との提携を拡大しました。 

【エンパワー融資提携状況】「名古屋商工会議所」（17 年 11 月～）・「西枇杷島町商工会」（18 年 9 月～）・「守山商工会・尾張旭商工会」（18 年 10 月～） 

「清洲町商工会」（18 年 12 月～）・「新川町商工会」（19 年 9月～） 

・お取引企業の資金調達手段の多様化に対応し、事業に基づく資産の価値を見極め不動産以外の流動性の高い在庫等の資産を担保とするＡＢＬ融資をご提案しました。（20 年 4 月～） 

・担保や保証に過度に依存しない融資の推進を徹底しました。 

【不動産担保を徴求しない融資比率】19 年度：５４．９％（（事業性融資額７２５億円－不動産担保付融資額３２６億円）÷事業性融資額７２５億円）） 

20 年度：５５．１％（（事業性融資額７６３億円－不動産担保付融資額３４２億円）÷事業性融資額７６３億円）） 

 

  Ⅳ．地域の情報集積を活用とした持続可能な地域経済への貢献 

  １.地域活性化につながる多様なサービスの提供 

  ・地域住民の方との密接な関係を維持するとともに、地域活性化につながる多様なサービスをご提供しました。（19 年 4月～） 

・金融教育教材（地域を担う若い世代等への金融知識の普及）を作成し地元小中学校へ提供いたしました。（19 年 9月・20 年 7月） 

大学生を対象としたインターンシップの受入を行いました。（19 年 8 月・20 年 8月） 

地元小中学生を対象に職場体験の受入を実施しました。（20 年 1月・20 年 11 月・21 年 1月） 

・金庫の社会的責任を自覚し環境問題へも積極的に対応（チームマイナス６％への参加）しました。（19 年 4 月～） 

本部および名古屋市内店（１３ヵ所）につきましては、名古屋市の「エコ事業所」として登録しました。（19 年 10 月～） 

当金庫では全店をあげてエコ活動を実行し電気使用量の削減を図りました。 

【電気量削減効果（杉の木換算削減量）】19 年度：3,887 本・20 年度：1,632 本（50 年杉が 1本あたり年間 Co2 を約 14kg 吸収するとして試算） 

・環境保全関連定期「エコ定期“私はＣＯ２を削減します！定期”」を販売しました。エコ定期は 1 日１ｋｇのＣＯ２削減を目指す「私のチャレンジ宣言」にご賛同いただける方を対象

とし、金利を優遇させていただくとともに販売額に応じ環境保全団体へ寄付する商品性となっています。 

【第 1回エコ定期の発売】（19 年 8月～12 月）募集総額 20 億円（完売） ※第 1回「エコ定期」の寄付金を環境保全団体に寄付しました。（20 年 5月） 

【第 2回エコ定期の発売】（20 年 3月～ 5 月）募集総額 10 億円（完売） 

【第 3回エコ定期の発売】（20 年 6月～ 7 月）募集総額 15 億円（完売） 

・名古屋市の「緑化普及支援（緑の金融協力）」に参加し、緑化施設評価認定を受けた住宅ローンの金利優遇を実施しました。（20 年 7月～） 

・地元大学において、当金庫職員が「環境保全と金融業務」について、出張講義を開催しました。（20 年 12 月） 

・地域貢献としての環境保全活動だけでなく、金庫本来業務である金融を通じた環境問題への積極的な対応に努めました。（19 年 4月～） 

・多重債務問題に対応し、相談マニュアルを全店配備し適切にご相談できるよう態勢整備を図りました。（19 年 11 月～） 

・少子化問題に対応すべく「なごや未来っ子応援制度（名古屋市）・子育て家庭優遇制度（愛知県）」へ協賛企業として参加し、「びよか」・「はぐみんカード」を所持しているご家庭のロ

ーン金利を優遇しました。 

（住宅ローン金利優遇（19 年 10 月～）・消費者ローン（パブリックローン・カーライフローン・学資ローン等）金利優遇（20 年 3月～）） 
・ご高齢者やお体の不自由な人が安心して当金庫をご利用いただけるよう「サービス介助士（ケアーフィッター）」を営業店に配置しました。（19 年 4 月～） 

【サービス介助士（ケアフィッター）配備状況】19 年度：３４名（営業店：２８名・本部：６名）、全職員に占める資格取得者の比率１２．５％ 

20 年度：３８名（営業店：３３名・本部：５名）、全職員に占める資格取得者の比率１４．５％ 

・サービス介助士の資格を持つ職員は、ボランティア活動にも積極的に参加しました。 

（19 年 6月：バリアフリー東山公園教室への参加・20 年 11 月：バリアフリー能楽堂教室への参加） 

※太字・アンダーライン箇所が、「地域密着型金融推進計画」において公表することを定めた実績です。 

  Ⅴ．ガバナンスの強化 



  １. 総代会の機能強化 

  ・総代会に会員の意見を反映させる仕組みをはじめとして、総代会の機能強化についての仕組み整備を継続して実施しました。（19 年 4 月～） 

会員のご意見・要望等を収集する金庫ＨＰ（会員のページ）の掲載し、当該ページで収集したご意見・要望等を反映しています。 

・総代会の仕組みや総代選考方法等を広くご理解いただけるよう、平成 20 年度版「ディスクロージャー誌」の総代ページの掲載内容を充実いたしました。（20 年 7 月～） 

  ２.経営情報の開示内容の充実 

  ・金庫経営情報の開示内容を充実させるとともに、会員はもとより、会員外のお取引先、地域住民の方に対しても広く個別訪問による「顔の見える開示活動」を行いました。 

【ディスクロージャー誌の説明活動実績】19 年版：３６,１８４先（内訳：店長１,８４４先・営業担当者２９,５５５先・窓口ご来店４,７８５先） 

20 年版：３６,８２０先（内訳：店長２,２０１先・営業担当者３０,６０８先・窓口ご来店４,０１１先） 

・「ディスクロージャー誌の説明活動」時に併せて、「お客さま満足度アンケート調査」を実施（19 年度 3,337 先・20 年度 3,517 先）しました。（19 年 7月・20 年 7月） 

「お客さま満足度アンケート調査」の結果は当金庫ＨＰで公表するとともに、業務改善に活かしました。（19 年 9月・20 年 9月） 

  Ⅵ．リスク管理態勢の強化 

  １．信用リスク管理 

  (1)貸出金 

・中小企業専門の金融機関としてお取引先との長期的な密度の高いコミュニケーションを確保し、小口多数融資の推進により適切な貸出金ポートフォリオの構築を継続しました。 

・特定の業種・使途・債務者等への融資が集中しないよう与信集中管理を実施するとともに、大口法人お取引先の事後モニタリングを実施のうえ動態的与信管理を実施しました。 

・「信用ＶaＲ」を用いたリスク管理態勢の構築をすすめました。 

(2)有価証券等 

・基準格付による信用リスク管理（一発行体あたり保有上限枠の設定）を実施しました。 

・ロスカット・ルールに基づき、個別債券等の時価状況および時価の変動要因を日次で管理しました。 

  ２．市場リスク管理 

  ・基本ポートフォリオを「ポジション枠」として設定し管理しました。 

・リスク・リミットおよび損失限度額を「許容損失限度額」として管理しました。 

  ３．金利リスク管理 

  ・アウトライヤー基準などに基づき、金利リスク管理態勢を徹底しました。 

・金利リスク量をコントロールする態勢を強化しています。現在、金利リスクを含めた各リスクファクターの VaR 計測を月次で試行し「統合的リスク管理態勢」の整備を進めました。 

  ４．流動性リスク管理 

  （1)資金繰りリスク 

・資金繰り管理マニュアルを制定するなど、資金繰り管理態勢の強化を図りました。 

・金利変動に対応し金利管理・期日管理の一層の強化を図るとともにＩＴ化進展に伴う現金流通量減少に対応し内国為替による資金増減額の管理の一層の強化を図りました。 

(2)市場流動性リスク 

・イールドカーブの形状変化等に対応した機動的売買を可能にするため、流動性の高い債券を中心としたポートフォリオを維持しました。 

  ５．オペレーショナルリスク管理 

  

  

・事務リスクの重大性を認識し、当該リスクを軽減するため、内部管理態勢の整備を図りました。 

事務処理方法等の一層の習熟および事務処理の堅確化のための営業店への事務指導を強化しました。 

監査や店内検査、苦情・相談などにより明らかになった不備・不適事項等についての改善指導を行いました。 

階層別研修（事務役席、テラー・リーダー）による事務処理能力の向上、事務ミス撲滅運動を通じての営業店における管理態勢のチェックを行いました。 

・システムリスクの顕在化は、金庫経営の健全性および適切性が著しく損なわれることを十分認識し、システムの安全性・信頼性を高め、様々な脅威による被害を未然に防止するととも

に情報資産の保護を図り、適切なシステムリスク管理を行いました。 

  ６．法令等遵守態勢の充実 

  ・定例的な研修等の開催などにより、コンプライアンスに対する意識の徹底を図りました。 

また、早期発見・不正防止等の観点から「公益通報保護制度」の啓蒙およびモニタリングによる研修状況の把握・指導に努めました。 

※太字・アンダーライン箇所が、「地域密着型金融推進計画」において公表することを定めた実績です。 
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