
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
計画期間：平成２１年４月～平成２４年３月

進捗状況：平成２４年３月末現在 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

●目利き力の向上    ●審査機能の向上 

●担保・個人保証に過度に依存しない融資の推進 

・法人向け「元気くんⅡ」利用先に対する「経営改善計画書」

の作成支援 

・個人事業向け無担保ローンなどの商品開発の検討 

事業価値を見極める融資手法・中小企業 

に適した資金供給手法の徹底 

 
●地域住民との密接な関係維持・多様な 

サービス提供 

・金融教育の実施 

・環境問題への対応 

・少子化への対応 

・やさしい窓口応対 

・利便性、環境、バリアフリーなどを考慮した店

舗づくり 

・地域住民の財産形成支援 

・コーディネート機能（つなぐ力）発揮 

地域の情報集積を活用した 

持続可能な地域経済への貢献  

 

●事業再生の相談・支援 

・要注意先以下の企業の健全化 

・業況モニタリングによる早期再生 

・外部機関等との連携 

●創業・新事業への相談・支援 

・パイオニア・プロジェクトチーム活動強化

・「経営革新計画」等の作成等支援 

・外部機関等との連携 

●経営相談・支援機能の強化 

・成長期企業への経営相談・ビジネスマッチ

ング機能充実・支援強化 

・業況モニタリングによる積極的な経営

相談・融資提案 

・「経営改善計画」作成支援 

・外部機関との 連携 

●事業継承の相談・支援 

・外部機関との連携による相談・支援の強化

ライフサイクルに応じた 

取引先企業支援の一層の強化 
 
                                 
 
 
 
 

 ３ヵ年計画『ちゅうしん「底  力」発揮２３』 

                            
・健全経営に徹し、安定した収益体質を確立する 

・更に、コンプライアンスを重視する企業風土を醸成する 

・諸リスク管理態勢の強化を図る 

・一人ひとりが最大限に「底力」を発揮する職場を創る 

 

問題解決型金融の徹底 
お客さまと“顔の見えるお取引”の徹底 

 

●収益管理・ＩＴの活用 

●地域密着型金融の推進に関する基本方針の徹底 

●適切な情報開示 

●研修等による人材の育成 

●外部機関等との連携強化 

●ニーズの把握・業務への反映 

●コンプライアンス・リスク管理態勢の強化 

地域密着のための態勢整備 



 

 

 

平成２１年度～平成２３年度の３年間（平成２１年４月～平成２４年３月）を推進期間として策定した、「地域密着型金融推進計画（底力発揮２３）」の主要項目の

推進実績（平成 24 年 3 月 31 日現在）は以下のとおりです。 

当金庫では、引続き、平成２４年度～平成２６年度の３年間（平成２４年４月～平成２６年３月）を推進期間とした「地域密着型金融推進計画（持続的成長力強化

２６）」により、“地域の皆様から頼りにされ、必要とされる金庫”を目指して、長年の信頼関係に基づきお客さまの課題をともに考え取組む活動を推進いたします。 

項   目 実    績  

○創業・新事業される方へ積極的にご支援いたしました。 

・平成23年度の信用保証協会（県保証・市保証）の融資制度「新事業創出促進」・「開業支援」および創業に関連するご融資は、14件（89,550千円）取組みました。

計画期間中の取組実績は、平成 21年度には 15件（255,900 千円）、平成 22年度に 18件（73,000 千円）を取組みしましたので、合計で 47件（418,450 千円）とな

っております。 

・引続き、インキュベータ施設に入居されている企業を対象に当金庫の職員が講師となって「事業計画書作成勉強会」の開催や「大学発ベンチャービジネスグラン

プリ」への協力、中小企業支援センター等の外部機関との連携等を図り、技術力・販売力等を踏まえた事業価値を見極めながら、地域で創業・新事業をされる方

に、一層のご支援をしてまいります。 

創業・新事業への相談・支援の強化 

○地域の事業者の方の資金需要に積極的にお応えしました。 

・平成 23 年度の法人の貸出金のお取引先は、景気の低迷により事業性資金の需要が低迷するなかではありましたが、50 先増加しました。 

計画期間中の増加実籍は、平成 21 年度に 55 先減少、平成 22 年度に 2先増加しましたので、合計で 3先の減少となりました。 

・引続き、創業や新事業をされる方へのご相談や事業計画の策定のお手伝いを行うとともに、新規資金需要に対し積極的にお応えするなど、地域の事業者の方

に、一層のご支援を推進してまいります。 

○大口の法人お取引先(50 百万円超･206 先)の方に、「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）」を作成し、この資料に基づき、積極

的な経営相談や早い時期における問題解決策のご提案などを実施し、債務者区分（当金庫が定める所定の区分）が低下（ランクがダウン）されないよう、経営改

善等のご支援をいたしました。 

・平成 23 年度は、大口法人お取引先のうち、21 先のお取引先がランクダウンし、ランクダウン率は 10.19％でした。 

計画期間中のランクダウン率の実績は、平成 21 年度が 16.99％（ランクダウン先数 35 先）、平成 22 年度が 9.71％（ランクダウン先数 20 先）でしたので、累計で

は 36.89％（ランクダウン先数 76 先）となっております。 

一方、平成 23 年度は、大口法人お取引先のうち、15 先のお取引先がランクアップし、ランクアップ率は 12.60％でした。 

計画期間中のランクアップ率の実績は、平成 21 年度が 7.89％（ランクアップ先数 6 先）、平成 22 年度が 16.10％（ランクアップ先数 14 先）でしたので、累計では

29.41％（ランクアップ先数 35 先）となっており、ランクダウン率とほほ同率の状況となっております。 

・ご高承のとおり、リーマンショックや東日本大震災の影響等により、お取引先の経営環境には未だ厳しいものがございますが、引続き、お取引先の方より得られ

た情報等から経営目標や課題を把握・分析のうえ、当金庫から積極的な経営相談や早い時期における適切なソリューションの提案等など、一層のコンサルティ

ング機能の発揮に努めてまいります。 

経営相談・支援機能の強化 

○「日本政策金融公庫」と業務連携（平成 21 年 10 月 1 日締結）し、お取引先へのご支援・相談機能の一層の充実・強化を図りました。 

・平成 23 年度の業務連携による融資実績は、22 件（177,000 千円）でした。 

計画期間中の業務連携による融資実績は、平成 21年度は 38件（25,200 千円）、平成 22年度は 52件（386,200 千円）でしたので、累計で 112件（815,200 千円）

となっております。 

・引続き、外部機関との連携を強化し、地域経済の活性化・中小企業金融の一層の円滑化を推進してまいります。 
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項   目 実    績  

経営相談・支援機能の強化 ○地域金融の円滑化に積極的に対応いたしました。 

・お客様から貸付条件の変更等があった場合は、お客様の抱える問題等を十分に把握したうえで、その解決に向けて、真摯に取組みました。 

また、適切に対応すべく、「金融円滑化管理方針」・「金融円滑化管理規程」を制定し、金融円滑化措置の実施に向けた態勢整備を図っております。 

・引続き、地域の中小企業の方や個人の方に必要な資金を安定的に供給させていただくとともに、経営改善等のご相談に積極的にお応えし、地域経済の発展に

寄与するため、地域金融の円滑化に全力を傾注し取組んでまいります。 

【金融円滑化に対応した相談状況（平成 21 年 12 月 4 日～平成 24 年 3月末）】 

貸付条件の変更等 申込件数 実行件数 

中小企業者さま向け 2,159 件 2,080 件

住宅資金借入者さま向け 84 件 81 件

※当金庫の金融円滑化態勢整備の状況等につきましては、当金庫ホームページにて毎月公表しております。 

○経営改善が必要なお取引先へご支援をいたしました。 

・平成23年度は、債務者区分が要注意先以下のお取引先980先のうち50先（経営支援取組み率5.10％）のお取引先に対し、協働して「経営改善計画」を策定（経

営改善計画策定率 100.0％）をご支援するとともに、経営改善のご支援をいたしました。 

計画期間中の経営支援実績は、平成 21 年度が 41 先（経営支援取組み率 4.46％、経営改善計画策定率 100.0％）、平成 22 年度が 51 先（経営支援取組み率

5.03％、経営改善計画策定率 100.00％）となっております。 

事業再生の相談・支援機能の強化 

○経営改善をご支援しているお取引先の経営改善を図りました。 

・平成 23 年度は、経営改善をご支援している 50 先のうち 5先が、ランクアップ（ランクアップ率 10.0％）されました。 

計画期間中の実績は、平成21年度の6先（ランクアップ率 14.6％）、平成 22年度が2先（ランクアップ率 3.9％）でしたので、累計では27.49％のランクアップ率と

なっております。 

・ご高承のとおり、リーマンショックや東日本大震災等の影響により、未だお取引先の経営環境には厳しいものがございますが、今後も引続き、ご支援先との協働

による「経営改善計画書」の策定や経営改善状況のモニタリング、外部機関の連携などにより、一層のコンサルティング機能の発揮に努めてまいります。 

○職員の「目利き力」や「審査能力」の向上に努め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により、担保や保証に過度に依存し

ない融資の推進の徹底を図りました。 

・平成 23 年度の事業性融資額に対する不動産担保を徴求しない融資比率は 55.24％でした。 

計画期間中の実績は、平成 21 年度が 54.69％、平成 22 年度が 54.83％となっております。 

・引続き、目利き能力や審査能力の向上に努め、担保や保証に過度に依存しない融資を推進に努めてまいります。 

担保・個人保証に過度に依存しない融
資の推進 

○事業性無担保ローン「元気くんⅡ」を、金庫の担保・個人保証に過度に依存しない融資の中核商品として位置付け、利用促進を図りました。 

・平成 23 年度の元気くんⅡの取組実績は、44 件（368 百万円）でした。 

計画期間中の実績は、平成 21 年度 44 件（372 百万円）、平成 22 年度 37 件（291 百万円）でしたので、累計で 125 件（1,031 百万円）となっております。 

・引続き、金庫の担保・個人保証に過度に依存しない融資の中核商品として一層の利用促進を図ってまいります。 

※平成 22 年７月より当金庫では、「元気くんⅡ」の派生商品として、環境配慮型無担保ローン「元気くん グリーン（生物多様性の保全や環境配慮型経営を実践
されている法人のお客さまに、金融面でサポートする商品）」の取扱いを開始しました。 
元気くんⅡの取組み実績には、「元気くん グリーン」の実績（平成 22 年度 15 件・125 百万円、平成 23 年は 3件・26 百万円）が含んでおります。 
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項   目 実    績  

「目利き力」の向上、取引先のニーズに

対応できる人材育成の継続 

○お客さまからのご相談やニーズに適切にお応えできるよう職員の「目利き力」や「審査能力」の向上を図りました。 

・「マンパワーアップ３ヶ年育成計画」に基づく入庫 1年～3年次の職員への計画研修を実施しました。 

実施回数の実績は、平成 23 年度は、1年次（5 回）・2 年次（4 回）・3 年次（2 回）でした。 

計画期間中の実績は、平成 21 年度 1 年次（5 回）・2 年次（4 回）・3 年次（2 回）、平成 22 年度  1 年次（5 回）・2 年次（4 回）・3 年次（2 回）となっております。 

・「業種別研究会」を開催し、業種の研究を通じ、業種特性や資金ニーズ等を把握し、相談等に対し適切に対応しうる人財の育成を図りました。 

また、研究成果は、職員と共有するとともに、融資推進・判断の資料として活用いたしております。 

平成 23 年度は、4業種（新エネルギー産業・防水工事業・建設機械販売業・工作機械部品製造業）を研究いたしました。 

計画期間中の実績は、平成 21年度 4業種（動物病院・介護福祉業・金属メッキ業・中古車販売業）、平成 22年度 4業種（航空部品製造業・古紙回収業・食品輸

入卸業・木造住宅建築業）を研究いたしました。 

・「営業活動発表会」を開催し、お客様のニーズ等に適切に対応した成功事例を通じ、ノウハウ等の共有を図りました。 

平成 23 年度は、3 事例（大震災による影響を察知して支援した事例・成長産業の事業可能性を検証して担保･保証に依存することなく融資実現した事例・コンサ

ルタント機能を発揮し支援した事例）でした。 

計画期間中の実績は、平成 21年度 3事例（企業の現状と将来性を見極める目利きの実践事例等）、平成 22年度 3事例（新事業計画に対しコーディネート機能

を発揮し融資実現した事例・事業価値を見極め資金繰りを改善した事例等）でした。 

・「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、より一層、お取引先からの相談やニーズに適切にお応えできるよう職員の「目利き能力」や「審

査能力」の向上を図りました。 

平成 23 年度は 6回開催しました。計画期間中の実績は、平成 21 年度 4回、平成 22 年度 6回開催しました。 

・引続き、より一層お取引様からの相談やニーズに適切にお応えできるよう職員の「目利き能力」や「審査能力」の向上に努めてまいります。 

○金庫経営情報の開示内容を充実させるとともに、会員をはじめ、会員外のお取引先、地域住民の方に広く個別訪問による「顔の見える開示活動」を行いました。 

・平成 23 年度のディスクロージャー誌を 38,166 先の方にご説明する活動をいたしました。 

計画期間中の実績は、平成 21 年度 37,395 先、平成 22 年度 37,863 先となっております。 

・引続き、当金庫の経営情報をご理解していただくため、個別訪問による丁寧な「顔の見える開示活動」をさせていただきます。 

地域活性化につながる多様なサービス

提供 

 

○ご高齢者やお体の不自由なお取引先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）」を全営業店に配置しています。 

・平成 23 年度は、全店に 67 名のサービス介助士を配備（全職員に占める資格取得者の比率 25．1％）しました。 

計画期間中の実績は、平成 21年度 43名（全職員に占める資格取得者の比率 16．4％）、平成 22年度 59名（全職員に占める資格取得者の比率 22．6％）のサ

ービス介助士を配備しています。 

・また、当金庫では、平成 23 年 4 月にＣＳ活動・ＣＳＲ活動の一環として、「地域で一番やさしく、親切な金融機関」を合言葉に「ちゅうしんのハートフル宣言（全ての

お取引先に当金庫を安心してご利用いただくための基本姿勢）」を定めるとともに、、当金庫が取組してきたハートフルな取組み（ハード面：店舗・設備等、ソフト

面：伝票などお取引先向けの書類やサービス介助士の配置等、ハート面：接遇スキル向上を目的とする教育等）の状況や今後の取組み計画をまとめた「ハート

フルレポート」を作成してお取引先にお配りいたしております・ 

・引続き、サービス介助士の資格取得者数を拡大するとともに、視覚障がい者対応ＡＴＭの設置や店舗のバリアフリー化、接客研修等の実施などにより、ご高齢な

方やお体の不自由な方が安心して当金庫をご利用いただけますよう一層の取組みの強化に努めてまいります。 

 
以 上 
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