
「地域密着型金融の取組み」進捗状況（平成21年度）

1．地域密着型金融推進計画 具体的取組み 進捗状況
進捗状況（取組内容･実績等） 進捗状況に対する分析・評価、及び今後の課題（対応方針を含む）

21年4月～22年3月 21年4月～22年3月
１．地域密着型金融推進のための態勢整備

　収益構造改善を図るため、規模・特性を鑑みた収益管理手法や組織の効率
化を検討する。

（収益管理）
・営業店管理利益については毎月作成した。本部収益･本部経費を預貸金量等により配賦した店舗
損益は、21年3月期、21年9月期を作成した。また、22年3月期予想を作成した。
・現状の差額法をベースとして本部収益･本部経費をより合理的に配賦し、各店の損益（収益性）を把
握する「店舗損益表（案）」を作成していたものの、完成には至らなかった。

（組織効率化）
・経営資源の「選択と集中」の考え方に基づき、ビジネスモデル構築委員会で立案したエリア営業体
制を全店展開した(4/1)。
・金庫全体での経営資源の効率化及び事務効率の向上等を目的とした、窓口一線完結処理体制に
向けた「営業店事務の本部集中化」について、当部が所管する営業店BPR推進チームにて運用状況
の検証等を行った。
・ES調査の結果を基に、営業店が本来業務に注力する環境を整えるため本部あて定例報告の見直し
を行い、その結果を常勤理事会等に報告した。なお、常勤理事会にてもう一段の効率化を進めるよう
指示があり、更に検討した項目も含め、定例報告64件に対して報告日の平準化のための報告期日変
更等を12件、報告の廃止を11件行った。

（収益管理）
・作成した「店舗損益表（案）」は、店舗の収益性把握を目的としている反面、活動基準の考え方
を取り入れ業績評価に活用しようとしたため、納得性を得られるものにする必要があり、完成に至
らなかった。また、算出ロジックが複雑となり、システム対応や各課との連携を検討する必要があっ
た。

（組織効率化）
・店舗戦略に基づいた経営資源の「選択と集中」への施策について、ビジネスモデル構築委員会
にて今後も検討を行っていく。
・営業店事務の本部集中化促進への取組みについては、営業店BPR推進チームにて今後も行っ
ていく。

・ ＩＴを活用した内部管理体制の構築を図り、情報管理・リスク管理を充実する
とともに、オペレーショナル・リスクへの更なる意識向上を進めることで、地域金
融機関としての信頼性向上を図る。
・ 職員のＩＴリテラシー（活用能力）向上に取組み、地域金融機関の特性を活
かした情報やサービスの提供を行うことで顧客利便性向上を図る。
・ 事務処理効率化を促進し、顧客へのサービス品質向上及び顧客満足度向
上を図る。

・印鑑照会システムの更改を行い、顧客情報へのアクセス管理を強化した。そして、職員に対し顧客
情報へのアクセス権限の必要性を浸透させ、情報管理に対する意識の向上に努めた。
・情報系サーバを活用し、サービス提供対象顧客の抽出をタイムリーに行うことを可能とするシステム
構築を行った。そして平成21年10月より、情報検索システムの利用を開始し、職員のＩＴリテラシー向
上の為に平成21年11月11日、12日、17日、18日、19日及び平成22年1月14日に研修を実施した。
・本部集中業務の拡張等、更なる営業店事務の効率化を図るべく所管部で検討した拡張案につい
て、事務効率化推進委員会の承認を受けた後、実施に向けて試行を開始した。

・今後もＩＴリテラシー向上の研修を継続し、顧客へ提供するサービス品質向上に努める。
・本部集中業務拡張の試行で発生した問題点等を、所管部で検討後、全店に展開する予定であ
る。
・今後も多様化するサービスチャネルを活用し、顧客利便性向上をを図るとともに、地域金融機関
の特性を活かした情報やサービスの提供を検討する。

・個人先顧客、事業先顧客ニーズに幅広く対応するため、専門知識を持った
職員の育成を行う。また、中小企業診断士・社会保険労務士等の高度専門知
識を有する職員の育成を行い、本部・営業店の主要部署に配置活用する。
・前年度よりスタートしたインターバル研修を継続的に実施する。またOFFJTの
みでなく､エリア営業体制の目的でもある現場での効果的なOJTと融合した育
成を行う｡

・目標として掲げていた研修(ＯＦＦＪＴ）を予定通り実施している。個人先顧客を担当する営業担当に
対して座学のみでなく実践訓練を実施した｡
・中小企業診断士の育成については､18年度より一次試験合格のための専門学校に10ヵ月間研修派
遣を行っており、今年度も1名派遣した。また中小企業大学校を卒業して、中小企業診断士資格取得
者をだすことができた。審査管理部経営支援班に配属し、顧客対応や営業店の指導･育成にあたらせ
ている。

・次年度は初級個人先担当者研修（インターバル）を継続する。内部講師による個人先担当者実
践講座を実施し、個人先担当者の育成強化を行う。
・事業先担当者については新任事業先実践講座、事業先開拓講座、事業先営業力強化講座と
研修内容を見直し、事業先担当者の育成強化を行う。
・引き続き中小企業診断士育成を行い、お客さまの課題解決をサポート出来る職員として、中小
企業診断士資格者を増やして行く。

・中小企業大学校東京校が定期的に実施する企業診断実習のメニューを取
引先企業に紹介し、活用を促進する。
・（財）神奈川県産業振興センターや平塚商工会議所との連携を強化し、各種
制度の活用を図る。

・協力先の外部機関である中小企業大学校の中小企業診断士養成課程の実習メニュー「経営戦略・
経営計画策定実習」を取引企業1社に対し紹介し、同実習を実施した。
・当金庫が国の施策の地域力連携拠点事業の主体である「神奈川県中小企業団体中央会」（事業承
継センター）のパートナー機関となり、取引先企業に対しものづくりに関する助成金の制度案内や事業
承継に係る相談の告知を実施した。
・（財）神奈川県産業振興センターのメニュー（公的助成制度）である「設備資金貸付制度（無利子）」
を設備投資の支援ツールとして活用すべく、その活用促進に向け、同センターの担当部署より情報収
集を行い営業店に対しフィードバックした。
・連携機関である神奈川県産業技術センターが主催する販路開拓のためのイベントである「神奈川Ｒ
＆Ｄ合同展示会」に際し、営業店を通じた取引先の製造業に対する出展案内を実施し、5社から出展
依頼があり当金庫より同センターに推薦し、出展に繋がった。

・中小企業大学校の実習メニューは、数年前より活用しており、今後もテーマに合致する業種の
取引先企業に対し永続的に事業先担当者のツールとして活用に繋げる仕組みを構築する。
・地域力連携事業は平成22年度には「中小企業応援センター」事業に形態が変わり、同中央会と
川崎信用金庫とコンソーシアムを組み引続き連携を図り、取引先企業の支援をすすめる。
・業務連携先である（財）神奈川県産業振興センターのメニューやイベントなどは引続き適宜活用
していく。
・「神奈川Ｒ＆Ｄ合同展示会」は出展企業が多数あり、同センターによる事前審査もあることから、
取引先企業に対する告知の際は迅速な対応を図る。

　中小企業再生支援協議会等を中心に事業再生に係る外部機関との連携を
強化する。

・平成21年7月、神奈川3信用保証協会主催による神奈川県内10金融機関対象の「再生支援に係る
情報交換会」に参加し、中小企業再生支援協議会の再生支援に関わる手法・ノウハウ等を情報収集
した。
・平成21年9月、経営改善支援先2社に対し、(財)神奈川産業振興センターの経営コンサルタント派遣
事業を斡旋し、派遣を実施した。
・平成21年11月より、中小企業再生支援協議会と連携した再生支援案件2先に着手し、現在、継続取
組中である。

　業界に精通した外部専門家等の活用により、取引先の経営改善への取組みを促進するととも
に、経営改善ノウハウを蓄積する。

　地域の利用者の声を収集・分析し、施策に活かすことで利用者の満足度を
重視した経営を目指す。

・平成20年度に行った利用者満足度調査の結果を分析し、役員･部長･課長･支店長に対して報告会
を行った。また、調査結果及び調査結果に対する当金庫の取組みについて、ホームページに掲載し
広く公表した（7/7）。
・関信協を主体とする「平成21年度法人満足度合同調査」に参加し、取引減少先･融資未取引先等の
法人事業先を対象にしてアンケート調査を実施するとともに（調査期間：9/1～9/25）、役員･部長･課
長に対して調査結果の報告会を行った（2/22）。

　「平成21年度法人満足度合同調査」の結果から課題を抽出し、今後の施策に反映する。また、
「平成21年度法人満足度合同調査」の結果及び調査結果に対する当金庫の取組みについて、
当金庫ホームページに掲載する。

　地域利用者の意見要望並びに苦情については、引き続き「理事長への手
紙」により窓口調査を行い、営業店からの「お客さまの声・苦情等記入票」によ
り迅速に金庫内部に周知させ、適時適切に改善活動を実施し、貴重なご意見
として経営に反映する。

　営業店からの「お客さまの声・苦情等記入票」により、お客さまからの要望やご意見を迅速に金庫内
部に周知させた。

　利用者からの声・苦情は対前期比で2件の増加となっており、次年度についても改善に向け、利
用者からの要望を反映していく。

・「苦情等」の内容分析と本部・営業店への情報の還元を行う。
・「苦情等お客様の声」に対しては、迅速な改善策の策定・実施を所管部署に
求め的確な対応を図る。
・経営陣への報告を迅速に行う。

・「苦情等お客様の声」を月次にてとりまとめ分析し、全部店及び役員に報告して情報の還元を実施し
た。
・平成21年度受付件数162件であり、うち中小企業者金融円滑化法関連事案は4件であったが、利益
相反のおそれの事案は該当なかった。別途お褒めの言葉は9件であった。

・今後もとりまとめし、内容の分析を継続実施して行く。
・苦情等問題点は研修・勉強会の題材とし、周知徹底して再発防止を図って行く。

（4）利用者等からの評価を業務に適切に
反映するための態勢整備

（1）身の丈にあった収益管理やITの活用
等を含めた態勢整備、「選択と集中」の徹
底

項　　　　　目 計　　画（取組方針・目標）

　平成21年度に当金庫が行った「地域密着型金融の取組み」は以下のとおりです。
計画は総じてスケジュールどおりに進捗したと認識しており、引続き当金庫の基本方針である金融業務を通じ地域社会の繁栄に貢献することを使命とし、取組みを進めてまいります。

（2）利用者ニーズに対応できる十分な金
融手法や各種事業の知識を持った人材の
育成・活用

（3）地公体、商工会議所、商工会、再生支
援協議会、事業再生の外部専門家等との
連携

平塚信用金庫



進捗状況（取組内容･実績等） 進捗状況に対する分析・評価、及び今後の課題（対応方針を含む）
21年4月～22年3月 21年4月～22年3月

項　　　　　目 計　　画（取組方針・目標）

①産学官の連携

　産学官連携への取組みに際して、その橋渡しを優良・例年協賛している「東
海大学産学連携フェア」への参加視察希望の企業を営業店を通じて募り、新
たな事業展開に積極的な企業の発掘を継続促進し、企業の将来性向上に導
く高付加価値型の支援を実施する。

　「東海大学産学連携フェア」への協賛を実施し、営業店を通じて取引先企業に対して告知を実施し
た。

　同フェアの見学を通じて大学側の技術シーズを体感してもらおうと、今期の経営塾の受講生及
び営業店に対し、視察の希望者を募ったものの希望者はなく、取引先企業に役立てもらうべく今
後同フェアの活用方法を改善することが課題である。

②相続対策のコンサルティング、株式買
取に関する資金面の支援やM&Aのマッ
チング支援

・全国信用金庫協会の「ビジネスマッチングサービス」の活用を継続する。
・事業承継対策の支援業務として、経営者の相続対策において事業承継セン
ター（神奈川県中小企業団体中央会）を活用し、取引先企業の事業承継計画
の立案、M&A情報の提供を実施する。

・全国信用金庫協会の情報提供ツールである「ビジネスマッチングサービス」を毎月1回、グリーンネッ
トに掲示し支店への情報活用を促進している。

・事業承継センター（県中小企業団体中央会）との連携を図るも、事業承継に係る具体的な相談
やＭ＆Ａのマッチングなどの事例もなく、次年度以降に取組む方針である。
・個人に加え、中小企業経営者の事業承継に対する信託業務、相続関連業務への係わりを強化
するため、「遺言信託」を活用する事例が増えていることを踏まえ、専門の民間企業である「朝日
信託」との連携を開始し利用者のニーズにお応えする。

③中小企業再生支援協議会の活用（全
国組織の活用）

　機能強化された中小企業再生支援協議会をより一層活用し、多様な事業再
生手法や事業再生機能の一層の活用を図る。

・平成21年7月、神奈川3信用保証協会主催による神奈川県内10金融機関対象の「再生支援に係る
情報交換会」に参加し、中小企業再生支援協議会の再生支援に関わる手法・ノウハウ等の情報を収
集した。
・平成21年11月、中小企業再生支援協議会と連携した再生支援案件2先に着手し、現在、継続取組
中である。

　中小企業の過剰債務を解消するため、事業再生手法の更なる研究・情報収集を進めるととも
に、中小企業再生支援協議会による支援対象先を選定し、今後も継続して具体的な取組みを検
討する。

④信用保証制度の適切な活用も踏まえ
たDIPファイナンスの活用

　事業再生保証制度、事業再生円滑化関連保証制度等の信用保証制度の適
切な活用等を通じて、経営改善や企業再生等取引先企業支援に向けた提案
を行うとともに、その進捗を管理する。

　平成21年7月、神奈川3信用保証協会主催による神奈川県内10金融機関対象の「再生支援に係る
情報交換会」に参加し、再生企業への資金供給手法として、「事業再生保証」及び「事業再生円滑化
関連保証」の理解を深めた。

　現状、民事再生・会社更生手続の申立企業に対する貸付は対象先がなく未実施である。今後も
本制度の事例等を研究し、再生企業へ事業継続に必要な資金を供給可能とする知識を習得し、
適切な活用を検討していく。

⑤国、地公体との連携による中小企業施
策の活用

・公的支援制度のうち中小企業施策の活用を職員に啓蒙し、取引先企業の利
用促進につなげる。
・取引先企業が成長段階にあった中小企業施策（「経営革新」、「新連携」）を
活用できるよう、各施策の普及を強化する。

・取引先企業への情報提供ツールとして中小企業庁が発行する「中小企業施策利用ガイドブック」を
事業先担当者に配布し、中小企業向けの各種施策の活用を促している。昨年のリーマンショック以
降、製造業中心に人件費負担が課題の取引先企業が増えており、「雇用調整助成金」に係る情報提
供を主体に行った。
・連携機関である神奈川県産業技術センターが開催した「中小企業技術開発支援制度説明会」や「第
27回神奈川工業技術大賞」などのご案内を取引先製造業者主体に行った。

・引続き取引先企業に有益・有効な中小企業施策を活用し、リレーションを強化していく方針であ
る。
・今後も施策説明会や各種イベントなどの開催情報については、取引先企業へ情報還元してい
く。

①シンジケートローンの活用
　リスク対応力、資金対応力の強化を図るため、シンジケートローンの手法研
究、活用を行う。

　平成21年度の民間企業向けのシンジケートローンの取扱いは、2社であった。
　シンジケートローンの内部取扱い要領を一部改定し、より現在の経済環境に馴染むよう商品性
を高め活用を促進していく。

　保証協会のABL保証制度の活用、信金中央金庫の「しんきんMEサポートの
活用」、シンジケートローン等の与信手法を継続的に取組む。
〔個人保証･不動産担保に過度に依存しない融資への取組目標：500件50億
円〕

・保証協会のＡＢＬ保証制度は1件の利用であり、信金中央金庫の「しんきんＭＥサポート」の利用実績
は1件にとどまっている。
・保証協会の「全国緊急保証」及びそれをベースとした「快援隊」を無担保・無保証事業性融資の主力
と位置付けており、実績としては累計で525件・81億円（うち、「快援隊」は393件・62億円）、サポート
1000は4件・1,890万円となり、取組目標を達成した。

・保証協会のＡＢＬ保証制度は1件の利用であり、信金中央金庫の「しんきんＭＥサポート」の利用
実績は1件にとどまっており、営業店への商品に関する認知度・理解度を深めさせ利用促進につ
なげていく。
・企業の定量評価のみならず、定性情報を重視し、また「目利き力」の修得を促す商品を開発し、
「担保に過度に依存しない融資」　へ積極的に取組んでいく。

　定性情報を含めた情報を活かし取引先企業の事業価値を見極め、動産・債
権譲渡担保融資、ＡＢＬといった不動産・個人保証に過度に依存しない融資
手法の活用を図る。

・平成21年8月、信金中金「設備担保信用補完制度（しんきんＭＥサポート）」を1先契約した（累計2
先）。
・平成21年10月、信金中金と連携して、「設備担保信用補完制度（しんきんＭＥサポート）」の勉強会を
開催し、融資役席22名が出席した。

　今後も引続き、不動産・個人保証に過度に依存しない融資手法の活用として、信用保証協会
「流動資産担保融資保証（ＡＢＬ保証）制度」及び信金中金「設備担保信用補完制度（しんきんＭ
Ｅサポート）」の推進に取組む。

③様々なコベナンツの活用
　信用格付及びスコアリングモデル等を活用した融資手法を検討するととも
に、コベナンツの利用における知識及びノウハウの習得に取組む。

　ＳＤＢスコアリングモデルを活用した神奈川県内信用金庫統一の信用保証協会保証商品「しんきん
かながわ応援団」を平成21年1月より取扱開始し、平成21年5月に1件40百万円実行した。

　各種説明会への参加等を通じて、企業実態や取引内容に応じた活用の知識・ノウハウの習得、
事例研究に取組む。

①コンサルタントの能力・態勢の強化やビ
ジネスマッチング等を活用した支援

・相談センター「しあわせプラザ」をコアとしたコンサルティング機能及び情報提
供機能を強化する。
・創業・新事業展開に関する相談に際し、迅速な対応を図る。〔創業・新事業
支援融資への』取組目標：20件、100百万円〕
・外部団体との連携強化によりコンサルティング機能を強化する。
・マネジメント力の高い後継者、管理者育成を目的としたビジネススクールであ
る「経営塾」の運営を強化する。

・相談センター「しあわせプラザ」での創業相談はなく、経営相談8件、ローン相談5件であった。
・全店の創業支援、新事業支援資金等の取扱実績としては、18件125,200千円であった。
・㈱タナベ経営、ＮＰＯ法人湘南経営支援パートナーズ（税理士団体）を活用し、若手経営者向けの
「平塚信用金庫　第4期経営塾」が終了し、「第5期」を実施。毎月1回の頻度で幅広いテーマの講演や
財務勉強会を実施している。
・事業承継に対する取組みの一環として、民間企業である東京中小企業投資育成㈱が主催する中小
企業経営者向けの「事業承継セミナー」への協賛を行い、取引先企業への告知を行い参加企業を
募った。（参加企業のうち取引先企業1社）
・信金中金が取り組むビジネスマッチングの一環として主催する「小田急グループでの販売イベント募
集」や「ダイエーの物販催事イベント募集」に関する情報を取引先企業（小売業・サービス業）に還元
し、募集を行い1社からの申込み（小売業）があり出店に向けた審査を実施している。

・相談センター「しあわせﾌﾟﾗｻﾞ」での相談実績が低調であることから、相談業務のＰＲを促進し利
用促進に繋げる。
・創業支援資金の取扱い実績は目標額を達成しており計画通りであった。
・経営塾については、幅広いテーマでカリキュラムを策定し計画通り進行した。
・今後も課題解決を目的とするセミナーへの協賛を積極的に図る。
・マッチングイベントに関しては、自社製品のある企業（1社）からの応募があり次年度7月に出店
する予定であり、引き続きビジネスマッチング情報の橋渡し役を担っていく。

②法務、財務、税務等の外部専門家と連
携した取組み

・各種相談を通じて、地域利用者に対し金融知識を普及させ地域社会への貢
献に努める。
・外部専門家との連携を深め、個人を含む地域の利用者のニーズに対応した
付加価値の高い金融サービスを提供する。

・相談センター「しあわせプラザ」の相談対応状況の上期累計としては、税務相談6件、法律相談37
件、年金相談136件の状況であった。
・社労士を迎えた年金相談会を土曜日に6店舗で開催し、年金請求にかかわる相談者（計68名）の来
店があった。

　税務相談・法律相談・年金相談については、一定の成果があり、特に平塚市内における当金庫
の相談業務に対する認知度は高まっており、引き続き広報などへの広告を掲載し普及に努める。

③金融機関間での団塊世代の退職者の
活用

・当金庫においても団塊世代が大量退職となることから、永年の金庫業務での
経験や能力を活用するため、再雇用制度に沿って地域雇用の創出(金庫で再
雇用)と金庫業務の能力を地域企業で活かす橋渡しをする(退職者･地域企業
ともニーズとメリットあり)意味で地域貢献の一環として取組みを実施する。
・また、金庫外での人材ネットワークについては特に業務提携のトライバンク人
事専門部会で情報交換等により、研究を進める。

・定年退職者に対する再雇用に関するアンケートを実施した｡また平成21年7～8月に再雇用者の職
務開発を踏まえた全部店のヒアリングを実施した｡
・平成21年9月､10月に再雇用面接を実施し､平成22年4月再雇用者16名を予定している｡
・地域中小企業の人材ニーズの把握のため､臨店ヒアリング時に営業店に投掛け・ヒアリングを実施し
た。

・今後3年間で40名以上が定年退職を迎えるため､引続き職務開発や定年退職者の就業ニーズ
を研究する｡
・地域中小企業の人材ニーズについては今後も随時ヒアリングを実施していく｡
・業務提携を行っているトライバンク内での人材ニーズについては人事専門部会にて情報交換を
行い､方法等についても検討を行う｡

②動産・債権譲渡担保融資、ABLの活用

（3）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

（1）ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

（2）事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

２．地域密着型金融の具体的取組み

平塚信用金庫



進捗状況（取組内容･実績等） 進捗状況に対する分析・評価、及び今後の課題（対応方針を含む）
21年4月～22年3月 21年4月～22年3月

項　　　　　目 計　　画（取組方針・目標）

　地域密着型金融推進計画に係る具体的取組みの重点事項等について「事
業計画書」に明示するとともに、役職員に周知徹底する。

　平成21年度事業計画書における事業計画書の各部の重点施策の中で、地域密着型金融の推進に
関わる項目については「地域密着型金融」と明示し、全役職員に配付し周知した。

　平成22年事業計画書においても、各部の重点施策の中で地域密着型金融の推進に関わる項
目については「地域密着型金融」と明示し、全役職員に配付し周知を行うよう準備を行っている。

　地域密着型金融の取組みに関して、経営陣が全体の取組み状況を総合的
に把握し、半期毎のトップヒアリングにおいて地域密着型金融の取組み状況
及び姿勢を報告する態勢を構築する。

　平成20年度の地域密着型金融推進計画における当金庫の取組みについては、部長会にて審議し
その内容について経営陣の理解の共有を図るため常勤理事会（5/11）にて報告を行ったうえで、トッ
プヒアリング（10/9）にて説明を行った。

　今後においても、地域密着型金融推進計画における当金庫の取組み状況について経営陣に
報告し、内容について経営陣の理解の共有を行う態勢を維持する。

　年度ごとに、当金庫の地域密着型金融の取組み状況を財務局等に報告す
るとともに広く公表し、地域の様々なステークホルダーの理解と信任を確保す
る

・平成20年度の地域密着型金融の取組状況について、財務局に報告を行った（5/1）。
・平成20年度の地域密着型金融の取組状況について、ホームページに掲載し広く公表した（5/27）。

・財務局から5月に依頼が予定される、「平成21年度の地域密着型金融の取組みについて」の報
告について、内容の審議を行うための臨時部長会開催等の対応を進める。

　稟議や研修を通じて融資審査能力（目利き力）の向上と人材の育成に取組
み、営業店の貸出審査能力向上を図る。

・【外部研修】目利き力養成講座2名、目利き力実践講座2名、企業再生支援実践講座1名、中小企業
「事業再生」実例演習スクール1名、「建設業事業再生プログラム」研究会3名が参加した。
・【内部研修】初級融資研修12名、融資役席者研修22名、貸出審査能力養成講座16名、債権管理回
収講座①24名、融資法務講座20名、経営再建計画策定講座118名が参加した。

　今後も引続き目利き能力の習得及び融資審査実務の共有化を図る取組みを計画的に実施す
る。

・取引先企業に対し自社の将来性を示唆する高付加価値型の支援実施を通
じて、営業店支援機能の強化を図る。

　事業先担当者における、取引先企業への提案セールスや財務改善提案の実施件数は前年より増
加している。（21年度：全店累計210件）

　取引先企業に対する提案、助言などを通じた高付加価値型の支援態勢は構築されつつあり、
次年度においても、更に中小企業支援を進化すべく取組みを強化する。

　主に債務者区分が破綻懸念先である取引先企業の再生可能性を見極めた
上で支援方針や支援内容を確定し、再生支援を通じて具体的な改善策を盛り
込んだ経営改善計画を策定する等、個々の企業特性にあった再生支援に取
組む。
〔ライフサイクルに応じた取引先企業支援への取組目標：経営改善支援取組
率14.3%（130先）、再生計画策定率15.4%（20先）、ランクアップ率15.4%（20先）

・経営改善支援取組率：7.6%（74先）、再生計画策定率：17.6%（13先）、ランクアップ率：9.5%（7先）（期
初債務者数（正常先除く）：974先）であった。
・平成21年5月に問題債権先（116先）の支援方針を確定させ、個別企業の経営改善支援に取組んだ
（再生計画策定先13先/個別支援対象先20先）。

・平成21年度は個別支援対象企業20先に対する再生計画策定状況は13先（達成率65.0%）と大
幅未達となった。未達要因は、未策定先7先のうち3先は対象企業の事情により着手を見合わせ
たことに加え、計画策定後においても景気低迷の影響により継続的に進捗管理を要する先が増
加したことによる。なお、残り4先については、現在、計画策定中である。
・今後においては、本部専門部署と営業店が連携して計画的に個別支援対象先に再生計画策
定するとともに、計画策定先に対しても継続的な支援を実施する。

・既往取引先の情報を蓄積共有化し、顧客ニーズを掴みライフステージに応じ
た融資商品の推進をする。

　既往取引先の管理基準を制定し4つのカテゴリーに区分し、営業資源配分（営業係のよる人的営
業）を最適化し、取引先のニーズを掴み最適なｻｰﾋﾞｽを提供できる態勢を構築し、運用を開始した。

・管理基準は全支店に明示し運用を開始しており、ニーズ発掘に際し最適なサービス・商品の提
供が可能な態勢を維持し、さらに向上させていく。
・取引先の資金ニーズに対応するために新たな融資商品の企画・開発をすすめる。

・相談センター「しあわせプラザ」において、毎月第１・３木曜日に、弁護士によ
る法律相談（無料）を実施し、引き続き個別の多重債務問題解決の相談機能
を発揮する。

　法律相談の相談件数は22件であるが、多重債務に係る相談はなかった。また、営業店において日
本弁護士連合会などが主催する「多重債務者相談キャンペーン」のポスターを店頭に掲示し告知を実
施した。

　多重債務者問題に対する成果は乏しいが、今後も店頭告知を主体に取組んでいく。

・地域活性化に対して多面的に協力を図る。
・地方公共団体との連携を図り、地域社会への貢献に務める。

・環境配慮型商品の定期預金である「エコスーパー定期Ⅲ」（店頭表示金利＋0.1%［1年］、＋0.15%［3
年］、「エコスーパー定期Ⅳ」（店頭表示金利＋0.05％[1年]）の販売キャンペーン（4ヵ月間）を年間で2
度実施し、キャンペーン終了時点の契約総額の0.02％相当額を当金庫営業店の所在する8市１町へ
寄贈した。
・「平塚市少年野球大会」、「平塚少年柔道大会」、「わんぱく探検隊」などの市内各種地域イベントへ
の協賛を通じて地域社会の貢献を行っている。
・さがみ信用金庫、三浦藤沢信用金庫を含む3金庫が一体となり「環境問題」に取組んでいくための統
一プロジェクトとして「ＴＲＩbankエコプロジェクト」が始動し、その第一弾として第10回ボランティア活動
である「平塚海岸の清掃活動」を実施し、職員並びに家族（合計449名）が参加した。
・商工会議所青年部や平塚青年会議所への職員派遣を通じて、地域内情報などの情報収集、情報
提供を実施している。
・湘南ベルマーレホームタウンカップへの共同共催を行い、小学生12チームが参加した。

・地域内の各種イベントへの協賛などを引続き積極的に取組んでいく。
・今後は金融セミナーや勉強会などの開催を通じて地域社会への貢献に繋がる取組みを継続し
ていくことが課題である。

①総代会に関する適切なディスクロー
ジャー

総代会及び総代等に関する適切なディスクロージャーを実施する。
　総代会制度、総代とその選任方法、総代が選任されるまでの手続き、平成21年度通常総代会決議
事項等についてディスクロージャー誌「平塚信用金庫の現況2009」において詳細に掲載した。

　計画どおり実施できたと認識している。しかし、より充実した内容とするため情報収集を含め更に
検討を重ね、分かりやすく総代会及び総代等に関するディスクローズを行う。

②会員になろうとする者に対する適切な
説明の実施

会員になろうとするお客さまに対して適切かつ十分な説明ができるよう導入し
た、加入時における出資基本事項に関する確認書の検証を実施する。

会員になろうとするお客さまに対して、適切かつ十分な説明ができるよう「出資基本事項に関する確
認書」を改定し、平成22年4月1日より運用を開始した。

　計画どおり実施できたと認識している。

③総代以外の会員からの意見の反映
　会員あてに送付する業務報告書を通じて会員からの意見を聴取し、その結
果を分析し業務運営に反映させる。

平成20年度聴取した会員からのご意見・ご要望に対する当金庫の対応を会員あて送付する「業務
報告書」に記載した。また平成20年度同様に会員あて送付する業務報告書に、当金庫に対するご意
見・ご要望を聴取するためのハガキを同封し、その結果を取りまとめたうえ業務に反映すべく所管部に
検討を依頼した。

　計画どおり進捗している。今後は、具体的な対応策について所管部署に依頼した当金庫として
の対応策を、第67期の業務報告書に掲載する。

　半期の経営情報の積極的でわかりやすい開示を通じて、経営の健全性確保
及び業務内容の幅広い認知を図る。

　平成21年9月期ミニディスクロージャー誌を6,000部作成し各店に配付するとともに、当金庫ホーム
ページに掲載した（店頭備付け11/24、ホームページ掲載11/17）。

・当金庫の経営内容等、開示情報についてお客さまが理解しやすいように開示内容･方法の更な
る工夫に努める。
・引続き四半期開示についても情報収集･研究を進めていく。

　「信用リスク計量化システム」による信用リスク量の把握とポートフォリオ管理
の確立に取組むとともに、信用リスク量に応じた標準金利体系の運用により収
益確保を図る。

・平成21年6月、「信用リスク計量化システム」の精度向上のため、システムのバージョンアップを実施
した。
・四半期ごとに信用リスク量の計測結果を常勤理事会へ報告し、ポートフォリオのモニタリングを実施し
ている。
・平成21年7月、信用リスク量に応じた貸出金標準金利表の改定を実施した。

　信用リスク量の計測態勢を確立させ、与信額ポートフォリオ管理とともに、信用リスク量のポート
フォリオ管理の具体的な手法・基準を検討する。

　金利リスクの定量的な把握等を通じ、ALM管理態勢の強化及び健全性の確
保を図る。

・ ALMシステムの構築作業を行い、VaR（分散共分散法、ヒストリカル法）にて21年4月末から月次で金
利リスク量を算出する体制を構築した。それに合わせて「金利リスク算出要領」を改定した（4/1）。
・ 金利リスク量及びアウトライヤー比率を月次にて計測し、平成21年3月から12月までの推移等をALM
委員会等に報告した。
・ 金利更改期別･金利感応度別マチュリティーラダーによるギャップ分析を四半期毎にALM委員会等
に報告した。

　引き続き情報収集や勉強会の開催等に努め、市場リスク管理態勢の高度化を図っていく。

 統合的リスク管理態勢の枠組みと整合的に市場リスク管理体制の充実を検討
する。
・市場関連の各種規程・要領の見直し
・VaRによる市場リスク量の計測および限度額管理

　市場関連の各種規程・要領の改定案を作成し、市場関連部署との調整、修正案の作成を行った。
　市場関連の各種規程・要領の改定案について、試行による実効性の検証を行うことにより細部
を固め、平成22年度以降正式に行う。

・法令等遵守を経営の最重点課題の一つとし、法令等違反・不祥事件発生が
皆無であることを目標とする。

・法令等遵守状況検証のため平成21年8月と平成22年2月に全職員に対しモニタリングを実施し、自
己チェックとコンプライアンス意識の徹底を図った。
・全部・店、子会社に対しコンプライアンスに係る臨店検証を実施。法令違反や不祥事に繋がる事案
は見受けられなかった。営業店臨店時に全職員を対象とした勉強会を実施した。
・連続休暇による職場離脱時の検証を実施。不祥事に繋がる事案の報告は見受けられなかった。
・個人情報紛失・流出の事案が発生した。

　法令等遵守の徹底及び不祥事件防止のため、臨店によるコンプライアンス教育を継続してい
く。

（9）市場リスク管理態勢の充実

（3）個人、小規模事業者、コミュニティ・ビ
ジネス、NPOなどを含む顧客ニーズを踏ま
えた融資商品・目的別ローン等の提供

（5）地域社会への貢献・還元

（2）身近な情報提供・経営指導・相談

①事業者の幅広い情報提供、経営指導
及び相談のニーズに対応する（課題解決
型金融）

（10）法令等遵守の徹底

（8）信用リスク管理態勢の充実

（6）総代会の機能向上等に向けた取組み

（7）半期開示の充実に向けた取組み

（4）予防策を中心とした多重債務者問題
解決への一定の役割発揮

（1）目利き能力の向上、人材の育成

４．信用金庫（協同組織金融機関）に特に求められる事項

（1）地域密着型金融推進計画に係る具体
的取組みの重点事項及び具体的目標を
中期計画等に明示する

（2）トップヒアリングにおいて経営陣が取組
み姿勢を説明する

（3）年1回、取組み状況を財務局等に報告
するとともに、取組み実績を公表する

３．地域密着型金融の取組み状況の公表等

平塚信用金庫



2．平成21年度における地域密着型金融の取組みに係る主要計数結果について

（1）ライフサイクルに応じた取引先企業支援への取組み

（単位：先数） （単位：％）

α/Ａ β/α δ/α

 正常先 ① 0.4% 7.7%  

うちその他
要注意先

② 7.6% 4.0% 4.0%  

うち
要管理先

③ 20.0% 0.0% 0.0%  

 破綻懸念先 ④ 12.0% 18.2% 45.5%  

 実質破綻先 ⑤ 1.0% 100.0% 100.0%  

 破綻先 ⑥ 0.0% － －  

7.6% 9.5% 17.6%  

1.9% 8.0% 16.1%  

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は21年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については、期初の債務者区分に従って区分した。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めていない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上。
・「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「ＲＣＣの支援決定先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」

（2）中小企業に適した資金供給手法の徹底への取組み

個人保証･不動産担保に過度に依存
しない融資の取組み実績

件　　数 金　　額

525件 8,117百万円

創業･新事業支援融資実績
件　　数 金　　額

18件 125百万円

74

γ

2

1

40 2

δ

0

0

17

要
注
意
先

58 13

87 1466

27

22

1

5

8

αのうち再
生計画を策
定した先数

αのうち期
末に債務者
区分が変化
しなかった先

αのうち期
末に債務者
区分がラン
クアップした

経営改善
支援取組

み率

ランクアッ
プ率

再生計画
策定率

Ａ α　 β

うち
経営改善支
援取組み先

数

合　　計

3,613

7

184

100

13

50

1

0

4

小　　計
（②～⑥の計）

0

0

10

974

0

11

1 0

期初
債務者数

74,587

658
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