
平成２５年度の地域密着型金融の取組状況 

 

平成２５年度経営改善支援実績 

 

主要項目 計数 

経営改善支援取組み率（α/Ａ） ８．６％ 

再生計画策定率（β/α） ９２．９％ 

ランクアップ率（γ/α） ２．７％ 

創業・新事業支援融資実績 ３１件 １９６百万円 

 

＜参考＞ 

    

    

期初債務者数 

（正常先除く） 

うち経営改善支援 

取組み先数 

αのうち再生計画を

策定した先 

αのうち 

期末に債務者区分が

ランクアップした先 

Ａ α β γ 

１，３１５先 １１３先 １０５先 ３先 

 

ライフサイクルに応じた取引企業の支援強化 

 

１ 創業・新規事業開拓の支援          

 

■ 「西尾張創業塾」の開催 

平成 22年度と平成 23年度に開催した「いちい創業塾」を、平成 25年度は 24年度に

引き続き、尾張五市商工会議所（一宮・津島・稲沢・江南・犬山）との共催により、愛

知県、一宮市、公益財団法人あいち産業振興機構、愛知県信用保証協会、独立行政法人

中小企業基盤整備機構中部本部、株式会社日本政策金融公庫一宮支店、愛知県商工会連

合会、一般社団法人愛知県中小企業診断士協会のご後援をいただき、「第 2回西尾張創業

塾」として開催し 30名が全課程の概ね 8割以上を修了されました。 

 

■ 25年度補正予算 創業促進補助金の申請支援 

創業補助金は、新たに創業等を行う方に対してその創業等に要する経費の一部を補助

するものであります。これにより、新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化さ

せることを目的としております。当補助金の申請にあたっては、認定支援機関たる金融

機関または金融機関と連携した認定支援機関と連携して取り組む必要があります。当金

庫は、中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関として、本補助金の申請に積極

的に取り組んでおります。 

   

   



創業促進補助金申請支援実績        （平成 26年 6月末現在） 

 申請件数 

      一次公募 平成２６年２月～３月 ３件 

二次公募 平成２６年４月～６月 ２３件 

 

■ 日本政策金融公庫連携創業支援ローン「創業支援隊」取扱開始 

創業を希望される方から創業資金にかかる融資の申込みがあった場合は、融資の妥当 

  性等を検討するとともに、日本政策金融公庫と協調融資による金融支援を協議いたしま

す。 

   日本政策金融公庫と連携して融資の申込みに必要な事業計画書を策定、面談を原則と 

して、ワンストップで対応し、創業を希望される方の負担を軽減いたします。 

 

２ 成長段階における支援            

 

■ 25年度補正予算 中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業（新 

ものづくり補助金）の申請支援 

当補助金は、ものづくり・商業・サービスの分野で環境等の成長分野へ参入するなど、

革新的な取り組みにチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、試作品・新サービ

ス開発、設備投資等を支援するものであります。 

当補助金の申請にあたっては、認定支援機関と連携して取り組む必要があり、当金庫

は、中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関として、本補助金の申請に積極的

に取り組んでおります。 

 

   新ものづくり補助金申請支援実績      （平成 26年 5月末現在） 

 申請件数 

 一次公募 平成２６年２月～３月 ３件 

二次公募 平成２６年４月～５月 ２２件 

 

■ 小規模事業者活性化補助金の申請支援 

   多様なニーズに着目した小規模事業者が行う、早期に市場取引を達成することが見込

まれる新商品・新サービスの開発等に要する経費の一部を補助するものです。 

当補助金の申請にあたっては、認定支援機関である金融機関または金融機関と連携し

ている認定支援機関と連携して取り組む必要があり、当金庫は、中小企業経営力強化支

援法に基づく認定支援機関として、本補助金の申請に積極的に取り組んでおります。 

 

小規模事業者活性化補助金取組み実績 

 申請件数 

平成２５年６月～８月 ５件 

 

 

 



■ いちいチャレンジファンド 

   日本銀行の新貸付制度（成長基盤強化を支援するための資金供給）を利用した「いち

いチャレンジファンド」を創設し、地域経済の活性化を金融面から支援しております。 

なお、平成 24年 5月より融資金額の下限を従来の「１千万円以上」から「１００万円

以上」に引き下げ、小口でのご利用が容易になりました。 

 

「いちいチャレンジファンド」取組み実績   （平成 22年 7月～平成 26年 3月） 

ファンドの事業内容 件数 貸付額 

研究開発および新事業展開に係る事業 ９件 ３８２百万円 

医療・介護・健康関連事業 ４２件 ４，１０６百万円 

環境・エネルギー事業 ３件 ２３０百万円 

その他地域経済活性化に繋がる事業 ４件 １８４百万円 

合計 ５８件 ４，９０２百万円 

 

 ■ 個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資の取組実績 

   中小企業金融への取組強化、企業育成および地域経済活性化の一環として、創業・新

事業支援および担保・保証に過度に依存しない融資について、積極的に取り組んでおり

ます。 

   平成 25年度より、事業者の方が保有する在庫商品、原材料、製品在庫などを担保にし

て、その有効活用を図る新しい手法の流動資産活用ローン「清流」の取り扱いを開始し

ました。 

                             （平成 26年 3月末現在） 

種別 件数 金額 

流動資産活用ローン「清流」（極度額） ２件 ３５百万円 

創業支援ローン ２５件 ２９百万円 

ふれあい事業者ローン ５４件 １１６百万円 

シンジケートローン ２０件 １１，４４３百万円 

 

 

３ 経営改善・事業再生・業種転換等の支援    

 

■ 「しんきん愛知プラットフォーム」を組成 

当金庫は、平成 25年 7月 10日に、愛知県内の信用金庫および愛知県信用保証協会と

連携し、中小企業庁「中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業」に基づく「し

んきん愛知プラットフォーム」を組成しました。 

   これにより、中小企業・小規模事業者が抱える経営課題の解決のため、専門家派遣の

窓口機能を担う等、地域における中小企業・小規模事業者を支援するための取り組みを

行います。 

当金庫は、中小企業者および小規模事業者の高度・専門的な経営課題の解決を支援す

るため、平成 25年度は 12先に対し、延べ 31回の専門家派遣を行いました。 

 



■ 「診断士協会連携中小企業診断士紹介サービス」を活用した経営改善支援 

本サービスを活用し、中小企業経営力強化支援法に基づく認定支援機関に認定されて

いる中小企業診断士と連携して、業況が悪化傾向にある中小企業者に対し、経営改善計

画の策定支援に取り組んでおります。策定支援にあたっては、国の中小企業支援策であ

る「経営改善計画策定支援事業」の活用により、支援を受ける中小企業者の費用負担軽

減を視野に入れながら、実効性のある経営改善計画の策定支援に取り組んでいます。 

 

 ■ 愛知県中小企業再生支援協議会の活用による支援 

   事業再生支援にあたっては、愛知県中小企業再生支援協議会を活用し、計画の実現可

能性等について検討しております。 

 

 

４ 事業承継の支援               

 

■ 信金キャピタル株式会社の「M＆A案件情報」の活用 

中小企業のお客様に対する M&Aマッチング支援として、信用金庫のネットワークを生

かし、信金キャピタル株式会社の「M&A 案件情報」を活用したサポートを行っておりま

す。 

 ●事業承継支援事例 

    後継者への事業承継にあたっての留意点に関する支援 

     当金庫は、中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業の専門家と連携し、

事業承継の支援に取り組みました。後継者が決定している中小企業者に対し、事業

承継計画の立て方や株式の承継に関する留意点等についてアドバイスを行いました。 

 

 

５ 企業のライフサイクルに応じたその他の支援  

 

■ 各種セミナーの開催 

コンサルティング機能を発揮し、お取引先企業の付加価値を高めるため、時代に即し

たテーマを選定して各種セミナーを開催しております。 

 

 

６ 平成２５年度経営相談実績          

当金庫は、資金供給者としての役割にとどまらず、長期的な取引関係を通じて蓄積さ

れた情報や地域の外部専門家･外部機関等とのネットワークを活用してコンサルティン

グ機能を発揮することにより、顧客企業の事業拡大や経営改善等に向けた自助努力を支

援しております。 

 

  

経営相談 うち 

創業支援 

うち 

新事業展開 

うち 

事業再生 

うち 

事業承継 

うち 

新たな経営手法 

専門家派遣 

１５８件 ７８件 ６１件  ７件  ７件 ５件 ３６件 



 

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 外部専門家・外部機関等との連携による態勢整備 

 

 ■ 愛知県商工会連合会および愛知県信用保証協会と「小規模事業者に対する経営改善支 

  援への取組みに関する覚書」を締結 

   当金庫と愛知県商工会連合会（以下、「県連」という。）および愛知県信用保証協会は、

平成 25年 11月 18日に「小規模事業者に対する経営改善支援への取組みに関する覚書」

を締結いたしました。 

   具体的な取り組みとして、平成 25年 12月 18日に「小規模事業者に対する経営改善支

援への取組み」にかかる第１回連絡協議会を開催し、席上、県連の担当者から覚書の趣

旨や今後の小規模事業者に対する経営改善支援の取り組みについて説明があり、今後の

方向性などが示されました。 

 

 ■ 「診断士協会連携中小企業診断士紹介サービス」の活用による支援 

    当金庫と一般社団法人愛知県中小企業診断士協会は、平成 25年 3月 27日に「中小企

業等支援に関する覚書」を締結し、平成 25年 4月より「診断士協会連携中小企業診断

士紹介サービス」を開始しております。 

    平成 25年度は 4先の中小企業等に対して紹介を行いました。 

 

■ 独立行政法人中小企業基盤整備機構と「業務連携・協力に関する覚書」を締結 

当金庫と独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、「中小機構」という。）は、平成

24 年 8 月 22 日に「業務連携・協力に関する覚書」を締結いたしました。これにより、

中小企業の経営基盤の強化・育成、新連携事業、地域資源活用事業、農商工連携事業等

の支援施策を活用し、新事業展開等に取り組む中小企業等を支援しております。 

平成 25年度は、当金庫と中小機構の共催により、お取引先企業向けに、新事業応援セ

ミナー（平成 25年 6月 4日）、知的資産経営セミナー（平成 25年 9月 19日）、商業・サ

ービス事業者向けセミナー（平成 26年 3月 6日）を開催いたしました。 

 

 

地域の情報集積を活用した持続可能な地域社会への貢献 

 

■ 「愛知ビジネスパーク いざ検索！」への参加 

「愛知ビジネスパーク いざ検索！」は、地域の商工会議所と金融機関が連携した東

海三県初のビジネス専門のポータルサイトです。 

当金庫は、このポータルサイトに、平成 24年 3月より尾張五市商工会議所（一宮・津

島・稲沢・江南・犬山）とともに加盟しており、当地域の加入事業所数（平成 26 年 3

月末現在）は 100先と、多くのお客様にご活用いただいております。 

 



■ しんきんビジネスマッチング 

平成 25年 11月東海地区信用金庫協会主催の第 9回しんきんビジネスマッチング「ビ

ジネスフェア 2013」がポートメッセなごやで 410社の参加を得て開催されました。当金

庫のお取引先からは、16社が出展されました。 

ビジネスニーズの共有と販路拡大など、ビジネスチャンスをバックアップすることに

より、企業および地域の活性化を推進しております。 

■ お菓子フェアの開催 

「お菓子」に特化した「個別商談会」と「展示即売会」を実施し販路拡大の機会を提

供しております。西尾張地区には以前より抹茶を嗜む文化があり、和菓子や洋菓子のお

菓子業者が多い点に着目し、地場産業の活性化に寄与する目的で、毎年開催しておりま

す。 

平成 25年 11月に開催した「第 5回いちいお菓子フェア」では、32店舗に出店してい

ただき、個別商談会では 84件の商談が行われ、また、展示即売会では、3,028人にご来

場いただきました。 

■ 産学連携 

名古屋芸術大学と当金庫は、地域社会の発展に貢献することを目的として、平成 25

年 7月に産学連携に関する協定を締結しています。当金庫は、同大学の専門分野である

デザイン、音楽および美術に関して、地域企業との橋渡しに取り組んでいます。 

なお、修文大学・修文大学短期大学部とは平成 23年 10月に産学連携に関する協定を

締結しています。 

■ 「景況レポート」の発行 

当金庫のお取引先企業に景況等をお尋ねし、その調査結果を分析した「景況レポート」

を４半期ごとに発行・配布し、地域の経済動向等の情報を提供しております。 


