
地域密着型金融の具体的な取組み実績（21 年４月～22 年３月） 

 

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化 

 （1）創業・新事業支援 

 《数値目標》 創業・新事業支援融資 50 件 500 百万円 

 《 実績 》    〃       36 件 282 百万円 

・創業・新事業支援融資については地域経済環境の低迷を受けて受付件数及び平均借

入額の減少が見られています。 

・創業後の起業者向けセミナー「先輩起業家に学ぶ スタートアップ期の経営課題 

克服術」を開催しました。                    21 年９月 

 （2）経営改善・事業再生支援 

 《数値目標》 経営支援先経営改善計画策定率 90％以上 

 《 実績 》      〃         91.75％ 

  ・積極的な経営改善計画の策定支援を行い、経営支援先 97 先に対して経営改善計画

書策定済の先は 89 先(うち新規策定数は 48 先)となっています。 

  ・経営支援先のうち債務者区分のランクアップ先は３先（ランクアップ率 3.1％）で

した。 

  ・経営改善を目的とした経営支援室担当による企業訪問を延べ 119 回実施し、実態把

握と経営指導に努めました。 

  ・企業再生委員会（経営支援先の計画進捗状況の検証、的確な指導を目的として庫内

で開催）を 15 回、29 先について実施しました。 

  ・専担部署である審査部経営支援室を経営支援部に昇格しました。また人員を２名増

員(計７名、うち中小企業診断士４名)して支援体制の強化を図りました。 

 （3）事業承継 

  ・外部専門機関と提携してＭ＆Ａマッチングを支援しています。 

 （4）その他 

①農商工連携 

   能登米を利用した「お米アイスクリーム」の開発、製造、販売の支援として、老舗

和菓子店に融資を行いました。（㈱日本政策金融公庫との協調融資）  21 年７月

  ②知財の活用 

「産業財産権相談会」を当金庫と社団法人発明協会石川県支部が共同で６回（相談

件数 22 件）開催しました。 

③経済環境変化対応 

資金ニーズ、借入条件に関する相談、住宅ローン等個人ローンに係る相談を受け付

ける「金融相談窓口」を年末・年度末の休日に設置しました。（本店を含む６店舗）

年末  21 年 12 月 12 日、19 日、26 日の３日間

年度末 22 年 3 月 20 日、27 日の２日間 
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２．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）不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資等への取組み 

 《数値目標》 きんしん動産担保ローン       ３先 

 《 実績 》     〃             ０先 

 《数値目標》 きんしんアタック２     1,000 百万円 

 《 実績 》     〃         1,130 百万円（31 件） 

不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資等の実績（21 年４月～22 年３月） 

動産・債権譲渡担保融資               24 件 163 百万円 

（うち売掛債権担保保証               24 件 163 百万円） 

財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資  ６件  38 百万円 

その他の不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資 31 件 1,130 百万円 

市場型間接金融を活用した融資            ３件 1,841 百万円 

 

 （2）企業の将来性、技術を的確に評価できる能力等、人材育成への取組み 

①若手渉外担当の育成 

   当金庫内での渉外係研修及び役員との意見交換会を通して、若手渉外担当の育成に

努めています。また、外部渉外担当者研修へ職員を派遣しました。 

②女性職員の能力向上 

   当金庫内での内部担当者研修及び役員との意見交換会を通して、内部女性職員の 

能力向上に努めています。  

③目利き能力の向上に資する外部研修会へ職員を派遣し、能力向上に努めています。

  中小企業事業再生実例演習スクール(金融財政事情研究会主催 1名受講) 

21 年６月 

  企業調査講習会（みずほコーポレート銀行主催１名受講）    21 年 10 月 

  企業ランクアップ講座（北陸地区信用金庫協会主催１名受講）  21 年 11 月 

  融資渉外講座（北陸地区信用金庫協会主催２名受講）      21 年 5、6 月 

  企業分析講座（北陸地区信用金庫協会主催１名受講）      21 年６月 

  企業再生支援実践講座（全国信用金庫協会主催１名受講）    21 年６月 

  金融機関向け知財活用セミナー（中部経済産業局主催 40 名受講） 21 年 11 月 

  Ｍ＆Ａ実務勉強会（信金中央金庫主催３名受講）        21 年７月 

④金融円滑化法の徹底を図る研修会を開催しました。 

          （当金庫内全営業店長、融資担当者参加）    22 年１月   

  ⑤創業支援ノウハウの庫内共有化 

   庫内職員の創業支援スキル向上のために過去３年の創業融資先157先のモニタリン

グ結果や課題等を「創業支援レポート」として取りまとめ、周知しました。 

21 年７月 

⑥経営支援ノウハウの庫内共有化 

   庫内職員の経営支援スキル向上のために当金庫の「経営改善事例集」として取りま

とめ、周知しました。           21 年 10 月、11 月、22 年３月 
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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）地域全体の活性化、持続可能な成長を視野に入れた、同時的・一体的な「面」的再

生への取組み 

〔ビジネスマッチング支援〕 

  ・取引先のビジネスマッチンング実績      51 件 

・「北陸ビジネス街道２００９」（北陸地区信用金庫協会主催）へ参画、出展支援を 

行い、北陸地区を中心とした企業とのビジネスマッチングを支援しました。 

開催日   平成 21 年 10 月 23 日 

会場    石川県産業展示館１～３号館 

出展企業数 505 社（うち当金庫扱い出展企業数 88 先） 

来場者数  8,600 人 

商談数   4,696 件（内 個別商談会 298 件） 

商談成立数  376 件（内 個別商談会 35 件） 

・「第 23 回東京ビジネスサミット２００９」への取引企業４社の出展支援をしました。

21 年 11 月

・株式会社ぐるなびが運営する「食に関する企業間取引サイト“日本全国しんきん旨

いもん地図”」へ取引先３社を取次しました。 

 〔地域環境保全に向けた活動〕 

環境配慮型金融商品の実績（21 年４月～22 年３月） 

エコ・ビジネスローン       18 件  51 百万円 

エコカーライフローン      185 件  271 百万円 

エコ住宅ローン         136 件 3,067 百万円 

エコリフォームローン       16 件  58 百万円 

エコきゃっする（カードローン） 742 件 

社会貢献型「きんしんエコロジー積金」 

       一般家庭版：5,379 件 契約高 6,129 百万円 

        事業者版： 529 件 契約高 4,017 百万円 

 ①地域環境保全活動 

  ・「クリーン・ビーチいしかわ in かなざわ」（海岸清掃ボランティア） 

役職員 421 名参加 21 年５月 

・「花いっぱい運動」（営業店の緑化・美化）   全営業店 21 年４月～22 年３月

 ・「香林坊・武蔵間(国道 157 号)花の植え替えボランティア」 

職員延べ 18 人参加 21 年８、11 月、22 年３月 

  ・「夕日寺里山育成事業」（育樹・下草刈り）     延べ 374 名参加 ４回実施 

 ②その他活動・実績 

  ・「第 20 回いしかわ環境フェア」（石川県主催）にブース出展しました。 21 年８月

  ・「エコフェスタ in 加賀‘09」（加賀市主催）にブース出展しました。  21 年９月

・「京都議定書目標達成特別支援無利子融資利子補給金交付事業」に、当金庫が取扱

う「エコ・ビジネスローン」が全国で 11 番目（信用金庫では２番目）に選定され

ました。                            21 年 12 月

・「平成 21 年度エコライフ大作戦オープニングイベント」（石川県主催）にブース出

展しました。                          21 年 12 月

・「平成 21 年度県民エコライフ大作戦」（石川県主催）に事業所・役職員家族が参加

し二酸化炭素排出量の削減に取組みました。       21 年 12 月～22 年１月

         本店及び全支店（計 48 事業所） 4,743 ㎏ 削減 
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  22 年２月 

  

金利引下げを利用した融資の実績 

件 571 百万円 

・ふるさといしかわ子育て応援定期

 

         役職員家族（800 世帯）     19,196 ㎏ 削減 

・石川県「エコドライブ優良事業所表彰」受賞          

・石川県「いしかわ事業者版環境 ISO 優良活動表彰」受賞        22 年２月 

③子育て支援 

子育て支援で

住宅ローン          28

リフォームローン        ４件  10 百万円 

教育ローン          10 件  ９百万円 

「七五三」の収益の一部を「子育てにやさしい企

業推進協議会」への寄付しました。                21 年４月 

 2）地域の活性化につながる多様なサービスの提供 

・職場体験を積極的に受入れました。 

  ・金沢星稜大学 全 15 回）を開講しました。また、

～８月 

  ・金銭教育イベント「親子で楽しく学ぼう！お金ってなに？」（石川

 21 年８月 

 ・金沢商業高校「金商デパート」開店に係る実務指導を行いま

応可能な消費者向けフリーローン「きんしんお手軽ローンコレ

・結婚に関する した。ま

 

 

本部・全営業店で業務面、接客サービス面、金

   

 

（

  ①金融・金銭教育 

  ・インターンシップ

インターンシップ 15 校 29 名 

職場体験     ７校 19 名 

で寄付講座「実戦：地域金融論」（

講義受講者の中から希望者に対して、当金庫視察研修を実施しました。 

21 年４

県金融広報委員

会、石川県信用金庫協会、石川県銀行協会主催）へ参画しました。 

    

した。  21 年 10 月

②顧客の利便性向上 

・旧債返済資金にも対

クト」を発売しました。                     21 年９月 

きんしんお手軽ローンコレクトの実績 45 件 58 百万円 

費用を対象にした「きんしんブライダルローン」を発売しま

た、融資後に子供が誕生した場合に、「子育て支援引下げ」による融資利率の引下

げ対象としました。                       21 年８月 

      きんしんブライダルローンの実績   ３件 ３百万円 

③顧客満足度の向上に向けた取組み 

・「きんしんハートフル運動」として

融のプロとしての資質面などの目標を設定・推進し、顧客満足の向上に努めました。

                           21 年４月～22 年３月

・自動体外除細動器（ＡＥＤ）を５台追加設置しました。       21 年８月 

 

 

 


