
【全体的な進捗状況及びそれに対する評価】（平成 15 年 4 月～16 年９月） 
                            桐生信用金庫 
 

 リレーションシップバンキングの機能強化計画の実施期間も 4 分の 3 を経過

し、当金庫 3 ヵ年計画「チャレンジ２１」も 2 年目を迎えました。15 年 8 月に

策定した当計画および 3 ヵ年計画の重点施策「①収益力の強化とリスク管理の

徹底、②法令遵守態勢の強化、③環境変化への迅速な対応、④長期的視野に立

った人材の育成、⑤中小企業発展への支援と地域社会への貢献」については着々

とその成果をあげつつあると認識しています。 
 当地域の経済環境については、景気動向調査のとおり全体的な傾向として回

復基調となっているものの、競争の激化・利幅の縮小など業態間のばらつきが

あり引き続き不安要素を抱えております。当金庫では、今後も企業支援室によ

る事業先支援や地域及び中小企業のための融資新商品の発売などを行い地域に

対する支援を強化してまいります。 
 
１． 中小企業金融再生に向けた取組み 
  

・ 創業・新事業支援については、職員への計画的な目利き研修の実施や業

種別情報の蓄積と分析など審査態勢の強化、ぐんまチャレンジファンド

への出資、中小企業金融公庫・国民生活金融公庫との業務協力提携、地

域ベンチャー支援センターとの情報交換等を行いました。 
・ 取引先企業に対する支援については、15 年 10 月に企業再生支援室を設

置して活動を開始しランクアップ企業も出ています。また、異業種交流

やビジネスマッチングを目的に新たな顧客組織を立ち上げるため主要取

引先にアンケートの実施と分析を行いました。 
・ 新しい中小企業金融への取組みとしては、１５年度に信用リスクデータ

ベースを基にした担保・保証に依存しない融資商品「きりしんグットパ

ートナー２１、プラス１」を発売したほか、今年９月には「トライ１」

を発売、好評を得ています。 
・ 与信に関する顧客への説明態勢については、規程・マニュアルの整備、

取引約定書の改訂などを終了し、１０月からの実施に向けて説明会や各

店での勉強会を実施しました。 
 
２． 健全性確保、収益性向上等に向けた取組み 

・ リスク管理の強化および収益管理態勢の整備については、リスクに見合

った金利設定を目的にした「ガイドライン金利」の設定や CRD を利用



した新しい企業格付を実施しました。 
・ 収益力の向上については、住宅ローンや事業資金の増強や国債・個人年

金保険の販売に注力した結果増収・増益基調となりました。 
・ ガバナンスの強化としては、７５歳以上の総代の勇退を促進し、総代氏

名をディスクロージャー誌上に開示しました。 
・ 地域貢献に関する情報開示としては、１５年度に地域貢献ディスクロー

ジャー「ホームバンクレポート」の作成開示、今年度７月には「地域貢

献の現状」としてディスクロージャー誌上に開示しました。 
・ 法令遵守態勢の強化としては、コンプライアンス規程等の規程マニュア

ルの改訂やコンプライアンスニュースの発行による事例のフィードバッ

ク、各階層別のコンプライアンス研修の実施など態勢強化に努めました。 
 
３． 今後の課題と対応方針 
   リレーションシップバンキングの機能強化計画の実施も最終コーナーと

なり、下半期は総仕上げの期間と位置付けて、計画の再点検と確実な実行

により地域になくてはならない金融機関として強固な経営基盤を確立して

まいります。 



機能強化計画の進捗状況（要約）

１．15年4月から16年9月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価
リレーションシップバンキングの機能強化計画の実施期間も4分の3を経過し、当金庫3ヵ年計画「チャレンジ２１」も2年目を迎えました。15年8月に策定した当計画および3ヵ年計画の重点施策「①収益力の強化とリスク

管理の徹底、②法令遵守態勢の強化、③環境変化への迅速な対応、④長期的視野に立った人材の育成、⑤中小企業発展への支援と地域社会への貢献」については着々とその成果をあげつつあると認識しています。

２．16年4月から16年9月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価
１６年度上期は、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫との業務連携、協力に関する覚書の締結や、主要取引先に対するアンケートの実施・分析等を行いました。また、新しい顧客説明態勢の実施に向けて、規程・

マニュアルの整備、取引約定書の改訂を行い、説明会・勉強会を実施しました。
下期は、計画の総仕上げに向け計画の再点検と確実な実行により、地域になくてはならない金融機関を目指してまいります。

３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
１．創業・新事業支援機能等の強化
（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ・業種ごとの審査データの情報

化。
・創業、新規事業支援目的の
研修に参加と内部研修の実
施。
・創業・新事業融資に対する業
績評価の検討。

・審査担当者の業種別担当振
り分け
・外部研修への派遣
・業種特性の情報蓄積開始
・創業・新事業融資に対する業
績評価実施
・業種別企業情報の作成と営
業店へのフィードバック実施

・庫内研修の実施
・業種特性の情報蓄積
・業種別企業情報の作成と営
業店へのフィードバック実施

・業種別情報シートによる情報
蓄積開始
・パチンコ・アパート関連につい
て業種別審査担当設置
・創業・新事業支援への積極
的取組みを目的に、個人業績
評価基準を変更

・業種別企業情報の作成と営
業店へのフィードバック実施
・関信協主催の「リレーション
シップバンキングの機能強化
計画」に関するフォローアップ
勉強会参加

・業種別特性の情報化とフィードバッ
ク
・審査能力向上のための 研修参加
・業種別審査体制の検討

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀
行との連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

・クラスター計画の推進機関と
の情報交換・連携の強化。
・利活用の体制整備を検討。

・「北関東産官学研究会」、「両
毛地域産業イノベーション協議
会」主催セミナー、研修等への
参加

・新規事業展開事例の集積と
検証
・支援体制の検討

・産業クラスターサポート金融
会議や各種セミナー、情報交
換会に参加

・北関東産官学研究会総会参
加
・北関東産官学研究会との業
務協力についての情報交換実
施
・群馬大学工学部企業懇談会
参加

・当金庫と産官学との業務協力に関
する提携の具体的な検討

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中
小企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調
投融資等連携強化

・「群馬県中小企業育成型投
資ファンド」への出資。
・信金中金、業界団体を通じた
情報交換と連携の検討。

・「群馬県中小企業育成型投
資ファンド」への出資
・信金中金、業界団体を通じた
情報交換

・「群馬県中小企業育成型投
資ファンド」における出資先の
計画と実績の検証
・政府系金融機関への紹介や
協調融資の検討

・群馬県組成の「ぐんまチャレ
ンジファンド」設立に出資し、直
接金融投資の形で中小・ベン
チャー育成支援を開始
・中小企業金融公庫、国民生
活金融公庫との業務連携・協
力に関する覚書を締結

・中小企業金融公庫、国民生
活金融公庫との業務連携・協
力に関する覚書を締結

（５）中小企業支援センターの活用 ・地域ベンチャー支援センター
による支援成功事例検証によ
るノウハウの習得。

・創業、新規事業予定企業の
センターへの紹介
・センター主催のセミナー、研
修への参加

・センターにおける創業、経営
革新の事例検証
・創業支援の金庫内での体制
作りの検討

・桐生・太田の各1店舗を地域
ベンチャー支援センターとの情
報交換店として選任、情報交
換を実施
・連絡協議会を通じ、中小企業
支援センターとの情報交換実
施

・桐生地区ベンチャー支援セン
ターとの情報交換実施
・太田地区ベンチャー支援セン
ターとの情報交換実施

・継続的な情報交換の実施
・セミナーや研修への参加
・ノウハウの習得と支援体制の検討

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組み
の整備

・顧客ニーズの把握のための
アンケート実施。
・外部機関との連携の検討。
・新たな顧客の組織。

・新たな組織化のタイムスケ
ジュール化
・経営セミナーの実施

・アンケート内容・方法等の検
討、実施
・新たな顧客組織の立ち上げ
・経営者勉強会等の実施
・コンサルティングサービスの
実施

・経済講演会実施
・取り組み施策のタイムスケ
ジュール表の作成
・ビジネスマッチングに関する
情報収集

・全店協力会会員、主要取引
先に対しアンケート実施
・業界団体提供の「しんきんビ
ジネスマッチングサービス」の
運営開始

・産官学提携の研修の企画
・コンサルティングサービスの企画
・新顧客組織の会員募集、設立

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

1 （桐生信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発
生防止のための体制整備強化並びに実績公表

・取引先企業の調査により支
援先を選定し、支援担当者と営
業店の連携による経営改善計
画等の作成を行う。
・中小企業診断士等の資格取
得を奨励。
・ディスクロ誌等での体制整備
状況・支援実績を公表。
・再生支援専任者の組織化を
検討。

・審査兼任での企業再生支援
担当者の任命
・研修プログラムへの参加
・支援企業の選定と支援開始
・ディスクロ誌等での実績公表

・再生担当部署の拡充
・前年度の取組状況の検証と
支援体制の検討
・継続支援の要否判断と追加
選定の実施
・ディスクロ誌等での実績公表

・融資Ⅰ部の4名職員を企業支
援担当に任命し、支援活動を
開始
・専任組織として「企業再生支
援室」を設置
・支援スキームの作成
・各種研修・勉強会に参加し企
業再生支援のノウハウを習得
・本部・営業店連携し支援対象
企業の業況把握、改善計画の
進捗状況をチェック

・支援対象企業実訪により経
営改善指導
・営業店融資担当者の勉強会
開催
・各種外部研修、勉強会の参
加
・ディスクロ誌に体制整備状
況、支援取組先数、債務者区
分のランクアップ数等を公表

・定期的な営業店臨店指導による再
生支援に対する融資担当者の能力
向上

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協
力

取り組まない

３．早期事業再生に向けた積極的取組み
（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期
事業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期
着手

・支援先企業の選定と再生支
援担当者によるモニタリングを
実施し、経営改善計画の作成
を実施する。

・企業再生支援担当の任命
・企業再生支援先の選定
・企業再生支援先の問題点把
握と改善計画作成

・企業再生支援先の進捗状況
把握

・支援企業の選定
・支援企業先の改善計画書作
成の側面支援実施
・企業訪問、営業店臨店、支援
報告書による業況把握、改善
状況チェック、経営アドバイス
の実施

・支援先の企業訪問を行い、経
営改善計画書作成の側面支
援実施
・支援先の経営改善計画の進
捗状況把握

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の
取組み

・業界団体主催の研修会等へ
の参加によりノウハウの習得。

・セミナーおよび研修会への参
加検討

・セミナーおよび研修会への参
加検討

・業界団体主催の勉強会に参
加、現状では組成検討段階に
はない

・県信協「企業再生支援」勉強
会参加

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 ・DESおよびDIPファイナンス共
にノウハウの習得を目的に業
界団体等の研修に参加。

・セミナーおよび研修会への参
加

・セミナーおよび研修会への参
加

・業界団体主催の勉強会に参
加

・該当企業なく取引実績なし

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活
用

・RCCの活用についてのノウハ
ウの習得を目的に業界団体等
の研修に参加。

・セミナーおよび研修会への参
加

・セミナーおよび研修会への参
加

・業界団体主催の勉強会に参
加

・RCCの実績なし

（５）産業再生機構の活用 ・具体的案件発生時には同機
構を通じて処理を行う。

・具体的案件に対応 ・具体的案件に対応 ・活用実績なし

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 ・中小企業再生支援協議会の
設置を取引先企業へ紹介する
と共に情報交換を通じて利用を
検討する。

・中小企業再生支援協議会の
PR
・中小企業再生支援協議会と
の情報交換

・中小企業再生支援協議会の
PR
・中小企業再生支援協議会と
の情報交換

・中小企業再生支援協議会の
パンフレットを店頭で活用
・中小企業再生支援協議会と
の意見交換実施

・支援先へ適宜再生支援協議
会のパンフレットを配布し説明
・再生支援協議会との意見交
換実施
・県信協主催「企業再生支援
研修会」に参加

４．新しい中小企業金融への取組みの強化
（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデ
ルの活用等。第三者保証の利用のあり方

・外部機関との提携によるスコ
アリングモデルを活用し過度な
担保・保証に依存しない融資
審査の検討を行う。
・財務制限条項について適用
可能性の検討を行う。

・CRDとの提携
・CRDを利用した融資商品の発
売と事後フォローの実施

・スコアリングモデルを利用した
融資審査の検討

・CRD運営協議会入会
・「グットパートナー21」「プラス
1」「きりしんエクスプレス」「トラ
イ1」発売
・事後フォローの実施

・スコアリングモデルを活用した
商品「きりしんエクスプレス」を
発売
・スコアリングモデルを活用した
商品「トライ1」を発売
・事後フォローの実施

（３）証券化等の取組み ・売掛債権担保融資について
は対象先を選定し取り扱ってい
く。

・推進先の選定とPR ・推進先の選定とPR ・売掛債権担保融資取扱実績
（累計）
　　20件101百万円

・売掛債権担保融資
　16年度上期実績
　　 13件43百万円
・群馬県信用保証協会勉強会
実施

2 （桐生信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資
プログラムの整備

・与信額一定以上先に対する
資金繰り表・試算表の定期徴
求と実績検証による融資プロ
グラムの検討。
・TKC地域会との情報交換の
実施。

・対象先に対する財務諸表の
定期徴求と実績検証

・TKC地域会との情報交換
・TKK融資保証制度の活用検
討

・企業支援先に対し、資金繰り
表・試算表の徴求を開始し、実
績検証を実施。
・ＴＫＣ地域会との情報交換（懇
親会参加）実施。

・企業支援先に対し、資金繰り
表・試算表にて実績検証を実
施。
・ＴＫＣ地域会との情報交換（懇
親会参加）実施。

・与信額30百万円以上の事業性融資
先を対象とした、資金繰り表・試算表
の徴求・実績検証の制度化を検討し
て行く。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・外部データベースの活用と独
自のデータ蓄積により、企業格
付・金利設定・ポートフォリオ管
理を行っていく。

・CRDとの提携
・CRDを利用した格付制度の再
構築
・CRDを利用した格付制度の制
定

・スコアリング審査導入等の検
討
・ポートフォリオ分析の実施
・リスクに応じた金利設定の再
検討

・CRDデフォルト確率を利用し
た企業格付規程を制定
・企業格付と自己査定の整合
性を検証
・ＣＲＤデフォルト確率（評点）を
ベースにした融資商品（ＧＰ
21・プラスⅠ・トライ1・きりしん
エクスプレス）を発売

・企業格付と自己査定の整合
性を検証
・ＣＲＤデフォルト確率（評点）を
ベースにした融資商品（きりし
んエクスプレス・トライ1）を発売

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化
（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内
容等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

・顧客との対等な立場からの
基本取引約定書等の見直しと
改定。
・相談受付担当者の養成

・信用金庫取引約定書の改定
作業開始
・個別約定書・変更契約書の
改定作業開始
・その他契約書および関連書
類の改定作業開始

・コンプライアンスチェックの実
施
・役職員への説明会および指
導の実施
・取引先顧客への周知と実施
・担当者研修の実施

・実施スケジュールに基づき、
規程類の整備や信用金庫取
引約定書の改定を実施

・信用金庫取引約定書および
約定書類の写しの交付を開始
・説明態勢の規程・マニュアル
を制定、信用金庫取引約定書
の改定を実施
・説明態勢の説明会・勉強会を
実施

・16年度下期より新しい説明態勢を実
施予定。

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 ・会議への参加を通じて得た情
報をもとに業務改善に役立て
る態勢を整える。

・「地域金融円滑化会議」への
参加
・参加報告の実施
・役職員へのフィードバック

・「地域金融円滑化会議」への
参加
・参加報告の実施
・役職員へのフィードバック

・地域金融円滑化会議に参加
し、役員・関連部へ報告

・地域金融円滑化会議に参加
し、役員・関連部へ報告

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・会議等を通じた役職員の情
報共有化の強化。
・規程の見直しと徹底。
・教育研修の強化。
・事例の分析とサービス向上
策の検討。

・階層別研修の実施
・拡大コンプライアンス委員会
での事例発表
・役席会議、コンプライアンス
ニュースによる事例フィード
バック

・階層別研修の実施
・拡大コンプライアンス委員会
での事例発表
・役席会議、コンプライアンス
ニュースによる事例フィード
バック

・体制強化のため、コンプライア
ンス委員会及び拡大コンプライ
アンス委員会を改組
・拡大コンプライアンス委員会
で事例発表
・規程の一部改定
・階層別研修を実施
・コンプライアンス担当部署を
独立させ、コンプライアンス室を
新設

・階層別研修の実施
・コンプライアンス・ニュースの
発行
・拡大コンプライアンス委員会・
役席会議での事例発表

・ディスクロ誌、半期のミニディ
スクロ誌およびインターネット
ホームページ上にて開示する。

・ミニディスクロ誌の発行
・ホームページ上での開示

・ミニディスクロ誌の発行
・ホームページ上での開示

・実施スケジュールに沿って計
画通りに公表

・16年7月にディスクロージャー
誌およびホームページ上に進
捗状況公表

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み
１．資産査定、信用リスク管理の強化
（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施 ・自己査定、償却・引当基準書

の定期的見直しの実施。
・関係者の能力アップのための
指導・研修の実施。
・各種データの検証・蓄積・整
備。

・基準書の定期的見直し、説明
会の実施
・営業店臨店指導
・自己査定に係るデータ検証
・債務者関連名寄せの整備
チェック
・監査部員の能力アップ研修の
実施
・毀損実績データの蓄積整備

・基準書の定期的見直し、説明
会の実施
・営業店臨店指導
・自己査定に係るデータ検証
・債務者関連名寄せの整備
チェック
・監査部員の能力アップ研修の
実施
・毀損実績データの蓄積整備

・基準書の定期的見直し、説明
会の実施
・営業店臨店指導
・自己査定に係るデータ検証
・債務者関連名寄せの整備
チェック
・監査部員の能力アップ研修の
実施
・毀損実績データの蓄積整備

・償却・引当基準の一部改訂
・臨店指導の実施
・担保評価の正確性検証
・自己査定結果及び償却引当
結果の分析実施

６．進捗状況の公表
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度
に係る厳正な検証

・売買事例・処分事例の情報
蓄積による精度の高い担保評
価の実施。

・売買事例・処分事例のデータ
蓄積と問題点の把握

・蓄積データ傾向の不動産評
価システムへの反映検討

・競売物件担保評価額と最低
売却価格の乖離状況を検証
し、当庫担保評価・基準を検証
・任意売却実績の蓄積により
担保価格との乖離を検証

・競売配当実績および担保物
件任意処分実績を蓄積し、当
庫担保価格との乖離状況を検
証

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示
実施済み

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上
（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格
付制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

・外部機関との提携により精度
が高く、債務者区分との整合
性が図れるシステムの構築を
行う。

・CRDとの提携
・自己査定との検証による新し
い格付モデルの作成
・精度の高い格付制度の構築
・ＣＲＤスコアリングモデルを利
用した格付け制度の制定

・格付別信用リスクデータの蓄
積
・新しい格付制度を利用した金
利設定のための内部基準の整
備

・ＣＲＤデフォルト確率を利用し
た企業格付規程を制定
・格付と自己査定との整合性を
検証
・ガイドライン金利を制定

・格付と自己査定との整合性を
検証
・ガイドライン金利を制定

３．ガバナンスの強化
（２）①半期開示の実施

実施済み

（２）②外部監査の実施対象の拡大等
実施済み

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合
員の意見を反映させる仕組み等の整備

・選任規程の問題点の検討。
・ディスクロージャー内容の検
討。

・業界団体により示された総代
会機能向上策の検討
・ディスクロ誌への掲載方法・
内容の検討と確定
・総代選任規程の見直し

・検討結果を基にしたディスク
ロ誌の作成
・ディスクロ誌に関するアン
ケートまたはヒアリングによる
理解状況の把握

・「総代選出基盤別会員集計
表」を作成
・７５歳以上の高齢総代の勇退
勧奨実施
・総代選考委員会において総
代候補者選出、公告を経て全
員就任

・16年度総代全員の氏名を
ディスクロージャー誌に掲載
・総代選考委員会において総
代候補者選出、公告を経て全
員就任

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モ
ニタリング機能等の活用方針

・有価証券ポートフォリオ分析
の利用検討。
・信金中金｢経営効率分析表」
の有効活用

・信金中金のスキームとスケ
ジュールの確認
・信金中金｢経営効率分析表」
による各種検証

・信金中金｢経営効率分析表」
の有効活用
・信金中金「有価証券ポート
フォリオ分析」の有効活用

・信金中金へ「有価証券ポート
フォリオ分析」を依頼、結果受
領
・信金中金より｢経営効率分析
表」受領

・信金中金へ「有価証券ポート
フォリオ分析」を依頼、結果受
領
・信金中金より｢経営効率分析
表」受領

４．地域貢献に関する情報開示等
（１）地域貢献に関する情報開示 ・業界団体が取りまとめた開示

例を参考に15年9月期の半期
ディスクロにあわせて15年11
月を目途に開示する。

・開示方法・開示内容の検討
・ディスクロージャーの実施

・半期ごとにディスクロージャー
の実施

・業界団体の開示例を参考とし
て「平成14年地域貢献ディスク
ロージャー、ホームバンクレ
ポート」として作成開示
・平成16年度はディスクロー
ジャー誌本誌に「地域貢献の
現状」として掲載、また、業務
報告書上にも掲載し、会員宛
に送付

・ディスクロージャー誌および
業務報告書に「地域貢献の現
状」として掲載
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３．その他関連する取組み

16年4月～16年9月

・全信協「目利き力養成講座」3名受講
・関信協「融資法務講座」3名、「融資審査管理
講座」4名受講
・県信協「目利き力養成講座」4名受講
・その他関連集合研修の実施

・全信協「目利き力養成講座」3名受講
・関信協「融資法務講座」3名、「融資審査管理
講座」4名受講
・県信協「目利き力養成講座」4名受講
・その他関連集合研修の実施

・全信協「目利き力養成講座」3名受講、「企業
再生支援講座」1名受講
・関信協「融資法務講座」3名、「融資審査管理
講座」4名受講
・県信協「目利き力養成講座」4名受講、「企業
再生支援講座」4名受講
・きんざい「破産法セミナー」1名受講
・保証協会勉強会の実施

・「コンプライアンス基本方針と行動基準チェッ
ク」「本部法令遵守マニュアル」「保険窓販コン
プライアンス自己チェックシート」の改訂
・階層別研修の実施
・コンプライアンス関連の外部研修派遣

15年4月～16年9月

進捗状況
項　　　　　目 具体的な取組み

Ⅰ．１．（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の
育成を目的とした研修の実施

Ⅰ．２．（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実
施

Ⅰ．３．（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・ス
ペシャリスト）の育成を目的とした研修の実施

Ⅱ．５．法令等遵守（コンプライアンス）
　行員による横領事件等、金融機関と顧客等とのリレーション
シップに基づく信頼関係を阻害するおそれがある問題の発生
防止

・「目利き力養成講座」受講
・「支店長本部トレーニー」の実施
・店舗経営研修会等内部研修の実施
・財務分析能力強化、融資能力開発等の講座受講

「目利き力養成講座」受講
・「支店長本部トレーニー」の実施
・店舗経営研修会等内部研修の実施
・財務分析能力強化、融資能力開発等の講座受講

・「目利き力養成講座」受講
・企業再生支援講座・債権管理回収講座受講
・「支店長本部トレーニー」の実施
・店舗経営研修会等内部研修の実施
・財務分析能力強化、融資能力開発等の講座受講

・コンプライアンス態勢強化を目的に、コンプライアン
ス委員会の委員長を理事長とし、各店のコンプライ
アンス担当者に支店長を任命
・会議等で苦情・トラブルの事例発表
・規程に沿って、自己チェック、違反報告、監査部監
査等を実施
・コンプライアンス室を担当部署として新設

・創業・新事業の支援に関して、階層別に研修を実施する。また、業界団体、外部
への派遣研修を実施、中小企業大学校への派遣検討
（相談業務部・融資Ⅰ部）・・・FP通信講座の受講、中小企業診断士通信講座の受
講、目利きに係る通信講座の受講等の奨励、財務分析等の庫内研修の実施、業
界団体・関係団体主宰の研修・セミナーへの派遣
（支店長）・・・業界団体の実施する「目利き研修」への派遣、トレーニーや講義によ
る内部研修の受講

・取引先企業に対する経営相談・支援に関して、階層別に研修を実施する。また、
業界団体、外部への派遣研修を実施、中小企業大学校への派遣検討
（融資Ⅰ部）・・・経営改善講座等通信講座の受講、中小企業診断士通信講座の
受講、目利きに係る通信講座の受講等の奨励、外部研修への派遣
（支店長）・・・業界団体の実施する「目利き研修」への派遣、トレーニーや講義によ
る内部研修の受講
（融資担当役席）・・・目利きに係る通信講座の受講、内部研修の実施、経営相談・
支援に関するコンプライアンス研修の実施

・企業再生支援に関して階層別に研修を実施する。また、業界団体、派遣研修を
実施、中小企業大学校への派遣検討
（融資Ⅰ部・融資Ⅱ部）・・・経営改善講座・中小企業診断士等の通信講座の受
講、企業再生支援講座、管理回収講座等の研修への派遣
（支店長）・・・業界団体の実施する「目利き研修」への派遣、トレーニーや講義によ
る内部研修の受講
（融資担当役席）・・・目利きに係る通信講座の受講、内部研修の実施、企業再生
支援担当者の同行訪問による教育、事業再生に係るコンプライアンス研修の実施

・コンプライアンス態勢をより一層充実させるため、コンプライアンス委員会の役割
の再確認や研修・会議等を通じた役職員の教育研修を継続して行っていくと共
に、顧客への説明態勢・苦情相談処理機能に関する内部管理体制の整備につい
て、態勢・規程類の見直しを行っていく。
（取り組み策）
・コンプライアンス規程・マニュアルの見直し
・コンプライアンス委員会の役割の再確認
・コンプライアンスニュースの継続発行
・コンプライアンス研修の継続実施
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