
機能強化計画の進捗状況（要約） 
１．15年度までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価 

   金庫の15年４月から16年３月までのアクションプログラムに基づく個別項目の進捗状況については、上期において計画の策定と取組みの遅れから３項目に限定し、全て実施しております。 
   本格的な取組みは、下期に集中したことから、一部16年度上期にずれ込んだ項目もあり、未着手項目については早期に取組んでいく所存であります。 
   15年度の進捗状況は下記の通りであります。 
 
２．15年10月～16年３月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価 
   当金庫の15年10月から16年３月までのアクションプログラムに基づく個別項目の取組みは、同期間に集中したこともあり、ある程度の成果を上げたものの、一部16年上期にずれ込んだ項目もあり、未着手項目につ

いては早期に取組んでいくこととします。又、16年度からの個別項目の取組みについては、推進態勢の確認とスケジュール管理の徹底を図り、成果を上げるべく取組むものとします。 
 

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 
ス ケ ジ ュ ー ル 進 捗 状 況 

項        目 具 体 的 な 取 組 み
１５年度 １６年度 １５年度 15年10月～16年３月 

備考（計画の詳細） 

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 
 
 
 
 

・創業・新事業におけるスケ

ジュール・ポイントを明確

にした手順書の作成 

・業種別特性の研修会の実施

・定期的な訪問とヒアリング

による事業計画の進捗状況

チェック 

・創業・新事業支援資金の商

品化の検討 

・各業種別特性の研修開催 

・手順書策定の検討 

・創業・新事業支援資金融資

（無担保・無保証）の取扱

 

 

・各業種別特性の研修開催 

・手順書の作成 

・「企業支援グループ」の設置

 

 

 

・新規事業支援マニュアル策定 

・創業・新事業支援融資の取扱開始

 

 

・新規事業支援マニュアル策定 

・創業・新事業支援融資の取扱開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

 

 

    ・業界主催「目利き力養成講座」に参加

・受講職員講師による集合研修 

・審査・融資経験職員による勉強会 

  

（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 
 

     ・市町村・商工会議所等における産業政

策や創業支援策に関わりを持ちつつ、

随時、商工会議所等主催の創業支援セ

ミナー等への参加 

・商工会議所等との定期的な情報交換会

を実施 

       （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 
 

 

・国民生活金融公庫・中小企

業金融公庫の創業ベンチャ

ー企業支援融資制度との協

調融資の検討 

・信金中央金庫とベンチャー

事業に関する情報交換と協

調融資等の協力 

  （５）中小企業支援センターの活

用 
・庫外融資相談会の開催 

・各種セミナーへの参加 

 

・商工会議所等主催による創

業支援セミナーへの参加 

・庫外融資相談会の開催 ・商工会議所主催「創業支援セミナ

ー」への参加 

・新規事業支援マニュアル策定 

・創業・新事業支援融資の取扱開始

 

 

・新規事業支援マニュアル策定 

・創業・新事業支援融資の取扱開始 
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ス ケ ジ ュ ー ル 進 捗 状 況 
項        目 具 体 的 な 取 組 み

１５年度 １６年度 １５年度 15年10月～16年３月 
備考（計画の詳細） 

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 
 
 
 
 
 
 
 

・経営情報の提供をより一層

推進 

・情報カードにビジネス・マ

ッチチングを視野に入れた

情報収集・促進 

・ホームページの開設・活用

・業界関連団体等の金融調査

情報の提供 

・業界のネットワークを生か

したサービス展開 

・経営情報の提供 

・情報カード収集機能の強化

 

 

・ホームページの開設・活用 ・経営情報（全信協監修）は、得意

先担当者が取引先（中小企業先）

に対して持参しての提供（毎月

400先程度） 

・「ふれ愛ネット通信」に顧客先商

品情報の掲載 
・ホームページの開設 

・「ふれ愛ネット通信」に顧客先商

品情報の掲載 
・ホームページの開設 
 
 

 

 

 

（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 

・健全化のためのガイドライ

ンに基づき、問題点の共通

認識の確保・対応 

・健全債権化実績による業績

評価への繁栄について基準

内容の検討。・ディスクロ誌

への実績公表 

・企業支援グループ設置の検

討 

・特定業種別の勉強会開催 

・業績評価の見直し 

 

 

・企業支援グループ設置 

・ガイドラインの策定 

・ディスクロ誌への公表 

 

 

・「目利き力養成講座」・「企業再生

支援研究会」を受講、又、「新規

事業業務実施要領（案）」を作成

し、企業支援グループ設置に係る

問題点を検討中 

 

・「目利き力養成講座」・「企業再生

支援研究会」を受講、又、「新規

事業業務実施要領（案）」を作成

し、企業支援グループ設置に係る

問題点を検討中 

 

 ３．早期事業再生に向けた積極的取組

み 
      

 （６）中小企業再生支援協議会へ

の協力とその機能の活用 
 
 

・機能を有効に活用できるか

どうか、情報収集の検討 

 

 ・同協議会機能活用のため情

報収集検討 

    

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 

・モニタリング強化によるキ

ャッシュフローを重視した

融資審査により、担保・保

証に依存しない融資の実現

を目指す。又、地域特性を

加味した信用格付けの導入

とスコアリングモデルを活

用した商品の開発を検討 

・企業信用格付導入の検討 

・融資規程の見直し（事前・

事後モニタリングを主体）

の検討 

 

 

・融資規程の改訂 

・企業信用格付導入 

・スコアリングモデルを活用

した商品の取扱の検討 

・キャッシュフロー重視型商

品の取扱の検討 

・ＳＳＣ企業信用格付の試験利用実

施 

・ＳＳＣ企業信用格付（個人事業主）

の試験利用着手 

・融資規程に事前・事故モニタリン

グを主体としての見直しに取組

む 

 

・ＳＳＣ企業信用格付の試験利用実

施 

・ＳＳＣ企業信用格付（個人事業主）

の試験利用着手 

・融資規程に事前・事故モニタリン

グを主体としての見直しに取組

む 

 

 

  

 （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 
 

・財務諸表の精度向上へ、そ

の環境作りに優位性を持つ

商品開発に努める 

・財務諸表の分析に関する勉

強会でもって職員の資質向

上を図る 

・取引先に対し、定量情報が

基であることの周知 

・財務諸表分析に関する勉強

会の実施 

  

 

 

・融資商品の創設の検討 

・財務諸表に分析関する勉強

会の実施 

 

 

・財務諸表分析に関する勉強会の実

施（Ｈ16.3） 

・財務諸表分析に関する勉強会の実

施（Ｈ16.3） 

 

  

（５）信用リスクデータベースの

整備・充実及びその活用 
 

・データの有意性確保に業界

関連団体（ＳＳＣ等）の活

用を検討する 

・実効性の活用を検討 ・東北共同事務センターで開

発する同システムの活用・

検討 

・ＳＳＣシステムの試験利用実施 

（スコアリングモデル） 

・ＳＳＣシステムの試験利用実施 

（スコアリングモデル） 
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ス ケ ジ ュ ー ル 進 捗 状 況 
項        目 具 体 的 な 取 組 み

１５年度 １６年度 １５年度 15年10月～16年３月 
備考（計画の詳細） 

 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 
 
 
 

・約定書等を差入れ方式から

相互保管方式へ変更 

・約定書締結に際し、解説書

にて説明を行い理解促進に

努める 

・説明すべきチェックリスト

の活用による説明漏れの防

止 

・保証意思確認書見直し 

・職員に対して説明義務の周

知徹底 

 ・約定書等書式変更 

・解説書の策定 

・チェックリストの策定 

・保証意思確認書見直し 

・説明義務等の研修会実施及

び臨店指導 

 

・「貸付債権書類確認チェックリス

 ト」の策定 

・「自署確認・保証意思確認メモ」

の改訂 

・取引約定書の書式改訂に伴う原 

案を作成し検討中 

 
 

・「貸付債権書類確認チェックリス 

 ト」の策定 

・「自署確認・保証意思確認メモ」

の改訂 

・取引約定書の書式改訂に伴う原 

案を作成し検討中 

 

 

（２）「地域金融円滑化会議」の

設置・開催 
 
 
 
 
 

・「地域金融円滑化会議」のケ

ーススタディの実施等によ

って未然防止、早期発見型

の態勢整備を図る 

・融資方針と基準を策定し、

顧客から誤解を招かないよ

う努める 

・「宮城県地域金融円滑化会

議」への参加 

・「同会議」のケーススタディ

の実施 

・融資方針・基準の策定及び

公表 

・「宮城県地域金融円滑化会

議」への参加 

・「同会議」のケーススタディ

の実施 

・宮城県地域金融円滑化会議 

 第１回 Ｈ15.6.24 

 第２回 Ｈ15.9. 9 

 第３回 Ｈ15.12.4 

 第４回 Ｈ16.3.25 

・「同会議」のケーススタディの実

施 

・宮城県地域金融円滑化会議 

 第３回 Ｈ15.12.4 

 第４回 Ｈ16.3.25 

・「同会議」のケーススタディの実

施 

 

 

 

 

 

 

 

（３）相談・苦情処理機能の強化 
 
 
 
 
 
 

・ポスター掲示等により、苦

情・トラブル等の受付窓口、

方法を明示するなど、情報

を吸収しやすい環境作りに

配慮 

・コンプライアンス担当者の

意識の高揚を図る 

・コンプライアンス担当者会

議の実施 

・苦情・トラブル等の受付、

方法等を明示 

 

・コンプライアンス担当者会

議の実施 

 

・課店長会議（上期６回開催） 

・課店長会議（下期５回開催） 

（課店長はコンプライアンス担当

者と専任） 

・事例「オレオレ詐欺」の対処 

・課店長会議（下期５回開催） 

（課店長はコンプライアンス担当

者と専任） 

・事例「オレオレ詐欺」の対処 

 

 

６．進捗状況の公表 ・ホームページにて公表 

・ディスクロ誌への掲載にて

公表 

・公表項目について検討 ・15 年度の公表項目を決定公

表 

・16 年上期の公表項目を決

定・公表 

・ホームページ開設 Ｈ16.3.30 ・ホームページ開設 Ｈ16.3.30  

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 
・自己査定基準・マニュアル

に基づき、充分な疎明資料

を用いて的確な査定に会議

を通じて徹底。又、適切な

償却・引当を実施 

・自己査定に関する担当者の

研修 

・作業前に会議を開き、自己

査定・マニュアルの共通理

解を深める 

・自己査定に関する担当者の

研修（ＯＪＴ） 

 

・作業前に会議を開き、自己

査定・マニュアルの共通理

解を深める 

・自己査定に関する担当者の

研修（ＯＪＴ） 

・自己査定担当者の研修開催実施 

・課店長会議での研修 

・自己査定担当者の研修開催実施 

・課店長会議での研修 

   

（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 

・過去の処分実績・売買事例

の情報を検証し、担保評価

基準の見直しを検討 

・過去３年間の処分実績・売

買事例の情報データの検証

・担保評価基準内容の妥当性

について検証 

・洗替えの実施 

・過去３年間の処分実績・売

買事例の情報データの検証

・担保評価基準内容の妥当性

について検証 

・洗替えの実施 

・15 年７月「パソコンによる不動

産評価」による洗替えの実施で以

って高精度な不動産担保台帳の

整備 

・洗替えの実施（Ｈ15.10） 

・担保評価額と競売鑑定価額・競落

価額との差異等を分析し、基準の

見直しを検討中 

・洗替えの実施（Ｈ15.10） 

・担保評価額と競売鑑定価額・競落 

価額との差異等を分析し、基準の

見直しを検討中 
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ス ケ ジ ュ ー ル 進 捗 状 況 
項        目 具 体 的 な 取 組 み

１５年度 １６年度 １５年度 15年10月～16年３月 
備考（計画の詳細） 

  （３）③金融再生法開示債権の保

全状況の開示 
 

・開示実施済 ・開示の実施 ・開示の実施 ・開示実施（14年度） 

・開示実施（15年度上期） 

・開示実施（15年度上期）  

 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 

・データの有意性確保に業界

関連団体（ＳＳＣ等）の活

用を検討する 

・外部機関のデータベース活

用の検討 

・信用格付導入を検討 

・信用格付規程の策定 

・信用格付の導入 

・ＳＳＣ企業信用格付の試験利用実

施 

・ＳＳＣ企業信用格付（個人事業主）

の試験利用着手 

・ＳＳＣ企業信用格付の試験利用実

施 

・ＳＳＣ企業信用格付（個人事業主）

の試験利用着手 

 

 ３．ガバナンスの強化       

（２）①半期開示の実施  

 

・開示の実施 ・開示の実施 ・開示実施（15年度上期） ・開示実施（15年度上期）   

（２）②外部監査の実施対象の拡

大等 
 ・期中監査 

・自己査定の監査 

・期末監査 

・期中監査 

・自己査定の監査 

・期末監査、決算書類の検証 

・支店内部統制評価の検証 

・自己査定の監査・実査 

・支店内部統制評価の検証 

・自己査定の監査・実査 

 

 

 （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 
   

  

・業界が示す基本的指針に沿

って対応 

・全信協の検討結果を踏まえ

て総代会選考基準、方法等

のディスクロ誌への掲載を

検討 

・総代氏名のディスクロ誌の

掲載は、総代の意見を踏ま

えてその導入の可否を検討

・総代の選考基準を検討 ・総代の選考基準制定 ・総代会規定の制定（Ｈ16.3） ・総代会規定の制定（Ｈ16.3）  

 

 

 

 

  

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 ・地域、住民の繁栄支援やネ
ットワーク形成、又、文化

的、社会的貢献に関する開

示に取組む 

・地域経済活性化への取組み

の開示 

・地域経済活性化への取組み

の開示 

・開示実施（Ｈ15.11） ・開示実施（Ｈ15.11）   

５．法令遵守等（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

るおそれのある問題の発生防止 

・「コンプライアンスチェック

リスト」に基づくセルフチ

ェックの実施・確認 

・長期連続休暇制度を利用し

てのチェック 

・コンプライアンス担当者会

議の実施 

・コンプライアンス担当者に

よるＯＪＴの実施 

・セルフチェックの実施・確

認 

・休暇制度を利用してのチェ

ック 

・コンプライアンス担当者会

議の実施 

・上記担当者によるＯＪＴの

実施 

・セルフチェックの実施・確

認 

・休暇制度を利用してのチェ

ック 

・コンプライアンス担当者会

議の実施 

・上記担当者によるＯＪＴの

実施 

・コンプライアンス担当者会議の実

施（年間11回開催） 

・「コンプライアンスチェックリス

ト」によるチェックの実施 

・コンプライアンス担当者によるＯ

ＪＴ実施 

 

・コンプライアンス担当者会議の実

施（下期５回開催） 

・「コンプライアンスチェックリス

ト」によるチェックの実施 

・コンプライアンス担当者によるＯ

ＪＴ実施 
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３．その他関連する取組み 
進 捗 状 況 

項               目 具  体  的  な  取  組  み 
１５年度 15年10月～16年３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 
（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 

・業界が実施する「目利き力養成講座」等に積極的参加 

・講座受講者及び融資経験豊富な職員による集合研修（ケ

ーススタディ）の実施 

・通信講座「創業・新事業支援（目利き）講座」の受講 

 

・全信協主催「目利き力養成講座」に参加 

・地区協主催「企業再生支援研究会」に参加 

・通信講座「経営指導力養成講座」１名参加 

・全信協主催「目利き力養成講座」に参加 

・地区協主催「企業再生支援研究会」に参加 

・通信講座「経営指導力養成講座」１名参加 

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 
（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、「産業クラスーサポート会議」への参

画 

・市町村・商工会議所等における産業政策や創業支援策に

関わりをもった地域の課題解決（過疎化・高齢化・後継

者難等）への関与 

・１５年度より、随時商工会議所等主催の創業支援セミナ

ー等への参加 

・商工会議所等との定期的（隔月）な情報交換会を実施 

・商工会議所主催（Ｈ15.9）地域密着型創業「創

業支援セミナー」への参加 

 

 

 

 

 

 5


