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平成２９年度
「金融仲介機能のベンチマーク」の公表について

平成28年9月に金融庁から公表された「金融仲介機能のベンチマーク」（以下、ベンチマー
クという。）の趣旨を踏まえて、当金庫では、「地域密着型金融」を通じた金融仲介機能の発
揮に向けた取り組みと、その実施状況を客観的に指数で表したベンチマークを公表いたします。
今後も当金庫ではこれらの指標を活用し、地域の皆様のニーズにお応えするとともに、さま

ざまな経営課題に応じた支援に取り組んでまいります。
留 萌 信 用 金 庫

Ⅰ．～金融仲介機能のベンチマーク〔共通ベンチマーク〕～
１．取引先企業の経営改善や成長力の強化

当金庫がメインバンクとして取引を行っている企業のうち、経営指標の改善や就業者数の増加がみら

れた先数、及び、同先に対する融資額の推移

２．取引先企業の抜本的事業再生等による生産性の向上
①当金庫が貸付条件の変更を行っている中小企業の経営改善計画の進捗状況

②当金庫が関与した創業、第二創業の件数

③ライフステージ別の与信先数（先数単体ベース）、及び、融資額

３．担保・保証依存の融資姿勢からの転換
当金庫が事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額、及び、全与信先数及び融資額に

占める割合（先数単体ベース）

（単位：社、億円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度
　メイン先数 921
　メイン先の融資残高 361
　経営指標等が改善した先数 75

　経営指標等が改善した先に係る３年間の
　事業年度末の融資残高の推移

20 21 23

（単位：社）

うち好調先 うち順調先 うち不調先
(計画比120%超) (計画比80～120%) (計画比80%未満)

62 3 51 8

平成29年度

条件変更総数

（単位：件）

平成29年度
創業件数 12

第二創業件数 1

（単位：社、億円）

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期
与信先数 1,600 212 224 1,029 72 63

事業年度末の融資残高 567 79 94 338 15 39

平成29年度

全与信先

（単位：社、億円、％）

先数 融資残高
　全与信先数 1,600 567
　事業性評価に基づく融資を
　行っている与信先数及び融資残高

128 42

　上記計数の全与信先数に占める割合 8.0% 7.4%

平成29年度



留萌信用金庫

（単位：社） 留萌市 除く留萌市 旭川市 札幌市 留萌市 除く留萌市 旭川市 札幌市 留萌市 除く留萌市 旭川市 札幌市

全取引先数

213 164 524 818 218 166 546 759 220 179 549 719

（単位：社、％）

メイン取引（融資残高１位）先数の推移

全取引先数に占める割合

（単位：社、億円、％）

地元の中小企業融資における無担保融資先数（先
数単体ベース）、及び無担保融資額の割合

（単位：社、％）

地元の中小企業与信先数のうち、無保証のメイン
取引先数の割合

（単位：億円、％）

中小企業向け融資のうち、信用保証協会保証付き
融資額の割合及び100％保証付き融資額の割合

（単位：社、％）

経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及
び、全与信先数に占める割合

（単位:社）

創業支援先数（支援内容別）
①創業計画の策定支援
②創業期の取引先への融資（プロパーと信用保証
付きの区別）
③政府系金融機関や創業支援機関の紹介
④ベンチャー企業への助成金・融資・投資

　（単位:社、％）

事業再生支援先における実抜計画策定先数、及び
同計画策定先のうち未達成先の割合

破綻懸念先の平均滞留年数 破綻懸念先の平均滞留年数　（単位：年）

（単位：回、人）

取引先の本業支援に関連する研修等の実施回数、
同研修等への参加者数、及び同趣旨の取組みに資
する資格取得者数

Ⅱ．～仲介機能のベンチマーク〔選択ベンチマーク〕～
　　平成29年度

金融仲介機能 ベンチマーク ベンチマーク（指標）の説明

留萌管内 管外 留萌管内 管外

1,719 1,689 1,667

指　標　等

（１）地域へのコミットメント・地域企業とのリ
レーション

全取引先数と地域の取引先数の推移、及び、地域の企
業数との比較（先数単体ベース）

平成29年度 平成28年度 平成27年度

留萌管内 管外

1,268
地域別の取引先数の推移

377 1,342 384 1,305 399

1,001 979 958

平成29年度 平成28年度 平成27年度

（２）事業性評価に基づく融資等、担保・保証に
過度に依存しない融資

地元の中小企業与信先のうち、無担保与信先数、及
び、無担保融資額の割合（先数単体ベース）

地元中小与信先数① 地元中小向け融資残高② 無担保融資先数③

メイン取引（融資残高１位）先数の推移、及び、全取
引先数に占める割合（先数単体ベース）

58.2% 58.0% 57.5%

地元の中小企業与信先のうち、無保証のメイン取引先
の割合（先数単体ベース）

地元中小与信先数① 無保証メイン先数② ②／①

無担保融資残高④ ③／① ④／②

377 113 228 21 60.5% 18.6%

377 100 26.5%

経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及び、
全与信先数に占める割合

全与信先数① ガイドライン活用先数② ②／①

②／① ③／①

574 75 13 13.1% 2.3%

中小企業向け融資のうち、信用保証協会保証付き融資
額の割合、及び、100％保証付き融資額の割合

中小向け融資残高① 保証協会付融資残高② 100％保証付融資残高③

1,600 73 4.6%

支援②（信用保証付） 支援③ 支援④

13 7 7 0 0

支援① 支援②（プロパー）

4.7

未達成先数② ②／①

36 5 13.9%

実抜計画策定先数①

管外

留萌市 除く留萌市 旭川市 札幌市

－ － －

留萌管内

9 12 3 2

破綻債権 0 0 0 0

－

貸出条件緩和 － － － 0

3ヶ月以上延滞

延滞債権

合計 9 12 3 2

（４）人材育成 取引先の本業支援に関連する研修等の実施数、研修等
への参加者数、資格取得者数

研修実施回数

リスク管理債権額（地域別）

債権種別(億円）

リスク管理債権額（地域別）

（３）本業（企業価値の向上）支援・企業のライ
フステージに応じたソリューションの提供

創業支援先数（支援内容別）

事業再生支援先における実抜計画策定先数、及び、同
計画策定先のうち未達成先の割合

参加者数 資格取得者数

5 19 0
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