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さがみ信用金庫の取り組みを
ご紹介します
いつも、さがみ信用金庫をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
このたびは、事業を営んでいる皆さまに、
さがみ信用金庫の取り組みをよりよく知っていただくために、
本冊子を作成しました。
ぜひご高覧いただき、これまで以上にご理解とご信頼を
深めていただければ幸いです。

さがみ信用金庫は、地域社会の中小企業、地域内のすべ
ての人々とともにあります。喜びも痛みも分かち合い、
地域社会の一員として行動し、その役割を果たします。

さがみ信用金庫は、地域、お客さま、当金庫、職員の心
と物の豊かさを追求していきます。将来に向かってとも
に成長し栄えていくことをめざします。

さがみ信用金庫の企業理念

さがみ信用金庫の概要
（2019年3月31日 現在）
創　立 ： 1925年10月20日
出資金 ： 32億24百万円
会員数 ： 51,581人
店舗数 ： 34店舗
所在地
本　部 ： 神奈川県小田原市浜町1-4-28
　　　 　TEL.0465-24-3161（代表）
本　店 ： 神奈川県小田原市本町2-9-25
　　　 　TEL.0465-22-3121

共存共栄

お客さまの

繁栄
当金庫の

成長
地域の

発展
豊かさへの貢献

地域社会との共生



2017 年 3 月末 2018 年 3 月末 2019 年 3月末

5,217 先 5,250 先 5,219 先
うち地元 うち地元外 うち地元 うち地元外 うち地元 うち地元外

5,087 先 130 先 5,118 先 132 先 5,079 先 140先

当金庫のお取引先数（法人・個人事業主）

当金庫をメインバンクとしてお取引いただいている先（単体ベース）
2017 年 3 月末 2018 年 3 月末 2019 年 3月末

当金庫をメインバンクとして
お取引いただいている先 2,930 先 2,989 先 3,012 先

全お取引先数に占める割合 56.2% 56.9% 57.7%

※「地元」とは、当金庫が主な営業エリアとしている 3 市 10 町（小田原市、南足柄市、秦野市、松田町、山北町、
　大井町、開成町、中井町、湯河原町、真鶴町、箱根町、大磯町、二宮町）のことをいいます。

＜参考＞　地元（3 市 10 町）の事業所数：21,408 事業所
　　　　　　※総務省「平成 28 年経済センサス活動調査」より
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地域のお取引先企業について

　当金庫が主な営業エリアとしている 3 市 10 町（小田原
市、南足柄市、秦野市、松田町、山北町、大井町、開成町、
中井町、湯河原町、真鶴町、箱根町、大磯町、二宮町）に
は、21,000 先を超える事業所が存在しています。当金庫
では、2019 年 3 月末現在、5,000 先を超える事業者の
皆さまにお取引いただいています。
　また、当金庫とお取引いただいている事業者の皆さまの
うち、50％以上の方に当金庫をメインバンク（融資残高
1 位）としてお取引いただいています。

　当金庫は、地域のお客さまの事業拡大や経営改善等のサポートを通じて、経済活動の活性化を推
進しています。
　また、地域の関係各所と連携・協力しながらお客さまを積極的に支援していくことで、中小企業
金融の円滑化や経営改善・事業再生に取り組んでいます。

地域密着型金融の推進
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ライフステージに応じたお取引先企業への支援

企業のライフステージについて

創業期・成長期・安定期にかかる支援

ライフステージ別の与信先数・融資残高

当金庫が融資を実行した創業支援件数・第二創業支援件数

当金庫が創業支援に携わったお取引先（支援内容別）

全与信先 　 　 　 　
創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

ライフステージ別の
与信先数

2018年3月末 4,353先 170先 216先 3,365先 172先 430先 
2019年3月末 4,272先 176先 210先 3,323先 158先 405先

融資残高
2018年3月末 1,961億 29億円 117億円 1,399億 63億円 353億円
2019年3月末 1,959億 31億円 95億円 1,453億 45億円 334億円

創業計画策定支援先 創業支援先への融資実行 政府系金融機関や
創業支援機関の紹介プロパー 信用保証付

2017 年度 17 先 3 先 14 先 4 先
2018 年度 24先 8先 16先 6先

◆創業・新規事業支援
　創業を考えている方などを支援するため、当金庫主催の創業セミナーや小田原箱根商工会議所と
連携した創業塾を開催しています。また、各市町が策定する「創業支援事業計画」に積極的に参加
し、地域における創業促進に協力しています。
　創業者の方々には、一般融資に加え、神奈川県中小企業制度融資や、地元商工会議所などとの連
携商品（創業支援ローン「START」）の取り扱いを通じ、事業計画策定等の支援を行っています。

　企業のライフステージは、創業からの
期間や業績に応じて「創業期」「成長期」

「安定期」「低迷期」「再生期」の 5 つの
ステージに分けることができます。
　当金庫では、お取引先企業のライフス
テージに合わせた最適な支援の提供に努
めています。

※ライフステージの定義は以下のとおりです。
　創業期：創業、第二創業から 5 年以内 低迷期：売上高の直近 2 期平均が過去 5 期平均の 80％未満
　成長期：売上高の直近 2 期平均が過去 5 期平均の 120％超 再生期：貸付条件の変更または延滞がある
　安定期：売上高の直近 2 期平均が過去 5 期平均の 80％～ 120％

創業支援 第二創業支援
2017 年度 17 件 0 件
2018 年度 24件 0件
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低迷期・再生期にかかる支援

＜ソリューション提案＞
　ソリューション提案とは、経営計画策定支援や創業支援、販路開拓支援や M&A 支援、事業承継支援、資産・
事業売却や債務圧縮といった財務支援など、お客さまの課題解決に向けた各種支援のことをいいます。

当金庫がソリューション提案を行っているお取引先

当金庫が事業再生支援を行っているお取引先における実抜計画策定先数ならびに計画未達成先数

全取引先
（Ａ）

ソリューション提案先
（Ｂ）

割合
（Ｂ）／（Ａ）

お取引先数
2018 年 3 月末 5,250 先 398 先 7.6％
2019年3月末 5,219 先 466先 8.9%

融資残高
2018 年 3 月末 1,969 億円 419 億円 21.3％
2019年3月末 1,967 億円 530億円 26.9%

実抜計画策定先数
（Ａ）

未達成先数
（Ｂ）

割合
（Ｂ）／（Ａ）

2018 年 3 月末 21 先 2 先 9.5%
2019 年 3月末 21先 3先 14.3%

全取引先
（Ａ）

本業支援先
（Ｂ）

割合
（Ｂ）／（Ａ）

2018 年 3 月末 5,250 先 65 先 1.2%
2019 年 3月末 5,219 先 78先 1.5%

地元 地元外
2017 年度 20 先 5 先
2018 年度 49先 5先

2017 年度 8 先
2018 年度 30先

◆ソリューション提案による支援
　当金庫では、さまざまなソリューションの提案を通じて、お客さまの課題の解決に全力で取り
組んでいます。

◆事業再生支援
　当金庫では、事業者の皆さまが抱える経営課題の解決に向け、営業店職員と本部専門担当者が連
携し、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画（実抜計画）の策定等の事業再生支援に取り組んで
います。

当金庫が販路開拓支援を行ったお取引先数

当金庫が本業（企業価値の向上）を支援しているお取引先

当金庫が事業承継支援を行ったお取引先数

※本業支援とは、企業の売上向上や製品開発等、企業価値向上に資する支援のことをいいます。
　なお、本項目では財務支援先や経営計画策定支援先、貸付条件変更先は対象から除いています。
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コンサルティング機能の発揮

当金庫をメインバンクとしてお取引いただいている先のうち、経営指標等が改善した先
（グループベース）

当金庫をメインバンクとしてお取引いただいている先のうち、経営改善提案を行っている先
（単体ベース）

当金庫が事業性評価に基づいた与信先数および融資額（単体ベース）〔2019 年 3 月末現在〕 

2018 年 3 月末 2019 年 3月末
メインバンクとしてお取引いただいている先 2,499 先 2,503 先

融資残高 1.418 億円 1,412 億円
上記のうち、経営指標等が改善した先 1,692 先 1,638 先

融資残高 1,093 億円 1,021 億円

※「経営指標の改善」とは、売上高・経常利益・従業員数のいずれかが前期より増加したことを
　いいます。

※「事業性評価」とは、お客さまと当金庫が定期的なコミュニケーションと長期的信頼関係に基づき、
　財務データだけに捉われず、事業者の皆さまの実態を理解し、課題がある場合は、ライフステー
　ジに応じたソリューションを提案し、課題解決していくことをいいます。 

　地域の事業者の皆さまの繁栄は、地域経済の活力の源です。当金庫では事業者の皆さまの企業価
値向上に資するため、お客さまの状況に応じた最適なソリューションを提案し、課題解決のサポー
トに取り組んでいます。

◆経営改善支援
　当金庫では、中小企業診断士で構成する「経営相談特別班」を 2000 年に設置し、財務分析
や経営改善計画の策定支援等を通じて、お取引先の経営課題を解決するための経営改善支援を
行っています。また、必要に応じて公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士等の外部専門
家や、地元商工団体、神奈川県中小企業再生支援協議会等の外部機関と連携しています。

当金庫が外部専門家を活用して本業支援を行ったお取引先数

メインバンクとして
お取引いただいている先

（Ａ）
経営改善先数

（Ｂ）
割合

（Ｂ）／（Ａ）

2018 年 3 月末 2,989 先 451 先 15.1%
2019 年 3月末 3,012 先 543先 18.0%

与信先数 融資残高
事業性評価に基づいた与信先及び融資残高 79 先 66億円

全与信先に占める割合 1.8％ 3.4％

2017 年度 65 先
2018 年度 78先
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◆経営者保証に関するガイドライン
　「経営者保証に関するガイドライン」とは、中小企業・小規模事業者等の経営者の皆さまが金融
機関に差し入れている個人保証について、保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履
行を求める際における、中小企業（債務者）、保証人、債権者の自主的なルールを定めたものです。
　当金庫では、同ガイドラインの趣旨や内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入れや保証債務整
理の相談を受けた際に真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者保証の必要性に
ついては、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイ
ドラインの記載内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。

◆経営革新等支援機関として国より認定されています
　当金庫は、2012 年 11 月に経営革新等支援機関として国より認定を受けました。経営革新等支
援機関の取り組みとして、「ものづくり補助金」、「創業補助金」および「経営改善支援センター事業」
など各種施策利用のサポートを行っています。

〈取り扱うことができる相談業務〉

○創業支援　　　○事業計画作成支援　　　　　○事業承継　　　　　　○金融・財務　　　
○ M&A　　　　 ○販路開拓 ･ マーケティング　○海外展開

本業支援に関連する中小企業支援策の活用を支援したお取引先数

2017 年度 53 先
2018 年度 77先

経営者保証に関するガイドラインの活用先

全与信先数
（Ａ）

ガイドライン
活用先数（Ｂ）

割合
（Ｂ）／（Ａ）

2018 年 3 月末 4,353 先 162 先 3.7%
2019 年 3月末 4,272 先 178先 4.2%

当金庫では、中小企業の経営者の方からのガイドラインに関するご相談窓口を下記のとおりご用意しています。
【営業店のご相談窓口】 【本部のご相談窓口】

お取引店舗

窓口　平日 9：00 ～ 15：00
電話　平日 9：00 ～ 17：00

営業統括部
 
　

　  0120-426-614

受付時間 受付時間

平日 9：00 ～ 17：00
お取引店舗につきましては、裏表紙「さがみ信用金庫 
店舗一覧」をご覧ください。
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コンサルティング機能の発揮

当金庫が貸付条件の変更等を行ったお取引先数ならびに経営改善計画の進捗状況

貸付の条件等の
変更を行った先数

経営改善計画の進捗状況
好調先 順調先 不調先

2018 年 3 月末 249 先 6 先 73 先 170 先

2019 年 3月末 226先 8先 58先 160先

お客さまの支援に向けた金庫内態勢の整備

【主な公的資格等取得人数（2019 年 3 月末現在）】

中小企業診断士 18 名
日本生産性本部認定経営コンサルタント 6 名
行政書士 1名
宅地建物取引士 41名
衛生管理者 14 名
動産評価アドバイザー 2 名
経営支援アドバイザー2 級 110 名

1 級ファイナンシャル・プランナー 2 名
2 級ファイナンシャル・プランナー 430 名
1 級金融窓口サービス 4 名
2 級金融窓口サービス 107 名
日商簿記検定 2 級 63 名
日商簿記検定 3 級 178 名
事業性評価 3 級 209 名

　当金庫では、全職員が個々の能力を最大限発揮できる
よう、職場内の OJT 指導や研修等を通じて、お客さま
の課題を解決できるコンサルティング能力をもった職員
の育成に努めています。また、職員の公的資格等の取得
を支援し、専門知識・スキル習得を推奨しています。

◆金融円滑化への取り組み
　地域の事業者の皆さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された協同組織金融機関である
信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。当金庫は、お客さまからの資金需要や貸付条件の
変更等のお申し込みがあった場合には、お客さまの抱えている課題を十分に把握したうえで、その
解決に向けて真摯に取り組んでいます。
　お客さまの課題解決のため、コンサルティング機能を発揮し、お客さまの経営計画の策定支援や
進捗状況のモニタリングを実施し、適時・適切なフォローを行っています。また、必要に応じて他
の金融機関、外部専門家、外部機関等と連携するとともに、国や地方公共団体の中小企業支援施策
を活用し、地域金融の円滑化に努めています。

「事業性評価に基づいた本業支援の具体的な
提案」をテーマに、ロールプレイング大会を
開催しました。

※計画売上高に対し、進捗率 120％超を「好調先」、80％～ 120％を「順調先」、80％未満を「不調先」
　としています。また、経常赤字先、経営改善計画の未策定先は「不調先」に含みます。
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お店が近くにあったため
先代から取引があったため

金庫職員の対応が迅速・丁寧であったため
地域の評判がよかったため

経営上の有益な情報が得られるため
当金庫から勧誘を受けたため

ニーズにあった商品・サービスがあるため
その他

お店が近くにある
職員の対応が丁寧

金利の優遇（預金・融資）がある
集金等の訪問サービスがある
財務・経営上の相談ができる

経営上の有益な情報が得られる
その他

よく聞いてくれる
ある程度聞いてくれる
あまり聞いてくれない
全く聞いてくれない
相談していない

１．当金庫とお取引を開始したきっかけについて教えてください（複数回答可）

２．メインバンクについて教えてください

３．当金庫職員の対応について教えてください

お客さまアンケート調査結果

（１）当金庫をメインバンクとしてご利用ですか？

（１）当金庫の職員はお客さまの経営上の課題や悩みをどの程度うかがっていますか？

（２）メインバンクを選択する際にどのような点を重視しますか？（複数回答可）

はい・・・・・・・・240 先（81％）　　　　いいえ・・・・・・・・56 先（19％）

53%
28%

1%
0% 18%

164
143

50 100 150 2000

100
41

24
28

12
15

＜お客さまアンケート　概要＞
調査対象：当金庫の法人貸出先 300 社
　　　　　うち、299 社から回答をいただきました。
実施期間：2018 年 11 月 19 日（月）～ 12 月 14 日（金）
調査方法：当金庫担当者が訪問し、アンケート用紙を手交・回収しました。

　当金庫では、法人のお客さまを対象に、当金庫の企業支援への取り組みや
サービスに関するアンケートを実施しました。
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満足
どちらかといえば満足
どちらかといえば不満足
不満足

満足
どちらかといえば満足
どちらかといえば不満足
不満足
借入の相談をしていない

４．当金庫のサービスについて教えてください

（２）当金庫の職員にお借入れのご相談をされた際の職員の対応はいかがですか？

（１）現在、当金庫から満足のいくサービスが得られていますか？

（３）当金庫の職員が訪問する際にどのようなことを期待しますか？（複数回答可）

（２）今後、当金庫にどのようなサービスを求めますか？（複数回答可）

41%

52%

7% 0%

金利の優遇（預金・融資）
経営に役立つ情報の提供
職員の迅速・丁寧な対応

経営等に対するアドバイス
わかりやすい説明
定期的な集金活動
こまめな訪問活動

その他

事業内容の理解
財務・経営上の相談

業界動向の提供
ビジネスマッチング（取引先紹介等）

財務診断
計数管理のアドバイス

その他

180
148

130
71

29
27

10
4

2000

160

16
17

24
71

100
104

2000 15010050

65%

28%

1%
6%0%

50 150100
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５．当金庫で実施している企業支援への取り組みについてご意見をお聞かせください

（１）利用したもの・利用を検討しているものはありますか？（複数回答可）
ビジネスマッチング等の販路開拓支援経営

経営改善計画の策定支援
補助金（ものづくり補助金等）の申請支援

外部専門家の派遣（経営コンサルタント等）
M&A 等の事業承継支援

創業・第二創業（業態転換）支援
その他

利用したものはない

42
37
36

25
21

10
5

138
1000 15050

　今回のアンケートでは、当金庫のサービスや職員の対応に対し、多くのご意見を頂戴いたしました。当金庫

が実施している企業支援について、以前より多くのお客様にご利用いただいておりますが、まだ周知できてい

ない部分もあり、引き続き情報発信に努めてまいります。また、経営に役立つ情報の提供や金利に関する要望、

職員の対応等に対した、貴重なご意見も多数いただきました。

　私たちさがみ信用金庫役職員一同は、お客さまからいただいた貴重なご意見を真摯に受け止め、外部専門機

関との連携を強化すると共に、当金庫の職員のレベルアップが図れるよう人材育成できる態勢を見直すなど、

今後の業務運営に活かし、これまで以上にお客さまにご満足いただけるよう努めてまいります。

　今後も引き続きご支援・ご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

43%

33%

22%

2%

（２）利用した理由・利用を検討している理由は？

当金庫からの提案
当金庫がメインバンクだから
他金融機関より親身に相談に乗ってくれるから
その他

（３）経営に対する効果は？

30%

47%

5%
1% 17%

非常に役に立った
ある程度役に立った
あまり役に立たなかった
全く役に立たなかった
わかわない



（数字は店舗番号を表します）

小田原市
❶ 本店 TEL.0465―22―3121 小田原市本町 2―9―25

❷ 板橋支店 TEL.0465―22―5121 小田原市板橋 100

❹ 緑町支店 TEL.0465―23―3601 小田原市栄町 3―12―7

❺ 国府津支店 TEL.0465―47―2191 小田原市国府津 2487―1

❻ 鴨宮支店 TEL.0465―48―1313 小田原市鴨宮 271―1

❼ 富水支店 TEL.0465―36―3121 小田原市堀之内 14

❿ 久野支店 TEL.0465―34―2251 小田原市久野 101―4

⓬ 蛍田支店 TEL.0465―37―3161 小田原市蓮正寺 370

⓭ 酒匂支店 TEL.0465―48―7111 小田原市酒匂 4―10―7

⓯ 駅前支店 TEL.0465―22―1121 小田原市栄町 1― 6―27

⓰ 寿町支店 TEL.0465―34―7761 小田原市寿町 4―8―28

⓳ 南鴨宮支店 TEL.0465―47―5711 小田原市南鴨宮 3―5―18

⓴ 沼田支店 TEL.0465―35―6800 小田原市北ノ窪 411―2

� 扇町支店 TEL.0465―34―6411 小田原市扇町 2―25―5

� 豊川支店 TEL.0465―37―7711 小田原市成田 475―7

� 栢山支店 TEL.0465―37―2525 小田原市栢山 2819 ―6

足柄上郡
❽ 開成町支店 TEL.0465―82―2391 開成町吉田島 838

� 大井支店 TEL.0465―83―4135 大井町金子 114―1

� 松田支店 TEL.0465―83―1000 松田町松田惣領 992―1

� 山北支店 TEL.0465―76―3441 山北町山北 1850

� 上大井支店 TEL.0465―83―5500 大井町上大井 113

� 中井支店 TEL.0465―81―3000 中井町井ノ口 2796 ―1

足柄下郡
❸ 湯本支店 TEL.0460―85―5518 箱根町湯本 691

⓫ 湯河原支店 TEL.0465―63―5111 湯河原町城堀 57―1

� 仙石原支店 TEL.0460―84―9131 箱根町仙石原 176

� 宮城野支店 TEL.0460―87―7010 箱根町宮城野 618―34

� 宮上支店 TEL.0465―62―5191 湯河原町宮上 142―4

� 真鶴駅前支店 TEL.0465―68―5222 真鶴町真鶴 386

本部
本部 TEL.0465―24―3161 小田原市浜町 1―4―28

ローンセンター TEL.0465―47―2193 小田原市国府津 2487―1
国府津支店内

事務センター TEL.0465―37―8111 小田原市成田 132―1

秦野市
⓲ 渋沢支店 TEL.0463―88―2201 秦野市松原町 2―7

� 秦野駅プラザ支店 TEL.0463―81―5900 秦野市尾尻 943―16

中郡
⓮ 二宮支店 TEL.0463―72―2511 二宮町二宮 206

南足柄市
❾ 南足柄支店 TEL.0465―74―5111 南足柄市和田河原 292―1

� 関本支店 TEL.0465―73―1500 南足柄市飯沢 3―1

� 岡本支店 TEL.0465―72―1181 南足柄市塚原 2551―3

2019年7月1日現在

さがみ信用金庫　店舗一覧

さがみ信用金庫 お客様サポートダイヤル

本誌についてのお問い合わせは下記の担当までお尋ねください。
さがみ信用金庫　総合企画部　TEL：0465-24-3162　E-mail：souki@sagami-shinkin.co.jp

本誌は環境に配慮し、再生紙と植物油インキを使用しています。

0120-426-614 平　　　日    9：00～17：00
土･日･祝日 10：00～17：00 （ローン相談のみ）
※12月31日～1月3日を除く


