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平成２５年度の取組みについて

当金庫では、地域密着型金融（リレーションシップバンキング）の推進にあた
り、平成１５年から２度のアクションプログラムを掲げ、平成１９年３月末の
「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム」終了後も、
地域の活性化を恒久的な経営課題として位置付け、その取組みを強化し成果をあ
げてまいりました。
平成２５年度は、前年度に引き続き次に挙げる３項目の各種施策に取組みました。

Ⅰ．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
Ⅱ．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方法の徹底
Ⅲ．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

平成２６年６月
飯能信用金庫
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Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化(１)

創業支援

創業ベンチャー事業者に対する取組みとして、埼玉県産業振興公社や信用
保証協会、外部専門家（税理士、中小企業診断士等）と連携を図っています。
支援内容としては、事業計画策定や事業化支援、資金面での相談対応、ま
た、創業補助金活用支援や産学官連携によるプランニングコンテストの運営
を行う等、地域内の新たな事業・産業の創出、開業率の向上に努めています。
また、支援後も創業者に対する継続的な接点を持つことで、継続的な事業
展開に対する助言や、経営課題の解決に向けた各種施策の提案、資金供給が
行えるよう、外部機関と連携しながら地域の創業者を支援していく態勢を強
化しています。
平成25年度の創業に関する支援実施件数は44件でした。
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創業支援事例

●開業を予定するＡサービス業

【取組の経緯】
営業担当者に対して創業補助金を活用し創業を検討していたＡ社から、創業計画
策定に関する相談がありました。

【内容と成果】
営業店と本部が連携し、Ａ社に対して計画書策定・資金調達に関する助言を行うと

ともに、「創業・ベンチャー支援センター埼玉」を紹介し、創業手続きや計画書の検
証、資金計画などの相談を受けていただきました。
代表者が描いていた創業計画を計画書に落とし込むことで内容を整理・検証するこ

とができ、創業補助金申請が採択され資金面での負担を軽減することができました。
計画実施に関しては、営業店が主体となって事業遂行状況の確認や資金面での相談

・支援を行っています。
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Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化(２)

成長段階における支援

成長段階における経営支援の取組みは、顧客の抱える様々な経営課題に対

して適切な支援を提案しています。主な内容は下記の通りです。

ビジネスマッチングによる販路開拓支援

公的補助金事業の活用を通じた、技術開発、設備投資、販路拡大支援

専門家派遣制度による課題解決策の提供

各種公的施策の活用による支援

新現役交流会実施による課題解決支援

平成25年度は、新規事業展開・専門家派遣・海外展開・新現役交流会で85
件の支援を実施しました。また、公的機関が実施する支援策やセミナー等の
案内や職員向け勉強会の開催による支援スキルの向上を図りました。
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成長段階における支援事例

●新規事業の事業化を検討するＢ製造業

【取組の経緯】
主力事業のノウハウを活かした新規事業の事業化を検討していたＢ製造業に対して

営業担当者が「ものづくり補助金」の活用提案を行ったところ、関心を持ったＢ社は
当金庫に事業計画策定および資金計画面での支援を希望し、取組が始まりました。

【内容と成果】
営業店と本部が連携し、Ｂ社に対して計画書策定・資金調達に関する助言を行いま

した。具体的には、営業担当者と本部担当者がＢ社へ訪問し、申請書作成のポイント
を助言、その後Ｂ社が作成した計画書の内容を審査項目に沿って検証を行い、精度の
高い文章へのブラッシュアップを行いました。
Ｂ社が描いていた事業計画を計画書に落とし込むことで内容を整理・検証すること

ができ、補助金申請は採択され、資金面での負担を軽減することができました。
計画実施に関しては、営業店が主体となって事業遂行状況の確認や資金面での相談

・支援を行うなど、関係性が強化されています。
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Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化（３）

成熟段階における支援

成熟段階における経営支援の取組みは、信金 キャピタル㈱と㈱日本Ｍ＆Ａ

センターと連携し、Ｍ＆Ａ案件の相談や譲渡先の検索、買収先の検索および
職員向けＭ＆Ａ勉強会の開催を行っています。

また、事業承継については当金庫の税務相談員である税理士と連携して、
税務上の自社株評価のアドバイスの実施や事業承継税制の説明を行っていま
す。

平成25年度の支援実施件数はＭ＆Ａは5件、事業承継は6件でした。
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成熟段階における支援事例

●円滑な事業承継を希望するＣ建設業

【取組の経緯】

事業承継問題に関係し、Ｃ社より自社株評価について営業店に相談があり、営業店
と本部が連携し支援しました。

【内容と成果】
Ｃ社は顧問税理士以外のセカンドオピニオンからの意見が聴きたいという意向があ

り、当金庫の税務相談員を紹介し、簡易なデューデリジェンスによる税務上の自社株
評価を実施しました。
また、相続・贈与税対策として、事業承継税制の活用（平成27年1月からの改正点
を中心に制度設計を説明）を提案しました。
今後も営業店を中心として継続的な相談・支援を実施し、関係性の強化を図る方針

です。



9

Ⅰ.ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化(４)

経営改善支援

平成25年度も、外部機関との積極的な連携による経営支援を実施しました。

埼玉県中小企業再生支援協議会・経営改善支援センターを活用した経営改善
計画の作成支援や、継続的なモニタリング、企業の専門性の高い課題解決の
ための専門家派遣制度の活用、知的資産経営報告書・事業価値を高める経営
レポート作成支援等を通して、助言や提案を実施しております。

また、財務コンサルティングツール「企業診断」の積極的な活用(財務診断
資料の提供)に取組みました。平成25年度の活用実績は4,825先となっており
ます。



10

専門家派遣制度を活用した経営改善支援

●事業価値を高める経営レポート作成支援
【取組の経緯】
平成24年度の経済産業省・中小企業基盤整備機構と連携した「知的資産経営専門セ
ミナー」の開催につづき、平成25年度は個別企業に対して、知的資産経営のツールで
ある「事業価値を高める経営レポート」の作成支援を行いました。専門家派遣制度を
活用し、概ね３回の中小企業診断士の指導をうけながら、当金庫職員も議論に参加し、
それぞれの企業の知的資産を洗い出し、レポートにまとめました。
【内容と成果】
Ｄサービス業では自社における知的資産について、代表者と多くの社員での議論を

進めることにより、代表者と社員の自社のあるべき姿、方向性のベクトルを一致させ
ることができました。Ｅ小売業では現代表者と後継者のよい議論の機会となり、他社
との差別化戦略について再確認することができ、円滑な事業承継の礎となりました。
Ｆ卸売業では、これまで取組むことがなかった販路開拓の取組みを同レポート作成を
きっかけとして始めるに至りました。当金庫職員も議論に参加することにより、当該
企業をより深く知ることができ、さらに職員のノウハウ吸収にもつながっています。
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外部機関との連携した取引先企業の支援事例

●「第1回はんしん新現役交流会」の開催

経済産業局・信金中央金庫・埼玉県産業振興公社と連携し、平成26年１月22日に経
営課題を抱える顧客企業と大手企業ＯＢ人材のマッチングイベントを開催しました。
顧客企業20社と62名の新現役人材にご参加頂き、面談を実施した結果、半数以上の企
業が継続的な支援を行うこととなりました。

参加されたお客様からは、「新しい観点が開けた」「様々な分野でご活躍された
方々の多様な視点からの意見が良かった」「色々な視点からの分析提案が聞けた」
などの感想が寄せられました。当金庫においても参加された企業への理解が深まりま
した。
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外部機関と連携した経営改善計画の作成支援

●埼玉県中小企業再生支援協議会・経営改善支援センター等を活
用した経営改善計画策定支援

平成25年度においても、埼玉県中小企業再生支援協議会、経営改善支援センタ
ー等外部機関を活用し、経営改善計画の策定支援を行いました。中小企業が抱え
る高度で専門性の高い経営課題に対し、公認会計士・税理士・中小企業診断士等
専門家と当金庫職員、企業の代表者で議論を重ね、より実効性の高い計画の策定
を支援しています。
また、地域経済活性化支援機構との連携による経営改善支援にも取組んでいま

す。
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Ⅱ．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
資金供給方法の徹底 (1)

取引先の事業価値を見極める中小企業に適した資金供給

当金庫では、財務制限条項を活用した商品により、お客様の事業内容や経営計
画に柔軟に対応した資金の供給を行っています。

また、財務内容の精度が相対的に高いお客様に対する融資商品の提供により、
様々な資金ニーズに対応しています。
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Ⅱ．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
資金供給方法の徹底 (2)

企業の将来性・技術力を的確に評価できる能力等の育成

お客様との密接な関係を維持していくなかで、お客様の経営状況や、事業の将
来性などの情報を蓄積し、ニーズを的確に把握することで、貸出などの金融サー
ビスを提供しております。そのため融資実務に強い人材育成と中小企業診断士の

育成に力を入れ、お客様へのアドバイザー能力の向上を図っております。

★夜間勉強会と土曜セミナーの開講
お客様のニーズの的確な把握と判断能力の向

上やケーススタディーによる提案･アドバイス
技術の修得を行い、貸出などの金融サービス提
供につなげております。

★中小企業診断士育成
中小企業診断士は、毎年1～2名程

度の合格者を輩出しており、平成26
年6月現在で有資格者は17名となりま
した。
地域密着型の金融機関として、お

客様に対するコンサルティング機能
を発揮できる人材育成に取組んでお
ります。
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Ⅱ．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
資金供給方法の徹底 (3)

地域金融円滑化への取り組み

飯能信用金庫は「地域金融円滑化のための基本方針」を定め、必要な資金の安
定的な供給と地域経済の発展に取り組んでおります。

★地域貢献資金「ＣＳＲ」による融資
「地域社会の活性化に繋がる事業」を金融面から支援し、社会的責任を果たす
ことを目的として、地域貢献資金「ＣＳＲ」を平成19年4月から販売していま
す。平成21年11月には「緑化や農業振興、介護事業等」の分野にも資金活用で
きるよう対象範囲を拡大し、社会的事業や地域貢献事業をさらに強力にバック
アップできるようになりました。平成25年度は16件で204百万円の融資を実行
しています。

★お客様からの貸付条件の変更等に関する相談・苦情の受付窓口
当金庫では中小企業金融円滑化の取組みについて同円滑化法期限到来後も以前と同様に対応してお

ります。お客様からの貸付条件の変更等に関する相談受付窓口を審査グループ・審査企画グループ、
苦情受付窓口をコンプライアンスグループに設置しております。
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Ⅲ．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)

地元大学との連携（その１）

【駿河台大学】

平成19年3月に「産学連携に関する協定」を締結し、様
々なプロジェクトを実施しております。

平成25年度は、以下の取り組みをしました。

①第6回寄付講座「金融ＴＯＤＡＹ」へ講師派遣（15回）

②第7回「輝け！飯能プランニングコンテスト」開催

③第7回「地域活性化講演会」開催

④インターンシップの促進（21企業・団体へ29名の学生を
取次）

⑤「狭山市消費動向調査」の実施

⑥当金庫へ2名のインターンシップ学生の受入

⑦事業化支援活動および商店街振興活動への支援
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Ⅲ．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(２)

地元大学との連携（その２）
【城西大学】
平成22年6月に「産学連携に関する協定」を締結し、以下の取組みをしました。
①インターンシップの促進（13企業・団体へ26名学生取次）
②当金庫へ2名のインターンシップ学生の受入
③第4回寄付講座「地域金融機関のトゥディ＆フューチャー」へ講師派遣（15回）

【東洋大学】
平成18年７月「産学連携における業務連携・協力に関する協定書」を締結し、技術相
談の取次ぎを行っており、これまでに10件を取次ぎしました。また、同大学が開講して
いる「中核人材育成講座」や各種セミナーを取引先に案内しております。

【東京国際大学】
平成22年9月に「相互協力･連携に関する包括協定書」を締結し、以下の取組みをしま

した。
①インターンシップの促進（12企業・団体へ13名の学生を取次）
②当金庫へ２名のインターンシップ学生の受入
③第3回寄付講座「地域金融最前線」へ講師派遣（14回）
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Ⅲ．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(３)

地元大学との連携（その３）
【文京学院大学】

平成23年3月に「相互協力・連携に関する包括協定書」を締結しました。平成25年
10月から12月にかけて「金融研究会」(5回）に講師を派遣し、学生15名が参加しまし
た。

【埼玉大学】
埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンターと平成23年９月に「産
学連携の協力推進に関する覚書」を締結し、同大学が開講している「テクノカフェ」
や各種セミナーを取引先に案内しております。平成26年10月には産学連携セミナー
「食文化“麦”」を開催する予定です。

【西武文理大学】
平成23年10月に「産学連携の協力推進に関する覚書」を締結しました。インターン
シップに関して取組んでいきます。

【武蔵野学院大学】
平成24年6月に「産学連携の協力推進に関する覚書」を締結し、以下の取組みをしま
した。
①インターンシップの促進（6企業・団体へ7名の学生を取次）
②平成25年3月同大学、狭山市、当金庫の連携で「子ども大学さやま」を開講し、第1
回講義「お金の学校」の講師を派遣しました。
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Ⅲ．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(４)

「はんしん地域貢献セミナー」開催

取引先の人材育成のお手伝いとして、「はんしん地域貢献セミナー」を開催し
ております。埼玉県産業振興公社と協力した本セミナーは好評をいただいており、
平成20年7月の以来の開催は31回、延べ1,441名の参加をいただいております。

平成25年度は、

・第27回「新入社員教育研修」
・第28回「実践営業力強化研修」
・第29回「5分から始める部下育成研修」
・第30回「幹部候補育成研修」
・第31回「クレーム対応研修」

をテーマに５回開催しました。
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Ⅲ．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(５)

地域活性化助成金制度による支援

創立60周年を記念して、平成23年7月に「はんしん地域活性化助成金」を
創設しました。
助成対象は、営業地区内で文化事業やまちづくりの振興、商店街の活性

化、里山の再生活動、青少年のスポーツ振興など、地域活性化に資する事業
です。
平成23年度には、「名栗川土曜朝市」・「飯能桜の森委員会」の2団体に
助成しています。
平成25年10月2日に、「西川材」の普及を目的とした事業として「ＮＰＯ
法人 西川・森の市場」への助成金交付式を行いました。
助成金は、今回の認定で3事例目となりました。
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Ⅲ．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(６)

「まちづくり“飯能”協議会」を通じた支援

当金庫は、飯能商工会議所と「まちづくり“飯能”協議会」を平成20年4月
に立ち上げ、地域活性化に関する具体策の検討・協議を行っています。

当金庫は次の事業に関して来訪者向けと出展者向けのアンケート調査を実施
するなどバックアップを行っています。

①飯能銀座商店街「１００円商店街」平成22年5月～26年3月（25回）

②飯能中央通り商店街「飯能軽トラ市」平成23年5月～25年10月（７回）

また、飯能商工会議所青年部が平成23年10月に開始した「飯能路地グルメ」
のチケット代金の清算業務を平成24年から協力しています。（所沢市における
「所沢JAZZバル」の清算業務も平成25年11月から協力しています。）
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Ⅲ．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(７)

「埼玉県西部地域雇用促進協議会」への参加

当金庫は、「地域で若者が働き、暮らしていくことこそ
が、地域が元気になる」をコンセプトに近隣の大学等で
組織する埼玉県西部地域雇用促進協議会に参加していま
す。同協議会では年2回、埼玉県西部地域企業合同説明会
を開催しており、当金庫も地域のお客様に向けて合同企
業説明会への出展を呼びかけています。

平成25年度は2回(第14回、第15回)の合同説明会が実施
され、第14回には43社の企業と224名の学生、第15回には
71社の企業と515名の学生が参加し、平成25年度内定者実
績は30名となっています。
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Ⅲ．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(８)

「はんしん景況レポート」発刊

当金庫では、営業地区の埼玉県南西部
(17市10町)・東京都三多摩の一部地域
(13市1町)における中小企業の景気動向
調査の結果を「はんしん景況レポート」
に取りまとめています。
本レポートは､特別調査､主要業種の実
態調査､成長企業の実例紹介など中小企
業をめぐる情報提供のほか、産学連携業
務として大学・自治体と協同で実施して
いる消費動向調査結果等も掲載しており、
平成25年度も4回発刊し、各号4,200部を
取引先等に配布しました。
また、レポートの概要は、四半期毎に
飯能日高ＣＡＴＶにおいて収録・放映さ
れているほか、入間・狭山の両ＣＡＴＶ
においても放映されています。
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Ⅲ．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(９)

「彩の国ビジネスアリーナ２０１４」主催

平成26年1月29日（水）30日（木）「彩の国ビジネスアリーナ２０１４」を、
財団法人埼玉県産業振興公社および県内金融機関と共に主催しました。お客様
企業が新たな取引先や新技術との出会いの場として、有効に活用いただき技術
交流や販路拡大につながるよう出展をバックアップしました。
埼玉県内の567社の企業に技術や製品を展示していただき、来場者数は、1万
6,570人を数え、当日の商談会で219件の商談が行われました。
当金庫お客様企業は17社が出展し、各社のブースにおいて11社から具体的な商
談があったとの回答があり、好評を得ています。
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Ⅲ．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(10)

若手経営者・後継者向け経営塾「竹林舎」開講

若手経営者・後継者を対象とした経営塾「竹林舎」は、平成26年2月に第８期が
開講し、立教大学大学院の講師陣のもと塾生27名が実践的な経営を学んでいます。

平成18年9月の開講以来、延べ207名の若手経営者･後継者が卒塾しております。
平成20年4月には「竹林舎ＯＢ会」が発足し、セミナー等が開催されております。
7月には「べトナム視察研修」が実施されました。卒塾生の中には立教大学ビジネ
ススクールで学ぶ方もでてきており、期を越えた交流のなかで、会員企業間でビ
ジネスマッチングも発生しています。




