お客さまへの

コンサルティング機能の発揮

経営支援の取り組み方針

事業承継・経営戦略…事業の持続発展

当金庫は、お客さまの事業内容や成長可能性を適切に評価し、企業価値を向上させていくための具体的
のため、事業承継を支援しています。

なソリューションを提案する取り組みを進めています。外部機関や外部専門家との連携、専門的な人材の
また、
お客さまの事業計画策定や生産
育成やノウハウの蓄積によりお客さまに応じた最適なコンサルティング機能を発揮し、地域のお役に立て
管理の強化など、経営に関する様々な
問題の解決をお手伝いします。
る信用金庫を目指しています。
事業承継・経営戦略…………… 事業の持続発展のため、
事業承継を支援しています。
また、
お客さまの事業計画策定や生産管理の強化など、
経営に関する様々な問題の解決をお手伝いします。
建築・不動産活用 ……………… 不動産の購入や売却、
そのほか不動産の有効活用等をお手伝いします。
リース ………………………………… 自動車や様々な機械設備等のリース契約をお手伝いします。
助成金・補助金等 ………………… 経済産業省等が行う補助金などの申請に関してお手伝いします。

お客さま
（お取引先企業）

ご支援

外部機関

外部専門家

ご相談

中小企業診断士
税理士
公認会計士 等

産学連携
東京地方税理士会
公益財団法人 神奈川産業振興センター
神奈川県中小企業再生支援協議会
株式会社 地域経済活性化支援機構
一般社団法人 東京都中小企業診断士協会
特定非営利活動法人 横浜中小企業診断士会
一般社団法人 神奈川県中小企業診断協会
特定非営利活動法人 NPOあつぎみらい21

一般社団法人 建設業経営支援協会
株式会社 コンサラート
株式会社 国土工営
事業承継センター株式会社
しんきんリース 株式会社
一般社団法人 シェア・ブレイン・ビジネス・スクール
公益財団法人 日本生産性本部
等

横浜市立大学
関東学院大学

▪ 取引先企業の経営改善
当金庫をメインバンクとして取引を行ってい

2,791億円

2,841億円

平成30年３月末

平成31年３月末

令和２年３月末

2,041億円

2,189億円

2,178億円

3,673社

労働生産性等）の改善や就業者数の増加が見ら

経営指標が改善したメイン先数

メイン先の融資額

経営指標等が改善したメイン先に
かかる３年間の事業年度末の残高推移
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令和２年３月末

る企業のうち、経営指標（売上・営業利益率・
れた先

X02988

平成31年３月末

メイン取引先数

2,875社

3,720社
2,634社

創業支援・新規事業のサポート
当金庫では、地元で創業を志す方や新しい事業に取り組む方を応援しています。創業に関する事業計画の
アドバイス、資金面でのご相談、創業後のフォローなど、様々なメニューで多方面からサポートさせていた
だきます。

ビジネス創造や経営革新に取り組む企業の支援
創業支援窓口の設置
創業に関するご相談を承り事業成功をお手伝いするため、融資業務を行っている各店舗に、認定支援等
の業務を行う創業支援窓口を設置しています。
創業支援資金の取り扱い
創業時に必要な運転資金・設備資金にご利用いただける融資商品をご用意しています。
※ご利用にあたっては、審査が必要となりますのでご了承ください。
創業補助金の申請支援
補助金申請に必要な計画書や申請書類の作成にかかるアドバイスについて、ご相談にお応えする等のサ
ポートを行っています。また、補助金の受給後も支援いたします。
▪ 創業支援への取り組み
令和元年度
当金庫が関与した創業の件数

149社

創業計画の策定支援

72社

創業期の取引先への融資

プロパー

信用保証協会

（プロパーと信用保証付）

24社

92社

※政府系金融機関や創業支援機関の紹介は、該当ございませんでした。

▪「経営者保証に関するガイドライン」
への取り組み
当金庫では、
「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』
の特則」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ご相談を受けた際に、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
や財務状況等の状況を把握し、同ガイドライン等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。
当金庫では、ホームページに対応方針を掲載し、リーフレットを各店舗融資窓口に備え置くほか、
「経営者保証に関する
ガイドラインのご説明」を作成し、ご融資お申し込みのお客さまに配付し広く周知しています。
なお、令和元年度に当金庫において、新規に無保証で融資をした件数は536件、新規融資に占める経営者保証に依存
しない融資の割合は12.9％、保証契約を解除した件数は36件、同ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数（当金
庫をメイン金融機関として実施したものに限る）は１件となりました。

▪「経営者保証に関するガイドライン」
の活用先数、および全与信先数に占める割合
令和元年度

「経営者保証に関するガイドライン」の
活用先数、および全与信先数に占める割合

全与信先数Ａ

ガイドライン
活用先数Ｂ

Ｂ／Ａ

8,415社

370社

4.4％

X02988
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販路拡大・経営力強化のサポート
販路拡大支援
当金庫では、事業拡大や販路開拓を目指すお客さまに、事業活動における「出会いの場」を提供するため、
各地で開催されるビジネスフェアへの出展や、バイヤー企業との商談会への参加をご案内し、ビジネスチャ
ンスの創出を支援しています。
「かなしんビジネス交流会」の開催
令和元年11月15日、お客さまに地区を越えて交流を図っていた
だくとともに新たなビジネスチャンスに繋げていただくことを目的
に、ローズホテル横浜において、第１回目となる「かなしんビジネ
ス交流会」を開催し、337社の企業にご参加いただきました。

「ビジネスマッチングwithかながわ８信金」の開催
当金庫を含む神奈川県内全８信用金庫（横浜、かながわ、湘南、川崎、
平塚、さがみ、中栄、中南）は、令和元年６月７日、大さん橋ホール
において、
「第７回ビジネスマッチングwithかながわ８信金」を合同開
催しました。当日は、全体で発注・バイヤー企業106社、受注・サプ
ライヤー企業315社にご参加いただき、929件の商談が行われました。

受・発注商談会の開催
令和元年７月18日、ヨコスカ･ベイサイド･ポケットにて、公益
財団法人神奈川産業振興センター、横須賀市などと６団体共催で受･
発注商談会を開催しました。今回の商談会では発注側48社、受注側
184社にご参加いただき、722件の商談が行われました。

東京地方税理士会との業務提携による商談会の開催
東京地方税理士会と当金庫は、地域経済の活性化を目的として平
成24年７月２日にビジネスマッチングに関する業務提携を締結しま
した。
令和２年１月24日、第９回目の商談会を当金庫横浜営業部で開催
し、発注･バイヤー企業16社、受注･サプライヤー企業26社にご参加
いただき、122件の商談が行われました。

▪ 事業性評価に基づく融資を行っている与信先数と融資額、および全与信先数と融資額に占める割合
令和元年度
与信先数

融資残高

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数および融資残高

948社

1,497億円

上記計数の全与信先数および当該与信先の融資残高に占める割合

11.3%

40.7%

▪ 本業支援先数と全取引先数に占める割合
令和元年度
全事業先数Ａ
本業支援先数および全取引先数に占める割合

8,484社

本業支援先数Ｂ
94社
先数

X02988

本業支援先のうち経営改善が見られた先数

44社

販路開拓支援を行った先数

10社

外部専門家による本業支援先数

48社
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Ｂ／Ａ
1.1%

経営改善・事業承継のサポート
経営改善支援

当金庫では、本部と営業店が連携し、お客さまの業況や事業計画の進捗状況などについてお客さまと一緒
に検討を重ね、必要に応じて様々な助言をするなど経営課題の解決に向けた支援を行っています。
また、
外部機関や外部専門家とも連携し、
お客さまの状況に応じて最適な手法を活用した支援を行っています。

▪当
 金庫が貸付条件の変更を行っている

▪ 他の金融機関及び中小企業支援策との連携

令和元年度

令和元年度

取引先の経営改善計画の進捗状況

条件変更総数
445社

好調先

順調先

7社

不調先

44社

取引先の本業支援に関連する中小企業支援策
の活用を支援した先数

394社

33先

※令和元年度から集計に係る条件変更先の定義を変更しています。

▪ メイン取引先のうち経営改善提案を行っている先
令和元年度
メイン先数Ａ
メイン取引先のうち経営改善提案を行っている先

3,720社

経営改善
提案先数Ｂ

Ｂ／Ａ

113社

3.0%

事業承継支援

事業承継に関するセミナーの開催や相談業務・支援活動に取り組むことで、お客さまの事業承継の課題解
決に努めています。
▪ 事業承継支援への取組み

▪ ソリューション提案先数

令和元年度

令和元年度

事業承継支援先数
M&A支援先数

全取引先数A

21社
提案先数と割合

9社

提案先融資額と割合

提案先数B

B/A

8,484社

282社

3.3%

3,678億円

175億円

4.7%

▪ 三浦半島地域の活性化を目指します。
平成28年４月15日、当金庫は、株式会社神奈川新聞社、関東学院大学、京浜急行電鉄株式会社、三浦商工会議所、
横須賀商工会議所、横浜市立大学と、三浦半島地域活性化に関する協定書を締結しました。本協定に基づき７者は「三浦
半島地域活性化協議会」を発足し、三浦半島地域の活性化に向けた活動を推進しています。
人口流出・人口減少や少子高齢化の進展、地場産業の衰退などの課題を抱えている三浦半島地域で、同協議会は各団体が
持つ技術や知識・知恵を融合させ提供していくことにより、３つのビジョン
①三浦半島地域のブランド力を高める

～三浦半島地域の魅力向上に向けた取り組み～

②三浦半島地域に住みたいを増やす ～三浦半島地域における「学・職・楽・住」をつなげる取り組み～
③三浦半島地域を盛り上げる

～三浦半島地域の観光資源の連携と相互誘客への取り組み～

の達成を目指しています。
（令和元年度の取り組み事例）
・
「クリーンアップ in 城ヶ島」の実施（海岸美化清掃と地元名産品のPRを通じた観光振興に
よる交流人口創出事業（約300名が参加）
）
・
「三浦半島地域インターンシップ×トライアルステイ」の実施（大学生に三浦半島地域で
居住しながら地元企業で「働く」を体験してもらい、同地域の将来的な定住人口の増加を
目的とした事業（７名の学生が参加））
・
「三浦半島まるかじり！mi食祭（みしょくさい）
」の実施（三浦半島への交流人口・関係人口・定住人口を増加させるた
めの「食」をテーマにしたテーマパーク的イベント事業（約90名が参加）
）

X02988
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