
具体的な取組み内容 進捗状況(2019年4月～2020年3月)

 

・総社市、総社商工会議所、 外部関係機関との連携により、各種制度の有効な
活用に努めます。
・ 「きびしん地域振興支援制度」を活用し、将来性のある企業の発掘・育成に取
り組みます。
・円滑な資金供給に対応するため、中小企業の事業価値を見極め、個人保証
や不動産担保に依存しない融資商品の活用に努めます。

・日本政策金融公庫倉敷支店、岡山県信用保証協会と連携し協調融資を積極的に推進しました。
・取引先に対して各種補助金制度や「専門家派遣制度（ミラサポ）」の活用を推進しました。
・「きびしん地域振興支援制度【吉備の新風】」については令和1年度に27先応募があり、有識者によ
る選考審査を7月に実施した結果、14先へ助成金を交付しました。
・令和1年度創業・新事業向け融資商品の利用は「つばさ」3件8百万円、「つばさワイド」1件3百万円
となりました。

・ 事業支援室を中心に、 営業店と本部が一体となった経営改善支援に注力し
ます。
・ 企業の経営改善課題解決支援策の一つとして外部専門家派遣制度を活用
し、経営改善支援に取り組みます。

・支援先に対し、営業店と本部が一体となり、経営支援や企業価値向上の提案を行いました。
・本部事業支援室と営業店が支援先の改善計画や支援メニューを検討し、必要な経営支援・再生支
援を行い財務改善とランクアップに努めています。
・「専門家派遣制度（ミラサポ）」を活用した課題解決のお手伝いとして、専門家の派遣を年間27回行
いました。

・ 事業支援室を中心に、 営業店と本部が一体となった経営改善指導・支援に注
力します。
・ 企業の課題解決支援策の一つとして外部専門家派遣制度を活用し、事業再
生支援に取り組みます。

・ 本部事業支援室と営業店が支援先の財務内容や定性情報により改善計画を検討し、必要な経営
支援・再生支援を行い財務改善とランクアップに努めています。
・事業再生が必要な企業への相談・支援の強化を継続し、外部専門家等と連携して健全化に向け
た取組を継続しています。

・県下信金合同開催の「岡山県しんきん合同ビジネス交流会」を活用し、取引先
企業のビジネスマッチング支援を図ります。
・ 総社市役所内「スマイル相談会」を実施します。
・ 「税理士」、「社会保険労務士」、「行政書士」、「弁護士」による合同相談会を
実施します。

・令和1年9月の「第15回岡山県しんきん合同ビジネス交流会」に取引先30社が参加され、9件のマッ
チング成約がありました
・スマイル相談会11回実施しました。
・年金無料相談会8回、合同相談会2回、税理士による無料相談会3回実施しました。

２. 中小企業に適した資金供給手法の徹底

・最初に相談される金融機関を目指し、地域中小・零細企業の経営相談・経営
指導及び経営改善に関し担保・保証に依存しない、定性面を把握する「事業性
評価」を活用した目利き力を十分発揮し、積極的な支援に取り組みます。
・下記事業者向け融資商品を推進します。
①企業活性化支援融資「飛躍」
②企業創業支援融資「つばさ」「つばさワイド」
③「ビジネスカードローン」
④「専用当座貸越アグレッシブサポート」

・「目利き能力」や「審査能力」の向上を図り、担保・保証に依存しない融資商品の販売推進を積極
的に行い企業の円滑な資金繰りの貢献に努めました。
・下記事業者向け融資商品の利用実績
①企業活性化支援融資「飛躍」16件39百万円
②企業創業支援融資「つばさ」・「つばさワイド」3件8百万円・1件3百万円
③「ビジネスカードローン」　5件38百万円
④「専用当座貸越アグレッシブサポート」　36件296百万円

地域密着型金融の取組みの進捗状況

個別項目の計画の進捗状況

取組方針

１. ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強
化

(1)創業・新事業支援

(2)経営改善支援

(3)事業再生

(4)情報提供機能の強化



３. 持続可能な地域経済への貢献

・ 総社市の人口増加策に貢献するため不動産情報の提供と住宅ローンの推
進、また子育て支援としてのイベントを開催します。
・相続、年金、経営等地域に役立つ各種相談会を開催します。また相談会の充
実を図るため、相談に対応できる職員を育成します。
・ 外部機関等との連携やビジネスマッチングの開催等を通じて、人的資源の活
用と情報ネットワークを利用した支援を行います。
・ アンケート調査の実施や「ご意見箱」の活用により、会員や利用者の方々のご
意見やニーズにお応え出来るよう適切な対応に努めます。

・定住促進を目的に地元工務店やハウスメーカーと協力して情報の提供をしています。
・子育て支援イベントとして令和1年8月に「キッズマネー教室」27名、「こども論語塾」37名の小学生
及び保護者に参加していただきました。
・年金や資産運用に関するあらゆる質問に対して、一人ひとりにあったアドバイスを行う人材育成に
力を入れ（就活カウンセラー資格等の取得）、年金受給手続きをはじめとする各種相談業務を積極
的に行いました。
・毎週日曜日には専門スタッフによる年金やローンなどの相談会を開催し、確定申告の時期には、
顧問税理士による税務相談会を開催しました。
・「お客様ご意見箱」を店舗窓口、ATMコーナーに設置し、お客様の声を収集し、金庫経営に反映さ
せています。

4. 内部管理態勢の強化

・ 総代会、総代懇談会によるガバナンス機能を強化します。
・ お客さまのご意見によるガバナンスの向上に努めます。
・ 経営内容の開示により外部からのガバナンスを強化します。

・令和1年11月に総代懇談会を開催し、名誉総代3名、総代49名の出席がありました。総代から生の
声を聞き金庫経営に役立てるよう努めています。
・日頃の営業活動の中で、一般会員からのご意見を聞くため、｢お客様の声・意見報告書｣のほか、
営業店に「何でも相談窓口」を設けており、役員、営業店長、渉外係が取引先等から収集したご意
見やご要望などについては、役員会で取り上げて審議しています。
・令和1年度もCSアンケートを実施し、お客さまから「きびしん」に期待すること、今後の要望等を参
考に、検討、改善に取組みました。

・ 「コンプライアンス・プログラム」を厳格に実施し、役職員のコンプライアンス意
識の醸成を図ります。
・ 苦情や業務上のミス等の再発防止に向けた取組みを強化します。
・ 金融商品取引法施行に伴う顧客への説明態勢の強化を図ります。
・反社会的勢力との関係遮断に係る態勢の強化を図ります。

・毎年「コンプライアンス・プログラム実施計画」を策定し、法令等遵守態勢の強化を図っています。
・総務部コンプライアンス統括室を置き、各部門のコンプライアンス状況把握・指導のため、臨店を
行っています。
・平成30年度に発生した不祥事件に関連して、お客様からの苦情等については、本部役員まで情報
共有出来るよう第一報を速やかに総務部コンプライアンス統括室及び監査部へメールすることとし、
また、3営業日以内に苦情等処理報告書を提出し迅速に対応することとしました。
・苦情は、すべて総務部コンプライアンス統括室が取りまとめ、主管部署で問題点を分析し対応策
等を協議するなど再発防止に役立てています。
・「金融商品の販売に係る勧誘方針」、「顧客勧誘説明管理要領」、「説明マニュアル」等を制定し、
顧客保護管理態勢の強化を図っています。
・「反社会的勢力の基本方針」、「反社会的勢力対応規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定
し、反社会的勢力との関係を遮断し排除する態勢の強化を図っています。

・ 信用リスク、市場リスク管理態勢の充実を図ります。
・ オペレーショナル・リスクに対する管理態勢を強化します。
・ 統合的リスク管理の向上を図ります。

・リスク管理の運用実態に沿った規程等の整備を図っています。
・問題債権や大口与信先など定期的に業況等を把握し、毎月開催される「ＡＬＭ委員会」及び「リスク
管理委員会」で状況の報告を行っています。
・「ポジション枠」、「リスク・リミット」、「損失限度額」を設定し管理しています。
・金利リスク量をコントロールする態勢を強化しています。
・事務リスクの重大性を認識し、リスクを軽減するため、「事務ミス報告」を活用し、営業店への事務
指導を強化し、内部管理態勢の強化を図っています。
・臨店監査及び苦情などで明らかになった不備・不適事項等についての改善・指導を行っています。

・ 多様化、高度化しているお客様のニーズにお応えできる職員の育成に努めま
す。

・コンサルティング能力、事業性評価と目利き力強化等のため、庫内研修に加え中国地区信用金庫
協会等主催の研修にも職員を派遣しています。

（3）リスク管理態勢の強化

（4）人材の確保及び育成

（1）ガバナンスの強化

（2）コンプライアンス態勢の強化



〈地域密着型金融の取組みに関する基本方針〉
お客さまとともに課題を解決する付加価値の高い金融サービス (課題解決型金融)の提供を通じて、お客さま満足

度の高い金融機関を目指します。また、フェイス・トゥ・フェイスのお客さまとの密接なリレーションを通じた、担保・
保証に依存しない融資の推進を基本とし、融資を通じた地域貢献を図ります。

〈中小企業の経営支援及び地域の活性化のための取組み〉
当金庫は、中小企業の経営力強化支援法に基づく認定経営革新等支援機関として、また、地域を支えるホームドクター

としての役割を担う信用金庫人を育てるとともに、関連機関と連携しながら、課題解決型金融に積極的に取組み、地
域社会の活性化、中小企業の再生、支援、金融円滑化等に積極的に取り組んでいます。

〈金融仲介機能のベンチマーク〉
当金庫は、「金融仲介機能のベンチマーク」をお取引先支援のための重要指標と位置付けることにより、金融仲介機

能を高め、お取引先の発展・成長に向けた課題解決や経営改善支援に積極的に取り組んでいます。
2020年3月末時点で当金庫をメインバンクとしてご利用いただいているお取引先企業は671先であり、融資や

本業支援などさまざまな取組みによって経営課題の解決の支援に努め、240先（35.76％）のメイン先で経営指標等
が改善しました。

地域密着型金融の取組み

当金庫メイン取引先数と全取引先に占める割合

ベンチ
マーク 「金融仲介機能のベンチマーク」に対する項目

2020年3月末 2019年3月末 2018年3月末

A　全取引先数 867 先 868 先 834 先

B　当金庫メイン取引先（単体） 671 先 638 先 654 先

割　合（B/A） 77.39％ 73.50％ 78.4％

2020年3月末 2019年3月末

メイン先 671 先 638 先

メイン先の融資残高 25,075 百万円 22,589 百万円

経営指標等が改善した先 240 先 202 先

2020年3月末 2019年3月末 2018年3月末

経営指標等が改善したメイン先にかかる３年
間の事業年度末の融資残高の推移 8,656 百万円 8,841 百万円 8,491 百万円

経営指標等が改善した先

●メイン先…当金庫の融資残高が１番多い先　●主な経営指標…売上高、当期純利益、就業者数等の増減

ベンチ
マーク

ベンチ
マーク

地域とともに



地域密着型金融の取組み
本業支援
　中小企業の経営支援に関する態勢整備

本部に事業支援室を設置し、営業店には事業支援委員を配置して、お客さまの経営をサポートする体制を図ってい
ます。また、2019年度は、倉敷市や総社市のまちづくりに対し、「まちづくり支援室」を発足し、地方創生事業と
の連携を強化する体制を整えました。

お客さまの課題の理解を深め、お客さまとともに解決していく地域密着型金融を目指し、外部専門家と連携して、
企業価値を高めるコンサルティング活動を行うなど、直接、間接的にお客さまの経営改善支援に取り組んでいます。

2019年度 2018年度

外部専門家を活用して本業支援を行った取引先数 45 先 68 先

2019年度 研修回数 参加者数

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 18 回 265 名

ベンチ
マーク

ベンチ
マーク

吉備信用金庫はお客さまの経営課題に共に向き合い適切なソ
リューションを提供します。

本業支援の取組み

事業支援室
お
取
引
企
業

担保・保証に依存しない融資

ニーズ・課題の把握

営
業
店
事
業
支
援
委
員

〈きびしん〉経営相談

成長支援 ●新しい販路を開拓したい
●人脈を広げたい

創業支援 ●創業の準備をしたい
●ビジネスプランを考えたい

事業継承 ●後継者を育成したい
●具体的な手続きを知りたい

経営改善 ●リファイナンスをしたい
●支援機関の支援を受けたい

中小企業
診断士

本　部

事業性評価を踏まえた対話

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

与信先数 109 先 172 先 480 先 43 先 63 先

融資残高 3,526 百万円 4,598 百万円 16,641 百万円 1,122 百万円 2,602 百万円

ライフステージ別の与信先数及び融資額
ベンチ
マーク

創業期
創業支援について積極的に取り組み、地元商工会議所・商工会等の外部専門機関と連携し、夢の実現を応援し

ています。2019年度は23先のお取引先企業の創業、第二創業支援に取組みました。

2020年3月 2019年3月

当金庫が関与した創業件数 21 件 18 件

当金庫が関与した第二創業件数 2 件 3 件

当金庫が関与した創業、第二創業の件数
ベンチ
マーク

（2020 年 3月 31日現在）

（2020 年 3月 31日現在）

〈ライフステージに応じた取引先企業の支援強化〉

地域密着型金融の取組み



地域とともに

地域密着型金融の取組み
成長・安定期

円滑な資金供給に向け、取引先企業のニーズに対応した迅速かつ有効な融資商品の開発及び提供に努めるとと
もに、不動産担保や個人保証に依存することなく、事業内容に適した融資手法に引き続き取組んでいます。また、
医療・介護・環境等の分野においても、専門性を高めることにより、企業の発掘、育成に努めています。

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及び融資残高 232 先 7,493 百万円

上記計数の全与信先数及び当該与信先の融資残高に占める割合 26.45％ 21.25％

事業性評価に基づく融資の状況

地元中小与信先数 地元中小向け融資残高 無担保融資先数 無担保融資残高 先数割合 残高割合

地元中小企業与信先
における無担保与信
先数、及び、無担保
融資額の割合

2019 年度 867 先 28,489 百万円 260 先 4,205 百万円 29.99％ 14.76％

2018 年度 868 先 28,124 百万円 254 先 4,271 百万円 29.26％ 15.19％

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

事業性評価…お取引先企業の財務データや担保・保証に捉われず、取引先企業との対話を通じて事業の内容や成長の可能性な
　　　　　　どを適切に評価することを言います。

2020 年 3 月 2019 年 3月

地元の中小企業与信先数 867 先 868 先

無保証メイン先数 15 先 309 先

上記与信先のメイン取引の割合 1.73％ 35.60％

地元の中小企業与信先のうち、無保証のメイン取引先数の割合

個々の取引先企業のニーズに対応した迅速かつ有効な情報の提供や、県下8信用金庫合同の「ビジネス交流会」
への参加機会を提供しています。2019年9月に行われた「ビジネス交流会」には金庫お取引先28社が参加され、
17件のビジネスマッチング成約がありました。

低迷・再生期
本部・営業店が一体となり新規融資や返済条件変更等のご相談・お申込みに対し適切に対応し、2019年度は、

外部支援機関、外部専門家等との連携を強化し、経営改善計画書の策定やモニタリング等による経営改善支援、
事業再生支援に積極的に取組み、貸付条件変更を実施しているお取引先企業のうち、63.4％の企業が順調に改
善しました。

　
条件変更数 好調先 順調先 不調先

中小企業の条件変更先に係る経営改善計画の進
捗状況

63 先 6 先 34 先 23 先

ベンチ
マーク

ベンチ
マーク

ベンチ
マーク

ベンチ
マーク

（2020 年 3月 31日現在）

（2020 年 3月 31日現在）

再生期

●無保証メイン先は信用保証協会、保証会社および個人保証がないメイン先数です。



地域密着型金融の取組み

2019 年度

新規に無保証で融資した件数 68 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 10.41％

保証契約を解除した件数 19 件

経営者保証に関する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） 0件

「経営者保証に関するガイドライン」への取組み
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等の状況を把握し、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。

2020 年 3 月 2019 年 3月

ガイドラインの活用先数 26 先 25 先

全取引先数に占める割合 2.99％ 2.88％

経営者保証に関するガイドラインの活用先数及び全取引先数に占める割合
ベンチ
マーク

きびしん地域振興支援制度の取組み　〜吉備の新風〜
新規創業・第二創業者を応援します。

吉備の新風とは、地域振興に役立つ事業を支援することを目的に、地域に新たな風を吹き込む起業者・
新規事業者を毎年募集し、優れた事業者に対して表彰し助成する制度です。

特定非営利活動法人　子育てサポートもみの木
保育関連事業
岡山市北区足守844-2　086-897-5209

AI 株式会社 訪問看護ステーション one^room
訪問看護事業
総社市中央1丁目2-13　高杉事務所2階　090-7974-5724

API カンパニー株式会社
障がい者福祉サービス
総社市中央5丁目9-102　090-5263-6155

珈琲焙煎所　豆　Lab.
コーヒー豆の卸売・小売
総社市総社1丁目8-7　080-2917-1804

カラダメンテナンス treat
リラクゼーション
総社市中央4丁目14-113　2F　090-9779-8297

シンノビヨウシツ
美容業
総社市総社3-6-11　080-3878-4158

石井建設
足場仮設工事
倉敷市真備町妹1379-3　090-4692-5550

田村モーターサービス
自動車販売整備業
倉敷市真備町箭田862-4　090-7995-3339

浅野遊漁
釣り漁船
倉敷市真備町上二万2247-3　090-1187-0203

ナカタサービス
機械販売・工場レイアウト設計
倉敷市真備町服部740　080-1935-8368

特定非営利活動法人　心ひとつに
保育・日中一時支援事業
総社市井手147-5　0866-93-0334

ちいさなおうち美容室 Hiyori 
美容業
倉敷市真備町箭田1226-22　086-698-4432

2019年度受賞者
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