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は じ め に      

当金庫の平成 15年 4月～17年 3月のリレーションシップバンキングの機能強化計画の全体

的な進捗状況、達成状況、分析・評価及び今後の課題は次のとおりと考えております。

１．全体的な進捗状況

「リレーションシップバンキングの機能強化計画」に基づく平成 15・16年度の 2年間

の「集中改善期間」では、地域との約束として、（当金庫の）身の丈に合った各種施策を

策定し、粛々と取組んでまいりました。また、計画には盛込まなかったものの、機能強化

策の一環とする施策にも積極的に取組んでまいりました。

この結果、全体的な進捗状況については、一部に進捗状況の遅れがみられたものもあり

ましたが、概ねスケジュールどおりの進捗であったと認識しております。

２．計画の達成状況

各計画における個別項目への取組みにおいては、態勢の整備・充実を目標とした取組み

及び具体的な実績に結びつけることを目標とした取組みを実施し、計画期間内にはそれぞ

れにおいて具体的な成果があらわれ、計画は概ね達成されたものと評価しております。こ

の概要については、以下のとおりです。

（１）中小企業金融再生に向けた取組み

【創業・新事業支援機能強化】

　創業・新事業に対する相談機能の仕組みを整備（小田原商工会議所内の中小企業支

援センターとのタイアップスキームの再構築）する一方で、企業に対する目利き能力

等の向上を目的として人材を育成いたしました。これにより、担当者の審査能力が向

上し、融資審査態勢の強化が着実に図られました。

【取引先企業に対する経営相談・支援機能強化】

取引先企業に対する経営相談の取組みの一環として、経営情報やビジネス・マッチ

ング情報等の提供を狙いとしたビジネスポータルサイト「しんきん経革広場」を当金

庫のホームページ上に立上げ、その活用と定着に努めました。具体的に取引先企業の

ビジネス・マッチングが仲介できた事例もあり、成果を上げることができました。

また、経営相談特別班（審査部、現在は営業統括部）が「経営改善指導」を継続し

て実施するとともに、各営業部ブロックに配置した債権管理部リーダーが中心となっ

て初期延滞防止を強化し、要注意先等債権の健全化及び不良債権の新規発生防止に努

めました。

【早期事業再生に向けた取組み】

各種スキームの活用に向けたノウハウの吸収やスキルアップに努め、中小企業再生

支援協議会に積極的に案件を持込む等、早期事業再生に向けた取組みを着実に展開い

たしました。

【新しい中小企業金融への取組み強化】



格付精度向上のため、外部データ（中小企業信用リスク情報データ：ＣＲＤ）を利

用した信用リスクデータの整備をすすめ、適正貸出金利の設定や審査業務の高度化の

検討に着手いたしました。

【顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化】

顧客への説明態勢を整備する目的で、各種規定等の見直し・改定作業をすすめ、平

成 16 年度からその運用を開始するとともに、庫内研修等を積極的に実施して、職員

の説明能力及び相談・苦情処理への対応能力の向上を図りました。

（２）健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

【健全性の確保】

適切な自己査定や償却・引当を行うため、自己査定規定の見直し・改定を行い、担

保評価精度の向上を図る態勢を整備いたしました。

【収益性の向上】

中央機関である信金中央金庫の経営コンサルティングを活用し、収益性向上におけ

る課題について再確認するとともに、保険窓販業務の積極化等により、手数料収入の

拡大に努めました。

３．計画の達成状況に対する分析・評価

上記進捗状況のとおり、個別計画毎にみると一部に進捗状況の遅れがみられたものもあ

りましたが、「リレーションシップバンキングの機能強化計画」に対する役職員の理解・

意識の高まりから概ね計画の達成に至ったものと考えております。

また、各種取組みの成果が確実にあらわれてきていると評価しております。

４．今後の課題

「リレーションシップバンキングの機能強化計画」に基づく平成 15・16年度の 2年間

の「集中改善期間」では、すべての役職員が今まで以上にその本質に対する理解を深め、

真剣に地域と向かい合いながら、その本質を具現化すべく、中小企業の再生と地域経済の

活性化等に向け、計画に沿って粛々と各種施策に取組んでまいりました。

今後の課題は、これらの取組みを継続して実施していくとともに、その成果を一つひと

つ積み上げながら、持続可能な地域社会づくりに向けて当金庫の役割を十分に果たしてい

くことであり、目利き能力の向上などの他、債務者レビューの精度を高めるべく、人材の

育成等を一層要すると認識しており、役職員が一丸となって取組んでまいります。



地域密着型金融推進計画

１． 計画期間

平成１７年度～平成１８年度（平成 17年 4月 1日～平成 19年 3月 31日の２年間）

２． 経営理念

・「地域社会との共生」

さがみ信用金庫は、店舗のある地域社会の中小企業、地域内のすべての人々と共に

あります。喜びも痛みも分かちあい、地域社会の一員として行動し、その役割を果

たします。

・「豊かさへの貢献」

さがみ信用金庫は、地域、お客様、金庫、職員の心と物の豊かさを追求していきま

す。将来に向かって共に成長し栄えていくことをめざします。

３． 経営方針

・地域のみなさまから愛され、信頼される信用金庫をめざします。

・堅実経営により地域社会の繁栄に貢献できる信用金庫をめざします。

・チャレンジ精神にあふれる人材の育成に努め、生きがい、働きがいのある信用金庫を

めざします。

４． 経営環境

平成 17年 4 月にペイオフの解禁が拡大され、お客様の金融機関を選別する目は今まで

以上に厳しさを増しております。

また、同じく 4月から完全施行となった個人情報保護法に基づき、金融機関を含め、個

人情報を取り扱う事業者に対しては、その適正な取得、利用、管理のための制限や義務が

課せられる等、従来「営業機密」や「経営資産」であった個人情報は、「お客様からの預

かりもの」「漏洩時には経営を揺るがすリスク」と認識するに至りました。

さらには、固定資産の減損会計の強制適用に加え、平成 19 年 3 月末に適用が予定され

ている新自己資本規制（バーゼルⅡ）への対応準備も待ったなしとなり、今後とも当金庫

を取り巻く経営環境は厳しい状況が続くものと認識しております。

一方、当金庫の営業地域（小田原市を中心とした神奈川県西部地域）の経済状況につい

ては、ここ数年回復基調を持続してきたものの、ここにきて踊り場的な局面を迎えており

ます。

当金庫が四半期毎に実施している県西地区景気動向調査によると、企業の景況感をあら

わす業況判断ＤＩ（全業種総合）は、3～4年前を大底（▲50台）に改善基調が続き、▲

15～▲20のレベルまで回復しましたが、その後は一進一退で調整局面入りとなっており

ます。

業種別にみると、製造業と不動産業がここ 1 年を通じて堅調に推移し、しばらく低迷

していたサービス業の持ち直しが鮮明となったほか、建設業においても徐々にではあり

ますが着実な改善が見られております。一方で、小売業においては依然厳しい状況が続



いております。

また、当地の伝統的地場産業である木工業では、企業数が年々減少してはいるものの、

個別のブランドを生かした種々の企業努力を継続しているほか、当地のもう一つの特色

である観光地箱根、湯河原の旅館、観光関連サービス業においては、新たなサービスの

導入や設備改善の取組みにより持ち直しの動きがみられております。

なお、現在までに、売上の不振と資金繰りの厳しさから高い水準で推移してきた倒産

件数もピークを越え、地価の下落率もここ数年▲4％前後で推移する状況であり、下落幅

は小さくなっております。

こうした経営環境下にあって、当金庫は地域の再生・活性化、地域における起業支援

など中小企業金融の円滑化及び当金庫自身の経営力の強化をめざし、地域密着型金融の

一層の推進を図りつつ、金融改革プログラムに基づき本計画を着実に実行してまいりま

す。

５． 当金庫の特性

当金庫は、これまでお客様一人一人の顔が見える‘Ｆａｃｅ ｔｏ　Ｆａｃｅ’を標榜

した取引で地域密着に力点を置いた経営を実践してまいりました。これにより、信用金庫

全般に共通する「近くて便利」「きめ細かで親切」が培われてきたこと、さらには、「県西

地区唯一の信用金庫」であることを最大の強みとしております。

「 近 く て 便 利 」        ～ ・営業地区内に 39店舗、34ヶ所のＡＴＭコーナーを有する県
西地区最大のネットワーク

・「全店 4時までの窓口営業」を実施
・4 ヵ所にローンセンターを開設して土・日・祝日（12 月 31
日～1月 3日を除く）のローンの受付、相談業務を充実

「きめ細かで親切」       ～ ・常に‘Ｆａｃｅ ｔｏ　Ｆａｃｅ’を標榜した渉外活動等を
実践し、定期的に各分野の専門家による無料相談会（法律相

談、経営相談、税務相談）を開催するなど、地域の顧客に対

して、「経営から暮らし」に至るまでの様々な相談の場を提

供

「県西地区唯一の信用金庫」 ～ ・県西地区唯一の信用金庫として、その役割と責任を認識し、

地域の金融システムの安定化や地域経済の発展に貢献

６． 基本目標（目指す姿：「高いコンサルティング機能を持つ、安心で便利な信用金庫」）

当金庫は、中期総合経営計画「ステップアップ‘３・４・５’（平成 15 年 4 月 1 日～平

成 18 年 3 月 31 日）」に基づいて旧アクションプログラムを策定し、「強固な経営基盤を築

き健全で信頼される信用金庫」「顧客指向に徹し戦略的でお客様の役に立つ信用金庫」

「地域・職員と共に透明性のある誠実な信用金庫」を基本目標に、地域の再生と金庫の活

性化を目指してまいりました。その評価は相応の結果が得られたと判断しております。

本計画においても、引き続きこれらを確保、継続し、「安全と安心」をベースに一段の

利便性の向上を目指します。また、リスク管理を重視した経営の実践に加え、コンサルテ

ィング機能を高めるための人材育成をすすめ、高いコンサルティング機能を持つ、安心で

便利な信用金庫として、お客様が有する多様なニーズを誰よりも理解し、今まで以上に「お

客様の目線」に立った経営を実践してまいります。



具体的には、地域における取引先企業の新規創業・成長支援、事業再生、金融の円滑化

に向け、引続き融資審査態勢の強化を図る一方で、一歩踏込んだ実践的な人材（企業の将

来性や事業の評価ができる目利き力を持つ）の育成、コンサルティング機能を充分に発揮

できる態勢を強化して、再構築した創業支援に係る受付・相談スキームや担保・保証に過

度に依存しない融資商品開発の推進を図ってまいります。特に、事業再生では従来の企業

再生を経営支援の延長線と捉えてすすめてきた取組みの中で、企業再生への取組みスタン

スを明確にし、新たな再生手法の活用を視野に入れながら、取引先におけるニーズを掘り

起しつつ、取組みを積極化してまいります。

これらを確実に実践していくため、経営支援において実績のある「経営相談特別班（中

小企業診断士４名：営業ブロック毎に配置）」のこれまで以上の効果的な活用を図るとと

もに、有資格者の活用や必要に応じて外部専門機関との連携をすすめるなど、コンサルテ

ィング機能を高めながら事業再生を含めた地域密着型金融の推進に積極的に取組んでま

いります。

加えて、地域経済の再生・活性化への取組みのみならず、当金庫自らの経営力の強化に

向け、リスク管理態勢の充実、収益管理態勢の整備や収益力の向上、利用者保護の観点か

らも法令等遵守態勢の強化を図ってまいります。そのため、具体的な計画を確実にクリア

ーすべく、引続き、第 1に地域貢献のバロメーターとして貸出金利息収入が安定的に推移

するよう具体的施策を講じ、第 2に手数料収入等非金利収入の新たな収益源を創造し、第

3に余裕金の効率的な運用を行っていくことととし、一段と「収益力のある」「健全性の高

い」体質づくりをすすめてまいります。それには地域のお客様の利便性向上に資すること

が重要な経営課題と認識し、全店４時まで窓口営業の継続、ローンセンター４ヵ所による

土・日・祝日営業、専門家（弁護士、税理士等）との連携を強化することをはじめ、サー

ビスの向上に取り組んでまいります。

これにより、「不良債権処理」と「自己資本の充実」という当金庫の経営課題について

も、さらなる改善が図れるものと考えております。

７． 業績目標

地域社会・地域経済の発展に貢献するとともに、お客様に安心してお取引いただける強

靭な経営体質の構築と一層の健全性の向上を目指し、達成すべき業績水準として以下の基

本業績目標を設定いたします。

【基本業績目標】

平成１７年度 平成１８年度

預 貸 率      ５０ ％程度 ５３ ％程度

業 務 純 益      ２９ 億円 ３７ 億円

Ｏ Ｈ Ｒ      ７３ ％程度 ６８ ％程度

自己資本比率      ７.５ ％以上 ８.０ ％以上

不良債権比率      １４ ％以下 １０ ％程度

※この基本業績目標は、将来の業績を保証するものではなく、経営を取り巻く環境の変化等によ
るリスクや、不確実性を内包しておりますことにご留意下さい。

※ＯＨＲ＝粗利益経費率



８．計画期間中に推進する事項

（１）事業再生・中小企業金融の円滑化《コンサルティング態勢の強化》

【取組方針】

地域において当金庫が果たすべき役割を再認識しつつ、活力ある地域社会の実現を

目指し、地域の再生・活性化、地域における起業支援など中小企業金融の円滑化を進

めていくために、当金庫独自の取組みを実践してまいります。

当地域には中小零細企業が多く、創業・新事業展開や経営改善、事業の再生などへ

の専門的なコンサルティングに対する金融機関への期待は非常に高く、またその相談

先も本音で相談できる地域金融機関、特に当地域唯一の信用金庫である当金庫への期

待が大きいとの認識に立ち、地域の取引先の役に立つ、コンサルティングに強い信用

金庫を目指し、コンサルティング機能の充実を図るべく態勢を整えるとともに人材の

育成にさらに力を入れ、各種の施策に積極的に取組んでまいります。

（２）経営力の強化《リスク管理経営の実践》

【取組方針】

収益力向上とリスク管理の強化が経営力の強化と認識しております。当金庫は、中

小企業や地域経済から期待される役割が増していることを確実に受け止め、これらを

果たすために、自らの経営基盤を磐石なものとするとともに、経営の健全性に対する

お客様の信頼を確保していくことが必要不可欠であると認識しております。

このため、リスク管理態勢の充実、収益管理態勢の整備と収益力の向上、ガバナン

スの強化、コンプライアンスの強化を着実に実施していくことにより、リスク管理と

収益管理を同軸として捉えた経営を押し進め、経営力の一層の強化に取り組んでまい

ります。

リスク管理態勢の充実については、総合信用リスク管理システムの早期稼動により

信用リスクの計量化を早期に実現することにより、市場リスク・信用リスク・オペレ

ーショナルリスクを統合させたリスク管理態勢の整備を進めてまいります。また、収

益力の強化は喫緊の課題との認識のもと、収益管理態勢の整備を進めるとともに、こ

れまでの金融仲介サービスの一層の深耕と預り資産営業の拡充により、収益力の一層

の強化を目指していきます。さらに、会員の意見を経営により一層反映させていくと

ともに、コンプライアンス統括部門や監査部門等による実効性の検証態勢を充実させ、

強固なコンプライアンス態勢を実現してまいります。

なお、自己資本比率については、率のみを求める姿勢ではなく、８％台を維持する

ことに主眼を置き、地域貢献を優先に考えてまいります。

（３）地域の利用者の利便性向上《お客様目線に立った行動の実践》

　　　【取組方針】

当金庫は、地域金融機関として地域のお客様の利便性を一番に考え、午後４時まで

の窓口営業時間の延長をいち早く採り入れるとともに、土・日・祝日営業のローンセ

ンター4ヵ所を開設するなど、地域のお客様の利便性向上に早くから取り組んでまい



りました。

今後は、さらにお客様の目線に立った地域密着度の高い経営を目指し、当金庫に預

けられた預金等がどう当地域のために活かされているかなどについても、分かりやす

い情報開示をより一層進めていくとともに、会員や地域のお客様とのコミュニケーシ

ョンを一層高め、意見を経営等に反映する態勢を整えることにより、真に利便性のあ

る営業態勢の構築に取り組んでまいります。また、当地域唯一の信用金庫として、以

前から積極的に取り組んでいるＴＭＯなどへの人的貢献についても、地域活性化のた

め引き続き積極的に取り組んでまいります。

以　上


