
地域密着型金融の取組み状況について

（平成２４年度）
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当金庫では、これまで「リレーションシップバンキングの機能強化計画（平成１５年度～平成１６年

度）」、平成１７年度より順次策定してきた「地域密着型金融推進計画」に基づいて、さまざまな施策

を積極的に実践してまいりました。

平成２３年度にスタートした「中期経営計画（平成２３年度～平成２５年度）」のもと、地域密着型

金融についても中期経営計画に示された方向性と同一であるとの認識により、取組みを深化させてまい

りました。平成２３年度からの「地域密着型金融推進計画」は、地域密着型金融を信用金庫の本業と位

置づけて、より高い完成度を目指し、「中期経営計画（平成２３年度～平成２５年度）」 を踏まえた

３つの基本方針を中心に作成しております。

今一度、信用金庫の原点に立って、お客さまのことをよく知り、お客さまによく知っていただく取組

みをより一層高めていきたいと考えております。

＜基本方針＞

① お客さま・地域のニーズを十分に把握し、応える取組みとします。

② お客さま・地域の成長とともにさいしんも成長できる、持続可能な取組みとします。

③ 専門性の高い金融機関として、お客さまを支える取組みとします。

地域密着型金融の推進に関する基本方針地域密着型金融の推進に関する基本方針
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（１）ライフステージに応じた取引先企業の支援

（２）ビジネスマッチングによる販路獲得等の支援

（３）コラボ産学官による技術課題解決支援、経営課題解決支援

（４）海外進出支援

（５）外部専門家・外部機関等との連携

１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮

重点項目の具体的取組み重点項目の具体的取組み

２．地域の面的再生への積極的な参画２．地域の面的再生への積極的な参画

３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信

（１）地域の活性化につながる多様なサービスの提供

（２）地産地消をテーマとした埼玉県産品の推奨・後援

（３）金融経済教育への積極的な取組み

（１）ホームページ、ディスクロージャー誌における積極的な情報開示

（２）マスメディアを活用した積極的な情報発信

（３）さいしん景況レポートの発刊
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１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮１．お客さまに対するコンサルティング機能の発揮

●●中小企業の経営支援に関する態勢整備中小企業の経営支援に関する態勢整備

○埼玉県中小企業再生支援協議会との連携強化
経営改善・事業再生等への取組みを実施しております。

平成２４年度実績・・・１０件（うち資本性借入金（ＤＤＳ）４件）

○ＴＫＣ関東信越会との提携
「経営改善計画策定支援サービス」の取扱いを開始しました。

平成２４年度実績・・・１３先

○関東経済産業局主催の「中小企業支援ネット

ワーク強化事業」を活用
お客さまの経営課題解決のため、無料コンサルタントの派遣

を行いました。

平成２４年度実績･･･２５先

当金庫は、お取引企業の経営課題解決に向けて、埼玉県中小企業再生支援協議会や外部専門家と連携し、

適切なソリューションの提案を行っております。

平成２４年度の主な取組み事例平成２４年度の主な取組み事例

○公益財団法人さいたま市産業創造財団主催の

「さいたま市経営改善プログラム」を活用
独力では経営改善計画の策定が困難な小規模事業者の計画

策定支援を実施しました。

平成２４年度実績･･･９先

○「さいしんＡＢＬ」の取扱開始
お客さまの資金調達手段の多様化を図るため、これまで担保

としてあまり活用されてこなかった「動産・売掛金担保」を活用

することを目的に、「さいしんＡＢＬ」の取扱いを開始しました。

平成２４年度実績･･･４先
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●●中小企業の経営支援に関する取組状況中小企業の経営支援に関する取組状況

＊資本性借入金（ＤＤＳ）とは･･･
ＤＤＳとは、「Debt Debt Swap」の略で、デット（通常借入金）をデット（資本性借入金）にスワップ（転換）することです。資本性借入金
は資本不足に直面しているものの、事業の将来性・経営改善の見通しがある企業に対し、バランスシートの改善を早期に図り、経営改善につな
げていくことを目的とした借入金です。
金融機関の既存の借入金を他の債権よりも劣後ローン化する金融手法で、債務超過の解消が早期に図れるなどの効果があります。

当金庫では、お取引先企業の経営改善に向けたさまざまな施策の提供や提言を行っております。

メインバンクとして事業再生に向けた取組みを強化し、埼玉県中小企業再生支援協議会の活用や埼玉県信用保

証協会や各金融機関との調整を図り、製造業を中心としたお取先企業の４社に資本性借入金（ＤＤＳ）＊を導入

しました。

経営改善・事業再生・業種転換等の支援経営改善・事業再生・業種転換等の支援
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▶ コラボ産学官埼玉支部＊の活用による経営サポート

事業の４本柱事業の４本柱

創業創業・・成長段階における支援成長段階における支援

＊コラボ産学官埼玉支部とは･･･
平成１８年３月に埼玉縣信用金庫が設立した産学連携支援の会員組織（会員企業数：設立時３２６社、平成２５年３月末現在：７０３社）

①「技術課題相談会」
お取引先企業の技術的な課題を解決するために、外部機関と連携して各

機関から専門家を派遣し、専門的なアドバイスを実施しています。平成２
４年度は計５回開催し、７７社にご参加いただきました。

②「経営課題相談会」
中小企業診断士、社会保険労務士をはじめとした各分野のエキスパート

が、あらゆる業種の経営相談に対応しております。平成２４年度は９回開
催し、４１社にご参加いただきました。

③「産学交流セミナー」
産のニーズと学のシーズのマッチングを期して大学の先生との関係作り、

研究室や施設見学、参加企業と大学関係者等との交流会を開催しています。
平成２４年度は計３回開催し、１６４名にご参加いただきました。

④「海外ビジネスセミナー」
中小企業における海外進出のニーズに対応するため、信金中央金庫や

ＪＥＴＲＯ等に協力依頼し、今後、海外進出を検討している企業や既に海
外進出をしている企業に対して講演会や個別相談会を実施しました。平成
２４年度は「ＡＳＥＡＮ投資環境とビジネスの可能性」をテーマに４７名
にご参加いただきました。
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▶ ビジネスマッチングの場の提供

平成２５年１月３０日、３１日の両日、さい
たまスーパーアリーナにおいて“国内最大級の
ビジネスマッチングイベント”「彩の国ビジネ
スアリーナ２０１３」を、県内金融機関と共に
主催者として開催しました。

▶ さいしん新現役交流会の開催

平成２５年２月１２日、東部地域振興ふれあい拠点施設ふれあいキュー
ブにて、関東経済産業局、埼玉県産業振興公社との共催により「新現役交
流会」を開催しました。お取引先企業２３社と新現役９９名による面談形
式の交流会を行い、多様化する経営課題の解決への対応を行いました。

＊新現役とは・・・
主に大手企業を退職したOB人材が中心。長年の勤務で得た知識・経験・
人脈を活かし、中小企業の経営改善に貢献したいという意欲ある人材。

▶ さいしん女性創業セミナー開催

平成２４年９月２６日、上尾支店３階会議室にて「創業・ベンチ
ャー支援センター埼玉」との連携により、埼玉県の推し進める「ウ
ーマノミクス」プロジェクトへの積極的な参画、創業に興味のある
女性の創業意識醸成の
場とすることを目的に、
「さいしん女性創業セ
ミナー」を開催しまし
た。１８名のお客さま
にご参加いただき、女
性創業者（当金庫お客
さま）の体験談、参加
者同士のディスカッシ
ョン等を行いました。
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▶ さいしん海外視察研修の実施

平成２４年１１月１８日から５日間の日
程でタイ視察研修を実施し、アジアビジネ
スに関心が高いお客さまにご参加いただき
ました。東洋のデトロイトと呼ばれる自動
車産業の集積地を訪れ、日系進出企業の工
場見学、タイ人材育成機関やＡＳＥＡＮ最
大規模の国際見本市などを視察しました。
また、信金中央金庫バンコク駐在員事務

所でタイ進出セミナーを開催しました。

埼玉県等との共催による合
同企業面接会を７月､１０月､
１１月に開催しました。全３
回の開催で、参加企業８２社、
学生の参加者総数は７２２名
となりました。
企業の皆さまの雇用機会の

確保、厳しい就職環境にある
学生の皆さまの双方にとって
有益な面接会となりました。

▶ 合同企業面接会の開催

▶ さいしん若手経営塾による経営力向上支援

さいしん若手経営塾は平成
２１年１０月に開講し、これ
まで各期５０名、合計２００
名の若手経営者・事業継承者
が年６回の経営セミナーを通
じ、経営者としての意識の醸
成、経営管理手法と実務知識
の習得、人脈ネットワークを
形成し、経営力向上を図って
います。
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▶ さいたマーチへの参画
平成２４年１１月２４日、２５日の２日間、さいたま

市で初めての開催となるウォーキングイベントに地元金
融機関として協賛しました。
当金庫役職員とその家族の約３７０名が参加し、地域

の皆さまとともに「さいたま市」を盛り上げるお手伝い
をしました。

▶ 金融経済教育への取組み

当金庫では、学生や児童の社会体験事業に協力して、
地域における金融経済教育をお手伝いしています。平成
２５年３月には、例年の夏休みに加え、お取引先企業へ
出向く形式の「出張キッズスクール」を開催しました。
キッズスクールでは、お金に関するクイズや窓口体験、

サッカースクール等を通じて、小学生や就園児がお金に
関する知識を楽しく学びました。

２．地域の面的再生への積極的な参画～地域の活性化に関する取組状況～２．地域の面的再生への積極的な参画～地域の活性化に関する取組状況～

▶ 営業店における地域交流

商工会議所常議員や商工会総代等の役員に就任し、地域経済の活性化に取り組んでおります。
この他、営業店ロビーでの作品展開催、イベントへの参加、小中学生の職場体験等、さまざまな形で地域と関わって

おります。
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▶ ホームページのリニューアル

平成２４年１２月、ホームページを７年ぶりにリニュー
アルしました。見やすさと使いやすさに加え、多様化する
お客さまのニーズにお応えできるようにデザインを一新し
ました。
さらに、スマートフォン専用サイトも新設しました。

▶ ディスクロージャー誌の発行

ディスクロージャー誌を活用した積極的な情報開示に努めております。
平成２４年３月期よりミニディスクロージャー誌については業務報告書を

兼ねる形にして会員さまへ郵送することにより、当金庫の活動についての周
知を図りました。

３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信

リニューアルリニューアル
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２０４件

２５０件

３２０件

１９８件

実 績

２００件

２５０件

３００件

２００件

計画策定件数

取組先数

経営課題の相談件数

創業・新規事業支援融資

目 標

経営改善

成長段階・事業承継

創業・新規事業開拓

ライフステージ

81.6%8.8%1.1%204 210 22 250 22,006 合 計

81.6%8.8%3.9%204 210 22250 6,360 小計（②～⑥の計）

－－0.0%0 0 0 0 25  ⑥破綻先

100.0%0.0%1.7%4 4 0 4 231 ⑤実質破綻先

91.7%8.3%4.0%33 28 3 36 890 ④破綻懸念先

84.6%26.9%12.4%22 15 7 26 210 ③うち要管理先

78.8%6.5%3.7%145 163 12 184 5,004 ②うちその他要注意先
要注意先

－0.0%0 0 0 15,646①正常先

αのうち再生計画
を策定した先数

δ

αのうち期末に債
務者区分が変化し

なかった先数
γ

αのうち期末に債
務者区分がランク

アップした先数
β

うち
経営改善支援
取組み先数

α

期初
債務者数

Ａ

再生計画
策定率

δ/α

ランクアップ率

β/α

経営改善支援
取組み率

α/Ａ

計数目標対実績【平成２４年４月～平成２５年３月】

経営改善支援等の取組み実績【平成２４年４月～平成２５年３月】 （単位：先数）

主要計数について主要計数について

注１ 期初債務者数及び債務者区分は平成24年4月当初時点で整理しました。
注２ 債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業者を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先は含みません。
注３ βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しております。なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβには含

めておりません。
注４ 期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めております。
注５ 期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については(仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）

期初の債務者区分に従って整理しております。
注６ 期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めておりません。
注７ γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しております。
注８ みなし正常先については正常先の債務者数に計上しております。
注９ 「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「RCCの支援決定先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」

※創業・新事業支援融資
起業家育成資金「独立開業貸付」「新事業創出貸
付」、「女性起業家支援貸付」、チャレンジサポー
トローン、ドクターローンβ・γ等


