
全体的な進捗状況、計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 
 

１．１５年４月～１７年３月のﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能計画の全体的な進捗状況、計画の達成状況、計画

の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題 
 当金庫がﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ機能強化計画に記載した施策については、基本的に中期経営計画（平成１４

年度～平成１６年度）に示された方向性と同一との認識の基、計画の実行に取組んだ結果、ほぼ計画通り

達成することができました。しかしながら、創業・新規事業支援機能等の一部には、今後も改善及び検討

が必要と考えております。 
なお、今後も引続き、中小企業の再生支援体制の強化、経営の健全性の確保、収益性の向上等を図ること

により、地域金融機関として地域への貢献を行っていく所存です。 
 
２．項目別進捗状況、計画の達成状況、計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題   
（１）中小企業金融の再生に向けた取組み 
○創業・新事業支援機能等の強化 
・外部研修参加、外部講師を招いての研修を実施し、融資審査能力の向上を図りました。 
・創業、新事業支援強化のため、国民生活金融公庫・商工組合中央金庫・中小企業金融公庫との提携を

開始したが、実績は一部に留まっており、今後有効活用の環境作りを進めていく。 
○取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
・中小企業金融再生に向けた人材育成は計画通り進捗した。 
・平成１７年３月末までに１１９先を経営支援対象として取組み、４１先についてランクアップ（債務

者区分の改善）を図りました。 
・財務状況等の提供により、現状に係る共通認識が形成されたが、今後も継続的な職員のスキルアップ

を図っていく。 
・金融機関の弱い面である非財務面を補うために、ビジネスサポート事業（技術援助、産学官交流事業）

を開始し今後も継続的課題と認識しています。 
・ビジネス・マッチング情報の提供を行うため、信用金庫業界全体での「しんきんビジネス・マッチン

グサービス」を開始し、また、「埼玉県ビジネス情報交流会」を供催し、今後も継続実施を予定してい

ます。 
 ・経営相談・支援機能を強化するため取引先１４０２先へ財務診断表の提供を実施しました。 
○早期事業再生に向けた積極的取組み 
・早期事業再生を図るため、埼玉県中小企業再生支援協議会へ１１案件の持ち込みを実施ました。 
・ＤＥＳ、ＤＤＳ、ＤＩＰファイナンスについては活用準備に留まっており、今後は個別検討課題とします。

・民間主導ファンドへの参加については、継続検討課題です。 
○新しい中小企業金融への取組みの強化 
・信用格付モデルを開発し、スコアリングモデルを活用した無担保・無保証の保証ファンド商品、「さい

しんサポートローン“応援宣言”」を発売開始し、１７年３月末の取扱実績９７４件４，２３１百万円

とご好評いただきました。 
・スコアリングモデルの定期的な精度検証と改定及び活用商品開発の継続検討 
・「中小会社会計基準」の普及状況を確認しながら評価方法の検討を継続します。 
○顧客への説明態勢の整備、相談、苦情処理機能の強化 
・貸付契約、保証契約の内容等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備を図った。 
・苦情トラブル事例の分析結果を勉強会を通じ全店に周知徹底を継続的に図ります。 

（２）各金融機関の健全性の確保、収益性の向上に向けた取組み 
○資産査定、信用リスク管理の強化 
・自己査定の月次査定システムの開発終了に伴い、平成１６年度５月より月次査定を実施し、月次査定

態勢に移行しました。今後の課題は月次査定の定着と効率的な査定態勢の構築です。新不動産担保評

価・管理システムへの移行を開始しましたが、今後は担保評価、管理体制の見直しが課題です。 
○ガバナンスの強化 
・総代改選の選考基準・方法等を明文化し、ディスクロージャー誌とホームページへの掲載を行いまし

た。 
○地域貢献に関する情報開示等 
・平成１５年度中間ディスクロより地域貢献情報の開示を開始し、継続的に実施しております。       

以上 
 

-1-



機能強化計画の進捗状況（要約） （別紙様式３）

１．１５年４月から１７年３月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価
中小企業金融の再生に向け、①経営支援体制強化を図るため経営支援グループを新設。②取引先支援機能強化を図るためビジネスマッチングサービスの開始、各種交流会の供催。
③早期事業再生を図るため中小企業再生支援協議会の活用。等を実施しました。
金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向け、①独自のスコアリングモデルの開発を行った「応援宣言」等の発売。②取引先の実態把握の向上、自己査定の平準化を図るため月次査定を実施。
③当金庫の地域貢献活動をディスクロ誌に開示。等を実施しました。

２．１６年１０月～１７年３月までの進捗状況
中小企業金融の再生に向け、①取引先支援機能を強化するため埼玉県ビジネス交流会等を開催②経営支援機能を強化するため経営支援グループに２名増員。
金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向け、①個人事業主スコアリングモデルの導入とシステム開発に着手②適切な自己査定を行うため不動産担保評価の精度検証マニュアルを制定。

３．計画の達成状況
機能強化計画は当金庫の中期経営計画（平成１４年度～１６年度）と方向性を同じくしており、ほぼ計画通り行うことができました。
機能強化計画をより確実に推進するため、１５年１０月に融資部内に経営支援グループを新設し経営支援体制を強化しました。
中期経営計画に含まれない項目については、取引先企業の支援強化策であるビジネスマッチング・ビジネスサポート事業等の取扱いを開始しました。
機能強化計画を「集中改善期間」の２年間でほぼ計画通り実行することができました。

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題
機能強化計画を「集中改善期間」の２年間でほぼ計画通り実行することができました。今後については、引続きﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの精神を継承し、中小企業の再生支援体制の強化、
経営の健全性の確保、収益性の向上を図ることにより、地域金融機関として地域への貢献を行って参ります。

５．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況（別紙様式１）

具体的な取組み 備考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月 （計画の詳細）

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ・創業企業や新事業の将来性の
　見極めや経営ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞがで
　きる人材の育成

・業界等で実施する外部研修や
  講座の活用。
・中小企業大学校への人材派遣

・業界等で実施する外部研修や
  講座の活用。
・中小企業大学校への人材派遣

・ 15年8月、「創業・新事業支援
　＜目利き＞講座」受講
・ 15年8月から通信講座「創業・
　新事業支援＜目利き＞講座」
　受講
・15年10月中小企業大学校に
　派遣
・「目利き力養成講座」参加
・ 通信教育「中小企業融資目利
　き力養成講座」受講
・ 16年2～3月金庫主催「目利き
　研修」実施
・通信講座「融資アナリスト講
  座」受講
・関信協主催「店長情報勉強
  会」参加
・16年11月「企業再生支援講座」
　参加
・17年1月「企業再生支援講座」
　参加
・16年10月中小企業大学校派遣

・16年11月「企業再生支援講座」
　参加
・17年1月「企業再生支援講座」
　参加
・16年10月中小企業大学校派遣

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況
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具体的な取組み 備考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月 （計画の詳細）

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行
との連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

・各種会議の積極的参加
・各種機関の利用

・産学交流会出席
・公開セミナーの検討

・公開セミナー実施 ・産学交流会出席
・産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議出
　席
・地域経済再生ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ出席
・県産業技術総合ｾﾝﾀｰ見学会
　実施
・第2回地域経済再生ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
 出席
・県主催産学官連携説明会
　出席
・埼玉大学産学交流会総会
　出席
・埼玉北部地域技術交流会開催
・関東経済産業局主催の新事業
　支援連絡会議出席

・埼玉北部地域技術交流会開催
・産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議出
　席
・関東経済産業局主催の新事業
　支援連絡会議出席

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

・政府系金融機関との個別案件
　検討相談環境整備

・政府系金融機関の勉強会及び
　情報収集

同左 ・日本政策投資銀行による勉強
　会を開催
・国民生活金融公庫との連携開
　始、融資制度の説明会開催
・商工組合中央金庫との提携
  開始
・中小企業金融公庫との提携
  開始

・各政府系金融機関との連携
　を継続

（５）中小企業支援センターの活用 ・センターの効果的活用方法研
　究

・営業店へのセンター活動紹介
・支援希望先への橋渡し

同左 ・ｾﾝﾀｰ紹介ﾊﾟﾝﾌ作成
・ｾﾝﾀｰ活用開始
・国民生活金融公庫との連携開
　始、融資制度説明会開催
・埼玉県創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援ｾﾝﾀｰ
  開設周知
・第1回中小企業支援ｾﾝﾀｰ連
  携促進会議出席
・県主催の経営革新の促進の関
　する意見交換会出席

・県主催の経営革新の促進の関
　する意見交換会出席

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの
整備

・外部機関マッチング情報提供
・業務方法書の改正

・振興公社の斡旋業務紹介
・業界取組の検討

・前年度の活動を継続実施 ・振興公社等から情報収集
・行政情報等の営業店還元を
　開始
・財務診断表の作成開始
・信金業界全体でのﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁ
　ﾝｸﾞを開始
・提携商品申込先への財務診断
  表作成開始
・埼玉県ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報交流会参加
  者募集
・埼玉県ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報交流会開催
・県創業・ベンチャー支援セン
ター
　主催新規開業者セミナーにお
い

・埼玉県ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報交流会開催
・県創業・ベンチャー支援セン
　ター主催新規開業者セミナー
　において金融相談を実施

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生
防止のための体制整備強化並びに実績公表

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 ・経営相談能力向上の人材育成
　を継続的に実施

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事
業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

・具体的な事例が発生した場合
　事例毎に対応策を検討する

別紙様式３－２、別紙様式３－３参照
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具体的な取組み 備考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月 （計画の詳細）

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取
組み

・政府系金融機関等との情報交
　換
・企業再生ファンドの検討
・地公体等の情報収集

同左 同左 ・再生ファンドの情報収集、研究
　を開始
・中小企業再生支援協議会を活
用

・中小企業再生支援協議会を
　活用

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 ・概要や対応手続について検討
　する

・DES、DIPファイナンスについて
　の概要取り纏め

・事務フローの検討と取り纏め ・ＤＥＳ、ＤＩＰファイナンスの活用
　方法の検討を開始
・ＤＥＳ、ＤＩＰファイナンスに係る
　経営支援レポートを作成

・ＤＥＳに係る経営支援レポート
　作成

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 ・他債権者との利害関係が複雑
　でなく、活用が可能と判断され
　る場合に検討する

（５）産業再生機構の活用 ・産業再生機構の中小企業再生
　への取組姿勢の明確化を待っ
　て検討する

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 ・中小企業再生支援協議会への
　継続参加と活用方法の検討

同左 同左 ・ 中小企業再生支援協議会の
　活用方針について営業店へ
　通達
・ 秘密保持契約書締結（15年8
　月）
・ 中小企業再生支援協議会へ
   の相談を実施

・ 中小企業再生支援協議会へ
   の相談を実施

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデ
ルの活用等。第三者保証の利用のあり方

・推定デフォルト率算定をベース
　とした信用格付制度への改定
・金庫独自のスコアリングモデル
　を活用した無担保・無保証の
　金融商品の開発検討（法人
　対象）
・第三者保証人への情報提供態
　勢の整備

・信用格付モデルの開発（法人
　対象）
・第三者保証人への情報提供態
　勢の整備

・金庫独自のスコアリングモデル
　を活用した無担保・無保証の
　金融商品の開発検討（法人対
　象）
・第三者保証人への情報提供態
　勢の整備

・平成15年9月、法人格付モデル
　完成
・無担保・無保証の金融商品とし
　て「さいしん企業活性化支援資
　金」を７月に発売
・保証ファンド商品のスコアリン
　グに法人格付モデルの活用
　を開始
・スコアリングモデルを活用した
 無担保・無保証の事業性金融
 商品「さいしんサポートローン
 ”応援宣言”発売

・個人事業主対象スコアリング
　モデルの開発着手

（３）証券化等の取組み 予定なし

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プ
ログラムの整備

・中小会社会計基準適用の貸出
　先への啓蒙
・適用先についての評価方法検
　討

・中小会社会計基準について営
　業店へ周知徹底

・法人企業格付制度の改定 ・中小会社会計基準適用に関す
　るチェックリストの徴求につい
　て営業店へ通達
・中小会社会計基準適用に関す
　るチェックリストの有無を事業
  先の定性情報収集項目に盛り
  込むとともに普及を促すため関
  東税理士会へ要望書を提出
・融資稟議支援システムに定性
  情報入力画面を開発中

・融資稟議支援システムに定性
　情報入力画面開発終了

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・企業格付制度の改定
・個別先毎の推定デフォルト率
に
　基づく貸出金利ガイドラインの
　設定検討

・法人対象の推定デフォルト率
　算定モデル、信用格付モデル
　の開発リリース
・ＣＲＤ運営協議会の中小企業
　再生サポートシステムの導入

・金庫独自のスコアリングモデル
　を活用した無担保・無保証の
　金融商品の開発検討（法人
　対象）
・個人事業主の推定デフォルト
率
　算定モデル開発着手

・法人対象の推定デフォルト率
　算出モデル、信用格付モデル
　の開発完了
・ＣＲＤ運営協議会の中小企業
  再生サポートシステムの導入
  （平成15年9月）
・企業格付制度の改定実施
・「さいしん企業活性化支援資
　金」をスコアリングモデルを
　活用した無担保・無保証の
　事業性資金 「さいしんサポ
　ートローン応援宣言」として
　リニューアル発売

・個人事業主を対象とした財務
　情報の整備するためのシステ
　ム開発終了
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具体的な取組み 備考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月 （計画の詳細）

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容
等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

・事務ガイドライン改定内容に則
　した顧客説明態勢の整備

・クレジットポリシー等規程の改
　定検討
・保証人への情報提供態勢整備

・規程改定実施 ・改正事務ガイドラインに対する
　現状分析と課題の洗出し
・クレジットポリシー等の規程の
　改定実施
・「与信取引における説明の
　手引き」制定

・民法改正に伴う約定書等の
　改定実施

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 ・地域金融円滑化会議への参加
　及び周知徹底

同左 同左 ・地域金融円滑化会議に参加
  し、相談、苦情処理の重要性
  を周知徹底

・地域金融円滑化会議に参加
  し、相談、苦情処理の重要性
  を周知徹底

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・苦情トラブルの分析
・再発防止策の検討
・事例研究会の実施

・事例研究会の実施
・法律相談会の実施

同左 ・平成15年度･16年度発生の
　苦情トラブル状況を分析
・11月事例研究会を実施
・毎月2回法律相談会を実施
・与信取引顧客説明態勢プロ
  ジェクトチ－ムの設置
・苦情等処理規程の改正

・平成16年度発生の苦情トラ
　ブル状況を分析
・事例研究会を実施
・毎月2回法律相談会を実施

・機能強化計画の進捗状況の公
　表

・進捗状況のHP公開 同左

・平成15年11月にホームページ
　へ掲載
・平成16年6月にホームページ
　へ掲載

・平成16年11月にホームページ
　へ掲載

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施 ・査定実務能力向上研修の実施
・月次自己査定態勢の構築

・一般貸引手続書の制定
・自己査定システムの3次開発

・月次査定態勢の確立 ・15年7月一般貸引手続書の制
　定
・15年10月自己査定実務研修
　（初級）実施
・15年11月自己査定実務研修
　（中級）実施
・16年1月最終査定担当者研修
　実施
・16年2月営業店ヒアリング実施
・16年3月自己査定システム、
　第三次開発終了、月査定実施
　手続書制定
・ 16年5月～月次査定実施（書
   面査定・営業店ヒアリング・臨
  店指導）
・ 16年7月金融検査マニュアル
   改訂に伴う資産査定実施基
   準の改訂
   債権の資産査定実施手続
   書の制定
・ 16年8月平成15年度担保不
   動産処分実績による評価精
   度の検証の実施
・ 16年9月月次査定に基づく
  中間査定の実施

・16年10月自己査定実務研修
　（初級）実施
・16年11月自己査定実務研修
　（中級）実施
・16年12月簡易査定・一般査
　定の定義改訂等に伴う資産
　査定実施基準の改正
・17年2月破綻懸念先のいわ
　ゆる「キャップルール」条項
　の削除等、資産の償却・引
　当基準の改正

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

・不動産担保評価システムの入
　替えと評価精度の検証手続の
　明確化

・不動産担保評価システムの入
　替え

・不動産担保評価手続書の改定 ・15年9月担保評価精度検証
・新不動産担保評価システム稼
　動開始および営業店説明会、
　臨店指導実施

・17年１月不動産担保評価の
　精度検証マニュアルを制定
・新不動産担保評価システム
　の臨店指導実施

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 ・月次自己査定システム対応 ・半期査定の実施 ・開示債権毎の保全状況を開示
　（半期毎）

・15年9月半期査定の実施
・16年3月自己査定システム、
　第三次開発終了、月査定
　実施手続書制定
・16年5月月次査定実施

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

６．進捗状況の公表
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具体的な取組み 備考
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月 （計画の詳細）

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

・推定デフォルト率をベースとし
　た格付制度への改定

・法人先格付モデルの開発
・住宅ローン与信判断モデルの
　開発

・法人企業格付制度の改定
・個人事業主モデルの開発着手

・15年9月法人格付モデル完成
・住宅ローンモデル開発終了
・住宅ローンモデルを活用した
　商品開発検討中

・住宅ローンモデルを活用した
　商品開発検討中
・個人事業主スコアリングモデ
　ルの開発着手

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 ・再生法開示債権の保全状況月
　次把握システム構築
・仮決算の本決算に準じた態勢
　整備

・仮決算時の直接償却検討
・半期ディスクロ発行

・四半期開示のデータ整備
・半期ディスクロ発行

・平成15年11月に半期ディスク
　ロを発行
・平成16年度の半期開示に向け
　開示内容の検討中

・16年11月に半期ディスクロを
　発行

（２）②外部監査の実施対象の拡大等

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員
の意見を反映させる仕組み等の整備

・総代会の仕組、役割と総代選
　考基準のディスクロ掲載
・会員の意見反映の仕組み検討

・総代会機能向上策の検討
・総代選考基準

・総代選考基準による総代改選
・会員の意見反映策

・「総代会・総代改選に関する
　運営規程」を制定
・ディスクロ誌に情報開示
・会員の意見を反映する仕組み
　策を試行実施

・今後の取組策の検討を行う

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モニ
タリング機能等の活用方針

・信金中金の分析による決算
　データの有効活用

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ・一営業店一地域貢献運動の見
　直し
・ディスクロ誌に本業による地域
　貢献に関するページを設ける

・開示項目、方法、媒体検討
・半期ディスクロに１４年度地域
　貢献開示

・地域貢献運動の充実 ・平成14年度地域貢献ディス
　クロを平成15年度半期ディ
　スクロとホームページにも掲載
・平成15年度地域貢献ディス
　クロを平成15年度ディスクロ
　とホームページに掲載

・平成15年度半期ディスクロ
　とホームページにも掲載
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３．その他関連する取組み（別紙様式２）

１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
・15年5月通信講座｢融資アナリスト講座｣を融資部
　職員受講開始
・15年8月通信講座「創業・新事業支援<目利き>
　講座」を支店長及び本部職員受講
・15年10月中小企業大学校に２名派遣
・全信協「目利き力養成講座」派遣
・通信講座 「中小企業融資目利き講座」受講
・全信協「企業再生支援講座」派遣
・リレバン「目利き研修」受講
・「経営支援財務診断表の見方と活用講座」実施
・16年7月中小企業大学校派遣予定(１名合格)
・関信協主催「融資法務講座」参加
・融資部主催「経営支援計画書支援講座」実施
・きんざい主催「企業再生演習スクール」参加
・16年10月中小企業大学校へ1名派遣
・16年10月～17年1月「＜業種別＞企業目利き力養
成
 講座」9名受講
・17年1月～17年3月「業種別ＢＭ分析による目利き
力

・16年10月中小企業大学校へ1名派遣
・16年10月～17年1月「＜業種別＞企業目利き力養成
 講座」9名受講
・17年1月～17年3月「業種別ＢＭ分析による目利き力
 養成セミナー」25名受講

・15年5月から経済産業省主催「事業再生人材育成
　講座」20 回コースへ融資部職員派遣
・融資部内に経営支援グループ新設
・関信協「経営改善計画作成講座」派遣
・全信協「企業再生支援講座」派遣
・「経営支援財務診断表の見方と活用講座」実施
・ 金融財政事情研究会主催「中小企業事業再生
   実例演習スクール」参加
・きんざい主催「企業再生演習スクール」参加
・中部産業連盟主催主催「生産現場の目で見る
  管理」セミナー参加
･16年11月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」
 参加（本部職員1名）
・17年1月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」
 参加 （本部職員1名）

･16年11月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」参
加
 （本部職員1名）
・17年1月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」参加
 （本部職員1名）

・15年5月から経済産業省主催「事業再生人材育成
　講座」20回コースへ派遣
・15年4月から全店のパソコンにおいて、「店周６８０
　業種融資渉外ガイド」の閲覧をできる環境整備
・関信協「経営改善計画作成講座」派遣
・全信協「企業再生支援講座」派遣
・「経営支援財務診断表の見方と活用講座」実施
・ きんざい主催「企業再生演習スクール」１名
  参加
・関信協主催「融資法務講座」１０名参加
･16年11月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」
 参加（本部職員1名）
・17年1月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」
 参加（本部職員1名）

･16年11月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」参
加（本部職員1名）
・17年1月全国信用金庫協会「企業再生支援講座」参加
（本部職員1名）

Ⅰ.２.（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研
修の実施

・専門家による勉強会の実施
・経済産業省主催「事業再生人材育成講座」へ職員の派遣
・全信協主催「企業再生支援講座」へ職員の派遣
・融資部内に、中小企業の経営改善・支援業務の専門部署
  の新設

Ⅰ.3.（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウン
ド・スペシャリスト）の育成を目的とした研修の実施

・経済産業省主催「事業再生人材育成講座」へ職員の派遣
・全信協主催「企業再生支援講座」へ職員の派遣
・全店のパソコンにおいて、銀行研修社の「店周６８０業種融資
  渉外ガイド」の閲覧をできる環境整備

項　　　　　目 具　体　的　な　取　組　み
進捗状況

Ⅰ.1.（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる
人材の育成を目的とした研修の実施

・平成１５年中に、通信講座「創業・新事業支援講座」等を営業
  店長等の受講
・外部研修「目利き力養成講座」へ職員の派遣
・中小企業大学校への職員派遣

（埼玉縣信用金庫）

-7-



・15、16年度コンプライアンスプログラムで勉強会の
　計画を義務付け
・15年3月末、16年3月末で半期の法令遵守状況
　について各店・各部の自己評価チェックリストを
　提出させ、改善事項について指導を実施、改善
　状況について理事会報告
・事件発生時に事故処理委員会を開催し、再発防
　止策の検討を実施（5月26日、6月24日、7月16日）
・コンプライアンス委員会を平成15年11月より毎月
　実施しコンプライアンス意識の徹底を図る
・新任代理・２年次研修・パートタイマー・派遣社員、
　新入職員、新任主任でコンプライアンスについて
　研修を実施
・コンプライアンス担当者・責任者会議で不祥事件の
　再発防止、 苦情トラブル事例について研修を実施
・臨店指導を実施し、必要ある場合は改善報告
  を求める。
・ ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾏﾆｭｱﾙ改訂版を全役職員に配布
・不祥事件発生時の事故処理委員会の開催、
　再発防止策の策定
・事務管理部会で、個人情報保護法関連、
　疑わしい取引の届出の適切な対応、融
　資に係る苦情防止について研修を実施。

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ進捗状況の理事会報告の実施
・ ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ﾏﾆｭｱﾙ改訂版を全役職員に配布
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会を毎月開催。
・不祥事件発生時の事故処理委員会の開催、
　再発防止策の策定
・パートタイマー・派遣職員へのｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ研修
　を毎月実施
・新任代理研修、新任支店長研修等で管理者
　としてｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの重要性理解と意識喚起
　について研修を実施。
・事務管理部会で、個人情報保護法関連、
　疑わしい取引の届出の適切な対応、融
　資に係る苦情防止について研修を実施。

（備考）別紙様式１による個別項目の計画数…２８

Ⅱ.5.法令等遵守（コンプライアンス）
　行員による横領事件等、金融機関と顧客等とのリ
レーションシップに基づく信頼関係を阻害するおそれが
ある問題の発生防止

・全役職員へのコンプライアンスマニュアルを配布と勉強会の
  義務付け
・半期毎の法令遵守状況等の確認と改善指導の実施
・事件発生に事故処理委員会による再発防止策の検討を実施

（埼玉縣信用金庫）
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（別紙様式３－２） 

Ⅰ 中小企業金融の再生に向けた取組み 

 ２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

  （３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並び

に実績公表 
具体的な取組み ○融資部に「経営支援グループ」を新設し、営業店と連携しなが

ら経営支援業務を実施する。 

 

15 年度 

○経営支援対象先の選定 

○支援対象先各々への財務情報（「財務診断表」等）の提供 

○経営改善計画書策定支援及びフォローアップ 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

16 年度 ○経営支援対象先の追加と上記施策の継続実施 

備考（計画の詳細） ○平成 15 年 10 月に経営改善支援業務の専担部署である「経営支

援グル-プ」の新設 

○財務情報（「財務診断表」等）の提供による顧客と当金庫の実

態認識の共有化 

○埼玉県中小企業支援協議会等外部機関を活用しての企業支援

活動の実施 

○経営改善計画書策定支援活動 

○外部研修による人材育成、経営支援スキルの向上 

(1)経営改善支援に関す

る体制整備の状況（経

営改善支援の担当部

署を含む） 

 15 年 4 月～17 年 3 月 

○平成 15 年 10 月 1 日、融資部内に「経営支援グループ」を設置

し、人員を２名配置 

○活動の主体を営業店とし、営業店を考査グループ、経営支援グ

ループがバックアップする。営業店から要請のある場合、経営支

援グループが顧客直接訪問し顧客支援を実施する。経営支援グル

ープの人員体制は２名、相談機能等経営支援機能の強化を図る。

○個別案件に応じて、埼玉県中小企業支援協議会等の経営支援
外部機関を活用する。 

○平成 16 年 10 月 1 日、「経営支援グループ」に２名を増員。 

 

 

 

 

 

進

捗

状

況 

 

 
 16 年 10 月～ 

    17年3月 

○平成 16 年 10 月 1 日、「経営支援グループ」に２名を増員。 

○活動の主体を営業店とし、営業店を考査グループ、経営支援グ

ループがバックアップする。営業店から要請のある場合、経営支

援グループが顧客直接訪問し顧客支援を実施する。経営支援グル

ープの人員体制は２名、相談機能等経営支援機能の強化を図る。

○個別案件に応じて、埼玉県中小企業支援協議会等の経営支援

外部機関を活用する。 
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(2)経営改善支援の取組

み状況（注） 

 15 年 4 月～17 年 3 月 

 

○基本方針 

要注意先以下債務者企業の経営改善に関与し、財務情報等の提

供、経営改善計画書の策定支援及び当該計画の進捗管理を通じ

て、債務者区分の改善を目指す。 

○取組み内容 

本部と営業店が連携し、以下の支援業務を行う。 

① 財務診断表による情報提供を行い、顧客との現状認識の共有

化を図りながら、財務管理、収益力の向上、経費削減、資産

売却等の助言を行う。 

② 経営改善のプロセスで生じた各種相談に応じる。 

③ 債務者の状況に応じて埼玉県中小企業再生支援協議会等の外

部の経営改善支援機関を活用する。 

④ 経営改善計画書策定支援活動を実施する。 

○支援先の改善内容 

財務情報等の提供により、顧客と当金庫の共通の認識が形成され

つつある。 

ランクアップ（債務者区分の改善）は、取組み先 119 先のうちラ

ンクアップ件数 41 先（15 年度よりの累計実績） 

○課題 

経営支援業務に係る財務能力、経営策定スキルの更なる向上。経

営改善計画書策定支援スキルの向上。 

経営計画の重要性に対する顧客認識の啓蒙 

 

 

 16 年 10 月～ 

    17年3月 

○基本方針 

要注意先以下債務者企業の経営改善に関与し、財務情報等の提

供、経営改善計画書の策定支援及び当該計画の進捗管理を通じ

て、債務者区分の改善を目指す。 

○取組み内容 

本部と営業店が連携し、以下の支援業務を行う。 

①財務診断表による情報提供を行い、顧客との現状認識の共有化

 を図りながら、財務管理、収益力の向上、経費削減、資産売却

 等の助言を行う。 

②経営改善のプロセスで生じた各種相談に応じる。 

③債務者の状況に応じて埼玉県中小企業再生支援協議会等の外 

 部の経営改善支援機関を活用する。 

④経営改善計画書策定支援活動を実施する。 

○支援先の改善内容 

財務情報等の提供により、顧客と当金庫の共通の認識が形成され

つつある。 

ランクアップ（債務者区分の改善）は、取組み先 119 先のうちラ

ンクアップ件数 41 先（15 年度よりの累計実績） 

○課題 

経営支援業務に係る財務能力、経営策定スキルの更なる向上。経

営改善計画書策定支援スキルの向上。 

経営計画の重要性に対する顧客認識の啓蒙 

 

（注）下記の項目を含む 

・経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。 

・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。 

・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。 

・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの

課題を含む） 

-10-



埼玉縣信用金庫
　【（15年４月　～　17年3月）】 累計

（単位：先数）

うち

経営改善支援取組み先　α

正常先
17,436 0 0

うちその他要注意先
3,273

81 30 40

うち要管理先
390

16 7 7

破綻懸念先
730

22 4 16

実質破綻先
340 0 0

0

破綻先
93 0 0

0

合計 22,262 119 41 63

注）

経営改善支援の取組み実績

期初債務者数
αのうち期末に債務者区分が

上昇した先数　β
αのうち期末に債務者区分が
変化しなかった先数　γ

要
注
意
先

・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まない。

・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。

　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には含めない。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと

・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」に上昇した場合はβに含める。

・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すること。

・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。
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埼玉縣信用金庫
　【１6年度（16年４月　～　17年3月）】 

（単位：先数）

うち

経営改善支援取組み先　α

正常先
17,665 0 0

うちその他要注意先
3,602

72 21 40

うち要管理先
399

15 7 7

破綻懸念先
854

21 3 16

実質破綻先
438 0 0

0

破綻先
170 0 0

0

合計 23,128 108 31 63

注）

経営改善支援の取組み実績

期初債務者数
αのうち期末に債務者区分が

上昇した先数　β
αのうち期末に債務者区分が
変化しなかった先数　γ

要
注
意
先

・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まない。

・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。

　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には含めない。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと

・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」に上昇した場合はβに含める。

・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すること。

・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。
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