
平成 18 年 11 月 20 日 

各    位 

会 社 名  株式会社横浜銀行 

代表者名  頭取  小川 是 

（コード番号  8332 東証第一部） 

 

 

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況について 
 

  株式会社横浜銀行（頭取 小川是）は、平成 17 年 8 月に策定した「地域密着型金融推進

計画」にもとづき、平成 18 年度上期の進捗状況をまとめましたのでお知らせします。 

 

  資料については、次ページ以降をご覧ください。 

 

  「地域密着型金融推進計画」の進捗状況（平成 17 年 4 月～平成 18 年 9 月） 

１．推進計画の進捗状況および評価 

２．個別項目の進捗状況 

  ３．経営改善支援の取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本件に関する照会先（報道関係） 

      横浜銀行 経営企画部広報 IR 室      ＴＥＬ045(225)1141 



 
 
 
 
 
 
 
 

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況 

（平成１７年４月～平成１８年９月） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１８年１１月 

株式会社 横浜銀行 

 
 
 
 



 

目 次 

 

1．推進計画の進捗状況および評価              P1 

  

2．個別項目の進捗状況            P4 

  

3．経営改善支援の取組み             P11 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 

１． 推進計画の進捗状況および評価 

 
（１） 全体的な進捗状況について 
 

当行は、平成 17～18 年度の「重点強化期間」において、地域密着型金融の
機能強化をはかるため、①事業再生・中小企業金融の円滑化、②経営力の強

化、③地域の利用者の利便性向上に向けて様々な取り組みをおこなっていく

ことといたしましたが、平成 18 年度上期までにおきましては、以下のよう
な実績をあげることができました。 

 
 

① 事業再生・中小企業金融の円滑化 
 
事業再生・中小企業金融の円滑化への取り組みとしては、日本政策投資銀

行と連携した知的財産権担保融資案件の推進・実行、中小企業センターの相

談機能の利用促進、神奈川県の創業・ベンチャー支援施策と連携した「ゆめ

ファンド 4 号事業組合」の設立、さらに「ゆめファンド・ゆめ基金」を活用
した 300 件を超える投融資を実施し、そのうち 5 社が株式公開するなど、創
業・新事業支援機能等の拡充をはかってまいりました。 
また、51 名に増員した情報マイスターが中心となり、取引先ニーズ等の情
報の受発信を積極的にすすめた結果、700 件を超えるビジネスマッチングの
成約を実現したほか、地域の中小企業向け研修会等への講師派遣も積極的に

おこなってまいりました。 
 
要注意先債権等の健全債権化等の活動としては、経営改善支援先として選

定した 218 社に対し、具体的支援策を設定のうえ改善策を講じてきた結果、
債務者区分上昇 30 社、債務者区分維持 141 社という実績をあげることがで
きました。具体的な経営改善支援の積極的な取り組み事例として、ＲＣＣの

企業再生スキームを活用した事業譲渡および債権放棄による事業再生のほか、

中小企業再生支援協議会との連携により策定した再建計画にもとづく事業再

生スキームを実施することができました。 
 
不動産担保・保証に過度に依存しない融資の促進や、多様な中小企業の資

金調達手法の活用としては、スーパービジネスローンのほか、私募債、シン

ジケートローン、ノンリコースローン等を積極的に取り組んできた結果、当

初の計画を上回る実績をあげることができました。また、ＴＫＣ会員関与先

向けの商品である「ＴＫＣ戦略経営者ローン」にも積極的に取り組んでまい

りました。 
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取引先への説明態勢の整備や相談苦情処理機能の強化の面では、お客さま

からの苦情などを経営に活かすための仕組みの運用に加え、コンプライアン

ス態勢の定着に向けた研修や勉強会を継続実施いたしました。 
また、若手行員の増加にともない、企業の将来性や技術力を的確に評価で

きる人財を長期的に育成していくために、行内のセミナー・研修等のカリキ

ュラムや運営方法を見直したほか、企業再生支援に関するノウハウの向上を

目的として、積極的な研修体制の構築等に努めてまいりました。 
 

② 経営力の強化 
 
経営力の強化への取り組みとしましては、バーゼルⅡ対応にあわせて、自

己資本比率算出方法の精緻化、リスク管理の態勢整備・さらなる高度化の対

応を進めたほか、リスク・リターンを追求した収益管理態勢の整備、財務報

告に係る内部統制の機能強化、顧客情報管理の徹底など法令等遵守態勢の強

化に向けた取り組みを実施しました。 
さらに、お客さまのニーズやリスク管理の多様化・高度化に対応していく

ための戦略的なＩＴ活用を進めたほか、他行とのシステム共同利用について

も検討を継続いたしました。 
 
 
③ 地域の利用者の利便性向上 

 
地域の利用者の利便性向上への取り組みとしては、お客さまを重視した営

業の展開や取引接点の拡大に加え、満足度の高いサービスを提供するととも

に、財務内容や地域貢献等に関する情報開示を積極的に実施しております。 
 
その過程におきまして、当行にとって貴重な経営資源となるお客さまのご

意見・ご要望や、お客さまと接している行員からの提案を積極的に取り入れ

る仕組みを構築したほか、お客さまへのアンケートを実施し、その結果等を

ふまえた、顧客満足・利用者利便性向上に資する取り組みについて、実績を

公表いたしました。 
 
 

（２）進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題 
 

平成 18 年度上期におきましては、「リレーションシップバンキングの機能強
化計画」を継承した「地域密着型金融推進計画（平成 17 年度～18 年度）」の最
終年度として、従来取り組んできた施策につきましては、一層の深化をはかる

とともに、これまで体制整備を中心に取り組んできた施策につきましても、着

実に成果をあげることができました。 
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今後につきましても、地域のお客さまの多様なニーズにお応えしていくため、

問題解決型金融サービス・高度なコンサルティング能力を有する人材の育成に

一層注力していくとともに、必要に応じて外部機関の活用により、事業再生・

中小企業金融の円滑化に向けた取り組みをさらに強化してまいります。 
 
また、バーゼルⅡに対応したリスク管理態勢の充実、財務報告に係る内部統

制の構築など経営の信頼性の一層の確保に努めるとともに、適切な顧客情報の

管理など当行全職員による法令等遵守に対する意識の高揚をはかり、経営力を

強化していくことが重要であると認識しております。 
 
さらには、お客さまへのアンケートの継続実施や地域貢献に関する情報開示

の一層の充実などを通じて、地域の利用者の利便性向上に努めてまいります。 
 
当行では、中期経営計画で掲げている「お客さまに強く支持され、進化を続

けるベスト・リージョナルバンク」を目指して、これまでのリージョナル・リ

テールに特化した戦略を推し進め、お客さまの満足度を重視した経営の確立を

はかることで、「重点強化期間」における地域密着型金融の機能向上に取り組

んでまいります。 
 

以  上 
 



２.個別項目の進捗状況

進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１８年９月

１．事業再生・中小企業金融の円滑化
（１）創業・新事業支援機能等の強化

①業種特性・地域特性を踏まえた融資
審査態勢の強化

・業種別調査担当者やﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰによる業種特性、地域特
性に関する資料の作成
・ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰによる行内勉強会の継続

・「ﾌﾞﾛｯｸ別与信状況」を改訂し、ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄに
掲載
・54か店、5ﾛｰﾝｾﾝﾀｰにて、ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰに
よるﾌﾞﾛｯｸ勉強会開催（17/12～18/3）
・10ﾌﾞﾛｯｸにて、ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰによるﾌﾞﾛｯｸ勉
強会開催（18/4～18/7）

・「技術事業化支援ｾﾝﾀｰ」活用ｽｷｰﾑの検
討、具体化
・「さがみはら産業創造ｾﾝﾀｰ」連携ｽｷｰﾑの検
討、具体化

・「技術事業化支援ｾﾝﾀｰ」の活用
・「さがみはら産業創造ｾﾝﾀｰ」との連携

③中小企業支援ｾﾝﾀｰ等の相談機能
等の活用

・中小企業ｾﾝﾀｰ活用による個別企業向け支援策の継続
・具体的な支援事業の活用方法について、法人渉外担当者
向け研修の実施
・個々の中小企業等が連携して行う新事業の創出に関する
県内事業者への情報提供

・営業店へ「平成17年度版 支援施策活用ｶﾞ
ｲﾄﾞ（神奈川県作成）」「平成18年度版 支援
施策活用ｶﾞｲﾄﾞ（神奈川県作成）」配布
・中小企業ｾﾝﾀｰへ取引先12件紹介
・中小企業ｾﾝﾀｰ活用について、法人渉外
担当者向けｾﾐﾅｰ開催（17/6～18/7）
・法人渉外担当者向けに中小企業支援施
策の情報ﾂｰﾙとして「はまぎんﾋﾞｼﾞﾈｽ情報
ｻｰﾁ」を毎月（計18回）発行

④地域におけるﾍﾞﾝﾁｬｰ企業支援 ・ゆめﾌｧﾝﾄﾞ投資事業組合について、第4号組合を設立
・ゆめ基金について、対象の創業支援、ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ向け制度
融資への取組みを表彰制度上にて評価
（ゆめﾌｧﾝﾄﾞ投資・ゆめ基金融資：半期100件）

・神奈川県の創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援施策と連携
した「ゆめﾌｧﾝﾄﾞ4号投資事業組合」を設立
（ﾌｧﾝﾄﾞ総額10億円）
・ゆめﾌｧﾝﾄﾞおよびゆめ基金による投融資実
績348件
・ゆめﾌｧﾝﾄﾞからの株式公開5社
・「投資ﾆｰｽﾞ情報ｼｰﾄ」の活用、ゆめ基金の
取組みに対する表彰制度上のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付
与
・行内勉強会の開催による営業店担当者の
意識・知識のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ

・｢業種別審査のﾎﾟｲﾝﾄ｣、｢ﾌﾞﾛｯｸ別与信状況｣のﾘﾊﾞｲｽ継続
・ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰによる営業店の融資・渉外役職者・担当者向け勉強会継続

②外部機関と連携した知的財産・技術
の評価等による事業支援

・知的財産権や高い技術力を有する企業向けの融資案件発
掘
・「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」の継続開催を通じた地域ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ企業向け支援策の検討

・「知的財産権担保融資」の推進
・「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」の開催

項　　　　　目 スケジュール

・中小企業ｾﾝﾀｰの支援業務の紹介
・法人渉外担当者向けｾﾐﾅｰの開催（半期毎）
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、ﾁﾗｼ等の店頭備置

・ ゆめﾌｧﾝﾄﾞ4号投資事業組合の設立
・ 神奈川県の創業・ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援施策と連携した投資案件の発掘
・ 横浜ｷｬﾋﾟﾀﾙによる投資後のﾌｫﾛｰ
・ ゆめ基金対象制度融資への取組みに対する表彰制度上のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与

計画（取組方針・目標）

・「知的財産権担保融資」案件を日本政策
投資銀行へ12件取次ぎ、うち1件実行
・「さがみはら産業創造ｾﾝﾀｰ」が設立した投
資組合への出資、具体的な連携ｽｷｰﾑを検
討、具体化
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進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１８年９月

項　　　　　目 スケジュール
計画（取組方針・目標）

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

①取引先のﾆｰｽﾞに応じた経営情報の
提供や広範なﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾏｯﾁﾝｸﾞ情報の
提供

・情報ﾏｲｽﾀｰが中心となった情報受発信の活性化
（ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏｯﾁﾝｸﾞ成約件数：年間：350件）
・浜銀総合研究所のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ機能の充実、および地元商
工会議所、諸団体等の研修会への講師派遣（延べ100名程
度）

・「情報ﾏｲｽﾀｰ会議」継続開催（9回）
・「情報ﾏｲｽﾀｰ」を51名（+14名）へ増員
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ成約件数　794件
・営業店における浜銀総合研究所の活用実
績を評価
・懇話会、地元商工会議所、諸団体等によ
る中小企業向け研修会への講師派遣（延
べ161名）

②株式公開支援業務、Ｍ＆Ａ業務な
ど、中小企業の新規事業展開、事業拡
大・多角化等のﾆｰｽﾞへの対応

・横浜ｷｬﾋﾟﾀﾙとの連携を強化など、株式公開支援業務、Ｍ＆
Ａ業務への取組みを積極化
・株式公開ﾆｰｽﾞのある取引先企業を証券会社に紹介する市
場誘導業務を開始

・行内研修「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」の実施（年
間2回）
・横浜ｷｬﾋﾟﾀﾙへの情報ﾄﾚｰｽﾂｰﾙ「投資ﾆｰｽﾞ
情報ｼｰﾄ」、「Ｍ＆Ａﾆｰｽﾞ情報ｼｰﾄ」制定
・証券会社と提携した市場誘導業務開始

・行内研修「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」の実施（年
2回）

・行内研修「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」の実施
(17/11～18/7）
・横浜ｷｬﾋﾟﾀﾙへの情報ﾄﾚｰｽﾂｰﾙ（投資ﾆｰ
ｽﾞ、Ｍ＆Ａﾆｰｽﾞ）を制定
・行内「Ｍ&Aビジネス勉強会」の実施
・証券会社と提携した市場誘導業務開始

③中小企業に対するｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ機能
および情報提供機能の強化

・中小企業等の財務・経営管理能力向上を支援するためｾﾐ
ﾅｰおよび研修を実施

・事業承継・Ｍ＆Ａ戦略等をﾃｰﾏとした「ﾋﾞｼﾞ
ﾈｽﾄﾋﾟｯｸｽ公開ｾﾐﾅｰ」開催（17/7、18/2、
18/9）
・浜銀総合研究所主催のｾﾐﾅｰ開催（58回
（うち38回は中小企業等の財務・経営管理
能力の向上に資するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ））
・行内研修「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」実施（受
講者76名）

④要注意先債権等の健全債権化等に
向けた取組みの強化および実績の公
表等

・不良債権の新規発生防止や、要注意債権等の健全債権化
へ向け、
　①行内選定基準に基づく経営改善支援先の選定
　②経営改善に向けた具体的な支援策の設定
　③本部・営業店が一体となった経営改善支援活動の継続
により経営不振企業の経営改善を促進
・経営改善支援活動に関する取組み実績を公表

・経営改善支援先の選定基準により、経営改
善支援先を選定し、経営改善支援策を設定
・3か月毎に重点管理先ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの内容・
進捗を確認し、必要に応じて経営改善支援策
を見直し
・表彰項目として｢経営改善支援の取組み状
況｣を継続
・当行ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等にて、経営改善取組み先
数、経営改善による債務者区分のﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先
数等の実績を公表

・経営改善の可能性がある取引先企業、具
体的経営改善支援策について見直し

・ 経営改善支援先選定（17/5）、対象先の
見直し（18/5）、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ中心によるｱｸ
ｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの内容確認、支援策を検討
・ 経営改善支援先のうち、ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ28社・ﾗ
ﾝｸ維持141社
・ 経営改善支援先に関する18年度の具体
的な活動
　①経営改善に関する助言152社
　②当行行員の人材派遣35社
　③経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ導入18社
　④中小企業再生支援協議会と連携18社
・ 個別褒章として「経営改善支援の取組み
状況」を設定

・「情報ﾏｲｽﾀｰ会議」の継続開催（年間6回）
・情報ﾏｲｽﾀｰ増員による体制強化
・本部ｻﾎﾟｰﾄ機能強化の検討
・懇話会、地元商工会議所、諸団体等による中小企業向け研修会への講師派遣

・「ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾋﾟｯｸｽ公開ｾﾐﾅｰ」開催（年間2回）
・浜銀総合研究所主催のｾﾐﾅｰ開催（年間15回）
・行内研修「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」の実施（年間2回）
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進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１８年９月

項　　　　　目 スケジュール
計画（取組方針・目標）

（３）事業再生に向けた積極的取組み ・ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟから得た各種情報の活用、取引先企業の財
務・定性・外部環境面の実態把握のうえ、ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業
再生や私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの活用、DDS等を経営改善に向け
た抜本支援策として検討、取引先企業の早期再生による要
注意先債権等の健全債権化を促進
・ ｢企業再生実務ｾﾐﾅｰ｣、｢企業再生理論ｾﾐﾅｰ｣の研修ｶﾘｷｭ
ﾗﾑ見直しのうえ、継続実施による企業再生支援に関する人
材育成・ﾉｳﾊｳを蓄積
・経営改善支援実績に関する情報開示を拡充

・経営改善支援の各ｽｷｰﾑ活用可能な取引先
企業の選定および適用ｽｷｰﾑの検討
・｢企業再生実務ｾﾐﾅｰ｣、｢企業再生理論ｾﾐ
ﾅｰ｣のｶﾘｷｭﾗﾑ見直しのうえ継続実施
・経営改善支援実績の当行ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を通
じた情報開示と開示内容の拡充

・経営改善の可能性がある取引先企業、具
体的経営改善支援策を見直し

・経営改善支援先選定（17/5）、対象先の
見直し（18/5）、抜本的支援の可能性も含
め、具体的な支援策を検討
・RCCの企業再生ｽｷｰﾑを活用した、事業
譲渡および債権放棄による事業再生の実
施
・中小企業再生支援協議会との連携により
策定した経営改善計画にもとづくDESによる
事業再生ｽｷｰﾑの実施
・｢企業再生理論ｾﾐﾅｰ（17/12、18/1、
18/6）｣、｢企業再生実務ｾﾐﾅｰ（17/12）」開
催による企業再生支援に関する人材育成

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

①不動産担保・保証に過度に依存しな
い融資を促進するための手法の拡充

・事業からのｷｬｯｼｭﾌﾛｰ重視による担保・保証に過度に依存
しない融資促進のため、内部格付制度見直しなど信用ﾘｽｸ
管理ﾂｰﾙを精緻化・高度化
・ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの見直しや対象先の拡大を実施
・民法改正を踏まえた、保証制度についての適切な運用
 （「ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ」実行：半期300件）

・「債務者格付制度」について統計的検証
実施、検証結果を踏まえた財務定量点を改
定、債務者格付対象先を拡大
・財務制限条項の活用について各種ｾﾐﾅｰ
参加等によりﾉｳﾊｳを取得
・「民法の一部を改正する法律」の施行を踏
まえた融資規則の改定（17/4）により包括
根保証の取得廃止
・「融資説明・相談ﾏﾆｭｱﾙ」の改定（17/7）に
より根保証制度の説明態勢強化
・融資に関するﾄﾗﾌﾞﾙ・ｸﾚｰﾑ事例を営業店
へ還元（7回）
・「ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ（含むTKC戦略経営者
ﾛｰﾝ）」1,591件実行

②審査業務の高度化、適正貸出金利
の設定、ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの適正化等に資す
るための信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの充実及
びその活用

・「債務者格付制度」の精緻化・高度化
・小口事業資金用ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの精緻化
・回収データに基づくﾃﾞﾌｫﾙﾄ時損失率（LGD）の推計、LGDに
対応した案件格付けの検討による信用リスク管理の高度化
・ﾘﾃｰﾙ向け融資の審査業務高度化、ﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞの精緻化に向
けた、ﾌﾟｰﾙ管理手法導入の検討
・与信ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ管理の精緻化・高度化に向けた、信用ﾘｽｸ計
量化、与信ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ管理における「地銀協信用ﾘｽｸ情報統
合ｼｽﾃﾑ（CRITS）」の活用検討

・「債務者格付制度」の財務ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ等
の改定
・個人事業主等、債務者格付対象範囲拡大
の検討
・小口事業資金用ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの改定
・回収データの蓄積、LGDの推計
・リテール向け融資について、ﾌﾟｰﾙ管理手法
の導入、ﾌﾟｰﾙ毎のﾃﾞﾌｫﾙﾄ確立（PD）、LGDの
推計手法の検討

・案件格付導入の検討
・「債務者格付制度」財務ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの検
証手段としてCRITSのｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ活用の
検討
・CRITS搭載の「信用ﾘｽｸ評価ｼｽﾃﾑ（Credit
Navvy）」を活用した信用ﾘｽｸ計量化、与信
ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ管理の検討

・「債務者格付制度」について統計的検証
実施、検証結果を踏まえた財務定量点を改
定、債務者格付対象先を拡大
・「地銀協信用ﾘｽｸ情報統合ｼｽﾃﾑ」のｽｺｱﾘ
ﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙとの比較による検証
・ﾘﾃｰﾙ向け融資についてのﾌﾟｰﾙ管理手法
導入（18/4）
・案件格付の導入に向けた制度設計を完了
し、ｼｽﾃﾑ対応中
・回収ﾃﾞｰﾀの蓄積開始（17/4）
・信用ﾘｽｸ計量化に使用するｼｽﾃﾑを「信用
ﾘｽｸ評価ｼｽﾃﾑ（Credit Navvy）」に変更
（17/9）

・債務者格付制度の財務定量点の見直し、対象先拡大を検討
・財務制限条項の活用方法を検討
・ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙを活用した商品について、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等を通じて、ｽｺｱﾘﾝｸﾞモデルの改良、融
資対象先の拡大を検討
・民法改正を踏まえた、保証制度の適切な運用
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進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１８年９月

項　　　　　目 スケジュール
計画（取組方針・目標）

＜ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ＞
参加型案件の積上げ、ｱﾚﾝｼﾞｬｰ・弁護士等の
専門家・投資家等とのﾘﾚｰｼｮﾝ強化

＜ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ＞
共同ｱﾚﾝｼﾞを中心としたｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ業務への
進出、ｴｰｼﾞｪﾝﾄ業務体制の確立

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ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの整備・
適用に向けた取組み

・財務諸表の精度が高い企業を評価する姿勢の鮮明化によ
る、中小企業の財務諸表の精度向上意識の高揚
・財務諸表の精度が高いTKC会員関与先企業向けに金利優
遇した「TKC戦略経営者ﾛｰﾝ」を活用

・TKC神奈川会と営業店窓口担当者（法人
新規担当者、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰ長）との交流
会開催（17/9）
・TKC会員関与先企業との取引開拓
　126社 1,834百万円
・TKC戦略経営者ﾛｰﾝ
  40件　378百万円

・「説明責任ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」の改定内容、民法改正の趣旨に鑑
み、中小企業融資の円滑化や顧客保護の観点から融資説
明態勢の充実を図るため、行内規則やﾏﾆｭｱﾙの見直しを進
め、勉強会・研修を継続して営業店における実効性を確保し
ていくとともに、ﾄﾗﾌﾞﾙ･ｸﾚｰﾑ事例を分析し、経営への報告、
営業店への事例還元を継続

・ 「説明責任ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」や民法改正を踏ま
え、融資規則、「融資説明・相談ﾏﾆｭｱﾙ」を
改定
・融資に関するﾄﾗﾌﾞﾙ・ｸﾚｰﾑ事例を営業店
へ還元（7回）
・ 54か店、5ﾛｰﾝｾﾝﾀｰにて、ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰに
よるﾌﾞﾛｯｸ勉強会開催（17/12～18/3）
・ ﾄﾗﾌﾞﾙ・ｸﾚｰﾑ報告を集約・分析のうえ、ｵ
ﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙﾘｽｸ会議、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ会議にて
発生状況、原因、傾向を報告
・ ﾄﾗﾌﾞﾙ・ｸﾚｰﾑを活用した業務改善への取
組みを継続

（６）人材の育成 ・企業の将来性や技術力、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ生成力を評価するﾉｳﾊ
ｳ取得に向けた研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの実施
・経営支援、事業再生、中小企業金融の円滑化に関する研
修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの充実
・行外（地銀協等）研修への積極的参加による企業再生支援
に関する人財の育成およびﾉｳﾊｳの蓄積

参加予定人数（平成17～18年度）
 ・融資推進役、ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰによる夜間ｾﾐﾅｰ、夜間勉強会
（目利き研修）：約300名
 ・「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」「企業再生実務ｾﾐﾅｰ」「企業再生理
論ｾﾐﾅｰ」：約180名

・ 融資推進役、ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰによる夜間ｾﾐ
ﾅｰ、夜間勉強会実施（参加者171名）
・ 「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」実施（参加者76
名）
・ 「企業再生理論ｾﾐﾅｰ」実施（受講者38
名）
・ 「企業再生実務ｾﾐﾅｰ」実施（受講者5名）
・ 地銀協主催「中小企業経営支援講座」等
の研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへ参加（派遣者数5名）
・ 地銀協や外部研修機関の通信講座「創
業・新事業支援ｺｰｽ」等の受講（受講者78
名）

・融資推進役、ﾘｽｸﾏﾈｰｼﾞｬｰによる夜間ｾﾐﾅｰ、夜間勉強会のｶﾘｷｭﾗﾑや運営方法の適時見
直しおよび継続
・法人営業部（融資推進役ｸﾞﾙｰﾌﾟ）へのﾄﾚｰﾆｰ派遣の継続
・地銀協主催の研修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの参加
・地銀協や外部研修機関による通信講座の受講の奨励
・「情報渉外実践ｾﾐﾅｰ」「企業再生実務ｾﾐﾅｰ」「企業再生理論ｾﾐﾅｰ」のｶﾘｷｭﾗﾑ見直しおよ
び継続

・融資規則や「融資説明・相談ﾏﾆｭｱﾙ」を改定
・融資説明態勢に関する勉強会・研修を継続
・ﾄﾗﾌﾞﾙ・ｸﾚｰﾑ事例を分析し、経営会議へ報告
・ﾄﾗﾌﾞﾙ・ｸﾚｰﾑ事例を営業店に対し通報（CREDIT TOPICS）にて継続的に還元

・ 私募債発行
　　538件/110,510百万円
・ ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ組成
　　122件/自行融資極度額163,614百万円
・ ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ実行
　　21件/自行融資実行額65,978百万円
　　（うち　ﾒｻﾞﾆﾝﾛｰﾝ：2件/6,319百万円）
　　（うち　　PFI向け：5件/11,600百万円　）

17年4月～18年9月合計　681件

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情
処理機能の強化

③ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債、ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ
等、中小企業の資金調達手法の多様
化への取組み

私募債・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝの積極的な推進
ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽについて、将来的なｱﾚﾝｼﾞｬｰ
業務進出を念頭に置いた積極的な取組み

（上記取組み合計：平成17年度：180件、平成18年度：200
件）

＜私募債・ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ＞
法人営業部内のｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟを中心とした案件の発掘と推進

・TKC神奈川会と当行窓口担当者（新規先推進担当者）との交流（情報交換）会を実施
・TKC会員関与先企業との取引開拓
・「TKC戦略経営者ﾛｰﾝ」の販売
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進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１８年９月

項　　　　　目 スケジュール
計画（取組方針・目標）

２．経営力の強化
（１）ﾘｽｸ管理態勢の充実 ・地域の金融ｼｽﾃﾑを支えるに足る堅確なﾘｽｸ管理態勢の構

築・運営のため、ﾊﾞｰｾﾞﾙⅡ対応にあわせた自己資本比率算
出方法の精緻化、ﾘｽｸ管理の高度化、情報開示の拡充に向
けた態勢整備

・ﾘｽｸｱｾｯﾄ算出ｼｽﾃﾑの要件定義、開発
・ｵﾍﾟﾘｽｸ管理体制構築のための行動計画策
定
・地銀協信用ﾘｽｸ情報統合ｼｽﾃﾑを活用した
計量化開始
・ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾃﾞｰﾀ収集ｼｽﾃﾑの構築
・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄへの参加
・統合ﾘｽｸ管理の高度化
・内部格付制度の拡充
・ﾘｽｸ管理指針となる規程類の整備
・大規模地震発生を想定した店舗・設備の被
害状況推定
・ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ管理ｼｽﾃﾑの開発検討
・ｵﾍﾟﾘｽｸ管理態勢の整備

・各種ﾊﾟﾗﾒｰﾀ算出方法の決定、保全、ｴｸｽ
ﾎﾟｰｼﾞｬｰ区分ﾃﾞｰﾀの整備
・大規模地震発生を想定した業務継続計画
の制定
・内部統制、検証（第2の柱）の適合性確認
・自己資本比率の予備計算
・信用ﾘｽｸ基礎的内部格付手法、ｵﾍﾟﾘｽｸ粗
利益配分手法適用に向けた承認申請
・案件格付制度の運用開始
・ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ計測の高度化（統合的なVAR計
測）
・情報開示（第3の柱）への適合性確認
・ｼﾅﾘｵ分析を含めたｵﾍﾟﾘｽｸ計量化ﾓﾃﾞﾙの
検討
・ﾚﾋﾟｭﾃｰｼｮﾅﾙﾘｽｸや戦略ﾘｽｸを加えた資本
配賦

・ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾃﾞｰﾀの蓄積を開始（17/4～）
・ﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｽﾄ、ＱＩＳ５への参加（17/6、12）
・ﾘｽｸｱｾｯﾄ算定ｼｽﾃﾑの要件定義、開発、
運用開始
・内部格付制度の検証を実施（17/6、12）
・内部格付制度（債務者格付、案件格付、ﾘ
ﾃｰﾙﾌﾟｰﾙ）の整備、見直し
・ﾏｰｹｯﾄﾘｽｸ計測（標準的方式）の検討、計
測開始
・ｵﾍﾟﾘｽｸ管理ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによるＲＣＳＡを中心
とした管理体制整備の推進

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上

①管理会計の整備及びこれを活用し
た業績評価の結果に基づく業務の再
構築

・3種のｼｽﾃﾑ統合にて行内統一基準の収益を算出する「収
益管理ｼｽﾃﾑ」構築
・多種多様な商品間の収益性比較評価の整合化
・ｴﾘｱ、店別、商品別収益等別の収益分析や業績評価の実
現
・収益管理の精緻化や業績評価の高度化の実現による効率
的な経営資源配分

・新ｼｽﾃﾑ構築に関する方針決定
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開始
・現行調査、要件定義
・ｼｽﾃﾑ設計

・開発作業
・ﾃｽﾄ、検証
・現行ｼｽﾃﾑとの並行稼動（試行）開始
・整合性の検証

・ 新ｼｽﾃﾑ構築に関する方針決定（17/7）
・ 行内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを結成、現行調査およ
び要件定義開始（17/8～）
・ 現行調査および要件定義完了、ｼｽﾃﾑ設
計・開発着手（17/10～18/3）
・ 詳細設計を完了し、過去データ蓄積・各
種テスト・検証作業等を実施。（18年4月～）
・第２ステップの要件定義に着手。（18年7
月～）

②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、信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀの蓄積等

・内部格付制度を見直しによる信用ﾘｽｸ管理の精緻化・高度
化
・案件保全率の検討など、ﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞの精緻化に向けた取組
み
・個社別採算管理の構築等による収益管理の精緻化・高度
化

・「債務者格付制度」について統計的検証
実施、検証結果を踏まえた財務定量点を改
定、債務者格付対象先を拡大
・債務者格付の付与状況等について継続
的にﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施
・回収ﾃﾞｰﾀの蓄積を開始（17/4）

・適正な財務諸表等の作成に十分な内部管理体制を構築
し、その運用状況を確認できる仕組みを整備
・18年3月期有価証券報告書へ確認書添付

・財務諸表等の作成におけるマニュアル類を
体系的に整備・規定化
・財務諸表等の作成過程における営業店での
検証を充実
・財務諸表等の作成過程における検証のさら
なる拡充、および自己検証等の仕組みの構
築
・内部監査部門による業務プロセスの適切
性・有効性およびその運用状況に関する内部
監査に着手

・財務諸表等が適正に作成される内部管理
体制の運用状況を経営者が確認できる体制
を構築のうえ、有価証券報告書へ確認書を
添付

・経理業務に係る規程およびﾏﾆｭｱﾙの制改
定を実施（内容充実、位置づけの明確化
等）
・財務諸表等の作成過程における営業店お
よび本部各部の自己検証ﾘｽﾄの作成・内容
の充実等により、適正な決算処理がおこな
われる体制を整備
・内部監査部門による業務ﾌﾟﾛｾｽの適切
性・有効性、運用状況に関する内部監査を
実施
・各担当部署から内部的な確認書の提出、
決算処理の適切性・有効性を確認
・上記結果を受け、有価証券報告書へ確認
書を添付

（３）ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの強化（財務内容の適正性の
確認）

・債務者格付の財務定量点の見直し
・個人事業主等、債務者格付対象先の拡大
・回収ﾃﾞｰﾀのﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化
・債務者別保全率から案件別保全率への移行による金利ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの設定方法の見直しを
検討
・地銀協新共同ｼｽﾃﾑの計量化ﾓﾃﾞﾙ（企業価値変動ﾓﾃﾞﾙ）を活用した格付け別業種別のﾌﾟ
ﾗｲｼﾝｸﾞ方法を研究
・収益管理ｼｽﾃﾑの更改および地銀協新共同ｼｽﾃﾑによる信用ｺｽﾄ・信用ﾘｽｸを反映した個
社別採算管理方法の構築を検討
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進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１８年９月

項　　　　　目 スケジュール
計画（取組方針・目標）

（４）法令等遵守（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）態勢の強化

①営業店に対する法令等遵守状況の
点検強化等

・営業店におけるｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ自店点検（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸﾘｽﾄ
による月次点検）の継続
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸﾘｽﾄのﾁｪｯｸ項目について、点検効果を考
慮した見直しにより、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ上の問題事例発生を未然防
止

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸﾘｽﾄ改定
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰにｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ自店点検導
入
・ﾁｪｯｸ項目の見直しを検討

・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸﾘｽﾄ改定
・ﾁｪｯｸ項目の見直しを検討

・個人情報保護法施行等による各業務での
取扱い方法の見直し（17/4）、証券仲介業
務開始・金融先物取引法改正等への対応
としてｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸﾘｽトを改定（18/3）
・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに営業店ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ管
理者配置、同ｾﾝﾀｰ用のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸﾘｽ
ト制定
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾁｪｯｸﾘｽト提出の指示・ﾁｪｯｸ、
各種会議・臨店時における点検実施状況の
確認･指導
・H16下期以降の表彰にｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ自店点
検の実施状況の評価を反映

②適切な顧客情報の管理・取扱いの
確保

・本部、営業店の業務運営について問題点の洗い出し、分析
および対策の構築
・諸規程をはじめとした業務環境の整備および適切な指導・
啓蒙による法令遵守の意識の高揚
・外部委託における顧客情報の安全性確保

・本部ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞとﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの実施
・外部委託先の点検
・営業店臨店ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施、教育研修ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑの策定と実施
・個人情報の取扱いに関する各種要領等の
整備・拡充
・計画に沿った安全管理措置の実施

・ﾁｪｯｸﾘｽﾄを使用した各部店における自主点
検、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施
・ﾁｪｯｸ項目の見直し
・安全管理措置の継続

・営業店、本部、関連会社ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施
・外部委託先との覚書等の締結による契約
内容の点検、整備
・お客さま情報取扱厳正化活動（17/12～）
の展開
・個人データ台帳の見直しを実施

（５）ＩＴの戦略的活用 ・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの一層の拡充を図り、情報を活用した営業、統
計・科学的分析に基づく企画・商品開発を推進
・当行版ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾁｬ(EA)導入を検討し、将来に向
けた業務、ｼｽﾃﾑの一層の最適化を実現
・IT維持更新投資の比率の逓減により戦略投資を拡大
・中長期的なIT戦略の策定・ﾛｰﾘﾝｸﾞによる積極的なIT投資

・ 営業支援ｼｽﾃﾑ検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる集中
検討、営業店業務調査等の結果をもとに課
題・方針等を検討、要件定義を実施、現在ｼ
ｽﾃﾑ開発中
・ 当行版ＥＡ管理ｼｽﾃﾑ稼動開始（18/6）、
機能改善のための開発の検討継続
・ ＩＴﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵについて、H17年度実績を集
計、多面的な分析を実施
・ 他行とのｼｽﾃﾑ共同利用の検討・協議

・顧客情報、ﾃﾞｰﾀに関する検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発足、営業支援系ｼｽﾃﾑのあるべき姿を検討
・EA導入とﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨの検討を行うﾁｰﾑを発足
・ITﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ管理のための基礎ﾃﾞｰﾀを蓄積開始
・3行共同ｼｽﾃﾑに関する基本検討・要件定義の実施
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進捗状況
１７年度 １８年度 １７年４月～１８年９月

項　　　　　目 スケジュール
計画（取組方針・目標）

３．地域の利用者の利便性向上
（１）地域貢献等に関する情報開示 ・金融機関の社会的責任といった観点も考慮した情報開示

・「顧客利便性向上」「地域金融円滑化」に関する進捗状況の
情報開示
　　＜店舗新設（平成17～19年度）：20か店程度＞
　　＜CSﾓﾃﾞﾙ店舗設置（平成17～19年度）：9か店＞

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌等での公表
・地域貢献、CSRに関する取り組み
・神奈川県内・東京西南部への地域密着型
戦略店舗の出店
・住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰ、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰの増設
・CSﾓﾃﾞﾙ店舗の展開、出張所の支店化
・ｶｰﾄﾞ事業における業務提携
・ATMｺｰﾅｰの安全性・利便性向上策

　（地域密着型店舗新設：6か店）
　（CSﾓﾃﾞﾙ店舗設置：9か店選定、18/2ﾘ
ﾆｭｰｱﾙ完了）
　（CSﾓﾃﾞﾙ店舗以外：22か店ﾘﾆｭｰｱﾙ実施）

・利用者の意見、要望を積極的に取り入れる仕組みを構築
・利用者ﾆｰｽﾞの適確な把握、経営方針への施策反映

・行員からのCS向上提案ｽｷｰﾑ構築
・お客さま相談室との定例連絡会開催
・「CSﾓﾃﾞﾙ店舗」選定、接遇・設備面強化
・利用者満足度ｱﾝｹｰﾄ調査実施
・上記結果分析、経営方針への施策反映

・施策の実行状況ﾌｫﾛｰ ・CSﾓﾃﾞﾙ店舗を選定し、接遇面を強化
・お客さま相談室との定例連絡会開催
（17/4～）
・行内ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上に行員からのCS向上提
案ｽｷｰﾑ構築（17/6）
・お客さまｱﾝｹｰﾄを実施（18/2）、公表
（18/6）
・各店におけるCS向上の取り組みを全店に
紹介し、行内で共有化（18/8）
・ﾛﾋﾞｰｷｬﾘｱﾒｲﾄ向けCS研修を実施（18/9）

（２）地域の利用者の満足度を重視した金
融機関経営の確立

・決算発表、ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌発行などの機をとらえ、できる限り迅速に開示
・当行ﾎｰﾑﾍﾟｰｼでの情報開示
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（１）１７～１８年度上期（１７年４月～１８年９月）
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先

正常先 22,644 23 7

うちその他要注意先 3,764 147 24 100

うち要管理先 137 7 2 5

破綻懸念先 474 38 4 26

実質破綻先 323 3 0 3

破綻先 215 0 0 0

合　計 27,557 218 30 141

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。

３．経 営 改 善 支 援 の 取 組 み

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数
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（２）１８年度上期（１８年４月～１８年９月）
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先

正常先 22,634 28 20

うちその他要注意先 3,538 134 12 109

うち要管理先 167 14 2 10

破綻懸念先 433 34 1 29

実質破綻先 354 9 0 8

破綻先 164 1 0 1

合　計 27,290 220 15 177

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１８年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数
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