
機能強化計画の進捗状況について 

 

 
 平成 15 年度に、皆様に公表いたしました「リレーションシップバンキングの機能強化計画」につきまして、平成 15 年

4 月から平成 17 年 3 月における進捗状況を公表いたします。 
この機能強化計画は、当金庫の経営方針であります「地元にとってなくてはならない金融機関を構築していく」ことを

踏まえ、中小企業の再生と地域経済の活性化を図り、皆様のお役に立つため、また、当金庫の健全性を確保するための各

種施策を記載し、着実に実施してまいりました。 
当金庫の取組みに、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

 



機能強化計画の進捗状況（要約）【信金・信組版】 （別紙様式３）

１．15年4月から17年3月の全体的な進捗状況
中小企業金融の再生に向けた取組みとして、政府系金融機関並びに地元商工会議所との連携強化のため覚書を締結する他、中小企業の将来性や技術力を的確に判断できる人材の育成に努めました。

また、中小企業の過剰債務構造の解消・再生に向け、経営支援室による支援先企業への経営指導等による債務者のランクアップに努めました。

健全性の確保、収益の向上等のため、企業信用格付システムを導入する他、不動産担保評価システムのバージョンアップと処分実績データの蓄積並びに「不動産担保評価取扱要領」を制定し、精度の向上に努めました。

２．16年10月から17年3月までの進捗
事業育成・再生を目的とした商工組合中央金庫との連携強化のため覚書を締結する他、地元商工会議所との連携強化のため覚書を締結いたしました。

３．計画の達成状況
各種施策を着実に実施し、当初計画のとおり達成いたしました。

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題
平成15年度は、主に組織の強化、人材の育成及び規程等の整備などの体制整備を中心に推進し、平成16年度は、これらの機能を発揮し、経営支援室による支援先企業への経営指導等による債務者のランク

アップに努める他、企業信用格付システムの精度を高める等、各種施策を着実に実施し、当初計画のとおり達成したものと認識しております。

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

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

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

審査能力向上のた
め、融資担当者の集
合研修及び外部研修
への派遣等による人

材育成

・内部研修の実施
・外部研修に参加
・中小企業診断士の
養成

・内部研修の実施
・外部研修に参加

・外部研修に参加
・中小企業診断士の
養成

・外部研修に参加
・中小企業診断士の
養成

15年

・5月　「企業再生支援講座」1名派遣

・6月　中小企業診断士養成のため通信講座3名受講

・9月　「中小企業再生支援担当者等研修」1名派遣

・9月　「財務講座」2名派遣

・10月「企業再生講座」2名派遣

・10月審査トレーニー研修開始（～3月　26店舗参加）

・11月「融資審査管理講座」1名派遣

・11月「企業再生支援講座」1名派遣

・12月財務分析研修開催

16年

・1月「経営改善計画作成講座」1名派遣

・2月「中小企業経営改善支援実務研修」1名派遣

・5月「融資審査・管理講座」3名派遣

・5月「目利き力養成講座」1名派遣

・5月ファイナンシャルプランニング技能士2級　1名合格

・6月「目利き力養成講座」2名派遣

・8月「融資審査講座」1名派遣

・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合格

･8～9月　「平成16年度創業塾」1名派遣
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項　 具体的な取組み　　　　目 スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（１）業種別担当者の配置等融資審査態
勢の強化

・7･9月　融資担当者会議にて、外部講座受講者による
報告会を実施

･10月 県協会・国民生活金融公庫主催「新規開業支援
研修会」４名派遣

･16.10月 県中小企業診断士協会主催「企業再生フォー
ラム」3名派遣

17年

・1月　融資担当者会議にて、外部講座受講者による報
告会を実施

・3月　ファイナンシャルプランニング技能士2級　1名合格

・2月～3月　　審査トレーニー研修の実施
（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

積極的に参加 金融会議へ参加 金融会議へ参加 金融会議へ参加 金融会議へ参加 15年

・6月　第1回「関東地区産業クラスターサポート金融会
議」　　　　　　　　　　　　　　　　1名派遣

16年

・2月　第2回「関東地区産業クラスターサポート金融会
議」　　　　　　　　　　　　　1名派遣

・10月　第3回「関東甲信越静岡地区産業クラスターサ
ポート金融会議」1名派遣

17年

･3月　第4回「関東甲信越静岡地区産業クラスターサ
ポート金融会議」1名派遣

（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

「ぐんま中小企業等
育成型投資ファンド」
への出資によりベン
チャー企業への直接
投資を図る

・「ぐんま中小企業
等育成型投資ファン
ド」への出資

・前年度の取組み実
績の検証

・「ぐんま中小企業等
育成型投資ファンド」
への出資を実施

・商工組合中央金庫
と覚書の取り交わし

15年

・9月　「ぐんま中小企業等育成型投資ﾌｧﾝﾄﾞ」（正式名
称：投資事業有限責任組合ぐんまﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ）への出
資（金額10百万円）を決定、11月に実施・伊勢崎商工会議所

と覚書の取り交わし・中小企業金融公庫
と覚書の取り交わし

・10月　中小企業金融公庫と情報交換を実施
・伊勢崎商工会議所
提携商品「ＩＯ企業再
生支援ローン」発売

16年
・国民生活公庫と覚
書の取り交わし

・3月　投資事業有限責任組合ぐんまﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ組合
員集会に参加

・4月　伊勢崎・太田ベンチャー支援センターとの情報交換を実施

・商工組合中央金庫
と覚書の取り交わし

・6月　中小企業金融公庫との連携強化のため覚書を締結

・6月　国民生活金融公庫との連携強化のため覚書を締結

・伊勢崎商工会議所
と覚書の取り交わし

・10月　伊勢崎商工会議所との連携強化ため覚書を締結

･10月　伊勢崎商工会議所提携商品「ＩＯ企業再生支援
ローン」発売

・伊勢崎商工会議所
提携商品「ＩＯ企業再
生支援ローン」発売

17年

・1月　伊勢崎・太田ベンチャー支援センターとの情報交
換を実施
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項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（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

・1月　中小企業金融公庫・国民生活金融公庫の情報交
換を実施

・2月　商工組合中央金庫との連携強化ため覚書を締結

・2月　商工組合中央金庫との情報交換を実施

・3月　中小企業金融公庫・国民生活金融公庫・商工組
合中央金庫との情報交換を実施

･3月　投資事業有限責任組合ぐんまﾁｬﾚﾝｼﾞﾌｧﾝﾄﾞ組合
員集会に参加

（５）中小企業支援センターの活用 群馬県産業支援機構
との連携を図り、中小
企業者の支援に活用

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

15年

・8月　経営支援室を設置（2名）10月に2名増員

・経営支援室の設置
・群馬県産業支援機
構中小企業支援協議
会へ訪問、個別案件
の相談を行う

・12月　「県内金融機関と中小企業支援センター等との
連携会議」2名派遣・群馬県産業支援機

構中小企業支援協議
会へ訪問、個別案件
の相談を行う

16年

・2月　群馬県産業支援機構との情報交換を行う

・3月　中小企業支援センター担当者と情報交換を行う

・群馬県産業支援機
構の事業の執行状況
等を審議する評価委
員を派遣

・群馬県産業支援機
構の事業の執行状況
等を審議する評価委
員を派遣

・7月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と情報交換を行う

・9月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と情報交換を行う

･10月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会全体会議に3名派遣

17年

・1月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会へ訪
問、個別案件の相談を行う

・.2月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と案件先を訪問

・3月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と情報交換を行う

・3月　群馬県産業支援機構の事業の執行状況等を審
議する「産業エキスパートコンサルティング事業事後評
価委員会」及び「マネージャー選定・評価委員会」への
評価委員派遣
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項　 具体的な取組み　　　　目 スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

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

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞに対す
る「目利き」のできる
人材の育成。群馬県
産業支援機構の活用
を検討

・経営支援室の設置 ・前年度の取組み実
績の検証及びそれ
を踏まえた効果的
施策の検討

・経営支援室の設置 ・群馬県産業支援機
構主催「平成16年度
ぐんまビジネスプラ
ザ」発表会に出席

15年

・中小企業診断士の
養成

・中小企業診断士の
養成

・6月　中小企業診断士養成のための通信講座3名受講

・8月　経営支援室設置（2名）、10月2名増員

・県産業支援機構へ
の定期的訪問

・「平成16年度ぐんまビジ
ネスプラザ」への協賛

16年

・2月　群馬県産業支援機構へ訪問、情報交換を行う

・外部研修に参加 ・群馬県産業支援機
構主催「平成16年度
ぐんまビジネスプラ
ザ」発表会に出席

・2月　全信協「しんきんビジネス・マッチングサービス」へ参加

・5月　ファイナンシャルプランニング技能士2級　1名合格

・8月　中小企業診断士資格試験、1名1次合格

・9月　群馬県産業支援機構主催「平成16年度ぐんまビ
ジネスプラザ」への協賛

17年

・2月　群馬県産業支援機構主催「平成16年度ぐんまビ
ジネスプラザ」発表会に出席

・3月　ファイナンシャルプランニング技能士2級　1名合格

（２）コンサルティング業務、Ｍ＆Ａ業務等
の取引先企業への支援業務の取組み

・中小企業診断士の
養成

・中小企業診断士の
養成

・前年度の取組み実
績の検証

・中小企業診断士の
養成

・中小企業診断士の
養成

15年

・6月　中小企業診断士養成のための通信講座3名受講

・外部研修に参加 ・外部研修に参加 ・10月　「地域経済再生シンポジウム」2名派遣

・10月　「企業再生講座」2名派遣

・11月　「企業再生支援講座」1名派遣

16年

・1月　「経営改善計画作成講座」1名派遣

・2月　「中小企業経営改善支援実務研修」1名派遣

・5月　「地域経済再生ワークシップ」1名派遣

・5月　「目利き力養成講座（本部編）」1名派遣

・5月　ファイナンシャルプランニング技能士2級　1名合
格・6月　「目利き力養成講座」2名派遣

・8月　中小企業診断士資格試験1名1次合格

・8月～9月　伊勢崎商工会議所「平成16年度創業塾」1名派遣

･10月 県協会・国民生活金融公庫主催「新規開業支援
研修会」４名派遣

･10月 県中小企業診断士協会主催「企業再生フォーラム」3名派遣

･11月 群馬県「金融情報セミナー」2名派遣

17年

･3月　ファイナンシャルプランニング技能士2級　1名合格
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項　 具体的な取組み　　　　目 スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（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

別紙様式3－2、別紙様式3－3及び3－4参照

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

経営支援室を新設、
営業店と本部の協調
により経営改善指導
及び支援を行う

・経営改善指導及び
支援の開始

・支援先債務者の業
況分析

・経営支援室の新設 ・関連団体実施の各
種研修会への参加

15年

・関連団体実施の各
種研修会への参加

・6月　「民事再生法の概要と金融機関実務講座」2名派

・関連団体実施の各
種研修会への参加

・関連団体実施の各
種研修会への参加

遣・8月　経営支援室を設置（2名）、10月2名増員

・経営支援室の増員 ・9月　関信協主催「リレーションシップバンキングの機
能強化計画」に関する勉強会へ2名派遣

・10月　「企業再生講座」2名派遣

・11月　「企業再生支援講座」1名派遣

・12月　「監査する立場から見た企業再生への取組み
について」講演会へ1名派遣

16年

・1月　「経営改善計画作成講座」1名派遣

・2月　「中小企業経営改善支援実務研修」1名派遣

・4月　経営支援室における支援対象先の洗え替えを実
施し、対象先を70先抽出

・8月　県協会、中小公庫合同研修会に4名派遣

･10月 県協会・国民生活金融公庫主催「新規開業支援
修 遣･10月 県中小企業診断士協会主催「企業再生フォーラ

遣･10月 第２回群馬県中小企業支援協議会全体会議へ３
遣･11月 群馬県「金融情報セミナー」2名派遣

（５）産業再生機構の活用 群馬県産業支援機構
との連携を図り、中小
企業者の支援に活用

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・経営支援室の新設
（増員）

・群馬県産業支援機
構に訪問、情報交換

15年

・8月　 経営支援室設置（2名）10月2名増員

・群馬県産業支援機
構に訪問、情報交換

・群馬県産業支援機
構中小企業支援協議
会へ訪問、個別案件
の相談を行う

16年

・2月　群馬県産業支援機構へ訪問、情報交換

・群馬県産業支援機
構中小企業支援協議
会へ訪問、個別案件
の相談を行う

・3月　中小企業支援センター担当者と情報交換
・7月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当者と情報交換を行う

・群馬県産業支援機
構の事業の執行状況
等を審議する評価委
員を派遣

・9月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当者と情報交換を行う

･10月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会全体
会議に3名派遣

・群馬県産業支援機
構の事業の執行状況
等を審議する評価委
員を派遣

17年

・1月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会へ訪
問、個別案件の相談を行う
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項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（５）産業再生機構の活用 ・.2月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と案件先を訪問

・3月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と情報交換を行う

・3月　群馬県産業支援機構の事業の執行状況等を審
議する「産業エキスパートコンサルティング事業事後評
価委員会」及び「マネージャー選定・評価委員会」への
評価委員派遣

（６）中小企業再生支援協議会への協力と
その機能の活用

群馬県産業支援機構
との連携を図り、中小
企業者の支援に活用

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構主催の研修に参加

・群馬県産業支援機
構に訪問、情報交換

15年

・9月　群馬県中小企業再生支援協議会主催「中小企業
再生支援担当者等研修」1名派遣

・同機構へ訪問し情
報交換

・群馬県産業支援機
構中小企業支援協議
会へ訪問、個別案件
の相談を行う

16年

・2月　群馬県中小企業再生支援機構へ訪問情報交換

・群馬県産業支援機
構中小企業支援協議
会へ訪問、個別案件
の相談を行う

・3月　中小企業再生支援協議会担当者と情報交換

・7月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と情報交換を行う

・9月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と情報交換を行う

･10月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会全体
会議に3名派遣

17年

・1月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会へ訪
問、個別案件の相談を行う

・.2月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と案件先を訪問

・3月　群馬県産業支援機構中小企業支援協議会担当
者と情報交換を行う
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項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

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

信用リスクデータ
ベース化を図り、信
用リスクの測定や事
後モニタリングを行
い、過剰な保証に陥
らないようにする

・信用格付システム
導入準備

・信用格付システム
運用開始

・信用格付システム専
担者を配置

・抽出債務者10先に
対して、業況ヒアリン
グを実施

15年

・10月　信用格付システム導入に向け専担者1名を配置

・大口の管理検証 ・前年度実績の検証
及び効果的施策の
検討

・大口の管理検証 増・信用格付システム運用に関する規程として「企業信用
格付規程」等の原案を検討・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先の抽

出
・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先の抽出 ・信用リスクデータ

ベース（SDB）の導入
を決定

・抽出債務者10先に
対して、業況ヒアリン
グを実施

・大口上位20先の現況をALM委員会に報告

・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先10先を抽出

16年

・信用格付システム本
格稼動

・4月　企業信用格付システム本格稼動、16年9月末現
在310先について格付を実施する

・精度の向上を検討 ・6月　業界内（信金中金、共同事務センター等が参画）
で進めている中小企業信用リスクデータベース（SDB）
の導入を検討する

・信用リスクデータ
ベース（SDB）の導入
を決定 ・10月　抽出債務者10先に対して、業況ヒアリングを実

・12月　信用リスクデータベース（SDB）の導入を決定す

・16.12月・17.2月　融資実行後の管理検証を行うため、
大口上位20先の現況をALM委員会に報告

・17.3月　企業信用格付システム本格稼動、17年3月末
現在612先について格付を実施 　 　

（３）証券化等の取組み 証券化は、取引先事
業規模から取り扱わ
ない。売掛債権担保
融資保証は、中小企
業の資金調達の一つ
として推進

・売掛債権担保融資
保証制度の内容ＰＲ
と推進

・売掛債権担保融資
保証制度の内容ＰＲ
と推進

・売掛債権担保融資
保証制度の内容ＰＲ
と推進（部店長会議で
利用推進を促す）

・16年度売掛債権保
証取扱実績23件、58
百万円

・売掛債権担保融資保証は平成13年12月の導入時か
ら取り組んでおります。
・16年度売掛債権保証取扱実績23件、58百万円

（５）信用リスクデータベースの整備・充実
及びその活用

信用リスク量を算出
し、適切な信用リスク
管理を図る

・信用格付システム
導入準備

・信用格付システム
運用開始

・専担者配置 ・信用リスクデータ
ベース（SDB）の導入
を決定する

15年

・説明会を実施し、信
用格付の試行を実施

・10月　専担者1名配置

・11月　説明会を実施し、信用格付の試行を実施する
する
・16.2月専担者1名増
員する

・精度を高めるため、
他のシステムも検討
する

16年

・2月　 専担者1名増員する

・信用格付システム本
格稼動

・3月　本格導入に向けた説明会を実施する

・4月　企業信用格付システム本格稼動、16年9月末現
在310先について格付を実施する・精度の向上を検討

・信用リスクデータ
ベース（SDB）の導入
を決定する

・6月　業界内（信金中金、共同事務センター等が参画）
で進めている中小企業信用リスクデータベース（SDB）
の導入を検討する
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項　 具体的な取組み　　　　目 スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（５）信用リスクデータベースの整備・充実
及びその活用

・精度を高めるため、
他のシステムも検討

する

・12月　信用リスクデータベース（SDB）の導入を決定す
る17年

・2月　中小企業信用リスクデータベース説明会へ2名派
遣・2月　金融財政事情研究会主催システム説明会へ2名
派遣・3月　㈱オービック主催システム説明会へ1名派遣

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

内部規則の制定、内
部規則の職員への周
知を図る

・内部規則の制定 ・内部規則徹底のた
めの研修

・16.2月内部規程を制定 ・1月、2月、3月融資
担当役席者会議にて
徹底を図る

16年

・内部規則の研修 ・16.3月営業店長及
び融資担当役席を対
象に説明会を実施

・2月　内部規程として「与信取引に関する顧客への説
明態勢に係る規則」を制定する・監査室の検証 ・監査室の検証

・3月　営業店長及び融資担当役席を対象に説明会を実施

・16.9月融資担当役
席者会議で徹底

・5月及び9月　融資担当役席者会議で議題として取り
上げ徹底を図る

17年

・1月、2月、3月融資
担当役席者会議にて
徹底を図る

・1月、2月、3月融資担当役席者会議にて徹底を図る

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 地域金融円滑化会議
に積極的に参加し、
苦情例を参考に対応
を図る

・同会議への参加 ・前年度取組みの強
化

・「地域金融円滑化会
議」に参加

・「地域金融円滑化会
議」に参加

15年

・苦情例の有効活用 ・6月　第1回「地域金融円滑化会議」に参加

・規定の整備 ・同会議の内容につ
いては、常勤理事会・
部店長会議に報告す
る

・同会議の内容につ
いては、常勤理事会・
部店長会議に報告す
る

・8月　第2回「地域金融円滑化会議」に参加

・11月　第3回「地域金融円滑化会議」に参加

・12月　部店長会議に報告

・「苦情等処理要領」
を制定

・「苦情等処理要領」
を改訂、常勤理事会
への報告を6か月毎
から3か月毎に変更
する

・12月　「苦情等処理要領」を制定

16年

・「苦情等処理要領」
を改訂、常勤理事会
への報告を6か月毎
から3か月毎に変更
する

・2月　第4回「地域金融円滑化会議」に参加

・5月　第5回「地域金融円滑化会議」に参加

・8月　第6回「地域金融円滑化会議」に参加

・8月　会議の内容は、常勤理事会に報告

・11月　第7回「地域金融円滑化会議」に参加

17年

・3月　第8回「地域金融円滑化会議」に参加

・3月　会議の内容は、常勤理事会に報告

・「苦情等処理要領」を改訂、常勤理事会への報告を6
か月毎から3か月毎に変更する
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項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（３）相談・苦情処理体制の強化 苦情に関する規定の
整備、理事会・担当
者への苦情例の報
告、周知を図る

・規定の整備 ・前年度取組みの強
化

・コンプライアンス担
当者研修会で、苦情
例の検討を実施

・「苦情等処理要領」
改訂

15年

 ・コンプライアンス
担当者会議の開催

・9月　コンプライアンス担当者研修会で、苦情例の検討を実施

・12月　「苦情等処理要領」を制定

・「苦情等処理要領」
を制定

・12月　部店長会議で、「金融円滑化会議」における苦情例等を報告する

16年

・「苦情等処理要領」
改訂

・1月　コンプライアンス担当者研修会で、苦情例の検討を実施

・総合企画部（コンプライアンスの統括部）が営業店の臨店指導を実施

・総合企画部（コンプ
ライアンスの統括部）
による営業店臨店指
導の実施

17年

・1月　「苦情等処理要領」改訂

・1月　常勤理事会に苦情の受付状況を報告する。

・1月　コンプライアンス担当者研修会で、苦情例の検討を実施

６．進捗状況の公表 ディスクロ誌、ミニ
ディスクロ誌並びに
ホームページによる
公表の実施

・ミニディスクロ誌並
びにホームページ
による要約書並び
に進捗状況の公表

・ディスクロ誌、ミニ
ディスクロ誌並びに
ホームページによる
進捗状況の公表

・15年9月要約書を公
表（店頭備え置き、
ホームページ）
・進捗状況は地域貢
献ディスクロージャー
誌を作成し縦覧開始
し、ホームページにも
掲載する

・進捗状況は地域貢
献ディスクロージャー
誌を作成し縦覧開始
する
また、ホームページに
も掲載する

・15年9月　要約書を公表（店頭備え置き、ホームペー
ジ）
・15年11月及び16年7月　地域貢献ディスクロージャー
誌を作成し縦覧開始する。また、ホームページにも掲載
する。
・16年11月　推進状況を地域貢献ディスクロ誌にて縦覧
する。また、ホームページにも掲載する。

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

債務者の実態把握を
行い、監査法人の指
導のもと適切な償却・
引当を行う。

・本部の債務者の実
態把握

・前年度取組みの強
化

・6～7月管理部臨店
により債務者の実態
把握に関するヒヤリン
グを実施

・16年度自己査定結
果に関する監査法人
との意見交換の実施

15年

・6～7月　管理部臨店により債務者の実態把握に関す

・各種研修の実施 ・研修会の継続実施 グ・9月　顧客管理カード有効活用方法の徹底

・監査法人との意見
交換の実施

・12月　適正な自己査定を行うための研修会を実施

・9月顧客管理カード
有効活用方法の徹底

16年

・監査部門の検証 ・3月　適正な自己査定を行うための研修会を実施

・12月、3月に適正な
自己査定を行うため
の研修会を実施

・監査プロジェクトによる検証の実施

・自己査定結果に関する監査法人との意見交換の実施

・4～5月　管理部による臨店を実施

・監査プロジェクトに
よる検証の実施

・9月　管理部による臨店を実施

17年

・自己査定結果に関
する監査法人との意
見交換の実施

・1月　融資担当者会議にて、外部講座（財務講座）受講
者による報告会を実施

・1月　審査部・管理部による自己査定研修会を実施

・管理部による臨店
指導

・監査プロジェクトによる検証の実施

・16年度自己査定結果に関する監査法人との意見交換
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項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（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

処分実績データの蓄
積により担保評価額
の精度を高める

・データの報告体制
の確立

・前年度実績の検証 ・データの報告体制
の確立

･「不動産担保評価取
扱要領」を制定

15年

・処分データの蓄積 ・8月　担保処分データ蓄積のため、各営業店からの報

・処分実績の検証 ・評価算定の検証 ・処分実績の検証 確・9月　不動産評価システムのバージョンアップを実施

・評価システムのバ
－ジョンアップ

・掛目の検証 ・評価システムのバー
ジョンアップ

・担保処分実績データ

　　　　14年度29件

･「不動産担保評価取
扱要領」を制定

　　　　15年度上半期22件、15年度下半期35件

　　　　16年度上半期24件、16年度下半期29件　を蓄積

17年

･3月　「不動産担保評価取扱要領」を制定

・3月　融資担当役席者会議にて、「不動産担保評価取
扱要領」の説明を実施

（１）③金融再生法開示債権の保全状況
の開示

平成15年度から開示
債権の保全状況把握
のため、システム構
築を信金東京共同事
務センターに要望

・開示債権の把握及
び確定

・開示債権の把握及
び確定

・ディスクロ誌の配布 ・監査プロジェクトに
よる監査の実施

・14年度決算よりディスクロ誌で開示

・開示債権の把握及
び確定

15年

・ディスクロ誌の配布 ・ディスクロ誌の配布 ・監査法人による監
査の実施

・8月　開示債権の保全状況把握のため、システム構築
を信金東京共同事務センターに要望・監査プロジェクトに

よる監査の実施 ・システムの一部追加・変更を行う

・監査法人による監
査の実施

・自己査定実施により開示債権及び保全状況を把握

・平成15年度決算に伴い、

    ○　自己査定の実施により開示債権及び保全状況

    ○　監査プロジェクトによる監査の実施

    ○　監査法人による監査の実施

    ○　15年度ディスクロ誌の作成、配付による開示

・平成16年度決算に伴い、

    ○　自己査定の実施により開示債権及び保全状況

    ○　監査プロジェクトによる監査の実施

    ○　監査法人による監査の実施

    ○　16年度ディスクロ誌の作成、配付による開示の予定

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（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

信用格付システムを
導入し、リスクに応じ
た金利設定内部基準
を整備します

・信用格付システム
導入準備

・信用格付システム
運用開始

・信用格付システム導
入準備

・信用リスクデータ
ベース（SDB）の導入
を決定する

15年

・10月　信用格付システム導入のため、専担者1名配置

・前年度実績の検証
及び効果的施策の
検討

・精度向上の検討 ・11月　説明会を実施し、信用格付の試行を実施する

・信用リスクデータ
ベース（SDB）の導入
を決定する

・精度を高めるため、
他のシステムも検討
する

・11月　試行抽出先240先の格付を実施する

16年

・4月　企業信用格付システム本格稼動、16年9月末現
在310先について格付を実施する・精度を高めるため、

他のシステムも検討
する
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項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール 進捗状況 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～17年3月 16年10月～17年3月

（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

・6月　業界内（信金中金、共同事務センター等が参画）
で進めている中小企業信用リスクデータベース（SDB）
の導入を検討する

・12月　信用リスクデータベース（SDB）の導入を決定す

17年

・2月　中小企業信用リスクデータベース説明会へ2名派
遣・2月　金融財政事情研究会主催システム説明会へ2名

遣・3月　㈱オービック主催システム説明会へ1名派遣

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 今後の業界動向にも
注視しながら、開示
情報を充実させてい
きます

・平成14年度ディス
クロ誌、7月に縦覧

・前年度取組み強化 ・15年度上半期情報開示 ･地域貢献ディスクロ 15年
･地域貢献ディスクロ開示 ・平成16年度上半期

ディスクロ誌は、昨年
同様に11月に縦覧開
始

・11月　平成15年度上半期ディスクロ誌を縦覧開始

・半期開示、11月に
予定

・16年度上半期情報開示 ・11月　地域貢献ディスクロ誌を縦覧開始、ホームペー
ジにも掲載する

・平成15年度ディスクロ誌は、16年7月に縦覧開始

・平成16年度上半期ディスクロ誌は、昨年同様に11月
に縦覧開始

・地域貢献ディスクロ誌も同様に作成し、11月に縦覧開
始するとともにホームページにも掲載する

（２）②外部監査の実施対象の拡大等 外部監査法人の監査
を継続して受ける

・定例監査を受ける
・14年度決算の監査
を受ける

・前年に引き続き、
外部監査を受ける

・14年度、15年度決算
の監査を受ける

定例的に外部監査を
受けている

（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

関連団体のアンケー
ト結果を踏まえ、取り
組む予定

・関連団体の総代会
機能向上策の検討
結果を踏まえて、準
備する予定

・関連団体の総代会
機能向上策の検討
結果を踏まえて、準
備する予定

・「総代候補選考基
準」を制定

ディスクロ誌で開示 ・「総代候補者選考基準」を制定
・「総代会の仕組み」、「総代の選任方法（含む総代候補
者選考基準）」、「総代会の決議事項等」、「総代の氏
名」をディスクロ誌で開示

（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

信金中央金庫が行っ
ている決算分析等に
ついては、ALM委員
会における検討資料
として有効活用する

・ALM委員会におけ
る検討資料として有
効活用

・ALM委員会におけ
る検討資料として有
効活用

・ALM委員会における
検討資料として有効
活用している

・ALM委員会における
検討資料として有効
活用している

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 関連団体の開示に関
する考え方を参考に
開示項目を充実さ
せ、情報開示を行う
方針

・15年9月期のディ
スクロ誌に、地域貢
献に関する記事を
掲載し、ホームペー
ジにも公開

・前年度取組みを継
続

・地域貢献ディスクロ
誌を縦覧開始
・地域貢献ディスクロ
誌をホームページに
掲載

・地域貢献ディスクロ
誌を縦覧開始
・地域貢献ディスクロ
誌をホームページに
掲載

・15.11月及び16.7月･11月　地域貢献ディスクロ誌を縦
覧開始
・15.11及び・16.7月･16.11月　地域貢献ディスクロ誌を
ホームページに掲載
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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 

・ 経営改善指導及び支援を行うため、経営支援室を新設し、要注意

先以下の債務者を対象に、各営業店と協調して取り組む。 

・ 経営改善指導及び支援を行える人材育成に向け、中小企業診断

士、ファイナンシャルプランナー等の資格取得者の育成を行う。 

・ 要注意先以下の債務者について、各営業店と協議のうえ、経営改

善指導及び支援が必要であるか、また、どのような内容で取り組む

か十分な検討を行う。 

・ 審査能力向上に向け、関連団体が実施予定の研修会等には積極

的に参加する。 

・ 営業店融資担当者の審査能力向上に向け、研修会出席メンバー

による庫内研修会を実施する。また、従来より継続的に実施してい

る本部への審査トレーニー研修については、今後も実施する。 

・ 体制整備状況及び経営改善支援に取り組んでいる債務者数、及

び経営改善支援により、債務者区分のランクアップ実績をディスク

ロ誌で公表する。 

・ 既存債務者の管理を徹底し、不良債権新規発生を防止する。 

 

15 年度 

・ 経営支援室の新設（平成１５年８月１日） 

・ 経営支援室の基本方針の検討、決定 

・ 中小企業診断士資格取得のための通信講座受講（3 名） 

・ 関連団体実施の研修会への参加及び庫内研修会の実施 

・ 経営改善指導及び支援が必要と認められる債務者の選定及び支

援方法の検討、支援開始 

・ 審査トレーニー研修の実施 

・ 管理部による既存債務者の管理状況（延滞発生等）の把握及び整

理方針の決定 

・ 表債２５百万円以上の債務者（事業所）管理のため、顧客管理カー

ドの活用 

・ 体制整備状況及び取組み状況等をディスクロ誌で公表 

 

 

 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

 

16 年度 

・ 支援先債務者の業況分析 

・ 支援方針の見直し 

・ 前年度の取組み実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策の検

討 

・ 債務者区分ランクアップ実績等をディスクロ誌で公表 

 

備考（計画の詳細） 

 

・ 具体的取組のとおり 

 



(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 

･15.6 月 中小企業診断士養成のため通信講座 3 名受講 

･15.6～7 月 管理部臨店により管理債権の実態把握及び整理方針の

決定 

･15.8 月  経営支援室を設置し、2 名配置 

･15.9 月 群馬県協会主催「財務基本講座」2 名派遣 

･15.9 月 顧客管理カード有効活用方法の徹底 

･15.10 月 経営支援室を 2 名（支店長経験者）増員 

･15.11 月 経営支援室において各営業店からのリストアップ(件数 149

社)に基づき、支援対象先64先を抽出、現状分析を行い、支援方針を

決定 

･15.10 月より融資担当者の審査トレーニー研修実施 

･15.11 月 関信協主催「融資審査・管理講座」1 名派遣 

･15.12 月、16.3 月に融資担当者の集合研修を実施 

・16.4 月 経営支援室における支援対象先の洗え替えを実施し、対象

先を 70 先抽出 

・16.4～5 月 管理部臨店による管理債権の実態把握及び管理方針の

決定 

・16.5 月 ファイナンシャルプランニング技能士 2 級 1 名合格 

・16.8 月 中小企業診断士資格 3 名受験、1 名 1 次試験に合格 

・16.9 月 16 年度管理方針の進捗状況等の把握のため、管理部、経営

支援室による臨店を実施 

･16.10 月 県協会・国民生活金融公庫主催 

「新規開業支援研修会」４名派遣 

･16.10 月 県中小企業診断士協会主催 

「企業再生フォーラム」3 名派遣 

・16.11 月 地域貢献ディスクロにて経営支援等の取組み状況及び実

績を公表 

･17. 1 月 融資担当者会議にて、外部講座受講者による報告会を実施

･17.3 月 ファイナンシャルプランニング技能士 2 級 1 名合格 

・17.2 月～3 月  審査トレーニー研修の実施 

 

 

 

 

 

進

捗

状

況 

 

 

 16 年 4 月～17 年 

3 月 

 

 

 

 

 

・16.4 月 経営支援室における支援対象先の洗え替えを実施し、対象

先を 70 先抽出 

・16.4～5 月 管理部臨店による管理債権の実態把握及び管理方針の

決定 

・16.5 月 ファイナンシャルプランニング技能士 2 級 1 名合格 

・16.8 月 中小企業診断士資格 3 名受験、1 名 1 次試験に合格 

 



 16 年 4 月～17 年 

3 月 

 

・16.9 月 16 年度管理方針の進捗状況等の把握のため、管理部、経営

支援室による臨店を実施 

･16.10 月 県協会・国民生活金融公庫主催 

「新規開業支援研修会」４名派遣 

･16.10 月 県中小企業診断士協会主催 

「企業再生フォーラム」3 名派遣 

・16.11 月 地域貢献ディスクロにて経営支援等の取組み状況及び実

績を公表 

･17. 1 月 融資担当者会議にて、外部講座受講者による報告会を実施

･17.3 月 ファイナンシャルプランニング技能士 2 級 1 名合格 

・17.2 月～3 月  審査トレーニー研修の実施 

○ 基本方針 

経営改善を要する取引先に対して経営改善の支援活動を行い、

その支援活動をとおして継続的に業況を把握し、債権の健全化及び

不良債権の新規発生防止に努め、地域社会の再生・活性化に貢献

することを基本方針とする。 

○ 取組み内容 

・ 平成 15 年 8 月に経営支援室を設置し、ＦＰ２名を配置する。 

・ 平成 15 年 10 月に支店長経験者 2 名を経営支援室に配置、4 名体

制とする。 

・ 経営支援に関する関連団体実施の研修会への経営支援室スタッ

フを派遣する。 

・ 各営業店からのリストアップ(件数 149 社)に基づき、支援対象先 64

先を抽出、現状分析を行い、支援方針を決定し、営業店と協調して

取り組む。また、16 年 4 月に支援先の洗い換えを行い、支援対象

先を 70 先とする。 

・ 支援内容は、現状分析による問題点の把握と改善指導、経営改善

計画書の作成支援等を行う。 

 

 

 

(2)経営改善支援の取組み

状況（注） 

 15 年 4 月～17 年 3 月 

 

 

 

○ 支援先の改善内容 

15 年度支援対象先 64 先のうちランクアップとなった先６先、変更の

なかった先 46 先 

16 年度支援対象先 70 先のうちランクアップとなった先 13 先、変更

のなかった先 52 先 

○ 課題 

・ 支援先企業の実態と経営上の問題点を代表者と共有し、認識を深

めて改善に取り組むことが課題となっている。 

・ 群馬県中小企業再生支援協議会等との連携による企業再生を検

討。 

・ 政府系金融機関との連携強化を推進。 



  16 年 4 月～17 年 3

月 

○ 基本方針 

経営改善を要する取引先に対して経営改善の支援活動を行い、

その支援活動をとおして継続的に業況を把握し、債権の健全化及

び不良債権の新規発生防止に努め、地域社会の再生・活性化に貢

献することを基本方針とする。 

○ 取組み内容 

・ 経営支援に関する関連団体実施の研修会への経営支援室スタッ

フを派遣する。 

・ 16 年 4 月に支援先の洗い換えを行い、支援対象先を 70 先とする。

・ 支援内容は、現状分析による問題点の把握と改善指導、経営改善

計画書の作成支援等を行う。 

○ 支援先の改善内容 

・ 16 年度支援対象先 70 先のうちランクアップとなった先 13 先、変更

のなかった先 52 先 

○ 課題 

・ 支援先企業の実態と経営上の問題点を代表者と共有し、認識を深

めて改善に取り組むことが課題となっている。 

・ 群馬県中小企業再生支援協議会等との連携による企業再生を検

討。 

・ 政府系金融機関との連携強化を推進。 

 

（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） 

 

 

 

 

 

 



（別紙様式３－３）
経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

アイオー信用金庫

【15年4月～17年3月】
（単位：先数）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

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
γ

正常先 2,497 1 0

要
注
意
先

うちその他要注意先 543 29 5 20

うち要管理先 113 26 6 14

破綻懸念先 171 32 6 21

実質破綻先 158

破綻先 35

合　計 3,517 88 17 55

注） ・期初債務者数及び債務者区分は15年4月期当初時点で整理

・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。
・βには、当期末(17年3月末)の債務者区分が期初(15年4月当初)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に含めない。
・期初(15年4月当初)の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末(17年3月末)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(15年4月当初)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(15年4月当初）の債務者区分と異なっていたとしても）期初(15年4月当初）の債務者区分に従って整理すること。
・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ない。
・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。
・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。
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