
       

   

       

       

       

 機能強化計画の進捗状況について 

  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機能強化計画」につきまして、平成 15 年上半期における進捗 

 状況の要約を公表いたします。     

  この機能強化計画は、当金庫が「地域にとってなくてはならない金融機関」となるために重要な計画と認識し、各施策 

 を着実に実行してまいりますので、なにとぞ、ご理解とご協力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

1．15年4月～9月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画（別紙様式１）

具体的な取組み 進捗状況 備　　考（計画の詳細）
１５年度 １６年度 (15年4月～9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

・内部研修の実施 ・内部研修の実施 ・外部研修に参加 ・5月　全信協主催「企業再生支援講座」1名派遣

・外部研修に参加 ・外部研修に参加 ・6月　中小企業診断士養成のため通信講座3名受講

・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

・9月　県協会主催「財務講座」2名派遣

金融会議へ参加 ・6月　関東経済産業局主催「関東地区産業クラス

　　　　ターサポート金融会議」1名派遣

・経営支援室の設置 ・8月　経営支援室を設置（2名）、10月2名増員予定

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

・経営支援室の設置 ・経営支援室の設置 ・6月　中小企業診断士養成のため通信講座3名受講

・8月　経営支援室を設置（2名）、10月2名増員予定

・外部研修に参加

・6月　中小企業診断士養成のため通信講座3名受講

・9月　「ぐんま中小企業等育成型投資ファンド」（正式
名称：投資事業有限責任組合ぐんまチャレンジファン
ド）への出資（金額10百万円）を決定、11月実施予定。

・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と
の連携を図り、中小企
業者の支援に活用

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

項　　　　　目

（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

・中小企業診断士の
養成

（５）中小企業支援センターの活用

（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

金融会議へ参加

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

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化

（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

（２）コンサルタント業務、Ｍ＆A 業務等の取引企業への支
援業務の取組み

積極的に参加

・中小企業診断士の
養成

・中小企業診断士の
養成

・「ぐんま中小企業等
育成型投資ファンド」
への出資を決定

・中小企業診断士の
養成

・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

金融会議へ参加

・前年度の取組み実
績の検証

　本機能強化計画を着実に実行するため、各種施策に取り組みました。
　中小企業再生に向けた取組みとしては、取引企業の経営相談や経営支援強化に取り組むため、経営支援室を設置し、さらに、中小企業の将来性や技術力等を判断できる人材を育成するた
め、各種講座や研修会に参加し能力向上に努めました。また、その他の施策については、次の「アクションプログラムに基づく個別項目の計画」に記載しております。
　なお、これら計画の実行は、まだ緒についたばかりであり、決して充分ではないと認識しておりますが、今後も本機能強化計画の着実な推進に努力してまいる所存であります。

スケジュール

・「ぐんま中小企業
等育成型投資ファン
ド」への出資

・県産業支援機構へ
の定期的訪問

・中小企業診断士の
養成

・前年度実績の検証
及び効果的施策の
検討

・中小企業診断士の
養成

・中小企業診断士の養
成

（伊勢崎太田信用金庫）



具体的な取組み 進捗状況 備　　考（計画の詳細）
１５年度 １６年度 (15年4月～9月）

項　　　　　目 スケジュール

・経営支援室の新設 ・経営支援室の新設 ・6月　中小企業診断士養成のため通信講座3名受講

・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

・取組状況の公表 ・取組実績の公表 ・8月　経営支援室を設置（2名）、10月2名増員予定

・9月　県協会主催「財務講座」2名派遣

・9月 顧客管理カード有効活用方法の徹底

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

・経営支援室の新設 ・6月　関信協主催「民事再生法の概要と金融機関

　　　　実務講座」1名派遣

・8月　経営支援室を設置（2名）、10月2名増員予定

・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

（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 ・8月　経営支援室を設置（2名）、10月2名増員予定

（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

・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

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

・大口の管理検証 ・大口の管理検証 ・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。

（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

・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。

・信用格付システム導入に向け、10月より専担者
1名を配置決定。

・関連団体実施の各
種研修会への参加

（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

・前年度実績の検証
及び効果的施策の
検討

（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

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

営業店と本部の協調に
より経営支援を行い、健
全債権化等の取組み実
績を公表する

・前年度実績の検証及
び効果的施策の検討

・信用格付システム導
入準備

・信用格付システム運
用開始

・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先の抽
出

・審査能力向上のた
めの人材育成

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

（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

・信用格付システム専
担者の配置を決定

・支援先債務者の業
況分析

・関連団体実施の各
種研修会への参加

・審査能力向上のた
めの人材育成

・関連団体実施の各
種研修会への参加

・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先の抽
出

（伊勢崎太田信用金庫）



具体的な取組み 進捗状況 備　　考（計画の詳細）
１５年度 １６年度 (15年4月～9月）

項　　　　　目 スケジュール

（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

・信用格付システム
専担者の配置を決
定

・信用格付システム導入準備に向け、10月より専
担者1名を配置決定。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

・内部規則の制定

・内部規則の研修

・監査室の検証 ・監査室の検証

　

・同会議への参加 ・6月　第1回「地域金融円滑化会議」に参加

・苦情例の有効活用 ・8月　第2回「地域金融円滑化会議」に参加

・規定の整備

・規定の整備

　

・要約書を公表 ・9月　要約書を公表（店頭備え置き、ホームページ）

・進捗状況の11月中公表に向け準備中

・前年度取組みの強
化

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

内部規則の制定、内部
規則の職員への周知を
図る

・前年度取組みの強
化

・コンプライアンス担
当者会議の開催

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催

（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

・内部規則の原案を
検討中

・進捗状況は公表に
向け準備中

・内部規則徹底のた
めの研修

・金融円滑化会議の内容について、常勤理事会に報
告しております。

・コンプライアンス担
当者会議の開催

・規程整備に向け、
原案を検討中

・コンプライアンス担当者会議において、苦情例
の検討を実施

６．進捗状況の公表

・地域金融円滑化会
議に参加

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

（３）相談・苦情処理体制の強化

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

（伊勢崎太田信用金庫）



３．その他関連する取組み（別紙様式２）   

項     目 具 体 的 な 取 組 み 進捗状況(15 年 4 月～9月） 

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 

審査能力向上を目的に庫内集合研修及びトレー二ー制を実施してい

ますが、創業、新事業支援を強化するには、企業の将来性を的確に評

価できる「目利き」を養成する必要性を認識しており、業界団体の行う

研修へ積極的に参加する。また、企業の将来性を的確に評価できる人

材を養成すべく、現在、中小企業診断士資格取得に向けて、通信講座

を受講（3 名）させております。 

・6 月 中小企業診断士養成に向け通信 

    講座 3 名受講 

・9 月 県協会主催「財務基本講座」 

    2 名派遣 

  

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 

中小企業支援スキルの向上のため、経営支援室担当者を関連団体主

催の研修会（企業再生支援講座）に派遣するとともに、中小企業診断

士の養成のため、現在、通信講座を受講（3 名）させております。 

・5 月 全信協主催「企業再生支援講座」 

    １名派遣 

・6 月 中小企業診断士養成に向け通信 

    講座 3 名受講 

・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 

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 

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

のため、経営支援室担当者を関連団体主催の研修会（企業再生支援

講座）に派遣するとともに、中小企業診断士の養成のため、現在、通信

講座を受講（3 名）させております。 

・5 月 全信協主催「企業再生支援講座」 

    １名派遣 

・6 月 中小企業診断士養成に向け通信 

    講座 3 名受講 

・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 

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 

「コンプライアンス態勢を確立するための基本方針」等コンプライアンス

の基本的な規程を定め、コンプライアンス意識の浸透を図っておりま

す。さらに、「不祥事件等処理要領」を定め、不祥事件の防止及び不祥

事件発生時の報告・連絡体制を定めております。 

・7 月 新入職員研修会の開催 

・9 月 コンプライアンス担当者研修会の開催 

・不祥事件防止に関する規程の改訂原案を検

討中。 

 


