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
取引先企業への経営支援活動については、「経営支援部隊」が中心となり財務アドバイスや改善計画策定支援などの諸活動を展開してまいりました。又、若手経営者育成のお手伝いのため,[だいしん経営塾」で勉強会を継続的に実施し、情報提供やノウハウの提供を行いま
した。さらに、職員に対しては融資人材育成のため土曜研修の開催、町医者資格試験の実施、各種研修会の派遣などを行いました。そうした活動に積極的に取組んだことにより経営支援や人材育成等において成果を収めることができました。
2．16年10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
取引先企業に対する経営相談や経営支援については、定例的に「経営支援会議」を開催して、支援方針の策定や取組状況等を協議し実のある活動を展開致しました。「だいしん経営塾」では外部講師による講演会の開催や、塾生による企業経営の体験発表等を行い、若手
経営者のための活動を展開してまいりました。不動産担保評価の厳正化を図るため、不動産担保評価システムを導入したほか、担保不動産の鑑定評価の明確化を図りました。
3．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）
項

目

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

スケジュール

具体的な取組み

進捗状況

１５年度

１６年度

・担当部、経営支援部隊を含めて原 ・ニーズの発掘や情報収集 ・対象企業へのアドバ
店との共同作戦による。
活動の実施。外部研修へ イスを
の参加。
実施。

15年４月〜１７年３月

16年１０月〜1７年３月

･１５年８月１８日、栃木県北東 ・期間中特に情報はなかった。
部産業交流会主催｢栃木県内１
３大学等との交流会｣に参加。
･１５年10月14日関東財務局主
催、日本政策投資銀行共催の
「地域経済再生シンポジウム」
講演会に参加
・１５年10月14日関東財務局主
催、日本政策投資銀行共催の
「地域経済再生シンポジウム」
講演会に参加。

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中 ・先方 から のアプローチがあれば
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 応
融資等連携強化
じたい。

・同左

・同左

・アプローチはない。

（５）中小企業支援センターの活用

・同左

・同左

・現在までは中小企業支援セン ・1６年度下半期においても中
ターからの情報や連携案件は 小企業支援センターからの情
ない。
報や連携案件はない。
・15年度下半期においても中小
企業支援センターからの情報
や連携案件はない。
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考 （計画の詳細）

・税理士（TKC)による研修を実 ・系統機関の研修に参加（1講
施（職員１９名参加）
座、1名・17年3月）
・融資専担者による新規事業１
件成立。
・審査部人員1名を増員し体制
の強化をはかった。
・新規事業立ち上げ企業への
アドバイスは、都度営業店長が
中心となり行っている。
・系統機関の各研修に参加。15
年度27名。16年度24名。

（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 ・機会があれば積極的に参加する。 ・交流会等に参加し、情報を ・同左
との連携。「産業クラスターサポート会議」への参画
生かしていく。

・先方からアプローチがあれば、情
報を活用したい。

備

・アプローチはない。

（大田原信用金庫）

項

目

具体的な取組み

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 ・経営支援部隊の活動。
整備
・「だいしん経営塾」の活動。
・当金庫の後援団体を通じての情報
提供。
・企業、団体への講演活動。

スケジュール

進捗状況

１５年度

１６年度

・経営支援部隊を再編成し, ・同左
企業の活性化及び改善活
動を展 開する。
・「だいしん経営塾」等の当
金庫後援団体開催時に、
情
報等を発信する。

（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 ・「だいしん経営塾」の活動。
・当金庫の後援団体を通じての情報
提供。
・企業、団体への講演活動。

15年４月〜１７年３月

16年１０月〜1７年３月

･１５年9月8日、だいしん経営塾に
て、公認会計士が代表者となってい
る経営研究所による「企業分析と
キャッシュフロー」と題する勉強会を
開催した。
・理事長が次の通り経済講演を行
い、情報等の発信を行った。
１５年4月１７日地元建設業者で組
織する会。８月８日信樹会。１６年１
月２２日東那須野支店「だいしん
会」。１６年１月２７日大田原商工会
主催の講演会。１６年２月２３日黒
磯支店「だいしん会」。
・１６年８月２４日信樹会主催の「よ
ろず懇談会」を開催した。
・だいしん経営塾は１６年度上期３
回開催した。
・信樹会総会で理事長が「中小企業
をとりまく環境等について」の講演
会を開催した。
・「だいしん経営塾は」１６年度下期
２回開催した。塾生が講師となり自
社の経営状況を発表。
・平成１７年１月２４日「いわいや」に
て「だいしん経営塾」主催の講演会
を開催した。講師はアサヒビールの
中條高徳氏。１３０名参加。
・１６年度下期に美原支店は「よろ
ず懇談会」を２回実施した。
・平成１７年２月に外部講師を招き
信樹会合同の研修会を実施した。
講師は野村證券のアナリスト。
・平成１７年３月９日に理事長が黒
羽町商工会で講演を行った。

・「だいしん経営塾は」１６年度
下期２回開催した。塾生が講
師となり自社の経営状況を発
表。
・
平成１７年１月２４日「いわい
や」にて「だいしん経営塾」主催
の講演会を開催した。講師は
アサヒビールの中條高徳氏。１
３０名参加。
・１６年度下期に美原支店は
「よろず懇談会」を２回実施し
た。
・平成１７年２月に外部講師を
招き信樹会合同の研修会を実
施した。講師は野村證券のア
ナリスト。
・平成１７年３月９日に理事長
が黒羽町商工会で講演会を
行った。

備

考 （計画の詳細）

別紙様式3−2、3−3及び3−4参照
・「だいしん経営塾」等の当 ・同左
金庫後援団体開催時に、
指導や情報提供を行う。
・講演活動時に情報提供等
を行う。
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・「信樹会」美原支部で当金庫
美原支店長が講師となり、１５
年５月２８日に、「金利と景気に
ついて」の勉強会を開催。
・ 当金庫矢板支店では、支店
長が講師となり、１５年７月１５
日に「セーフテーネット保証」等
についての勉強会を開催。
・１５年９月８日に経営研究所に
よる勉強会を開催した。
・大田原商工会議所等で理事
長が経済講演を次の通り行っ
た。１６年１月２２日東那須野支
店「だいしん会」、１６年１月２７
日大田原商工会議所、１６年２
月22日黒磯支店「だいしん
会」。
・１６年８月２４日信樹会主催の
「よろず懇談会」を開催。
・「だいしん経営塾」は上半期３
回開催した。
・平成１６年１１月２６日に室井
弁護士が講師となり信樹会合
同研修会を実施した。平成１７
年１月２４日「いわいや」にて「だ
いしん経営塾」主催の講演会を
開催した。参加者１３０名。
・平成１７年２月１７日黒磯支店
だいしん会総会で、理事長が講
演を実施した。平成１７年２月１
７日野村證券から講師を招き信
樹会合同の研修会を実施した。
・１６年度下期に美原支店で「よ
ろず懇談会」を２回実施した

・平成１６年１１月２６日に室井
弁護士が講師となり信樹会合
同研修会を実施した。平成１７
年１月２４日「いわいや」にて
「だいしん経営塾」主催の講演
会を開催した。参加者１３０名。
・平成１７年２月１７日黒磯支店
だいしん会総会で、理事長が
講演会を実施した。平成１７年
２月１７日野村證券から講師を
招き信樹会合同の研修会を実
施した。
・１６年度下期に美原支店で
「よろず懇談会」を２回実施し
た。

（大田原信用金庫）

項

目

スケジュール

具体的な取組み

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 ・経営支援部隊の活動。
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

進捗状況

１５年度

１６年度

15年４月〜１７年３月

16年１０月〜1７年３月

・同左

・同左

・「経営支援部隊」は当初28先 ・営業店8ヶ店80先に対し、経
に対し、支援活動を実施問題点 営支援協議会を開催し、支援
の把握や財務内容の改善等に 方針を策定した（17年2月）。
ついての支援活動を行った。
・平成１６年度から経営支援活
動を見直し営業店長を中心に
活動している（活動先80先）。
・支援活動をフォローするため
理事長や営業店長が参加する
「経営支援協議会」を定例的に
開催している。
・営業店8ヶ店80先に対し、経営
支援協議会を開催し、支援方
針を策定した（17年2月）。

（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

・該当するものがあれば対応する。 ・同左

・同左

･平成１６年７月７日に「とちぎ中 ・平成１６年１０月２２日「とちぎ
小企業ファンド」運営会社へ出 中小企業ファンド」へ出資した。
資した。
・平成１６年１０月２２日「とちぎ
中小企業ファンド」へ出資した。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用

・該当するものがあれば対応する。 ・同左

・同左

･現在まで、ニーズがなく、対応 ･下半期も、ニーズがなく、対応
していない。
していない。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活
用

・該当するものがあれば対応する。 ・同左

・同左

･現在まで、ニーズがなく、対応 ･下半期も、ニーズがなく、対応
していない。
していない。

（５）産業再生機構の活用

・該当するものがあれば活用する。 ・同左

・同左

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用

・該当するものがあれば活用する。 ・同左

・同左

・現在までは「産業再生機構」よ
り,取引企業の再生等の情報は
ない。
・現在まで、ニーズがなく、対応
していない。

3

備

考 （計画の詳細）

・下半期においても、「産業再
生機構」より,取引企業の再生
等の情報はない。
･下半期も、ニーズがなく、対応
していない。

（大田原信用金庫）

項

目

スケジュール

具体的な取組み

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 ・事例に着目した場合に は柔軟な
ルの活用等。第三者保証の利用のあり方
発想で対処する。

進捗状況

１５年度

１６年度

15年４月〜１７年３月

16年１０月〜1７年３月

・「目利き」研修による企業 ・「目利き」研修による
観相力のアップをはかる。 企業観相力のアップを
・ローンレビューの検討。
はかる。
・ローンレビューの実
施。

・｢目利き｣研修（土曜研修）を実
施し職員のレベルアップを図っ
た。
・面談記録表（カルテ）を作成し
た。
・｢貸出審査規準｣（クレジットポ
リシー）を作成した。今後審査
の向上等に役立たせる。
・｢目利き｣研修（土曜研修）を実
施し職員のレベルアップを図っ
た。
・融資専担者を対象に「融資人
材育成講座」を開催し集中的に
教育した。
・保証協会と提携し、無担保無
保証（第三者保証不要）による
商品を10月15日より取扱を開
始した。
・営業店融資事務指導要領を
制定し入口審査の充実を図っ
た。

・保証協会と提携し、無担保無
保証（第三者保証不要）による
商品を10月15日より取扱を開
始した。
・営業店融資事務指導要領を
制定し入口審査の充実を図っ
た。

（３）証券化等の取組み

・該当するものがあれば取組む。

・同左

・同左

・現在まで証券化のニーズはな
い。

（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

・あれば 対応していく。

・同左

・同左

・保証協会と提携し、無担保無
保証（第三者保証不要）による
商品を10月15日より取扱を開
始した。
・大田原商工会議所と特別融
資制度を提携し取扱を開始し
た。

・保証協会と提携し、無担保無
保証（第三者保証不要）による
商品を10月15日より取扱を開
始した。
・大田原商工会議所と特別融
資制度を提携し取扱を開始し
た。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用

・現状システムへ全債務者の登録を ・格付システムへ全債務者 ・デフォルト率のデータ
完了することがここ１年の課題（１年 を登録し、格付の適正化を べース化を進める。
目）。
検証する。
・デフォルト率のデータ
・これをプライシング、与信管理等に
蓄積により プライシン
取り入れていくには２〜３年を要す
グ、与信管理の整備を
る。
はかる。

・格付システムへ全財務データ
を登録した。今後格付が適正か
どうかを検証する。
・短期金利のプライシングにつ
いては、適正金利を算出し順次
顧客と交渉している。

・短期金利のプライシングにつ
いては「貸出金利算出表」によ
り適用金利を算出し順次顧客
と交渉している。

・顧客からの説明・相談は営業
店及び関係各部で対応してい
る。又、苦情処理についてはコ
ンプライアンス室及びコンプライ
アンス委員会で対応している。
・「銀行法に義務付けられた融
資顧客への説明体勢の整備」
については、説明マニュアル等
を制定し16年10月1日より開始
した。

・「銀行法に義務付けられた融
資顧客への説明体勢の整備」
については、説明マニュアル等
を制定し16年10月1日より開始
した。

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 ・苦情処理体制は現体制を充実させ ・苦情処理体制は現体制を
等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備
る。
充実させる。
・各種契約書を改定する。
・取引約定書の改定を準備
する。
・各種契約書は変更等を検
討。

・苦情処理体制は現体
制を充実させる。
・取引約定書は、新規
及び差し替えの要望が
ある顧客より対応す
る。
・各種契約書を変更す
る。
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備

考 （計画の詳細）

（大田原信用金庫）

項

目

スケジュール

具体的な取組み

１５年度

１６年度

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催

・「地域金融円滑化会議」の内容は
コンプライアンス委員会で協議し、
対応して行く。

・同左

・同左

（３）相談・苦情処理体制の強化

・コンプライアンス委員会は受身にな ・同左
らず、積極的に対応する攻撃性と
機
動性を兼ね備える。

・同左

・上記施策については、半期毎に公 ・同左
表する。

・同左

６．進捗状況の公表

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
・償却・引当システムの導入により
償却・引当計算をより正確に行な
う。
・修正バランスシート、改善計画書、
関係者間の決算連結等を整備し、
より実態把握に努める。
・償却・引当の検証体制の整備。

・償却・引当システムの導
入。
・修正バランスシート、改善
計画書、 関係者間の決算
連結等を整備しより実態把
握に努める。
・一般引当金は業務部、個
別引当金は審査部で算出
し自己査定委員会で検証
する。

・償却・引当システムの
定着。
・修正バランスシート、
改善計画書、 関係者
間の決算連結等を整
備し,より実態把握に努
める。
・一般引当金は業務
部、個別引当金は審査
部で算出し自己査定委
員会で検証する。

（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 ・不動産担保システムの導入により ・不動産担保システムの導 ・不動産担保システム
係る厳正な検証
不動産担保評価の厳正化をはか
入及び規定の改定。
の検証を実施。
る。
・不動産担保システムの検 ・競売実績等を踏まえ
・競売実績等を踏まえ処分可能見
証の実施。
処分可能見込額の算
込額の算定検討。
定検討。
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進捗状況
15年４月〜１７年３月
16年１０月〜1７年３月
・｢地域金融円滑化会議｣に出 ・第７回16.１１.2４第８回1７.２.９
席している。会議内容は業務の に参加した。
参考にしている。第１回〜第８ ・会議内容は、コンプライアン
回に参加した。
ス委員会で協議することとして
・会議内容は、コンプライアンス いる。
委員会で協議することとしてい
る。

・相談・苦情についてはコンプラ
イアンス室が窓口となり、コンプ
ライアンス委員会で対応策を協
議し営業店を指導している。
・事例をコンプライアンス「だよ
り」に掲載し、フィードバックして
いる。
・コンプライアンス室長が毎月
臨店し、発生防止を指導してい
る。
・15年9月迄の進捗状況を11月
下旬にホームページにて公表
した。
・1６年３月迄の進捗状況を６月
下旬にホームページにて公表
した。
・1６年９月迄の進捗状況を１１
月下旬にホームページにて公
表した。

・相談・苦情についてはコンプ
ライアンス室が窓口となり、コ
ンプライアンス委員会で対応策
を協議し営業店を指導してい
る。
・事
例をコンプライアンス「だより」
に掲載し、フィードバックしてい
る。
・コンプライアンス室長が毎月
臨店し、発生防止を指導してい
・1６年９月迄の進捗状況を１１
月下旬にホームページにて公
表した。

・修正バランスシート、改善計
画書、 関係者間の 決算連結
等についての整備は自己査定
委員会が２次査定時に指導し
ている。
・金融検査マニュアル別冊「中
小企業融資編」については、部
店長会や自己査定説明会等で
指導を行った。
・１７年１月に「自己査定に関す
る研修会」を実施した。
・償却引当システムは過去の
データ入力を終了した。今後手
計算との整合性を検討し活用し
ていく。
・償却引当システムが定着後一
般引当金は業務部、個別引当
金は審査部が算出することとす
る。

・１７年１月に「自己査定に関す
る研修会」を実施した。
・償却引当システムは過去の
データ入力を終了した。今後手
計算との整合性を検討し活用
していく。

備

考 （計画の詳細）

・15年12月不動産担保システム ・不動産担保物件鑑定評価対
による担保評価を実施してい 象先を明確化した（16年11
る。
月）。
・不動産担保物件鑑定評価対
象先を明確化した（16年11
月）。

（大田原信用金庫）

項

目

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示

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

３．ガバナンスの強化
（２）①半期開示の実施

スケジュール

具体的な取組み

１５年度

１６年度

・実施済。

進捗状況
15年４月〜１７年３月
16年１０月〜1７年３月
・平成１４年度分は、平成１５年 ・平成１６度９月末現在は、１１
６月に開示した。
月下旬にミニディスクローズ誌
・平成１５年度９月末現在は、11 及びホームページに開示した。
月下旬に開示した。
・平成１５年度分は、平成１６年
６月に開示した。
・平成１６度９月末現在は、１１
月下旬にミニディスクローズ誌
及びホームページに開示した。

・現状システムへ全債務者の登録 ・企業格付システムへ全債 ・デフォルト率のデータ
を完了することがここ1年の課題
務者の登録 を完了させ、 べース化を進める。
（１年目）。
・デフォルト率の蓄積に
適正化を検証する。
・これをプライシング、与信管理等
よりプライシング、与信
に取り入れていくには２〜３年を要
管理 の整備をはかる。
する。
・適正基準金利の算定

・格付けシステムへの財務デー
タ登録は完了した。今後格付が
適正かどうかを検証する。
・短期金利のプライシングにつ
いては「貸出金利算出表」によ
り適正金利を算出している。
・業界の「中小企業信用リスク
データベース」を利用しデフォル
ト率の算出等を行うこととした。

・短期金利のプライシングにつ
いては「貸出金利算出表」によ
り適正金利を算出している。
・業界の「中小企業信用リスク
データベース」を利用しデフォ
ルト率の算出等を行うこととし
た。

・15年度より半期開示も行う。

・1６年９月末現在を１１月下旬
にディスクロージャー誌及び
ホームページへ掲載し開示し
た。

・同左

・同左

・15年9月現在は11月下旬にミ
ニディスロージャー誌及びホー
ムページへ掲載し開示した。
・15年度分は６月にミニディスク
ロージャー誌及びホームページ
へ掲載し開示した。
・1６年９月末現在を１１月下旬
にディスクロージャー誌及び
ホームページへ掲載し開示し
た。

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員 ・全信協の結論を受けて対応する。 ・同左
の意見を反映させる仕組み等の整備
（15年9月頃）

・同左

・全信協より示された業界申し ・１６年度下期においての動き
合わせ事項及び総会の仕組、 はなし。
総代候補者選考基準等を16年
6月にディスクロージャー誌及
びホームページへ掲載した。総
代名はホームページに掲載し
た。

（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 ・情報等は尊重し経営に反映して
タリング機能等の活用方針
いく。

・同左

・同左

・平成15年9月29日付及び16年 ・信金中金より適宜情報の提
9月３０日付信金中金よりの「経 供を受け、業務に反映させて
営効率分析表」のデータを業務 いる。
の参考にした。
・信金中金より適宜情報の提供
を受け、業務に反映させてい
る。

・全信協の結論を受けて対応する。 ・同左
（15年11月頃までに開示する）

・同左

・平成１５年３月末現在の地域 ・平成１６年３月末現在の地域
貢献活動を１５年１１月に開示 貢献活動を１６年１１月に開示
した。
した。
・平成１５年年度の地域貢献活
動を１６年６月に開示した。
・平成１６年３月末現在の地域
貢献活動を１６年１１月に開示
した。

備

考 （計画の詳細）

（２）②外部監査の実施対象の拡大等

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
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（大田原信用金庫）

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

Ⅰ.1.（２）企業の将来性や技術力を的確に評価 ・事例研究の実施。 ・系統機関研修の活
できる人材の育成を目的とした研修の実施
用。 ・「土曜研修」の実施。

進捗状況
15年４月〜１7年3月

16年10月〜17年3月

・系統機関（信金中金、全信協、関信協、栃信 ・系統機関の研修に１３名参加した。
協）の 研修に積極的に職員を派遣した。平成１ ・土曜研修は１回実施した。参加者７８名。
５年度に２７名。１６年度に２４名参加した。 ・町医者資格試験を実施した。８６名が受験。
・平成１６年度に融資専担者を対象に「融資人
材養成講座」を開催し集中的に教育した。参加
者は１０名。
・土曜研修は平成１５年度及び１６年度にそれ
ずれ６回実施した。
・町医者資格試験は平成１５年度及び１６年度
にそれぞれ２回実施した。

Ⅰ.２.（４）中小企業支援スキルの向上を目的と ・事例研究の実施。 ・町医者資格制度の充 ・町医者試験は１５年度第１回が平成１５年７ ・系統機関の研修に１３名参加した。
した研修の実施
実。 ・系統機関研修の活用。 ・理事長「だよ 月〜８月、第２回が平成１５年１１月に実施し ・土曜研修は１回実施した。参加者７８名。
り」の活用。
た。平成１６年度第１回が７月〜８月、第２回 ・町医者資格試験を実施した。８６名が受験。
・部店長の勉強会は１７年１月及び２月に実施し
平成１７年１月〜２月に実施した。
・系統機関（信金中金、全信協、関信協、栃信 た。
協）の 研修に積極的に職員を派遣した。平成１ ・理事長「だより」は３８号まで６号発行した。
５年度に２７名。１６年度に２４名参加した。
・理事長「だより」は平成１５年度２６号発行
した。平成１６年度は１２号発行した。
・土曜研修は平成１５年度及び１６年度にそれ
ぞれ６回実施した。
・１６年４月〜６月に融資専担者１０名を対象
に「融資人材養成講座」を実施した。

Ⅰ.3.（７）企業再生支援に関する人材（ターンア ・系統機関の催事に参加する。
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

・系統機関（信金中金、全信協、関信協、栃信 ・系統機関（信金中金、全信協、関信協、栃信
協）の 研修に積極的に職員を派遣した。平成１ 協） 研修に１３名参加した。
５年度に２７名。１６年度に２４名参加した。
受講内容は「目利き力養成講座」「経営改善計
画作成講座」「企業再生講座」等。

項

目

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

具 体 的 な 取 組 み
・法令等遵守（コンプライアンス）の啓蒙活動
の活発化。 ・面談制度の充実。 ・理事長
「だより」等でバランスのとれた人間形成を指
導。

進捗状況
15年４月〜１7年3月
・法令等遵守について
①営業店で研修計画を策定し、それをコンプラ
イアンス室がフォローしている。
②コンプライアンス室は営業店から苦情を報告
させ、コンプライアンス委員会で再発防止策を
協議している。そして、事例をコンプライアン
ス「だより」に掲載し、フィードバックしてい
る。
③コンプライアンス室長が毎月臨店し、発生防
止を指導している。
・職員に対する面談は年２回実施している。
又、不正事故を防止するため、私生活面での話
し合いができるよう面談表を改訂し面談を実施
した。
・理事長「だより」は平成１５年度に２５号、
平成１６年度に１２号発行した。内容は「人生
の生き方」から「目利き」まで幅広いものと
なっており、人材育成に役立たせている。
・職員に対する面談を１０月に実施した。
・理事長「だより」は６号発行した。

16年10月〜17年3月
・法令等遵守について
①営業店で研修計画を策定し、それをコンプライ
アンス室がフォローしている。
②コンプライアンス室は営業店から苦情を報告さ
せ、コンプライアンス委員会で再発防止策を協議
している。そして、事例をコンプライアンス「だ
より」に掲載し、フィードバックしている。
③コンプライアンス室長が毎月臨店し、発生防止
を指導している。
・職員に対する面談を１０月に実施した。
・理事長「だより」は６号発行した。

（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

15 年度

ｽｹｼﾞｭｰﾙ
16 年度

備考（計画の詳細）

・ 経営支援部隊が営業店と連携し、改善を要する企業の活性
化や再生のアドバイス・情報提供等必要な支援を実行して
ランクアップを進める。
・ 営業店は貸出資産の劣化が懸念される先の実態を常時把
握管理し、毎月｢管理債権状況報告書｣により審査部宛詳細
を報告する。
・ 年２回の資産査定時に実績を捉えて評価し、ディスクロ誌
にて公表する。
・ 経営支援部隊による取引先企業の活性化・支援活動の実
施。順次対象先企業を拡大する。
・ 営業店に月次「管理債権状況報告書」の改定と運用方法を
徹底し、適正な活用を進める。
・ 経営支援部隊の活動状況と実績を公表する。
・ 経営支援部隊による継続的な支援活動実施と対象先の拡
大。
・ 債権管理対象先のモニタリング強化により、ランクダウン
防止を進める。
・ 経営支援部隊の活動状況と実績を公表する。
・ 経営支援部隊は支援対象先の事業実態把握、財務分析等に
より改善と再生に向けた対策を定め、経営改善計画書の策
定、経営相談、各種アドバイス等を通じて財務改善や経営
体質の向上を支援する。
・ 営業店は「管理債権状況報告」対象先の業況・財務・資金
繰り等の状況についてモニタリングし、現況をつぶさに記
録して審査部に報告する。
審査部は報告に基づき的確な指示を行うなど、営業店と一
体になって管理に当たるとともに、必要に応じて臨店指導
を実施する。

（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
進
捗
状
況

・
・

・
・
・
・
・

経営支援部隊は 15 年７月より１０名にてスタートした。
経営者と面談し、問題点把握や財務の改善等について話合を
行った。
極的な企業経営支援を実施するためコンサルティング会社と１
６年３月に契約した。
１５年３月より営業店の評価項目に、企業への経営支援取組み
状況を組入れた。
平成１６年３月に経営支援部隊を再編し、審査部に「経営支援
部隊事務局」を設置した。そして１６年４月より営業店長が中心
となり活動を行なっている。
支援活動をフォローするため経営支援協議会を開催することと
した。
支援協議会メンバーは、理事長、審査部長、本部スタッフと営
業店長、融資専担者である。
支援協議会は 16 年７月 3 ヶ店、8 月 2 ヶ店、9 月 3 ヶ店の計 8
ヶ店について実施した。
16 年７月〜9 月の「経営支援協議会」で支援先の追加削除を
行い 80 先を抽出した。
１７年 2 月に８ヶ店の進捗状況のチェックと今後の対応の経営
支援協議会を開催した。

・

16 年４月〜17 年 3 月の進捗状況 ・

・
・
・
・
・

１５年度のメンバーを１６年３月に再編し、審査部に「経営支援
部隊事務局」を設置、１６年４月より営業店と連携して活動を行
った。
支援活動をフォローするため経営支援協議会を開催することと
した。
支援協議会メンバーは、理事長、審査部長、本部スタッフと営
業店長、融資専担者とした。
支援協議会は 16 年７月 3 ヶ店、8 月 2 ヶ店、9 月 3 ヶ店の計 8
ヶ店について実施した。
16 年７月〜9 月の「経営支援協議会」で支援先の追加削除を
行い 80 先を抽出した。
１７年 2 月に８ヶ店の進捗状況のチェックと今後の対応の経営
支援協議会を開催した。

(2)経営改善支援の取組み状況（注）
15 年 4 月〜17 年 3 月

経営支援部隊の取組
○平成 15 年度
・ 経営支援部隊は支援対象先２８先に対し、問題点把握や財務
内容改善等の活動を実施した。（債務者区分は１先がアップし
た。）
・ 経営支援部隊が支援活動を積極的に行った結果、経営者の
意識に変化が見られた。しかし、債務者区分のアップには至っ
ていない、又、支援先も 28 先に留まっており拡大する必要があ
る。16 年度はこれらを解決するために組織を再編しさらに充実
してスタートする。
○ 平成 16 年度
・ さらに掘下げた取組みを行い成果に結びつけるため、コンサル
ティング会社と提携した。
・ 営業店が審査部と連携し支援活動を実施した。
・ 営業店担当者の能力アップのため、融資研修を充実させた
（土曜研修・融資専担者・経営支援部隊への融資研修等）。
・ １７年 2 月に経営支援協議会を開催し、８ヶ店の取組方針を策
定した。
・ 支援活動の結果債務者区分のランクアップは１６年度３先で 15
年度と合わせると計４先となった。
「成果を上げていくための課題等」−１７年度からの取組み−
・ 対象先の見直し
17 年度は、改善計画の策定と実行が可能であり、試算表や
資金繰り表により計数的に進捗状況把握が可能な先で、かつ
経営者が自社の状況と経営支援活動の趣旨を理解し、協力
が得られる債務者を対象先とする。
・ 具体的な改善計画書を作成し、支援活動を実施する。
・ 改善計画書の作成や支援活動は、コンサルティング会社の協
力を得るとともに、中小企業再生支援協議会等の活用も検討
する。

16 年 4 月〜17 年 3 月

○経営支援部隊の取組
・ 経営支援部隊は支援対象先１５先に対し財務内容改善等の支
援活動を実施。
○１７年 2 月に経営支援協議会を開催し、８ヶ店の取組方針を策定
した。
○債務者の各々の意識にも温度差があり、支援活動の結果１６年
度の債務者区分のランクアップは３先となった。

（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）
・ 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（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
大田原信用金庫

【15年4月〜17年3月）】
（単位：先数）
期初債務者数

正常先

うち
αのうち期末に債務者
経営改善支援取組み先 α αのうち期末に債務者 区分が変化しなかった先
区分が上昇した先数 β
γ

856

36

302

39

0

31

42

14

1

5

破綻懸念先

123

10

3

7

実質破綻先

71

0

0

0

破綻先

18

0

0

0

合 計

1,412

99

4

70

要
うちその他要注意先
注
意
うち要管理先
先
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注） ・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に含めない。
・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。
・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。

