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   「地域密着型金融推進計画」の策定について 

 
 
りそなグループの奈良銀行（代表取締役社長  上林 義則）は、平成 17年 3 月 29 日に金融

庁より公表された「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム（平

成 17～18 年度）」に基づき、今般、中小企業金融の再生と地域経済の活性化を図るための

各種の取組み策を定めた「地域密着型金融推進計画」を策定いたしました。 

 

当社は、地域の皆さまと共に発展し、地域経済の活性化を図るべく、本計画に盛り込んだ

施策を着実に実施してまいります。 
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◆地域密着型金融とは、金融機関が地域の皆さまとの長期的な取引関係により得られた情報を活用し、質の高いコミュニ
ケーションを通じて、お客さまのニーズや経営状況等を的確に把握し、これにより金融機能を強化するとともに、自身
の収益向上を図ることを本質とするものです。

1.地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融とはとはとはとは1.地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融とはとはとはとは

2.当社当社当社当社におけるにおけるにおけるにおける「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ2.当社当社当社当社におけるにおけるにおけるにおける「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって

◆当社は、関係当局の認可を前提に平成18年1月1日を期日としりそな銀行と合併することとなりました。当合併により当
社がこれまで進めてきました地域密着型サービスとりそなグループが持つ質の高い金融サービスを融合することでより付
加価値が高く、お客さまの利便性向上に繋がるサービスの提供が可能になり、「地域に貢献し、地域・お客さまから選ば
れる銀行」の実現を目指しております。

◆一方、規制緩和やＩＴ化の進展等に伴い、金融機関を取り巻く環境は大きく変化しており、お客さまのニーズもますま
す多様化・高度化しております。加えて、利用者の皆さまの利便性向上・保護ルール徹底に向けた社会的要請等が高ま
る中、これまで以上に地域のお客さまの目線に立った高品質の金融サービスの提供に努めるとともに、社会的責任・地

域金融への貢献を通じた地域経済・産業と「共存共栄」こそが、地域金融機関の基本的使命であると考えております。

◆このような認識のもと、「地域密着型金融推進計画」は、当社とりそな銀行が合併するまでの期間（平成17年4月～同年
12月）を対象として策定しておりますが、地域金融機関として果すべき使命・責任を確実に実践していくための極めて
重要な計画と位置づけています。なお、合併後も地域のお客さまの利便性向上に繋がるサービスの提供や地域経済の活性
化に繋がる企画・提案などを通じて、お客さまと地域に軸足をおいた業務運営を行ってまいります。

Ｐ1Ｐ1



ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって

3.計画計画計画計画のののの基本基本基本基本コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト3.計画計画計画計画のののの基本基本基本基本コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト

◆当社「地域密着型金融推進計画」では、「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」（平成15～16年度）の実績・課題を反映
し、加えて、平成16年11月、りそなホールディングスより策定・公表しましたｸﾞﾙｰﾌﾟの『再生』から『飛躍』に向けた
経営の健全化のための計画」との整合性を確保し、地域金融機能強化への取組みの継続的な推進・進化、地域経済社会
への一層の貢献を目指しております。

◆また、本計画期間（平成17年4月～同年12月）では、以下の3つの取組みを柱とし、地域・お客さま・当社の価値向上に
取り組み、真に地域の皆さまから支持される金融サービスの提供に努めてまいります。

11．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

22．経営力の強化．経営力の強化

33．地域の利用者の利便性向上．地域の利用者の利便性向上

目指目指目指目指すすすす銀行像銀行像銀行像銀行像・・・・将来将来将来将来ﾋﾋﾋﾋﾞ゙゙゙ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｮﾝｮﾝｮﾝｮﾝ 「「「「地域地域地域地域にににに貢献貢献貢献貢献しししし地域地域地域地域・・・・おおおお客客客客さまからさまからさまからさまから選選選選ばれるばれるばれるばれる銀行銀行銀行銀行」」」」
「「「「地域地域地域地域・・・・おおおお客客客客さまからさまからさまからさまから最最最最もももも支持支持支持支持されるされるされるされるｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨ・・・・ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｸﾝｸﾝｸﾝｸ・・・・ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚」」」」

「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」

りそなりそなりそなりそなｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚のののの「「「「経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化のためののためののためののための計画計画計画計画」」」」

地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融地域密着型金融のののの実践実践実践実践
地域地域地域地域・・・・おおおお客客客客さまさまさまさま・・・・当社当社当社当社のののの価値向上価値向上価値向上価値向上
地域経済社会地域経済社会地域経済社会地域経済社会のののの更更更更なるなるなるなる発展発展発展発展へへへへ貢献貢献貢献貢献

地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画

【【【【おおおお客客客客さまさまさまさま】】】】
・・・・ニーズニーズニーズニーズのののの多様化多様化多様化多様化・・・・高度化高度化高度化高度化
・・・・少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴ、ＩＴ化化化化 etc

【【【【規制規制規制規制】】】】
・・・・異業種参入異業種参入異業種参入異業種参入、、、、金融金融金融金融ｺﾝｸｺﾝｸｺﾝｸｺﾝｸﾞ゙゙゙ﾛﾏﾘｯﾄﾛﾏﾘｯﾄﾛﾏﾘｯﾄﾛﾏﾘｯﾄ化化化化
・・・・郵政民営化郵政民営化郵政民営化郵政民営化、、、、代理店制度代理店制度代理店制度代理店制度 etc

【【【【制度制度制度制度】】】】
・・・・ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ｲｵﾌｲｵﾌｲｵﾌｲｵﾌ全面解禁全面解禁全面解禁全面解禁、、、、金融改革金融改革金融改革金融改革ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ
・・・・個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法個人情報保護法、、、、新新新新BIS規制規制規制規制 etc

金融機関金融機関金融機関金融機関をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境変化環境変化環境変化環境変化

実績・課題の反映

ﾋﾞｼﾞｮﾝ・戦略の反映

Ｐ2Ｐ2



「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」のののの評価評価評価評価とととと課題課題課題課題「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」のののの評価評価評価評価とととと課題課題課題課題

【【【【評価評価評価評価】】】】
□当社は、地域金融機関として地域経済の発展なくして自らの発展も望め
ないとの認識のもと、平成15年8月に策定した「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機
能強化計画」を着実に実行してまいりました。その結果、当社の機能強
化計画は、概ね計画通りに進捗し、機能強化が図られ、具体的な成果・
実績をあげることができたと認識しております。

【【【【課題課題課題課題】】】】
□今後も、お客さまのニーズ高度化や社会的責任・地域貢献への期待の高
まりに適切にお応えしていくには、引続き地域密着型金融の機能強化に
取り組む必要があります。特に、以下の機能を更に強化するとともに、
地域と一体となった取組みを通じて、地域経済の一層の活性化に貢献し
ていくことが重要であると考えております。

4.計画計画計画計画にににに反映反映反映反映するするするする戦略戦略戦略戦略・・・・課題等課題等課題等課題等4.計画計画計画計画にににに反映反映反映反映するするするする戦略戦略戦略戦略・・・・課題等課題等課題等課題等

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって

「「「「経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化のためののためののためののための計画計画計画計画」」」」のののの経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略・・・・経営指標経営指標経営指標経営指標「「「「経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化のためののためののためののための計画計画計画計画」」」」のののの経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略・・・・経営指標経営指標経営指標経営指標

【【【【更更更更にににに強化強化強化強化するするするする機能機能機能機能】】】】

・企業再生支援機能・人材の強化
・信用リスク管理強化
・地域特性を踏まえたサービス提供力の強化
・情報開示の充実強化

【【【【計画計画計画計画のののの全体像全体像全体像全体像】】】】

ビジョンビジョンビジョンビジョンビジョンビジョンビジョンビジョン 戦略戦略戦略戦略戦略戦略戦略戦略 コンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト

大手行との差別化

ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ

地域分権・地域共存

ホスピタリティ

規模の経済

広域ﾈｯﾄﾜｰｸ

地銀との差別化

【【【【将来将来将来将来ビジョンビジョンビジョンビジョン】】】】

大阪大阪大阪大阪・・・・埼玉埼玉埼玉埼玉・・・・東京東京東京東京をををを
中心中心中心中心とするとするとするとする地域地域地域地域・・・・おおおお
客客客客さまからさまからさまからさまから最最最最もももも支持支持支持支持
されるされるされるされるコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ････
バンクバンクバンクバンク････グループグループグループグループ

地域地域地域地域ととととサービスサービスサービスサービスをををを

軸軸軸軸にしたにしたにしたにした

おおおお客客客客さまさまさまさま発発発発・・・・

地域発地域発地域発地域発のののの運営運営運営運営

サービスサービスサービスサービスのののの質質質質とととと

ローコストローコストローコストローコスト運営運営運営運営

によるによるによるによる生産性生産性生産性生産性

のののの徹底追及徹底追及徹底追及徹底追及

サービスサービスサービスサービス

カルチャーカルチャーカルチャーカルチャー

へのへのへのへの転換転換転換転換

【【【【リストラリストラリストラリストラからからからから営業力強化営業力強化営業力強化営業力強化へへへへ】】】】
（～19年3月期）

・地域を軸とした運営体制の強化

・サービス業への更なる強化

・システム統合による基盤整備

【【【【企業価値企業価値企業価値企業価値のののの最大化最大化最大化最大化】

（20年3月期～）

・収益力倍増

・好感度Ｎｏ．1

・健全性・透明性Ｎｏ．1

【グループ全体】 （単位：億円）

主要計数 17/3期実績 18/3期計画※ 19/3期計画 20/3期計画

業務粗利益 7,097 6,730 6,920 7,180
実勢業務純益 3,652 3,000 3,280 3,540
税前当期利益 3,921 2,200 2,290 2,610

【【【【経営指標経営指標経営指標経営指標】】】】

18/3期は、17/5公表の
業績予想値です。

※

【【【【主主主主なななな取組取組取組取組みみみみ実績実績実績実績】】】】

＜平成15年度＞
・審査部員の増員、融資担当者の外部
研修への参加

・企業支援の専担部署「企業支援室」
（16年10月1日より企業サポート第三
部に変更）の設置

・りそな総合研究所とビジネスマッチ
ング業務に関する契約締結

・「クレジット・ポリシー」の制定

＜平成16年度＞
・コンサルタント会社との業務提携に
よる地元企業の営業支援のための「奈
良経営者塾」を開校

・外部評価機関による担保調査導入
・信用格付制度運用開始

Ｐ3Ｐ3



5.推進推進推進推進・・・・公表体制公表体制公表体制公表体制5.推進推進推進推進・・・・公表体制公表体制公表体制公表体制

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたってにあたってにあたってにあたって

◆当社では、本計画を推進するにあたり、各取組み毎に明確にその推進責任部署を定めております。

◆計画における各種取組み施策については、各推進責任部署の業務施策等に織り込み、経営の管理・監督のもと、施策の

進捗状況や具体的な成果・実績を管理し、全社的な共有化を図ってまいります。

◆また、「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化計画」において整備・強化を図った、りそなｸﾞﾙｰﾌﾟおよび外部機関等との連携に

よる当社独自の推進体制を更に拡充するとともに、今後は、より地域と一体となった連携・推進体制の構築に努め、真に

域密着型金融の推進にふさわしい体制を確立したいと考えております。

◆本計画については、計画の進捗状況、その実績・成果、目標達成状況等を半年毎とりまとめ、半年毎に公表してまいり

ます。（りそな銀行との合併を踏まえ、17年9月期の進捗状況の公表が最後となる予定です）

◆当社では、りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部と連携し、記者ｸﾗﾌﾞへの資料配布、当社ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載を通じ

て、詳しく、かつ分かりやすく地域の皆さまの情報開示に努めてまいります。

(1). 推進体制推進体制推進体制推進体制(1). 推進体制推進体制推進体制推進体制

(2). 公表体制公表体制公表体制公表体制(2). 公表体制公表体制公表体制公表体制
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要

1.「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの骨子骨子骨子骨子1.「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの骨子骨子骨子骨子

(1)  事業再生事業再生事業再生事業再生・・・・中小企業金融中小企業金融中小企業金融中小企業金融のののの円滑化円滑化円滑化円滑化

◇創業・新事業支援機能等の強化

◇取引先企業に対する経営相談･支援機能の強化

◇事業再生に向けた積極的取組み

◇担保･保証に過度に依存しない融資の推進等

◇顧客説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

◇人材の育成

(1)  事業再生事業再生事業再生事業再生・・・・中小企業金融中小企業金融中小企業金融中小企業金融のののの円滑化円滑化円滑化円滑化

◇創業・新事業支援機能等の強化

◇取引先企業に対する経営相談･支援機能の強化

◇事業再生に向けた積極的取組み

◇担保･保証に過度に依存しない融資の推進等

◇顧客説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

◇人材の育成

(2) 経営力経営力経営力経営力のののの強化強化強化強化

◇リスク管理態勢の充実

◇収益管理態勢の整備と収益力の向上

◇ガバナンスの強化

◇法令等遵守態勢の強化

◇ITの戦略的活用

(2) 経営力経営力経営力経営力のののの強化強化強化強化

◇リスク管理態勢の充実

◇収益管理態勢の整備と収益力の向上

◇ガバナンスの強化

◇法令等遵守態勢の強化

◇ITの戦略的活用

(3)  地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上
◇地域貢献等に関する積極的情報開示
◇地域の利用者の満足度を重視した金融機関
経営の確立

◇地域再生推進のための各種施策との連携等

(3)  地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上
◇地域貢献等に関する積極的情報開示
◇地域の利用者の満足度を重視した金融機関
経営の確立

◇地域再生推進のための各種施策との連携等

地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画（（（（平成平成平成平成17～～～～同年同年同年同年12月月月月））））地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画（（（（平成平成平成平成17～～～～同年同年同年同年12月月月月））））

(4)  進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの公表公表公表公表
◇進捗状況を半期毎に対外公表

(4)  進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの公表公表公表公表
◇進捗状況を半期毎に対外公表

2.目標目標目標目標とするとするとするとする主主主主なななな経営指標経営指標経営指標経営指標（（（（平成平成平成平成17年年年年12月月月月））））2.目標目標目標目標とするとするとするとする主主主主なななな経営指標経営指標経営指標経営指標（（（（平成平成平成平成17年年年年12月月月月））））
※当社は、平成18年1月
りそな銀行と合併いた
します

※当社は、平成18年1月
りそな銀行と合併いた
します
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ランクアップ先数

8

20

10

0

5

10

15

20

25

15年度 16年度 17/4～12月

先 不良債権比率

4%台

6.496.65

5.08

10.64

0

2

4

6

8

10

12

15/9末 16/3末 16/9末 17/3末 17/12末

％

②②②②経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能強化支援機能強化支援機能強化支援機能強化

◇◇◇◇「「「「営業支援営業支援営業支援営業支援ビジネスモデビジネスモデビジネスモデビジネスモデ
ルルルル」」」」 作成支援作成支援作成支援作成支援 24先先先先

②②②②経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能強化支援機能強化支援機能強化支援機能強化

◇◇◇◇「「「「営業支援営業支援営業支援営業支援ビジネスモデビジネスモデビジネスモデビジネスモデ
ルルルル」」」」 作成支援作成支援作成支援作成支援 24先先先先

総貸出金残高

1,468
1,427

1,337

1,200

1,400

1,600

16/3末 17/3末 17/12末

億円
営業支援ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ作成支援先数

24

12

0
0

10

20

30

15年度 16年度 17/4～12月

先

①①①①事業再生支援事業再生支援事業再生支援事業再生支援

◇◇◇◇ランクアップランクアップランクアップランクアップ先数先数先数先数 10先先先先

①①①①事業再生支援事業再生支援事業再生支援事業再生支援

◇◇◇◇ランクアップランクアップランクアップランクアップ先数先数先数先数 10先先先先
③③③③顧客基盤顧客基盤顧客基盤顧客基盤のののの整備整備整備整備・・・・拡充拡充拡充拡充

◇◇◇◇総貸出金残高総貸出金残高総貸出金残高総貸出金残高 1,468億円億円億円億円

③③③③顧客基盤顧客基盤顧客基盤顧客基盤のののの整備整備整備整備・・・・拡充拡充拡充拡充

◇◇◇◇総貸出金残高総貸出金残高総貸出金残高総貸出金残高 1,468億円億円億円億円
④④④④経営経営経営経営のののの健全性確保健全性確保健全性確保健全性確保

◇◇◇◇不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率 4％％％％台台台台

④④④④経営経営経営経営のののの健全性確保健全性確保健全性確保健全性確保

◇◇◇◇不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率 4％％％％台台台台



・融資審査能力の向上
・コンサルタント機能の充実
強化、外部機関との連携強化

・コンサルタント機能の充
実強化、外部機関との連携
強化

・再生実績･具体的事例の公表

・お客さまへの説明態勢の更
なる強化

・お客さまからの苦情・相談
処理機能の更なる強化

・全社研修体制「スキル
アップ2005」の継続
実施

・担保・保証に依存しない

ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品の積極的取扱

・融資担当者の「目利き」

力の一層の向上

・コンサルタント機能の充実
強化、外部機関との連携強
化

・要注意先債権の債権健全化
に向けた取組強化

3.各取組各取組各取組各取組みのみのみのみの概要概要概要概要3.各取組各取組各取組各取組みのみのみのみの概要概要概要概要

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要

(1). 事業再生事業再生事業再生事業再生・・・・中小企業金融中小企業金融中小企業金融中小企業金融のののの円滑化円滑化円滑化円滑化(1). 事業再生事業再生事業再生事業再生・・・・中小企業金融中小企業金融中小企業金融中小企業金融のののの円滑化円滑化円滑化円滑化

中小企業中小企業中小企業中小企業のののの

おおおお客客客客さまさまさまさま

創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業

支援機能支援機能支援機能支援機能のののの強化強化強化強化

創業創業創業創業・・・・新事業新事業新事業新事業

支援機能支援機能支援機能支援機能のののの強化強化強化強化

事業再生事業再生事業再生事業再生にににに向向向向けたけたけたけた

積極的取組積極的取組積極的取組積極的取組みみみみ

事業再生事業再生事業再生事業再生にににに向向向向けたけたけたけた

積極的取組積極的取組積極的取組積極的取組みみみみ

説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢のののの整備整備整備整備、、、、

苦情相談処理機苦情相談処理機苦情相談処理機苦情相談処理機

能能能能のののの強化強化強化強化

説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢のののの整備整備整備整備、、、、

苦情相談処理機苦情相談処理機苦情相談処理機苦情相談処理機

能能能能のののの強化強化強化強化

人材人材人材人材のののの育成育成育成育成人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証にににに

過度過度過度過度にににに依存依存依存依存しないしないしないしない

融資融資融資融資のののの促進促進促進促進

担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証にににに

過度過度過度過度にににに依存依存依存依存しないしないしないしない

融資融資融資融資のののの促進促進促進促進

経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援支援支援支援

機能機能機能機能のののの強化強化強化強化

経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援支援支援支援

機能機能機能機能のののの強化強化強化強化

Ｐ6Ｐ6



・信用格付けの定着化

・債務者区分に応じた適正

利鞘の確保

・各種リスク管理の環境整備

・りそな銀行との合併を念頭に

置いた各種リスクデータの蓄積

・財務内容の適正性の
確認

・内部監査態勢の充実

・IT活用によるｻｰﾋﾞｽ、ｺﾝｻﾙﾃ
ｨﾝｸﾞ機能の強化、利用者
の利便性機能の向上

・法令遵守状況のモニタリ
ング強化

・顧客情報保護・管理
体制の更なる強化

当当当当 社社社社

(2). 経営力経営力経営力経営力のののの強化強化強化強化(2). 経営力経営力経営力経営力のののの強化強化強化強化

リスクリスクリスクリスク管理態勢管理態勢管理態勢管理態勢

のののの充実充実充実充実

リスクリスクリスクリスク管理態勢管理態勢管理態勢管理態勢

のののの充実充実充実充実

ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスのののの

強化強化強化強化

ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスのののの

強化強化強化強化

ITのののの戦略的戦略的戦略的戦略的

活用活用活用活用

ITのののの戦略的戦略的戦略的戦略的

活用活用活用活用

法令等遵守法令等遵守法令等遵守法令等遵守（（（（ｺﾝｺﾝｺﾝｺﾝ

ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗｲｱﾝｽﾗｲｱﾝｽﾗｲｱﾝｽﾗｲｱﾝｽ））））態勢態勢態勢態勢

のののの強化強化強化強化

法令等遵守法令等遵守法令等遵守法令等遵守（（（（ｺﾝｺﾝｺﾝｺﾝ

ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾗｲｱﾝｽﾗｲｱﾝｽﾗｲｱﾝｽﾗｲｱﾝｽ））））態勢態勢態勢態勢

のののの強化強化強化強化

収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢のののの

整備整備整備整備とととと収益力収益力収益力収益力のののの

向上向上向上向上

収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢のののの

整備整備整備整備とととと収益力収益力収益力収益力のののの

向上向上向上向上

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要
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・目標およびその進捗状況、
貸出等の地域貢献情報等を
グラフや図表を活用して
開示

・お客さまの目線に立った
ﾃﾞｨｽｸﾛ誌等の
作成・公表

・地域のお客さまへの貸出等、地域貢献情報をﾃﾞｨｽｸﾛ
誌等を活用して積極的に開示

・地域の特性等を
踏まえた利用者
満足度調査の実施

・ｱﾝｹｰﾄ調査、お客さまの
声を経営施策に反映

・地域経済の活性化を支援するための地域
各種団体との連携による施策の積極的な展開

地域地域地域地域のののの

おおおお客客客客さまさまさまさま

地域貢献等地域貢献等地域貢献等地域貢献等にににに

関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示

地域貢献等地域貢献等地域貢献等地域貢献等にににに

関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示

地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの

満足度満足度満足度満足度をををを重視重視重視重視したしたしたした

金融機関経営金融機関経営金融機関経営金融機関経営

のののの確立確立確立確立

地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの

満足度満足度満足度満足度をををを重視重視重視重視したしたしたした

金融機関経営金融機関経営金融機関経営金融機関経営

のののの確立確立確立確立

地域再生推進地域再生推進地域再生推進地域再生推進

のためののためののためののための

各種施策各種施策各種施策各種施策とのとのとのとの

連携等連携等連携等連携等

地域再生推進地域再生推進地域再生推進地域再生推進

のためののためののためののための

各種施策各種施策各種施策各種施策とのとのとのとの

連携等連携等連携等連携等

充実充実充実充実したしたしたした

分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい

情報開示情報開示情報開示情報開示のののの推進推進推進推進

充実充実充実充実したしたしたした

分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい

情報開示情報開示情報開示情報開示のののの推進推進推進推進

(3).地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上(3).地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの概要概要概要概要
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1 .事業再生事業再生事業再生事業再生・・・・中小企業金融中小企業金融中小企業金融中小企業金融のののの円滑化円滑化円滑化円滑化1 .事業再生事業再生事業再生事業再生・・・・中小企業金融中小企業金融中小企業金融中小企業金融のののの円滑化円滑化円滑化円滑化

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組みみみみ「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組みみみみ

①①①①新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等のののの強化強化強化強化

◇◇◇◇融資審査能力融資審査能力融資審査能力融資審査能力のののの向上向上向上向上
りそなビジネススクール（融資関連9コース）
受講奨励
・社内勉強会の実施
若手社員を対象とした社内研修の実施
・業種別審査マニュアルの作成

◇◇◇◇企業企業企業企業・・・・新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等のののの強化強化強化強化
「奈良経営者塾」を通じた参加者の新ビジネスモ
デル策定支援の実施
りそな合同商談会、取引先紹介運動、「日刊工業
新聞」記事紹介サービスの実施
・「中小企業支援センター」や政府系金融機関との
連携強化

①①①①新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等のののの強化強化強化強化

◇◇◇◇融資審査能力融資審査能力融資審査能力融資審査能力のののの向上向上向上向上
りそなビジネススクール（融資関連9コース）
受講奨励
・社内勉強会の実施
若手社員を対象とした社内研修の実施
・業種別審査マニュアルの作成

◇◇◇◇企業企業企業企業・・・・新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等のののの強化強化強化強化
「奈良経営者塾」を通じた参加者の新ビジネスモ
デル策定支援の実施
りそな合同商談会、取引先紹介運動、「日刊工業
新聞」記事紹介サービスの実施
・「中小企業支援センター」や政府系金融機関との
連携強化

②②②②取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業にににに対対対対するするするする経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能強化支援機能強化支援機能強化支援機能強化

◇◇◇◇経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能支援機能支援機能支援機能のののの強化強化強化強化
・りそな合同商談会への積極誘致
・りそな総合研究所のコンサル機能、りそな銀行御堂
筋ビジネスソリューションプラザの活用
・「奈良経営者塾」参加企業を中心とした異業種交流
を活用したビジネスマッチングや営業施策立案等を
実施
◇◇◇◇不良債権不良債権不良債権不良債権のののの新規発生防止新規発生防止新規発生防止新規発生防止、、、、要注意先債権等要注意先債権等要注意先債権等要注意先債権等のののの健健健健
全債権化等全債権化等全債権化等全債権化等にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化
・企業サポート第三部による営業店のランクアップ活
動支援
・「奈良県中小企業支援協議会」の一層の活用
・政府系金融機関との一層の連携強化

②②②②取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業にににに対対対対するするするする経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能強化支援機能強化支援機能強化支援機能強化

◇◇◇◇経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能支援機能支援機能支援機能のののの強化強化強化強化
・りそな合同商談会への積極誘致
・りそな総合研究所のコンサル機能、りそな銀行御堂
筋ビジネスソリューションプラザの活用
・「奈良経営者塾」参加企業を中心とした異業種交流
を活用したビジネスマッチングや営業施策立案等を
実施
◇◇◇◇不良債権不良債権不良債権不良債権のののの新規発生防止新規発生防止新規発生防止新規発生防止、、、、要注意先債権等要注意先債権等要注意先債権等要注意先債権等のののの健健健健
全債権化等全債権化等全債権化等全債権化等にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化
・企業サポート第三部による営業店のランクアップ活
動支援
・「奈良県中小企業支援協議会」の一層の活用
・政府系金融機関との一層の連携強化

③③③③事業再生事業再生事業再生事業再生にににに向向向向けたけたけたけた積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組みみみみ

◇◇◇◇コンサルコンサルコンサルコンサル機能機能機能機能のののの充実強化充実強化充実強化充実強化
・りそなグループのコンサル機能を活用した事業再
構築策等の提案実施

・「奈良経営者塾」参加企業およびサポート契約を
締結先への営業支援、ビジネスモデルの提言、実
践支援

◇◇◇◇再生支援実績再生支援実績再生支援実績再生支援実績にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示のののの拡充拡充拡充拡充

・成功事例等に関する実績など、広くﾉｳﾊｳや当社取
組み姿勢を公表（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用）

③③③③事業再生事業再生事業再生事業再生にににに向向向向けたけたけたけた積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組みみみみ

◇◇◇◇コンサルコンサルコンサルコンサル機能機能機能機能のののの充実強化充実強化充実強化充実強化
・りそなグループのコンサル機能を活用した事業再
構築策等の提案実施

・「奈良経営者塾」参加企業およびサポート契約を
締結先への営業支援、ビジネスモデルの提言、実
践支援

◇◇◇◇再生支援実績再生支援実績再生支援実績再生支援実績にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示のののの拡充拡充拡充拡充

・成功事例等に関する実績など、広くﾉｳﾊｳや当社取
組み姿勢を公表（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用）

④④④④担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証にににに過度過度過度過度にににに依存依存依存依存しないしないしないしない融資融資融資融資のののの推進等推進等推進等推進等

◇◇◇◇担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証にににに過度過度過度過度にににに依存依存依存依存しないしないしないしない融資融資融資融資のののの推進推進推進推進
・融資担当者の目利き力向上への取組み

・業種別与信判断、審査ポイントの社内還

・社員向け融資判断研修の実施

◇◇◇◇中小企業中小企業中小企業中小企業のののの資金調達手法資金調達手法資金調達手法資金調達手法のののの多様化等多様化等多様化等多様化等

スコアリング商品導入（りそな銀行と合併後）に
向けた社員周知等の社内事前準備の実施

④④④④担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証にににに過度過度過度過度にににに依存依存依存依存しないしないしないしない融資融資融資融資のののの推進等推進等推進等推進等

◇◇◇◇担保担保担保担保・・・・保証保証保証保証にににに過度過度過度過度にににに依存依存依存依存しないしないしないしない融資融資融資融資のののの推進推進推進推進
・融資担当者の目利き力向上への取組み

・業種別与信判断、審査ポイントの社内還

・社員向け融資判断研修の実施

◇◇◇◇中小企業中小企業中小企業中小企業のののの資金調達手法資金調達手法資金調達手法資金調達手法のののの多様化等多様化等多様化等多様化等

スコアリング商品導入（りそな銀行と合併後）に
向けた社員周知等の社内事前準備の実施

⑤⑤⑤⑤顧客顧客顧客顧客へのへのへのへの説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢のののの整備整備整備整備、、、、相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能
のののの強化強化強化強化

◇◇◇◇顧客顧客顧客顧客へのへのへのへの説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢のののの整備整備整備整備

・社内規定等の浸透状況モニタリング強化

◇◇◇◇相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能のののの強化強化強化強化

・具体的事例の社内共有化、未然防止策の強化

⑤⑤⑤⑤顧客顧客顧客顧客へのへのへのへの説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢のののの整備整備整備整備、、、、相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能
のののの強化強化強化強化

◇◇◇◇顧客顧客顧客顧客へのへのへのへの説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢のののの整備整備整備整備

・社内規定等の浸透状況モニタリング強化

◇◇◇◇相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能相談苦情処理機能のののの強化強化強化強化

・具体的事例の社内共有化、未然防止策の強化

⑥⑥⑥⑥人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

◇◇◇◇全社研修体制全社研修体制全社研修体制全社研修体制「「「「スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ2005」」」」のののの実践実践実践実践
・社内研修の充実
・通信教育の受講

・「りそなビジネススクール」の奨励
・審査部員による営業店訪問指導の実施

⑥⑥⑥⑥人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

◇◇◇◇全社研修体制全社研修体制全社研修体制全社研修体制「「「「スキルアップスキルアップスキルアップスキルアップ2005」」」」のののの実践実践実践実践
・社内研修の充実
・通信教育の受講

・「りそなビジネススクール」の奨励
・審査部員による営業店訪問指導の実施
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組みみみみ「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組みみみみ

2 .経営力経営力経営力経営力のののの強化強化強化強化2 .経営力経営力経営力経営力のののの強化強化強化強化

①①①①リスクリスクリスクリスク管理態勢管理態勢管理態勢管理態勢のののの充実充実充実充実

平成18年1月のりそな銀行との合併を踏まえ、合併後
の運営を念頭においた各種リスクデータの蓄積を進
めるとともに、グループが目指す各種リスク管理の
あり方について社員が共通認識を持つため以下の対
応を実施し、社内の環境整備を積極的に進めます。

＜具体的取組＞
・信用格付判定結果および判定フローモニタリング
の実施
・りそな統一基準による損失データの収集

①①①①リスクリスクリスクリスク管理態勢管理態勢管理態勢管理態勢のののの充実充実充実充実

平成18年1月のりそな銀行との合併を踏まえ、合併後
の運営を念頭においた各種リスクデータの蓄積を進
めるとともに、グループが目指す各種リスク管理の
あり方について社員が共通認識を持つため以下の対
応を実施し、社内の環境整備を積極的に進めます。

＜具体的取組＞
・信用格付判定結果および判定フローモニタリング
の実施
・りそな統一基準による損失データの収集

②②②②収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢のののの整備整備整備整備とととと収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上

競合他社との差別化に活路を見出すべくソリュー
ション機能の充実を図るとともに、適正利鞘の確保
を目指し、社員が信用格付等を通じたリスク判断能
力を培い、リスクに見合ったリターンの確保に努め
るため以下の対応を実施し、収益力の向上を図りま
す。

＜具体的取組＞

・リスクに見合ったリターン確保に向けた取組強化

・審査部担当者による信用格付判定結果ならびに判
定フローモニタリング・指導の実施

②②②②収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢のののの整備整備整備整備とととと収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上

競合他社との差別化に活路を見出すべくソリュー
ション機能の充実を図るとともに、適正利鞘の確保
を目指し、社員が信用格付等を通じたリスク判断能
力を培い、リスクに見合ったリターンの確保に努め
るため以下の対応を実施し、収益力の向上を図りま
す。

＜具体的取組＞

・リスクに見合ったリターン確保に向けた取組強化

・審査部担当者による信用格付判定結果ならびに判
定フローモニタリング・指導の実施

③③③③ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスのののの強化強化強化強化

内部統制システムの整備・強化を図るため、内部確
認制度を導入し、開示情報の適切性を確認・確保す
る体制を整備するとともに、監査体制の充実を図る
目的で外部監査による共同監査の導入を実いたしま
す。

＜具体的取組＞

・内部確認制度の導入

・監査役への報告ルールの見直し

・外部監査人追加による監査体制の強化

・りそな銀行との合併を念頭においた、りそなホー
ルディングスと当社内部監査部の共同監査の実施

・

③③③③ガバナンスガバナンスガバナンスガバナンスのののの強化強化強化強化

内部統制システムの整備・強化を図るため、内部確
認制度を導入し、開示情報の適切性を確認・確保す
る体制を整備するとともに、監査体制の充実を図る
目的で外部監査による共同監査の導入を実いたしま
す。

＜具体的取組＞

・内部確認制度の導入

・監査役への報告ルールの見直し

・外部監査人追加による監査体制の強化

・りそな銀行との合併を念頭においた、りそなホー
ルディングスと当社内部監査部の共同監査の実施

・

④④④④法令等遵守態勢法令等遵守態勢法令等遵守態勢法令等遵守態勢のののの強化強化強化強化

◇◇◇◇法令等遵守状況法令等遵守状況法令等遵守状況法令等遵守状況のののの点検強化等点検強化等点検強化等点検強化等
・全社員への意識調査実施による浸透度の確認と
今後の取組への反映
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ遵守状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能の強化

りそなSTANDARD（りそなｸﾞﾙｰﾌﾟ行動指針）の浸
透

・社内研修の実施

◇◇◇◇適切適切適切適切なななな顧客情報顧客情報顧客情報顧客情報のののの管理管理管理管理・・・・取扱取扱取扱取扱いのいのいのいの確保確保確保確保
個人情報保護・管理状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能の強化

・個人情報管理態勢に係る一斉点検結果等を踏ま
えた情報管理体制の強化
※上記周知徹底に向けた研修・勉強会・調査等実施

④④④④法令等遵守態勢法令等遵守態勢法令等遵守態勢法令等遵守態勢のののの強化強化強化強化

◇◇◇◇法令等遵守状況法令等遵守状況法令等遵守状況法令等遵守状況のののの点検強化等点検強化等点検強化等点検強化等
・全社員への意識調査実施による浸透度の確認と
今後の取組への反映
・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ遵守状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能の強化

りそなSTANDARD（りそなｸﾞﾙｰﾌﾟ行動指針）の浸
透

・社内研修の実施

◇◇◇◇適切適切適切適切なななな顧客情報顧客情報顧客情報顧客情報のののの管理管理管理管理・・・・取扱取扱取扱取扱いのいのいのいの確保確保確保確保
個人情報保護・管理状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ機能の強化

・個人情報管理態勢に係る一斉点検結果等を踏ま
えた情報管理体制の強化
※上記周知徹底に向けた研修・勉強会・調査等実施

⑤⑤⑤⑤ＩＴＩＴＩＴＩＴのののの戦略的活用戦略的活用戦略的活用戦略的活用

ＩＴを活用したお客さまへの対応力強化の実現を目
指すとともに、平成18年1月のりそな銀行との合併に
向け、信用リスクにかかるデータ等の整備を進めま
す。

＜具体的取組＞

・りそな銀行のソリューションセクションと当社営
業店を結んだテレビ電話「ギンガネット」の導入

・与信先データ整備の実施

⑤⑤⑤⑤ＩＴＩＴＩＴＩＴのののの戦略的活用戦略的活用戦略的活用戦略的活用

ＩＴを活用したお客さまへの対応力強化の実現を目
指すとともに、平成18年1月のりそな銀行との合併に
向け、信用リスクにかかるデータ等の整備を進めま
す。

＜具体的取組＞

・りそな銀行のソリューションセクションと当社営
業店を結んだテレビ電話「ギンガネット」の導入

・与信先データ整備の実施
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3 .地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上3 .地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組みみみみ「「「「地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画地域密着型金融推進計画」」」」のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組みみみみ

①①①①地域貢献等地域貢献等地域貢献等地域貢献等にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示

＜ディスクロージャー誌＞

・お客さまのニーズを踏まえ、公表事項を取組内容
毎に整理し表やグラフなどを活用するなどお客さ
まの目線に立った分かりやすい情報開示

＜ホームページ＞

・利用者からの質問・相談の多い事項についてトッ
プページへ掲載

・地域貢献施策の積極的な情報開示

①①①①地域貢献等地域貢献等地域貢献等地域貢献等にににに関関関関するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示

＜ディスクロージャー誌＞

・お客さまのニーズを踏まえ、公表事項を取組内容
毎に整理し表やグラフなどを活用するなどお客さ
まの目線に立った分かりやすい情報開示

＜ホームページ＞

・利用者からの質問・相談の多い事項についてトッ
プページへ掲載

・地域貢献施策の積極的な情報開示

③③③③地域再生推進地域再生推進地域再生推進地域再生推進のためののためののためののための各種施策各種施策各種施策各種施策とのとのとのとの連携等連携等連携等連携等

・天候デリバティブを活用した地元旅館・ホテルへ
の顧客誘致企画の実施

・トラベル関係各社と地域免税店との連携による、
外国人観光客の地域企業への誘致施策の組成

・ＩＳＯ認証取得に向けたセミナー開催

・ＩＳＯ認証取得資金の金利優遇特別ファンドの組
成

③③③③地域再生推進地域再生推進地域再生推進地域再生推進のためののためののためののための各種施策各種施策各種施策各種施策とのとのとのとの連携等連携等連携等連携等

・天候デリバティブを活用した地元旅館・ホテルへ
の顧客誘致企画の実施

・トラベル関係各社と地域免税店との連携による、
外国人観光客の地域企業への誘致施策の組成

・ＩＳＯ認証取得に向けたセミナー開催

・ＩＳＯ認証取得資金の金利優遇特別ファンドの組
成

④④④④利用者等利用者等利用者等利用者等のののの評価評価評価評価にににに関関関関するするするする調査調査調査調査のののの実施実施実施実施

＜お客さま意見の経営への反映＞

・「お客さまの声を聞かせていただく会」の開催

・お聞かせいただいたご意見の経営への反映

＜利用者満足度調査の実施＞

・当社ご利用のお客さまを対象にした利用者満足度
調査の実施

④④④④利用者等利用者等利用者等利用者等のののの評価評価評価評価にににに関関関関するするするする調査調査調査調査のののの実施実施実施実施

＜お客さま意見の経営への反映＞

・「お客さまの声を聞かせていただく会」の開催

・お聞かせいただいたご意見の経営への反映

＜利用者満足度調査の実施＞

・当社ご利用のお客さまを対象にした利用者満足度
調査の実施

②②②②地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの満足度満足度満足度満足度をををを重視重視重視重視したしたしたした金融機関金融機関金融機関金融機関
経営経営経営経営のののの確立確立確立確立

・りそな銀行との相続・遺産整理業務の個別相談会
の共同実施

・住宅ローン新書品「リフォーム資金セット型」の
販売

・りそな本部機能を有効活用しソリューションビジ
スを身近に利用できる情報発信拠点の組成

②②②②地域地域地域地域のののの利用者利用者利用者利用者のののの満足度満足度満足度満足度をををを重視重視重視重視したしたしたした金融機関金融機関金融機関金融機関
経営経営経営経営のののの確立確立確立確立

・りそな銀行との相続・遺産整理業務の個別相談会
の共同実施

・住宅ローン新書品「リフォーム資金セット型」の
販売

・りそな本部機能を有効活用しソリューションビジ
スを身近に利用できる情報発信拠点の組成

4.進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの公表公表公表公表4.進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの公表公表公表公表

◇地域密着型金融推進計画については、以上の「事業再生・中小企業金融の円滑化」、

「経営力の強化」、「地域の利用者の利便性向上」の3つの柱に沿って、その実績・

成果、目標に対する進捗状況等を、半年毎に公表（りそな銀行との合併を踏まえ、

17年9月期の進捗状況の公表が最後となる予定です）

◇りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部と連携し、記者ｸﾗﾌﾞへの資料配布および当社

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載するとともに、その他ﾏｽｺﾐ媒体等を通じて情報を開示

◇地域の皆さまへの情報開示の適切性等を重視し、グラフや図表の活用、具体的事例の
掲載等により、より詳しく、より分かりやすい内容にて公表

◇地域密着型金融推進計画については、以上の「事業再生・中小企業金融の円滑化」、

「経営力の強化」、「地域の利用者の利便性向上」の3つの柱に沿って、その実績・

成果、目標に対する進捗状況等を、半年毎に公表（りそな銀行との合併を踏まえ、

17年9月期の進捗状況の公表が最後となる予定です）

◇りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部と連携し、記者ｸﾗﾌﾞへの資料配布および当社

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ掲載するとともに、その他ﾏｽｺﾐ媒体等を通じて情報を開示

◇地域の皆さまへの情報開示の適切性等を重視し、グラフや図表の活用、具体的事例の
掲載等により、より詳しく、より分かりやすい内容にて公表
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参考参考参考参考参考参考参考参考. . 「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」期間期間期間期間におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな取組取組取組取組みみみみ「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」期間期間期間期間におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな取組取組取組取組みみみみ
Ｐ12Ｐ12

（（（（１１１１））））中小企業再生中小企業再生中小企業再生中小企業再生にににに向向向向けたけたけたけた取組実績取組実績取組実績取組実績（（（（１１１１））））中小企業再生中小企業再生中小企業再生中小企業再生にににに向向向向けたけたけたけた取組実績取組実績取組実績取組実績

１１１１．．．．創業創業創業創業・・・・新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等のののの強化強化強化強化

地域経済の活性化のためには新規企業の創設や新事業の展開が重要であ
り、そうした活動を地域金融機関として支援するために社内体制整備策と
して審査部員の増員や第二地銀協主催の「目利き研修」への参加、通信教
育の受講により社員のレベルアップに取組みました。

外部専門機関の活用例としては平成16年3月に奈良県山間地域における
catv施設整備事業に対し、日本政策投資銀行、南都銀行との協調融資支援
を行いました。また、奈良県中小企業支援センター主催の起業家マッチン
グプラザや「近畿地区産業クラスターサポート金融会議」に参加、創業支
援にかかる取組み動向等の情報交換を行うとともに、中小企業金融公庫奈
良支店との間で「地域経済の活性化と中小企業金融の再生」を目的とした
業務提携・協力に関する覚書を締結いたしました。

１１１１．．．．創業創業創業創業・・・・新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等新事業支援機能等のののの強化強化強化強化

地域経済の活性化のためには新規企業の創設や新事業の展開が重要であ
り、そうした活動を地域金融機関として支援するために社内体制整備策と
して審査部員の増員や第二地銀協主催の「目利き研修」への参加、通信教
育の受講により社員のレベルアップに取組みました。

外部専門機関の活用例としては平成16年3月に奈良県山間地域における
catv施設整備事業に対し、日本政策投資銀行、南都銀行との協調融資支援
を行いました。また、奈良県中小企業支援センター主催の起業家マッチン
グプラザや「近畿地区産業クラスターサポート金融会議」に参加、創業支
援にかかる取組み動向等の情報交換を行うとともに、中小企業金融公庫奈
良支店との間で「地域経済の活性化と中小企業金融の再生」を目的とした
業務提携・協力に関する覚書を締結いたしました。

２２２２．．．．取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業にににに対対対対するするするする経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能支援機能支援機能支援機能のののの強化強化強化強化

顧客支援機能強化を図るため、平成16年1月にりそな総合研究所とビ
ジネスマッチング業務に関する契約を締結しました。また平成16年10月
には企業サポート本部を設置し、顧客ニーズに応じたコンサルティング
や顧客紹介等が出来る仕組みを作り、新たにコンサルタント会社と業務
提携し地域企業の営業支援を推進する目的で「奈良経営者塾」を開講い
たしました。

社員が、お客さまの経営相談に的確に応じるためのスキルを向上させ
る目的で、審査部主導による営業店での少人数形式の指導を行ったほか、
第二地銀協主催の「ランクアップ研修」に9名参加、通信教育では経営
改善支援講座に41名が受講いたしました。

２２２２．．．．取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業にににに対対対対するするするする経営相談経営相談経営相談経営相談・・・・支援機能支援機能支援機能支援機能のののの強化強化強化強化

顧客支援機能強化を図るため、平成16年1月にりそな総合研究所とビ
ジネスマッチング業務に関する契約を締結しました。また平成16年10月
には企業サポート本部を設置し、顧客ニーズに応じたコンサルティング
や顧客紹介等が出来る仕組みを作り、新たにコンサルタント会社と業務
提携し地域企業の営業支援を推進する目的で「奈良経営者塾」を開講い
たしました。

社員が、お客さまの経営相談に的確に応じるためのスキルを向上させ
る目的で、審査部主導による営業店での少人数形式の指導を行ったほか、
第二地銀協主催の「ランクアップ研修」に9名参加、通信教育では経営
改善支援講座に41名が受講いたしました。

３３３３．．．．早期事業再生早期事業再生早期事業再生早期事業再生にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組

企業支援の専担部署として平成15年10月1日に「企業支援室」（平成16
年10月1日より企業サポート第三部に変更）を3人体制で新設し、経営改善
計画策定支援、所有資産売却指導、経営改善計画を基にした政府系金融機
関への支援協議、奈良県再生支援協議会への顧客誘導等を行いました。

企業の経営再生支援策実施等により、経営改善支援取組先72先のうち、
債務者区分の上昇22先、債務者区分の維持24先の実績を挙げました。

３３３３．．．．早期事業再生早期事業再生早期事業再生早期事業再生にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組

企業支援の専担部署として平成15年10月1日に「企業支援室」（平成16
年10月1日より企業サポート第三部に変更）を3人体制で新設し、経営改善
計画策定支援、所有資産売却指導、経営改善計画を基にした政府系金融機
関への支援協議、奈良県再生支援協議会への顧客誘導等を行いました。

企業の経営再生支援策実施等により、経営改善支援取組先72先のうち、
債務者区分の上昇22先、債務者区分の維持24先の実績を挙げました。

４４４４．．．．顧客顧客顧客顧客へのへのへのへの説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢、、、、苦情苦情苦情苦情・・・・相談処理機能相談処理機能相談処理機能相談処理機能のののの強化強化強化強化

お客さまに対して融資契約書等の内容を正確に説明する体制を確保す
るため、平成15年7月のシステム移行に伴う新事務手続きの周知徹底、
マニュアルの策定及び研修を実施いたしました。また、平成16年10月
「与信業務における顧客への説明事務取扱要領」を制定し、社内説明会
を通じて理解を深めることに努めております。苦情・相談処理機能の強
化に向けて、平成15年下期以降半期毎に事例に基づく社内研修会を実施
しております。また、四半期毎に苦情・相談処理の発生事象を取り纏め、
「経営会議」に報告するとともに、具体例を題材とした各営業店での勉
強会を定例化する等、苦情・トラブル情報等の経営への反映と未然防止
に努めています。

４４４４．．．．顧客顧客顧客顧客へのへのへのへの説明態勢説明態勢説明態勢説明態勢、、、、苦情苦情苦情苦情・・・・相談処理機能相談処理機能相談処理機能相談処理機能のののの強化強化強化強化

お客さまに対して融資契約書等の内容を正確に説明する体制を確保す
るため、平成15年7月のシステム移行に伴う新事務手続きの周知徹底、
マニュアルの策定及び研修を実施いたしました。また、平成16年10月
「与信業務における顧客への説明事務取扱要領」を制定し、社内説明会
を通じて理解を深めることに努めております。苦情・相談処理機能の強
化に向けて、平成15年下期以降半期毎に事例に基づく社内研修会を実施
しております。また、四半期毎に苦情・相談処理の発生事象を取り纏め、
「経営会議」に報告するとともに、具体例を題材とした各営業店での勉
強会を定例化する等、苦情・トラブル情報等の経営への反映と未然防止
に努めています。
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参考参考参考参考参考参考参考参考. . 「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」期間期間期間期間におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな取組取組取組取組みみみみ「「「「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ゚゚゚ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾝｷﾝｸﾞ゙゙゙のののの機能強化計画機能強化計画機能強化計画機能強化計画」」」」期間期間期間期間におけるにおけるにおけるにおける主主主主なななな取組取組取組取組みみみみ

（（（（２２２２））））健全性健全性健全性健全性のののの確保確保確保確保・・・・収益力向上収益力向上収益力向上収益力向上にににに向向向向けたけたけたけた取組実績取組実績取組実績取組実績（（（（２２２２））））健全性健全性健全性健全性のののの確保確保確保確保・・・・収益力向上収益力向上収益力向上収益力向上にににに向向向向けたけたけたけた取組実績取組実績取組実績取組実績

１１１１．．．．資産査定資産査定資産査定資産査定、、、、信用信用信用信用リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理のののの強化強化強化強化

当社は、以下の施策により資産の健全性を確保するため厳正な自己査
定に努めるとともに信用リスクの適切な管理態勢の確保を進めてまいり
ました。

平成16年3月、「クレジット・ポリシー」を制定、また、「クレジッ
トシーリング制度」を導入し、信用リスクの分散を図るとともに、平成
16年9月に自己査定マニュアルを改訂するなど、より一層の資産基準の
厳格化を行いました。

不動産担保評価につきましても、外部評価機関による担保調査を導入
するなど厳格化を図りました。また、平成16年7月より信用格付制度の
運用を開始するとともに平成16年10月にお取引先の財務諸表のデータ化
に着手し個別与信の信用力などの適切な与信審査と厳正な管理に努めて
まいりました。

１１１１．．．．資産査定資産査定資産査定資産査定、、、、信用信用信用信用リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理のののの強化強化強化強化

当社は、以下の施策により資産の健全性を確保するため厳正な自己査
定に努めるとともに信用リスクの適切な管理態勢の確保を進めてまいり
ました。

平成16年3月、「クレジット・ポリシー」を制定、また、「クレジッ
トシーリング制度」を導入し、信用リスクの分散を図るとともに、平成
16年9月に自己査定マニュアルを改訂するなど、より一層の資産基準の
厳格化を行いました。

不動産担保評価につきましても、外部評価機関による担保調査を導入
するなど厳格化を図りました。また、平成16年7月より信用格付制度の
運用を開始するとともに平成16年10月にお取引先の財務諸表のデータ化
に着手し個別与信の信用力などの適切な与信審査と厳正な管理に努めて
まいりました。

２２２２．．．．収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢のののの整備整備整備整備とととと収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上

平成16年7月に運用を開始した信用格付制度の早期の浸透を図ること
で、信用コストの計量化に向けた取組を行ってまいりました。

また、債務者区分に応じた適正利鞘の確保を目指し、信用格付等を通
じて債務者に対する分析力とリスク判断能力を培いリスクに見合ったリ
ターンの確保に努めてまいりました。

金利適正化については、対象先のデータの整備ならびに改善目標の設
定を行い進捗管理を継続的に行っております。

２２２２．．．．収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢収益管理態勢のののの整備整備整備整備とととと収益力収益力収益力収益力のののの向上向上向上向上

平成16年7月に運用を開始した信用格付制度の早期の浸透を図ること
で、信用コストの計量化に向けた取組を行ってまいりました。

また、債務者区分に応じた適正利鞘の確保を目指し、信用格付等を通
じて債務者に対する分析力とリスク判断能力を培いリスクに見合ったリ
ターンの確保に努めてまいりました。

金利適正化については、対象先のデータの整備ならびに改善目標の設
定を行い進捗管理を継続的に行っております。

３３３３．．．．地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献にににに対対対対するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示

当社は、地域とのリレーションシップ強化に向け、地域貢献に対する情報開示に積極的に取り組んでまいりました。

具体的には、地域貢献施策として実施した「キトラ古墳保存協力定期預金」のディスクロージャー誌やホームページへの公表、奈良県観光課、
観光連盟等との連携による奈良県ホームページと当社ホームページの観光情報のリンク、「奈良県イベントガイドブック」の当社全営業店およびり
そな銀行のほとんどの有人店舗ロビー備え付けのディスクロージャー誌への公表等、積極的な情報開示に努めました。

ディスクロージャー誌については、リレーションシップ強化に向けた取組に関するページを中心に構成し、地域に根ざした営業への取組み、地域
貢献に関する取組み、個人・事業主の皆さまへの取組みについてグラフや表等による編集方法を用いるなど分かり易さに配慮いたしました。

３３３３．．．．地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献にににに対対対対するするするする情報開示情報開示情報開示情報開示

当社は、地域とのリレーションシップ強化に向け、地域貢献に対する情報開示に積極的に取り組んでまいりました。

具体的には、地域貢献施策として実施した「キトラ古墳保存協力定期預金」のディスクロージャー誌やホームページへの公表、奈良県観光課、
観光連盟等との連携による奈良県ホームページと当社ホームページの観光情報のリンク、「奈良県イベントガイドブック」の当社全営業店およびり
そな銀行のほとんどの有人店舗ロビー備え付けのディスクロージャー誌への公表等、積極的な情報開示に努めました。

ディスクロージャー誌については、リレーションシップ強化に向けた取組に関するページを中心に構成し、地域に根ざした営業への取組み、地域
貢献に関する取組み、個人・事業主の皆さまへの取組みについてグラフや表等による編集方法を用いるなど分かり易さに配慮いたしました。


