
 

平成 20年 5月 16日 
各  位 

株式会社  埼玉りそな銀行 
 

「「「「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて    
 
  りそなグループの埼玉りそな銀行（社長  川田 憲治）は、平成 19 年 12 月に策定した「地域密
着型金融の推進に関する方針」に基づき、平成 19年 4月から平成 20年 3月までの進捗状況を、今
般とりまとめましたのでお知らせします。 
 
  今後も当社では「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指し、引続
き地域密着型金融を恒久的な取組みとして積極的に推進し、地域経済社会の発展に貢献してまいり

ます。 
 
  資料については、次項以降をご覧下さい。 
 
○「地域密着型金融の推進に関する方針」の進捗状況について（平成 19年 4月～平成 20年 3月） 

 
以上 

 
 

 



「地域密着型金融の推進に関する方針」「地域密着型金融の推進に関する方針」

の進捗状況についての進捗状況について

（平成（平成1919年年44月～平成月～平成2020年年33月）月）

平成平成2020年年55月月
埼玉埼玉りそなりそな銀行銀行
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◆◆◆◆ 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、、、、金融機関金融機関金融機関金融機関がががが地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さまとのさまとのさまとのさまとの長期的長期的長期的長期的なななな取引関係取引関係取引関係取引関係によりによりによりにより得得得得られたられたられたられた情報情報情報情報をををを活用活用活用活用しししし、、、、質質質質のののの高高高高いいいい

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを通通通通じてじてじてじて、、、、おおおお客客客客さまのさまのさまのさまのニーズニーズニーズニーズやややや経営状況等経営状況等経営状況等経営状況等をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しししし、、、、これによりこれによりこれによりこれにより金融機能金融機能金融機能金融機能をををを強化強化強化強化するするするする

とともにとともにとともにとともに、、、、金融機関自身金融機関自身金融機関自身金融機関自身のののの収益向上収益向上収益向上収益向上をををを図図図図ることをることをることをることを本質本質本質本質とするものですとするものですとするものですとするものです。。。。

「「「「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

ⅠⅠⅠⅠ．「．「．「．「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」についてについてについてについて

ⅡⅡⅡⅡ．．．．平成平成平成平成19年度年度年度年度のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況およびおよびおよびおよび評価評価評価評価

ⅢⅢⅢⅢ．．．．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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況
1．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
2．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
3．地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

ⅣⅣⅣⅣ．．．．再再再再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支援支援支援支援にににに資資資資するするするする取組取組取組取組みみみみ

ⅤⅤⅤⅤ．．．．用語解説用語解説用語解説用語解説 ※本方針中の主な用語について50音順に記載しております

Ｐ 1～2・・・

Ｐ 4～10・・・

Ｐ 11・・・

Ｐ 12～13・・・

Ｐ 3・・・



1.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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ1.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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」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「「「「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」のののの概要概要概要概要2.当社当社当社当社「「「「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」のののの概要概要概要概要

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..「「「「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」についてについてについてについて「「「「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」についてについてについてについて

Ｐ1Ｐ1

◆◆◆◆当社当社当社当社はははは、、、、平成平成平成平成15年年年年3月開業以来月開業以来月開業以来月開業以来、「、「、「、「埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに信頼信頼信頼信頼されされされされ、、、、地元埼玉地元埼玉地元埼玉地元埼玉とともにとともにとともにとともに発展発展発展発展するするするする銀行銀行銀行銀行」」」」をををを目指目指目指目指すすすす銀行像銀行像銀行像銀行像にににに掲掲掲掲げげげげ、、、、
地域地域地域地域・・・・おおおお客客客客さまのさまのさまのさまのﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾆｰｽﾞ゙゙゙にあったにあったにあったにあった高品質高品質高品質高品質なななな金融金融金融金融ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽのののの提供提供提供提供にににに努努努努めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、貸出等貸出等貸出等貸出等のののの金融機能金融機能金融機能金融機能をををを通通通通じてじてじてじて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
発展発展発展発展・・・・活性化活性化活性化活性化にににに貢献貢献貢献貢献しししし、、、、地域地域地域地域のののの皆皆皆皆さまとさまとさまとさまと共存共栄共存共栄共存共栄共存共栄することがすることがすることがすることが地域金融機関地域金融機関地域金融機関地域金融機関としてのとしてのとしてのとしての基本的使命基本的使命基本的使命基本的使命とのとのとのとの認識認識認識認識のもとのもとのもとのもと、、、、恒久的恒久的恒久的恒久的なななな
取組取組取組取組みとしてみとしてみとしてみとして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をををを積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進しておりますしておりますしておりますしております。。。。

※ 当社のこれまでの取組み・具体的な成果等につきましては、当社ホームページ「地域密着型金融への取組み」掲載の『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年～16年度）、『地域密着型金融推進計画』（平成17年～18年度）をご参照願います。

◆◆◆◆またまたまたまた、、、、平成平成平成平成18年年年年11月月月月、「、「、「、「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」」」」をををを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とするとするとするとする、、、、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」」」」のののの策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、当社当社当社当社はははは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継続推進継続推進継続推進継続推進・・・・一層一層一層一層のののの機能強化等機能強化等機能強化等機能強化等をををを織織織織りりりり込込込込んんんん
だだだだ中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画（（（（平成平成平成平成18年度年度年度年度～～～～21年度年度年度年度））））をををを策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、平成平成平成平成19年年年年12月月月月、、、、同経営計画同経営計画同経営計画同経営計画におけるにおけるにおけるにおける当社当社当社当社のののの地域密地域密地域密地域密
着型金融推進着型金融推進着型金融推進着型金融推進のののの方針方針方針方針やややや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等等等等をををを改改改改めてめてめてめて明確化明確化明確化明確化・・・・更更更更なるなるなるなる推進強化推進強化推進強化推進強化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、『『『『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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする
方針方針方針方針』』』』をををを策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

◆◆◆◆当社当社当社当社はははは、、、、以下以下以下以下のののの3つのつのつのつの取組取組取組取組みをみをみをみを柱柱柱柱にににに、、、、更更更更なるなるなるなる地域密着型金融機能地域密着型金融機能地域密着型金融機能地域密着型金融機能のののの強化強化強化強化、、、、具体的具体的具体的具体的なななな成果成果成果成果のののの積上積上積上積上げげげげ、、、、およびおよびおよびおよび積極的積極的積極的積極的なななな開示開示開示開示・・・・
公表等公表等公表等公表等をををを通通通通じてじてじてじて、、、、地域密着型金融推進地域密着型金融推進地域密着型金融推進地域密着型金融推進にににに恒久的恒久的恒久的恒久的にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、よりよりよりより地域地域地域地域・・・・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をををを図図図図りりりり、、、、地域経済社会地域経済社会地域経済社会地域経済社会
へのへのへのへの一層一層一層一層のののの貢献貢献貢献貢献をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。

①①①① ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルにににに応応応応じたじたじたじた取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業のののの支援強化支援強化支援強化支援強化
②②②② 事業価値事業価値事業価値事業価値をををを見極見極見極見極めるめるめるめる融資手法融資手法融資手法融資手法をはじめをはじめをはじめをはじめ中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給手法資金供給手法資金供給手法資金供給手法のののの徹底徹底徹底徹底
③③③③ 地域地域地域地域のののの情報集積情報集積情報集積情報集積をををを活用活用活用活用したしたしたした持続的持続的持続的持続的なななな地域経済地域経済地域経済地域経済へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

(1)．．．．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



ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ..「「「「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」についてについてについてについて「「「「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推進推進推進推進にににに関関関関するするするする方針方針方針方針」」」」についてについてについてについて

Ｐ2Ｐ2

(2)．．．．計画期間計画期間計画期間計画期間

◆◆◆◆ 平成平成平成平成19年年年年～～～～平成平成平成平成21年度年度年度年度

(3)．．．．目標指標目標指標目標指標目標指標（（（（平成平成平成平成21年度年度年度年度））））

◆◆◆◆ 実勢業務純益実勢業務純益実勢業務純益実勢業務純益 ：：：： 800億円億円億円億円
当期利益当期利益当期利益当期利益 ：：：： 400億円億円億円億円

◆◆◆◆ 不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率 ：：：： 1.5％％％％

◆◆◆◆ 創業創業創業創業・・・・ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾝﾁｬｰﾝﾁｬｰﾝﾁｬｰﾝﾁｬｰ向向向向けけけけﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ゙゙゙活用先活用先活用先活用先 ：：：：年間年間年間年間25先以上先以上先以上先以上

◆◆◆◆ 経営改善計画策定支援先経営改善計画策定支援先経営改善計画策定支援先経営改善計画策定支援先 ：：：：年間年間年間年間30先以上先以上先以上先以上

(4)．．．．取組内容取組内容取組内容取組内容

①①①①ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルにににに応応応応じたじたじたじた取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業
のののの支援強化支援強化支援強化支援強化

□創業（含む第二創業）・新事業支援に対する

支援強化

□産学官連携への対応強化

□多様な人材を活用したきめ細かな取引先企業

への支援

□経営改善支援への取組み強化

□事業再生支援への取組み強化

□事業承継支援への取組み強化

②②②②事業価値事業価値事業価値事業価値をををを見極見極見極見極めるめるめるめる融資手法融資手法融資手法融資手法をををを
はじめはじめはじめはじめ中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給資金供給資金供給資金供給
手法手法手法手法のののの徹底徹底徹底徹底

□個人保証・不動産担保に過度に依存しない

融資への取組み強化

□会計参与制度の活用や「中小企業の会計に

関する指針」の普及へ向けた取組み

□専門機関との連携による融資手法多様化へ

の取組み

□目利き機能の向上

③③③③地域地域地域地域のののの情報集積情報集積情報集積情報集積をををを活用活用活用活用したしたしたした

持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域経済地域経済地域経済地域経済へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

□地域経済活性化に向けた、地公体や経済

諸団体、地元企業等との連携強化

□地域を担う若い世代や、高齢者への金融

知識の普及に向けた取組み強化

□地域のお客さまの声に基づくｻｰﾋﾞｽ改革の

推進



ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ．．．．平成平成平成平成．．．．平成平成平成平成1919年度年度年度年度のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況およびおよびおよびおよび評価評価評価評価年度年度年度年度のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況およびおよびおよびおよび評価評価評価評価

Ｐ3Ｐ3

1.全体的全体的全体的全体的なななな進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況およびおよびおよびおよび評価評価評価評価1.全体的全体的全体的全体的なななな進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況およびおよびおよびおよび評価評価評価評価

◆◆◆◆平成平成平成平成19年度年度年度年度のののの当社地域密着型金融推進当社地域密着型金融推進当社地域密着型金融推進当社地域密着型金融推進についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成19年年年年12月策定月策定月策定月策定・・・・公表公表公表公表のののの方針方針方針方針のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、各取組各取組各取組各取組みみみみ毎毎毎毎にににに推進責任部推進責任部推進責任部推進責任部
署署署署をををを明確明確明確明確にににに定定定定めめめめ、、、、具体的具体的具体的具体的なななな各種取組策各種取組策各種取組策各種取組策をををを各推進責任部署各推進責任部署各推進責任部署各推進責任部署のののの業務施策等業務施策等業務施策等業務施策等にににに織織織織りりりり込込込込みみみみ、、、、経営経営経営経営のののの管理管理管理管理・・・・監督監督監督監督のもとのもとのもとのもと全社的全社的全社的全社的にににに推推推推
進進進進・・・・徹底徹底徹底徹底にににに努努努努めためためためた結果結果結果結果、、、、以下以下以下以下のののの目標指標対比目標指標対比目標指標対比目標指標対比でのでのでのでの進捗進捗進捗進捗・・・・達成状況達成状況達成状況達成状況、、、、ならびにならびにならびにならびに各種取組各種取組各種取組各種取組みはみはみはみは当初計画当初計画当初計画当初計画とおりにとおりにとおりにとおりに進捗進捗進捗進捗がががが図図図図らららら
れれれれ、、、、具体的具体的具体的具体的なななな成果成果成果成果・・・・実績実績実績実績のののの積上積上積上積上げもげもげもげも進展進展進展進展しししし、、、、当社当社当社当社のののの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機能機能機能機能はははは着実着実着実着実にににに強化強化強化強化されておりますされておりますされておりますされております。。。。

※ 具体的な取組みの進捗状況についてはＰ4～Ｐ10をご覧下さい。また、Ｐ11～Ｐ12の用語解説もご参照願います。

◆◆◆◆当社当社当社当社ではではではでは、、、、今後今後今後今後もももも一層一層一層一層のののの地域地域地域地域・・・・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、、、、およびおよびおよびおよび更更更更なるなるなるなる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活性化活性化活性化活性化・・・・発展発展発展発展にににに向向向向けてけてけてけて、、、、地域地域地域地域
密着型金融密着型金融密着型金融密着型金融をををを積極的積極的積極的積極的かつかつかつかつ継続的継続的継続的継続的にににに推進推進推進推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。

2.目標指標目標指標目標指標目標指標のののの進捗進捗進捗進捗・・・・達成状況達成状況達成状況達成状況2.目標指標目標指標目標指標目標指標のののの進捗進捗進捗進捗・・・・達成状況達成状況達成状況達成状況

目標指標目標指標目標指標目標指標（（（（平成平成平成平成21年度年度年度年度））））

◆◆◆◆ 不良債権比率不良債権比率不良債権比率不良債権比率

◆◆◆◆ 創業創業創業創業・・・・ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾝﾁｬｰﾝﾁｬｰﾝﾁｬｰﾝﾁｬｰ向向向向けけけけﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾌｧﾝﾄﾞ゙゙゙活用先活用先活用先活用先

◆◆◆◆ 経営改善計画策定支援先経営改善計画策定支援先経営改善計画策定支援先経営改善計画策定支援先

進捗進捗進捗進捗・・・・達成状況達成状況達成状況達成状況（（（（平成平成平成平成19年度年度年度年度））））

◆◆◆◆ 実勢業務純益実勢業務純益実勢業務純益実勢業務純益
当期利益当期利益当期利益当期利益

（（（（21年度年度年度年度）））） 1.5％％％％

（（（（年間年間年間年間）））） 25先以上先以上先以上先以上

（（（（年間年間年間年間）））） 30先以上先以上先以上先以上

（（（（21年度年度年度年度）））） 800億円億円億円億円
（（（（21年度年度年度年度）））） 400億円億円億円億円

1.41％％％％

25先先先先

59先先先先

852億円億円億円億円
405億円億円億円億円

106％％％％

100％％％％

197％％％％

107％％％％
101％％％％

目標指標目標指標目標指標目標指標 目標値目標値目標値目標値 19年度実績年度実績年度実績年度実績 達成率達成率達成率達成率

全
目
標
指
標
達
成

全
目
標
指
標
達
成

全
目
標
指
標
達
成

全
目
標
指
標
達
成



②②②②産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携へのへのへのへの対応強化対応強化対応強化対応強化

◇産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学とのお引き合わせを
積極的に実施しました（19年度実績：21件）
◇新たに2大学（19年6月西武文理大学、19年11月埼玉医科大学）
と産学連携協力に関する覚書を締結。これにより、当社の産学官
連携協力体制として覚書を締結する大学は6大学となり、一層の
連携体制の整備・拡充を図りました。
◇埼玉大学が実施する産学連携による共同研究支援事業「埼玉大学
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業」に対し、資金面での支援策として、新たなﾌｧﾝ
ﾄﾞの組成について合意しました。

②②②②産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携へのへのへのへの対応強化対応強化対応強化対応強化

◇産学連携ﾆｰｽﾞのある企業に対し、提携大学とのお引き合わせを
積極的に実施しました（19年度実績：21件）
◇新たに2大学（19年6月西武文理大学、19年11月埼玉医科大学）
と産学連携協力に関する覚書を締結。これにより、当社の産学官
連携協力体制として覚書を締結する大学は6大学となり、一層の
連携体制の整備・拡充を図りました。
◇埼玉大学が実施する産学連携による共同研究支援事業「埼玉大学
地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業」に対し、資金面での支援策として、新たなﾌｧﾝ
ﾄﾞの組成について合意しました。

①①①①創業創業創業創業（（（（含含含含むむむむ第二創業第二創業第二創業第二創業））））・・・・新事業新事業新事業新事業にににに対対対対するするするする支援強化支援強化支援強化支援強化
◇創業（第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進を通じ、地域の
創業段階にある企業のﾆｰｽﾞに積極的にお応えしました。
◇具体的には、創業・新事業支援ﾌｧﾝﾄﾞの取扱いが25件となりました。

「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」19件
うち投資5件（82百万円）、融資14件（232百万円）

「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」6件
うち投資6件（342百万円）

①①①①創業創業創業創業（（（（含含含含むむむむ第二創業第二創業第二創業第二創業））））・・・・新事業新事業新事業新事業にににに対対対対するするするする支援強化支援強化支援強化支援強化
◇創業（第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝﾄﾞの推進を通じ、地域の
創業段階にある企業のﾆｰｽﾞに積極的にお応えしました。
◇具体的には、創業・新事業支援ﾌｧﾝﾄﾞの取扱いが25件となりました。

「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」19件
うち投資5件（82百万円）、融資14件（232百万円）

「埼玉成長企業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」6件
うち投資6件（342百万円）

1 .ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルにににに応応応応じたじたじたじた取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業のののの支援強化支援強化支援強化支援強化1 .ライフサイクルライフサイクルライフサイクルライフサイクルにににに応応応応じたじたじたじた取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業のののの支援強化支援強化支援強化支援強化

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

①①①①創業創業創業創業（（（（含含含含むむむむ第二創業第二創業第二創業第二創業））））・・・・新事業新事業新事業新事業にににに対対対対するするするする支援強化支援強化支援強化支援強化

◇創業・第二創業企業向け資金調達支援機能等の一層の強化を図る
ため、埼玉県を中心に活躍するﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業で今後成長
が見込める企業を発掘し、「埼玉りそなＶﾌｧﾝﾄﾞ」・「埼玉成長企
業ｻﾎﾟｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ」等、創業（含む第二創業）・ﾍﾞﾝﾁｬｰ向け投融資ﾌｧﾝ
ﾄﾞを積極推進します（19年度取扱目標：25件）

②②②②産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携へのへのへのへの対応強化対応強化対応強化対応強化

◇これまで構築した産学官ﾈｯﾄﾜｰｸを有効活用し、中小企業が有する

技術等の目利き・評価能力を高め、起業・新事業展開案件の発掘・

支援・機能等をより強化するとともに積極推進します。

◇具体的には、産学官連携ﾆｰｽﾞのあるﾍﾞﾝﾁｬｰ・第二創業企業等に対

し、埼玉大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ等の提携大学の機能・ﾉｳﾊｳ等を積

極的に紹介・還元するとともに、協業機会の創出、事業展開強化へ

の支援を実施します。

Ｐ4Ｐ4

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況



ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

④④④④経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化
◇取引先への訪問活動や営業店との情報交換等により、取引先の経
営・財務状況の把握に努め、個別に対応方針を決定。改善余地があ
るとした取引先について、改善策の策定を支援するとともに（当社
独自の計画、中小企業再生協議会への持込、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介等）、
策定済の取引先に対しては進捗状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜助言等
実施しました。
◇改善計画策定支援を、19年度は59先に実施しました。
◇尚、経営改善支援への取組みに関する主な指標は、以下の通りです。
・経営改善支援取組み率：21.2%

（経営改善支援取組み先330先／期初債務者数1,556先）
・再生計画策定率：3.6％

（再生計画策定完了先12先／経営改善支援取組み先330先）
・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：17.3％

（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先57先／経営改善支援取組み先330先）

④④④④経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化
◇取引先への訪問活動や営業店との情報交換等により、取引先の経
営・財務状況の把握に努め、個別に対応方針を決定。改善余地があ
るとした取引先について、改善策の策定を支援するとともに（当社
独自の計画、中小企業再生協議会への持込、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞの紹介等）、
策定済の取引先に対しては進捗状況のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行い、適宜助言等
実施しました。
◇改善計画策定支援を、19年度は59先に実施しました。
◇尚、経営改善支援への取組みに関する主な指標は、以下の通りです。
・経営改善支援取組み率：21.2%

（経営改善支援取組み先330先／期初債務者数1,556先）
・再生計画策定率：3.6％

（再生計画策定完了先12先／経営改善支援取組み先330先）
・ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ率：17.3％

（ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ先57先／経営改善支援取組み先330先）

④④④④経営改善支援経営改善支援経営改善支援経営改善支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇当社が既に持つ経営改善支援機能・体制を有効活用するとともに、

取引先企業・中小企業（当社未取引先も含む）とのきめ細かなｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝを通じて、迅速かつ的確な改善計画策定提案等を実施し、

長期的なﾘﾚｰｼｮﾝを重視した経営改善支援への取組みを強化します。

◇具体的には、経営改善計画策定支援を、年間30先以上実施します。

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

Ｐ5Ｐ5

③③③③多様多様多様多様なななな人材人材人材人材をををを活用活用活用活用したきめしたきめしたきめしたきめ細細細細かなかなかなかな取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業へのへのへのへの支援支援支援支援
◇当社では、県内中小企業の金融ﾆｰｽﾞに積極的かつきめ細かく対応す
べく、中小企業取引の専門ﾁｬﾈﾙとしてﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰを組織し、中
小企業事業者・個人事業者に対する支援・相談体制を整備・拡充し
ておりますが、同ｾﾝﾀｰにおける金融機関ＯＢ等の人材活用を積極的
に行い、多様な人材活用により取引先企業への支援機能の一層の
強化を図ります。

◇創業・新事業支援に係る目利き人材として製造業OBを本部支援部
部署に採用・活用しており、今後も取引先企業のﾆｰｽﾞや当社目利
き機能等を勘案し、対応を強化して参ります。

③③③③多様多様多様多様なななな人材人材人材人材をををを活用活用活用活用したきめしたきめしたきめしたきめ細細細細かなかなかなかな取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業へのへのへのへの支援支援支援支援

◇ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

を85名配置しております（20年3月末）。また、同ｾﾝﾀｰでの19年度

の融資取扱実績は、3,459件、322億円となりました。

◇製造業ＯＢによる技術評価等の支援を、19年度も継続して実施しま

した。

③③③③多様多様多様多様なななな人材人材人材人材をををを活用活用活用活用したきめしたきめしたきめしたきめ細細細細かなかなかなかな取引先企業取引先企業取引先企業取引先企業へのへのへのへの支援支援支援支援

◇ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝｾﾝﾀｰに、中小企業金融推進を専門に担う融資ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

を85名配置しております（20年3月末）。また、同ｾﾝﾀｰでの19年度

の融資取扱実績は、3,459件、322億円となりました。

◇製造業ＯＢによる技術評価等の支援を、19年度も継続して実施しま

した。



⑤⑤⑤⑤事業再生支援事業再生支援事業再生支援事業再生支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇事業再生の可能性や地元経済への影響度等を踏まえ、当社未取引先
も含めて再生支援先を選定、各種の再生手法を検討・活用し事業再
生を図った結果、14案件について再生手続きを完了するとともに、
事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を図ることができました。

◇また、経営改善支援・事業再生支援の一環として、幅広く営業情報
等の提供を実施しました。
◇具体的には、以下の通りの成果を積上げました。
・再生ﾌｧﾝﾄﾞ等各種再生手法の積極活用およびﾉｳﾊｳ蓄積

Ｍ＆Ａ：2件、再生ﾌｧﾝﾄﾞ活用：2件、出資：2件、
EXITﾌｧｲﾅﾝｽ･再生新規融資：8件、集合動産担保融資：1件、
ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生：3件

・営業斡旋等、経営改善・事業再生に資する情報提供：43先

⑤⑤⑤⑤事業再生支援事業再生支援事業再生支援事業再生支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇事業再生の可能性や地元経済への影響度等を踏まえ、当社未取引先
も含めて再生支援先を選定、各種の再生手法を検討・活用し事業再
生を図った結果、14案件について再生手続きを完了するとともに、
事業再生ﾉｳﾊｳの蓄積・高度化を図ることができました。

◇また、経営改善支援・事業再生支援の一環として、幅広く営業情報
等の提供を実施しました。
◇具体的には、以下の通りの成果を積上げました。
・再生ﾌｧﾝﾄﾞ等各種再生手法の積極活用およびﾉｳﾊｳ蓄積

Ｍ＆Ａ：2件、再生ﾌｧﾝﾄﾞ活用：2件、出資：2件、
EXITﾌｧｲﾅﾝｽ･再生新規融資：8件、集合動産担保融資：1件、
ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生：3件

・営業斡旋等、経営改善・事業再生に資する情報提供：43先

⑤⑤⑤⑤事業再生支援事業再生支援事業再生支援事業再生支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇当社が既に持つ体制・機能を有効活用するとともに、再生ﾌｧﾝﾄﾞの

活用等を通じた各種事業再生手法のﾉｳﾊｳの蓄積と一層の活用強化を

図っていきます。

◇営業斡旋への積極的取組み等、情報機能を活用した支援を強化して

参ります。

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

Ｐ6Ｐ6

⑥⑥⑥⑥事業承継支援事業承継支援事業承継支援事業承継支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇企業ｵｰﾅｰへの事業承継対策の必要性の提案、多様な課題に対する各

種解決策の提供を継続して行います。また、取引先企業の事業承継

ﾆｰｽﾞに対する社員のｿﾘｭｰｼｮﾝ力の一層の強化を図ります。

◇具体的には、自社株評価等の提案を切り口に、本部・営業店一体と

なった活動を行い、事業承継提案を積極的に実施します。また、企

業ｵｰﾅｰ向け事業承継ｾﾐﾅｰ等の開催を通じ、事業承継対策の必要性等

の説明・知識普及に取組みます。

◇社員のｿﾘｭｰｼｮﾝ力向上に向け、研修や勉強会等を実施し、知識ﾚﾍﾞﾙ

の向上に努めます。

⑥⑥⑥⑥事業承継支援事業承継支援事業承継支援事業承継支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇19年度においては、自社株評価等を中心に1,224件の事業承継関連
の提案を実施。提案を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業
店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、事業承継にかかわ
る当社機能の提案を実施しました。

◇事業承継ｾﾐﾅｰを、埼玉県中小企業振興公社及びとりそな総合研究所

と共催（20年2月）。約120名の企業ｵｰﾅｰにご参加いただきました。

◇社内研修や休日勉強会を実施し、社員の提案力や意識も高まり、提

案件数の増加等の成果につながりました。

⑥⑥⑥⑥事業承継支援事業承継支援事業承継支援事業承継支援へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇19年度においては、自社株評価等を中心に1,224件の事業承継関連
の提案を実施。提案を実施した企業ｵｰﾅｰに対しては、本部・営業
店一体となってﾌｫﾛｰし、より掘り下げた提案、事業承継にかかわ
る当社機能の提案を実施しました。

◇事業承継ｾﾐﾅｰを、埼玉県中小企業振興公社及びとりそな総合研究所

と共催（20年2月）。約120名の企業ｵｰﾅｰにご参加いただきました。

◇社内研修や休日勉強会を実施し、社員の提案力や意識も高まり、提

案件数の増加等の成果につながりました。



②②②②会計参与制度会計参与制度会計参与制度会計参与制度のののの活用活用活用活用やややや「「「「中小企業中小企業中小企業中小企業のののの会計会計会計会計にににに関関関関するするするする指針指針指針指針」」」」のののの普及普及普及普及へへへへ

向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ

◇「中小企業の会計に関する指針の適用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用し

た信用保証協会付融資の19年度取扱実績は以下の通りでした。

中小企業応援貸付：126件・40億円

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ保証ﾌｧﾝﾄﾞ：84件・32億円

ｱｼｽﾄ保証：4件・80百万円

◇会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入ﾛｰﾝ」の利用促進に

向け、適用金利等商品内容の見直しを実施しました（19年12月）。

②②②②会計参与制度会計参与制度会計参与制度会計参与制度のののの活用活用活用活用やややや「「「「中小企業中小企業中小企業中小企業のののの会計会計会計会計にににに関関関関するするするする指針指針指針指針」」」」のののの普及普及普及普及へへへへ

向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ

◇「中小企業の会計に関する指針の適用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用し

た信用保証協会付融資の19年度取扱実績は以下の通りでした。

中小企業応援貸付：126件・40億円

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ保証ﾌｧﾝﾄﾞ：84件・32億円

ｱｼｽﾄ保証：4件・80百万円

◇会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入ﾛｰﾝ」の利用促進に

向け、適用金利等商品内容の見直しを実施しました（19年12月）。

①①①①個人保証個人保証個人保証個人保証・・・・不動産担保不動産担保不動産担保不動産担保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へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰﾝの取扱いを開始しま

した（19年4月）。19年度取扱実績は、5件・38百万円でした。
◇埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資保証制度」（ＡＢＬ

保証）を活用した融資の取扱開始（19年8月）。9月に県内第1号
案件の取扱いを実施しました。

19年度取扱実績：棚卸資産担保 2件・ 280百万円
売掛債権担保 89件・3,004百万円

◇ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の19年度取扱実績は以下の通りでした。
ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 27件・208億円、私募債 64件・103億円

①①①①個人保証個人保証個人保証個人保証・・・・不動産担保不動産担保不動産担保不動産担保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へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇ｵﾘｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟとの提携による事業用車両担保ﾛｰﾝの取扱いを開始しま

した（19年4月）。19年度取扱実績は、5件・38百万円でした。
◇埼玉県信用保証協会保証付「流動資産担保融資保証制度」（ＡＢＬ

保証）を活用した融資の取扱開始（19年8月）。9月に県内第1号
案件の取扱いを実施しました。

19年度取扱実績：棚卸資産担保 2件・ 280百万円
売掛債権担保 89件・3,004百万円

◇ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ、私募債の19年度取扱実績は以下の通りでした。
ｼﾝｼﾞｹｰﾄﾛｰﾝ 27件・208億円、私募債 64件・103億円

①①①①個人保証個人保証個人保証個人保証・・・・不動産担保不動産担保不動産担保不動産担保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へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ強化強化強化強化

◇事業からのｷｬｯｼｭﾌﾛｰを重視し、個人保証・不動産担保に過度に依存

しない融資手法の活用により、中小企業の資金調達手段の多様化・

高度化を積極的に推進して参ります。

◇具体的には、動産や売掛債権等を活用した融資の強化、新たな融資

ｽｷｰﾑの検討を行います。

◇また、ｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝや私募債を推進し、中小企業の資金調達手段の

円滑化・多様化への対応を強化して参ります。

②②②②会計参与制度会計参与制度会計参与制度会計参与制度のののの活用活用活用活用やややや「「「「中小企業中小企業中小企業中小企業のののの会計会計会計会計にににに関関関関するするするする指針指針指針指針」」」」のののの普及普及普及普及へへへへ

向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ

◇「中小企業の会計に関する指針の適用に関するﾁｪｯｸﾘｽﾄ」を活用し

た信用保証協会付融資の利用促進、またそのための各種取組みを

実施します。

◇「会計参与導入ﾛｰﾝ」の利用促進に向けた取組みを実施します。

取組取組取組取組みみみみ

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

2 .事業価値事業価値事業価値事業価値をををを見極見極見極見極めるめるめるめる融資手法融資手法融資手法融資手法をはじめをはじめをはじめをはじめ中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給手法資金供給手法資金供給手法資金供給手法のののの徹底徹底徹底徹底2 .事業価値事業価値事業価値事業価値をををを見極見極見極見極めるめるめるめる融資手法融資手法融資手法融資手法をはじめをはじめをはじめをはじめ中小企業中小企業中小企業中小企業にににに適適適適したしたしたした資金供給手法資金供給手法資金供給手法資金供給手法のののの徹底徹底徹底徹底

進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

Ｐ7Ｐ7



ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

④④④④目利目利目利目利きききき機能機能機能機能のののの向上向上向上向上

◇支店長及び次席者等を対象に、20年1月「目利き研修」を実施しま

した（参加者36名）。これにより、同研修の参加者は累計391名と

なり、現状、全店（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制

を整備しました。また、渉外ﾏﾈｰｼﾞｬｰ19名に対し、目利き能力向上

に向けた研修を実施し、目利き人材の裾野拡大を図りました。

◇製造業ＯＢ人材による営業店担当者との工場訪問等によりＯＪＴ

を実施し、営業店担当者の目利き能力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図りました

（19年度実績29回、累計177回）。

④④④④目利目利目利目利きききき機能機能機能機能のののの向上向上向上向上

◇支店長及び次席者等を対象に、20年1月「目利き研修」を実施しま

した（参加者36名）。これにより、同研修の参加者は累計391名と

なり、現状、全店（102ヶ店）に受講者を1名以上配置できる体制

を整備しました。また、渉外ﾏﾈｰｼﾞｬｰ19名に対し、目利き能力向上

に向けた研修を実施し、目利き人材の裾野拡大を図りました。

◇製造業ＯＢ人材による営業店担当者との工場訪問等によりＯＪＴ

を実施し、営業店担当者の目利き能力のﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを図りました

（19年度実績29回、累計177回）。

③③③③専門機関専門機関専門機関専門機関とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる融資手法多様化融資手法多様化融資手法多様化融資手法多様化へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ

◇ＴＫＣ会員税理士の関与先向け融資商品「ＴＫＣ経営者ＮＥＴﾛｰﾝ」

の取扱いを開始しました（19年7月）。

19年度取扱実績：2件・60百万円

③③③③専門機関専門機関専門機関専門機関とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる融資手法多様化融資手法多様化融資手法多様化融資手法多様化へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ

◇ＴＫＣ会員税理士の関与先向け融資商品「ＴＫＣ経営者ＮＥＴﾛｰﾝ」

の取扱いを開始しました（19年7月）。

19年度取扱実績：2件・60百万円

③③③③専門機関専門機関専門機関専門機関とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる融資手法多様化融資手法多様化融資手法多様化融資手法多様化へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ

◇税理士会等の専門機関と連携した新たな融資商品等の開発・導入、

またそれら融資商品取扱いの推進強化を図って参ります。

④④④④目利目利目利目利きききき機能機能機能機能のののの向上向上向上向上

◇「目利き研修」の実施等により、企業の将来性・技術力等を的確に

評価できる目利き人材の更なる育成・強化を図ります。

◇具体的には、従来より実施してきた「目利き研修」を、未受講の支

店長及び次席者に対し受講させるとともに、一部渉外担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

にも実施し、目利き人材の一層の裾野拡大・ｽｷﾙ向上を図って参り

ます。

◇製造業ＯＢ人材との取引先帯同訪問等により、営業店担当者の目利

き能力向上に向けた実践的な教育を実施します。

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

Ｐ8Ｐ8



①①①①地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化にににに向向向向けたけたけたけた、、、、地公体地公体地公体地公体やややや経済諸団体経済諸団体経済諸団体経済諸団体、、、、地元企業等地元企業等地元企業等地元企業等とのとのとのとの

連携強化連携強化連携強化連携強化

◇地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に向け、全社的な訪

問活動等の施策を展開し、積極的に情報収集・提供活動を実施し

ました。特に、地公体の全部署訪問等を通じ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄ ｻｰﾋﾞｽの

導入やｺﾝﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大などﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽや地域利用者

の利便性向上につながる取組みも実現しました。

◇地域開発案件等への取組みについては、19年度の取扱実績では市

街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ4件31億円、土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅ

ﾝｽ6件14億円、ＰＦＩ事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ2件27億円となりました。

◇地公体業務民間委託に関するﾆｰｽﾞ吸収の結果、滞納税回収業務の

ｻｰﾋﾞｻｰ紹介を実施、導入開始となりました。

◇県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、以下の住宅ﾛｰﾝ商品取扱いを開始

しました。

・「『埼玉の家』耐震・安心ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」（19年12月）

・「埼玉の家家族のきずな応援！！住宅ﾛｰﾝ」（20年2月）

①①①①地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化にににに向向向向けたけたけたけた、、、、地公体地公体地公体地公体やややや経済諸団体経済諸団体経済諸団体経済諸団体、、、、地元企業等地元企業等地元企業等地元企業等とのとのとのとの

連携強化連携強化連携強化連携強化

◇地公体、経済諸団体等との一層のﾘﾚｰｼｮﾝ強化に向け、全社的な訪

問活動等の施策を展開し、積極的に情報収集・提供活動を実施し

ました。特に、地公体の全部署訪問等を通じ、ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄ ｻｰﾋﾞｽの

導入やｺﾝﾋﾞﾆ収納等の収納ﾁｬﾈﾙ拡大などﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽや地域利用者

の利便性向上につながる取組みも実現しました。

◇地域開発案件等への取組みについては、19年度の取扱実績では市

街地再開発事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ4件31億円、土地区画整理事業へのﾌｧｲﾅ

ﾝｽ6件14億円、ＰＦＩ事業へのﾌｧｲﾅﾝｽ2件27億円となりました。

◇地公体業務民間委託に関するﾆｰｽﾞ吸収の結果、滞納税回収業務の

ｻｰﾋﾞｻｰ紹介を実施、導入開始となりました。

◇県の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟした、以下の住宅ﾛｰﾝ商品取扱いを開始

しました。

・「『埼玉の家』耐震・安心ﾘﾌｫｰﾑﾛｰﾝ」（19年12月）

・「埼玉の家家族のきずな応援！！住宅ﾛｰﾝ」（20年2月）

①①①①地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化地域経済活性化にににに向向向向けたけたけたけた、、、、地公体地公体地公体地公体やややや経済諸団体経済諸団体経済諸団体経済諸団体、、、、地元企業等地元企業等地元企業等地元企業等とのとのとのとの

連携強化連携強化連携強化連携強化

◇地公体、経済諸団体等とのﾘﾚｰｼｮﾝ強化による情報収集力の向上と、

情報の連携・有効活用により地域経済活性化に向けた地域の各種取

組みに積極的に参画・貢献して参ります。

◇地域開発案件等への積極的取組みと、案件手法の多様化に対するｿ

ﾘｭｰｼｮﾝ機能提供等の対応力強化を推進します。

◇地公体業務民間委託の実施を踏まえた地公体からのﾆｰｽﾞ吸収や、業

者紹介等の取組みを強化します。

◇地公体等の住宅関連施策とﾀｲｱｯﾌﾟしたﾛｰﾝ商品提供等の施策を実施

します。

取組取組取組取組みみみみ

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

3.地域地域地域地域のののの情報集積情報集積情報集積情報集積をををを活用活用活用活用したしたしたした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域経済地域経済地域経済地域経済へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献3.地域地域地域地域のののの情報集積情報集積情報集積情報集積をををを活用活用活用活用したしたしたした持続可能持続可能持続可能持続可能なななな地域経済地域経済地域経済地域経済へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献

進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

Ｐ9Ｐ9



③③③③地域地域地域地域のおのおのおのお客客客客さまのさまのさまのさまの声声声声にににに基基基基づくづくづくづくサービスサービスサービスサービス改革改革改革改革のののの推進推進推進推進
◇ＶＯＣ活動の定着化により、19年度に寄せられた「お客さまの声」
は1,657件となり、18年度の841件と比較してほぼ倍増しました。ま
た、従業員からの改善提案等「従業員の声」も、19年度は454件と
18年度の116件と比較してほぼ4倍となるなど、従業員の意識の高ま
りも確認される結果となりました。
◇上記の寄せられた声に対し、対応を実施（または予定）したものは

496件となっており、具体的な商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等が図られ、着実
に成果が上がっております。
◇また、19年度においては、より客観的かつ多角的に当社のｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞ
ﾙを評価し、職場単位でも自律的に改善活動を活発化させるため、
外部評価機関による評価、各店別のｻｰﾋﾞｽ分析を実施しました。

③③③③地域地域地域地域のおのおのおのお客客客客さまのさまのさまのさまの声声声声にににに基基基基づくづくづくづくサービスサービスサービスサービス改革改革改革改革のののの推進推進推進推進
◇ＶＯＣ活動の定着化により、19年度に寄せられた「お客さまの声」
は1,657件となり、18年度の841件と比較してほぼ倍増しました。ま
た、従業員からの改善提案等「従業員の声」も、19年度は454件と
18年度の116件と比較してほぼ4倍となるなど、従業員の意識の高ま
りも確認される結果となりました。
◇上記の寄せられた声に対し、対応を実施（または予定）したものは

496件となっており、具体的な商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等が図られ、着実
に成果が上がっております。
◇また、19年度においては、より客観的かつ多角的に当社のｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞ
ﾙを評価し、職場単位でも自律的に改善活動を活発化させるため、
外部評価機関による評価、各店別のｻｰﾋﾞｽ分析を実施しました。

③③③③地域地域地域地域のおのおのおのお客客客客さまのさまのさまのさまの声声声声にににに基基基基づくづくづくづくサービスサービスサービスサービス改革改革改革改革のののの推進推進推進推進

◇「埼玉りそなＶＯＣ」（お客さまの声を商品・ｻｰﾋﾞｽの改善等に反

映させる仕組み、17年2月より開始）に寄せられた地域のお客さま

の声に基づく、各種ｻｰﾋﾞｽ向上策を実施します。

◇具体的には、「埼玉りそなＶＯＣ」に集約された「お客さまの声」

を取りまとめ、お客さまのご要望等を調査・分析の上、関係部署

において具体的改善策等の協議・検討を実施、当社の商品・ｻｰﾋﾞｽ

に積極的に反映させて参ります。

取組取組取組取組みみみみ

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ..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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況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のみのみのみの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

Ｐ10Ｐ10

取組取組取組取組みみみみ 進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

②②②②地域地域地域地域をををを担担担担うううう若若若若いいいい世代世代世代世代やややや、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの金融知識普及金融知識普及金融知識普及金融知識普及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

◇地域の若い世代に金融・経済知識や銀行の役割を正しく身に付けて

頂くことを狙いとし、子供向け金融経済ｾﾐﾅｰ「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞ

ﾐｰ」や大学寄附講義等の開催、ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度等を実施します。

◇地域への金融知識の普及を目的とした資金運用等各種ｾﾐﾅｰの実施、

年金受給世代の公的年金制度に関する知識普及を図るための年金

相談会の開催を積極的に行います。

②②②②地域地域地域地域をををを担担担担うううう若若若若いいいい世代世代世代世代やややや、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの金融知識普及金融知識普及金融知識普及金融知識普及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

◇若い世代への金融知識普及に向け、以下の取組みを実施しました。
・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（19年8月）。延べ

83名の児童が参加されました。※従来の1会場から4会場へ拡大
・地域金融機関の果たす役割の理解を通じ将来の地域経済を担う
人材を育成することを目的に、埼玉大学へ寄附講義を開設（19
年11月、開講は20年4月）

・埼玉大学との協力協定、埼玉県経営者協会と埼玉県が連携して
実施するｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度に基づき、県内6大学から計10名のｲﾝﾀｰﾝ
生を受入（19年8月）。

◇高齢者等の金融知識向上を目的に、以下の取組みを実施しました。
・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間491回、参加者25,550名
・年金相談会・公的年金ｾﾐﾅｰの開催：年間417回、参加者3,530名

②②②②地域地域地域地域をををを担担担担うううう若若若若いいいい世代世代世代世代やややや、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者へのへのへのへの金融知識普及金融知識普及金融知識普及金融知識普及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

◇若い世代への金融知識普及に向け、以下の取組みを実施しました。
・「りそなｷｯｽﾞﾏﾈｰｱｶﾃﾞﾐｰ」を県内4会場で開催（19年8月）。延べ

83名の児童が参加されました。※従来の1会場から4会場へ拡大
・地域金融機関の果たす役割の理解を通じ将来の地域経済を担う
人材を育成することを目的に、埼玉大学へ寄附講義を開設（19
年11月、開講は20年4月）

・埼玉大学との協力協定、埼玉県経営者協会と埼玉県が連携して
実施するｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ制度に基づき、県内6大学から計10名のｲﾝﾀｰﾝ
生を受入（19年8月）。

◇高齢者等の金融知識向上を目的に、以下の取組みを実施しました。
・資金運用等各種ｾﾐﾅｰの開催：年間491回、参加者25,550名
・年金相談会・公的年金ｾﾐﾅｰの開催：年間417回、参加者3,530名



ⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣⅣ..再再再再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支援支援支援支援にににに資資資資するするするする取組取組取組取組みみみみ再再再再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支援支援支援支援にににに資資資資するするするする取組取組取組取組みみみみ
((個人保証個人保証個人保証個人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個人保証個人保証個人保証個人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))

■■■■スコアリングモデルスコアリングモデルスコアリングモデルスコアリングモデルをををを活用活用活用活用したしたしたした融資融資融資融資

19年度期末残高 ： 1,899億円

◇特徴的な取組み事例

・スコアリングモデルを活用した融資については、「中小企業の

会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を活用した

信用保証協会付融資等の取扱推進を図っております。

・会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入ローン」の利用
促進に向け、適用金利等の商品性の見直しを実施しました（19
年12月）。

・専門機関等と連携した融資手法多様化への取組みとして、ＴＫ

Ｃ会員税理士向けの関与先向け融資商品として「ＴＫＣ経営者

ＮＥＴローン」の取扱いを開始しました（19年7月）。

■■■■スコアリングモデルスコアリングモデルスコアリングモデルスコアリングモデルをををを活用活用活用活用したしたしたした融資融資融資融資

19年度期末残高 ： 1,899億円

◇特徴的な取組み事例

・スコアリングモデルを活用した融資については、「中小企業の

会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を活用した

信用保証協会付融資等の取扱推進を図っております。

・会計参与制度の浸透を踏まえ、「会計参与導入ローン」の利用
促進に向け、適用金利等の商品性の見直しを実施しました（19
年12月）。

・専門機関等と連携した融資手法多様化への取組みとして、ＴＫ

Ｃ会員税理士向けの関与先向け融資商品として「ＴＫＣ経営者

ＮＥＴローン」の取扱いを開始しました（19年7月）。

■■■■動産動産動産動産・・・・債権譲渡担保融資債権譲渡担保融資債権譲渡担保融資債権譲渡担保融資（ＡＢＬ（ＡＢＬ（ＡＢＬ（ＡＢＬをををを含含含含むむむむ））））

19年度取扱実績 ： 件数 96件、金額 3,322百万円
うち、売掛債権担保融資 件数 89件、金額 3,004百万円

動産担保融資 件数 7件、金額 318百万円

◇特徴的な取組事例
・当社では、お客さまの商品在庫の価値に着目し、18年10月に
ＡＢＬ第一号案件を取扱いたしました。商品在庫の評価は、

豊富な商品データを保有する、株式会社ドン・キホーテに

依頼するスキームとしております。

・この他、埼玉県信用保証協会の制度融資｢流動資産担保融資

保証制度（ＡＢＬ保証）｣を活用し、動産・債権譲渡担保融

資の取扱を積極的に推進しております。

■■■■動産動産動産動産・・・・債権譲渡担保融資債権譲渡担保融資債権譲渡担保融資債権譲渡担保融資（ＡＢＬ（ＡＢＬ（ＡＢＬ（ＡＢＬをををを含含含含むむむむ））））

19年度取扱実績 ： 件数 96件、金額 3,322百万円
うち、売掛債権担保融資 件数 89件、金額 3,004百万円

動産担保融資 件数 7件、金額 318百万円

◇特徴的な取組事例
・当社では、お客さまの商品在庫の価値に着目し、18年10月に
ＡＢＬ第一号案件を取扱いたしました。商品在庫の評価は、

豊富な商品データを保有する、株式会社ドン・キホーテに

依頼するスキームとしております。

・この他、埼玉県信用保証協会の制度融資｢流動資産担保融資

保証制度（ＡＢＬ保証）｣を活用し、動産・債権譲渡担保融

資の取扱を積極的に推進しております。

■■■■知的財産担保融資知的財産担保融資知的財産担保融資知的財産担保融資、、、、コベナンツコベナンツコベナンツコベナンツをををを活用活用活用活用したしたしたした融資融資融資融資

19年度は、知的財産担保融資およびコベナンツを活用した融資については、具体的な取扱い実績はございませんでした。

引続き、両融資手法に係るこれまでの当社取扱い実績やノウハウ等を活かし、お客さまニーズに基づき活用を図って参ります。

■■■■知的財産担保融資知的財産担保融資知的財産担保融資知的財産担保融資、、、、コベナンツコベナンツコベナンツコベナンツをををを活用活用活用活用したしたしたした融資融資融資融資

19年度は、知的財産担保融資およびコベナンツを活用した融資については、具体的な取扱い実績はございませんでした。

引続き、両融資手法に係るこれまでの当社取扱い実績やノウハウ等を活かし、お客さまニーズに基づき活用を図って参ります。

Ｐ11Ｐ11

今後今後今後今後もももも、、、、当社当社当社当社ではではではでは、、、、再再再再チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ支援支援支援支援にににに資資資資するするするする取組取組取組取組みのみのみのみの積極的積極的積極的積極的なななな推進推進推進推進にににに向向向向けけけけ、、、、上記手法上記手法上記手法上記手法もももも含含含含めめめめ不動産担保不動産担保不動産担保不動産担保やややや個人保証個人保証個人保証個人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

融資手法融資手法融資手法融資手法のののの研究研究研究研究・・・・活用強化活用強化活用強化活用強化をををを図図図図ってってってって参参参参りますりますりますります。。。。
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Ｐ12Ｐ12※ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ順、50音順となっております。

EXITﾌｧｲﾅﾝｽEXITﾌｧｲﾅﾝｽ

PFIPFI

会計参与制度会計参与制度

Private Finance Initiativeの略。従来、公共部門が実施していた社会資本整備などの公共ｻｰﾋﾞｽを、事業の効率化
と公共事業費の削減等を目的に、民間部門の資金を導入し、民間事業者を中心に実施する方法です。

ｺﾍﾞﾅﾝﾂｺﾍﾞﾅﾝﾂ

ABLABL
Asset Based Lending の略。集合動産担保融資のことで、企業が保有する在庫や売掛債権を担保に、資金調達する方法を
いいます。

再生ﾌｧﾝﾄﾞ再生ﾌｧﾝﾄﾞ

実勢業務純益実勢業務純益

ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ

平成18年5月の新会社法施行により導入された制度であり、中小会社の決算書における計算の適正性確保を目的としています。会
計参与は、株式会社の役員として取締役等と共同して計算書類等を作成する職務を遂行することとされています。

過剰債務に陥った企業の建て直しを目的として、投資家から集めた資金を再生企業に投資するﾌｧﾝﾄﾞのことです。

知的財産担保知的財産担保

金融機関の本業での収益を表す業務純益から、一般貸倒引当金繰入額を除いたもので、基本的な収益力を表す指標
のことです。

財務情報を中心とする多数の顧客ﾃﾞｰﾀに基づいて、統計的手法によって評点化を行い、信用力を判別する仕組みの
ことです。

「出口金融」ともいい、一般的には、民事再生法や会社更生法の手続きに入った企業が、法的再生手続を早期に終結する目的で、
全ての債務を一括返済するために受ける融資のことです。

知的財産権とは、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称で、模倣防止のための保護、研究開発へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ付与、取引上の信用維持を目
的として、新技術、新しいﾃﾞｻﾞｲﾝ、商標等について与えられる独占権のことです。物的担保や信用力が不足するﾍﾞﾝﾁｬｰ企業等の新たな資金調達
手段として、知的財産権担保融資が注目されています。

融資の契約を締結する際に、契約書に記載することのできる一定の特約事項のことです。具体的には財務制限条項や格付維持条
項等があり、これらの条項が守られなかった場合には、その時点で資金の全額返済や金利優遇の取消し等のﾍﾟﾅﾙﾃｨが課されます。
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Ｐ13Ｐ13

ﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽﾏﾙﾁﾍﾟｲﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ

目利き人材目利き人材

ﾗﾝｸｱｯﾌﾟﾗﾝｸｱｯﾌﾟ

経営者（企業）の資質、技術力、販売力等から見た企業の将来性等を的確に判断し、または事業再生等に関する専門
能力を有する人材のことです。

税金・公共料金等の収納機関と金融機関をﾈｯﾄﾜｰｸで結ぶことにより、各種払込みの手続きを電子化する仕組みです。
①収納ｻｰﾋﾞｽ、②口座振替受付ｻｰﾋﾞｽ、③口座振替ﾃﾞｰﾀ伝送ｻｰﾋﾞｽ、④請求情報通知ｻｰﾋﾞｽの4種類のｻｰﾋﾞｽがあります。

自己査定における貸出先の債務者区分が、例えば「要注意先」→「正常先」のように上位区分に変更になることを
いいます。

中小企業の会計に関する
指針

中小企業の会計に関する
指針

中小企業再生協議会中小企業再生協議会

日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準委員会より公表された、中小企業が計
算書類を作成するにあたり拠るところが望ましい会計処理を示した指針のことです。

産業活力再生特別措置法に基づき経済産業省が主体となって各都道府県に設置され、中小企業の再生に向けた各種
相談や金融面での調整等を行っております。

ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生ﾌﾟﾚﾊﾟｯｹｰｼﾞ型民事再生 あらかじめ再生企業と主たる債権者及びｽﾎﾟﾝｻｰが合意し、民事再生手続きの申立て前に条件や役割分担を取り決めた上で、民事
再生の申立て及び開始決定後、直ちに他の債権者や関係者と調整を行い、企業再生を行っていく方法のことです。


