
具体的な取り組み 取り組み实績

①中小企業金融円滑化法に係る
対応

・中小企業者の条件変更申し込みへの対応
・住宅ローン利用者の条件変更申し込みへの対応
・貸出条件変更対応先事業所に対する経営改善計画書策定支援
・貸出条件変更対応先に対するモニタリング活動の支援

・中小企業者の条件変更申出に対しては、企業を理解し、キャッシュフロー等
を加味した適切な対応をしています。
・住宅ローン利用者の条件変更申込みに対しても、収入状況等を加味し、適切
な対応をしています。
・営業店サポート部と営業店が連携し、貸出条件変更対応先に対して経営改
善計画書策定支援を行いました。
・営業店サポート部と営業店が連携し、貸出条件変更対応先に対してモニタリ
ング活動を行いました。

②事業継続可能性の見極め
・取引先事業所の事業継続可能性の見極めと、個別事情に対応した支援策の
検討及び円滑な処理
・中小企業金融円滑化法終了を見据えた「出口戦略」の検討とその対応

・取引先事業所の個別事情に対応した適切な支援策の検討と提供を行ってい
ます。
・中小企業金融円滑化法終了を踏まえ、取引先事業所の業容を適切に把握
し、個別事情に対応した最適な支援策を講ずるよう、持続可能性の検証シート
を作成し、対応策の検討を行っています。

①事業支援
・取引先企業との経営課題の共有化による経営改善計画書策定支援
・貸出条件変更への対応、各種制度融資等の活用による資金繰り安定化支援

・営業店サポート部より経営改善計画書策定シート他各種書式を提供し、経営
改善計画書策定支援を行っています。

②経営改善支援
・「経営支援マニュアル」に基づく経営支援活動
・ 経営改善支援活動への進捗管理とフォロー
・ 外部支援機関等の情報提供および利用支援

・「経営支援マニュアル」に基づき、経営支援先39先を選定し、対象事業所へ
の経営改善活動を行いました。ランクアップ实績は2先です。
・営業店サポート部と営業店が連携し、経営改善支援活動の進捗管理を行っ
ています。
・取引先事業所の個別事情に応じて適宜外部支援機関を紹介し、積極的に利
用相談を行いました。

③中小企業のライフサイクルに
沿った取り組み

・ 中小企業のライフサイクルに沿った最適な支援策の提供
・創業期のお実様について、営業店サポート部と営業店が適宜連携し、事業計
画の検証を行う等、お実様のライフサイクルに沿った支援活動を行っていま
す。

１．日常的継続的な関係強化と経営の目標や課題の把握・分析

平成２４年度富士宮信用金庫「地域密着型金融推進計画」取り組み实績＇平成２５年３月末現在（

Ⅰ．顧実に対するコンサルティング機能の発揮

取り組み項目

２．最適なソリューション＇経営目標の实現や経営課題の解決を図るための方策（の提案



平成２４年度富士宮信用金庫「地域密着型金融推進計画」取り組み实績＇平成２５年３月末現在（

具体的な取り組み 進捗状況

④新たな事業展開に向けた支援

・海外進出支援
　海外進出を検討する事業所への情報提供
　＇独（日本貿易振興機構＇ＪＥＴＲＯ（等支援機関との情報交換
・新たな成長分野等への進出支援
　「環境・エネルギー関連事業」他新成長分野への進出を検討する事業所へ
の支援
 ・新成長分野を重視した課題対応型融資等の取り組み

・＇独（日本貿易振興機構＇ＪＥＴＲＯ（担当者と意見交換を行い、海外進出を検
討する事業所へ情報提供を行いました。
・三井住友海上火災保険㈱と㈱損保ジャパンと業務提携を締結し、海外進出
を検討する企業へ各種リスクや現地情報の提供および信金中金を介した海外
情報の提供を行っています。

⑤個人のライフプランを支援する
取り組み

・リテール営業を通して顧実に対しライフイベントに合った商品、サービスの提
供
　｢しずおか子育て優待事業｣への協賛
　子育て応援定期積金の提案
　住宅ローン・学資ローン・カーローン等各種ローンの提案
　退職金金利優遇定期預金の提案
　年金相談会の開催等の取り組み

・「しずおか子育て優待事業」への協賛として、お子様名義普通預金開設時に
子育て優待カード提示でアンパンマングッズを進呈しています。
・子育て応援＇金利上乗せ（定期積金を商品開発し、導入しました。
・住宅ローンの金利優遇、富士宮商工会議所との覚書締結をし、会員企業の
従業員のカーライフプラン金利を優遇しています。
・退職金専用定期預金＇金利上乗せ（ハッピーReターンの取扱期間を延長して
います。
・各営業店を会場に、年金相談会を開催しています。
・平成25年2月、みやしん創立80周年感謝ローン「カーライフプラン」「カーライ
フリピートプラン」の優遇金利での取り扱いを始めました。

①コンサルティング機能の強化

・本部営業店サポート部と営業店が連携した取引先へのコンサルティング機能
強化
・外部機構との連携
　 公益財団法人静岡県産業振興財団等支援機関の専門家派遣制度の活
用、中小企業再生支援協議会等外部機構との連携による事業再生への取り
組み

・営業店サポート部と営業店が連携し、適宜取引先への同行訪問を实施し、経
営課題の共有に努めています。
・公益財団法人静岡県産業振興財団「専門家派遣事業」を利用し、取引先経
営支援を行いました。

②事業承継支援 ・静岡県事業引継ぎ支援センター等を活用した、事業承継支援 ・静岡県事業引継ぎ支援センターを利用した、事業承継支援を行っています。

③中小企業に適した資金供給手
法の徹底

・担保・保証に過度に依存しない融資手法への取り組み
・人材の育成

・企業信用格付の財務得点に基づいたスコアリング方式を取り入れた制度融
資、無担保商品「プレミアム」「パワーアップ」2商品の取り扱いを24年2月より
開始、積極的に推進を行いました。＇平成24年度实績：114件、1,213百万円（
・農業経営アドバイザー養成のための研修へ職員を派遣し、3名が資格を取得
しました。
・企業診断、能力向上のための各種通信講座の受講を奨励しています。
・融資審査能力の向上のための融資トレーニー派遣研修を平成25年1月と2月
に实施しました。
・全営業係と若年融資係に保証協会融資勉強会を定期的＇4月・7月・1月（に
開催しました。
・全店の融資係長または営業係長を中心に法人融資開拓实践講座を10月・11
月に開催しました。

３．顧実企業等との協働によるソリューションの实行及び進捗状況の管理

Ⅰ．顧実に対するコンサルティング機能の発揮

取り組み項目



平成２４年度富士宮信用金庫「地域密着型金融推進計画」取り組み实績＇平成２５年３月末現在（

具体的な取り組み 取り組み实績

①地方公共団体・商工会議所・商
工会や大学、試験研究機関等と
の連携

・「富士宮緊急経済対策調査連絡会」への参画

・地方公共団体、商工会議所、商工会へ訪問し、地域情報、工業団地の誘致
情報等情報交換を行っています。
・富士宮商工会議所主催の市制70周年記念「第10回富士宮市商工まつり」へ
出展参加し、富士宮信用金庫の地域貢献活動实績、地域行事参加实績、＇公
財（みやしん地域振興協力基金等のパネル展示を行い情報発信を行いまし
た。

②ビジネスマッチングによる広域
的販路開拓支援

・各種展示会、商談会、異業種交流会等の参加者募集
・取引先事業所を紹介するガイドブックの作成

・取引先のビジネスチャンス拡大のため、ビジネスフェア／商談会への参加者
を募集しました。
　平成24年 7月　「富士山麓ビジネス商談会」
　　　　　　　　　　　　　参加企業6社　　　商談实績22件
　平成24年 9月　「しんきんビジネスマッチング『第8回ビジネスフェア2012』
　　　　　　　　　　　　　展示会出展5社
　平成24年10月　しんきんビジネスマッチング静岡2012
                      第4回商談会「つなぐチカラ」
　　　　　　　　　　　　　展示会出展2社　　商談实績12件
  平成24年11月　静岡県東部・十勝帯広ビジネスマッチング
　　　　　　　　　　　「食＆農」こだわりの逸品展示会2012
　　　　　　　　　　　　　展示会出展5社　　商談实績9件

①地域振興協力基金の活用
・公益財団法人みやしん地域振興協力基金を活用した地域振興事業への助
成、講演会等の開催

・平成24年度は、30先 9,450千円の助成を行いました。
・平成25年度は、30先 6,220千円の助成を決定しました。
・平成25年2月5日には自主事業として講演会を開催しました。講師には福岡
県の南蔵院・林覚乗住職を招き、150名の聴講者が来場し盛況でありました。

１．地域との連携強化

２．地域貢献活動による事業基盤の持続可能性の向上

Ⅱ．地域の面的再生への積極的な参画

取り組み項目



平成２４年度富士宮信用金庫「地域密着型金融推進計画」取り組み实績＇平成２５年３月末現在（

具体的な取り組み 取り組み实績

①積極的な進捗状況開示 ・地域密着型金融推進にかかる取り組み状況の半期毎開示

・平成24年6月11日、「平成24年度地域密着型金融推進計画」「平成23年度地
域密着型金融推進計画实績」を当金庫ホームページに掲載しました。
・地域密着型金融推進に係る取り組み状況は、半期毎に開示しています。平
成24年9月末現在進捗状況は、平成24年11月15日よりホームページに掲載し
ています。

①ファルマバレープロジェクトの
顧実への周知

・ファルマバレープロジェクトへの参加企業の紹介
・地域活性化特別区支援利子補給制度の案内
・課題解決型医療機器開発事業の案内

・平成24年7月「地域活性化特区支援利子補給制度の案内を实施し、1社の利
子補給が内閣府より承認されました。
・平成24年6月より医療メーカーのｼｰｽﾞ誌「ふじのくにの宝物2012」の掲載企
業を募集し、4社推薦しました。
・平成24年6月「ファルマ経済セミナー」を紹介し2名が参加、　同10月「医療健
康産業へ参入を果たす為に」講座を紹介し、2社5名が参加しました。　同年11
月開催の　「薬事法ＱＭＳの基礎を学ぶ」講座を紹介しました。
・平成25年1月開催の「富士山麓産学官金フォーラム2013」への参加案内を行
いました。

②新成長分野等進出企業への情
報提供

・新成長分野等進出企業への補助金、制度融資の活用支援

・地域の農業支援の一環で、農業近代化資金の取り扱いを行うと共に、平成
24年10月1日より手軽に利用できる農業資金である「みやしん農業資金『アグ
リサポート』」、「みやしん農業関連資金『ハーベスト』」の取り扱いを開始しまし
た。
・課題解決型医療機器開発支援事業において、研究開発費の補助金制度を
紹介しました。

①金融教育への取り組み ・地元小学生などを対象とした金融教育に向けた取り組み
・子供達の健全な金銭感覚の養成、金融知識の充实を図ることを目的に、平
成25年2月18日、東小区の「ひがし児童クラブ育成会」の小学1年生～4年生31
名を対象に「第4回みやしん金融教室」を实施しました。

１．地域密着型金融の推進に関する情報の開示

２．補助金や制度融資等の各種支援制度の周知

３．地域社会への金融知識啓蒙活動

Ⅲ．地域や利用者に対する積極的な情報発信

取り組み項目



α /Ａ β /α δ /α

 正常先 ① 0.0% --

うちその他
要注意先

② 4.0% 9.1% 81.8%

うち
要管理先

③ -- -- --

 破綻懸念先 ④ 9.7% 0.0% 82.4%

 实質破綻先 ⑤ 0.0% -- --

 破綻先 ⑥ 0.0% -- --

5.0% 5.1% 82.1%

1.6% 5.1% 82.1%

＇注（
・個人ローン、住宅ローンのみの先は含みません。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業であり、個人事業主を含みます。

32

合　　計 2,374 39 2 33 32

14 0 0 0 0

小　　計
＇②～⑥の計（

787 39 2 33

176 17 0 16 14

51 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0

1,587 0 0 0

要
注
意
先

546 22 2 17

α のうち期末
に債務者区分
が変化しな
かった先数

α のうち再生
計画を策定し
た先数

Ａ α 　 β γ δ

経営改善支援等の取組み实績
【２４年４月～２５年３月】

＇単位：先数（ ＇単位：％（

期初
債務者数 うち

経営改善支援
取組み先数

経営改善支援
取組み率

ランクアップ
率

再生計画
策定率α のうち期末

に債務者区分
がランクアップ
した先数


