
外部団体との連携

・商工会議所・商工会との連携強化を図ります。

・経営力向上支援センターとの連携強化を図ります。

企業支援取組

・取引先企業に対し、企業支援室と営業店による経営相
談・支援機能強化に取組みます。
　
・取引先企業との信頼関係の構築による経営課題の共有
化、改善支援を行います。

・借入金の返済条件の見直しによる支援を行います。

外部団体との連携

・商工会議所・商工会との連携融資推進を図ります。

・政府系金融機関と協調を図ります。

ビジネスマッチング

・各種ビジネスマッチング情報の提供を行います。

・東海地区信用金庫協会主催のビジネスマッチングへ参加
します。
・東部4金庫連携のビジネスマッチングに取組みます。

  創業・新事業支援機能等の強化

Ⅰ．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

  取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

実施項目及び目標 進捗状況

・商工会議所、商工会への定例訪問等により情報収集を行
いました。

２１年度　みやしん地域密着型金融の取組みについて（進捗状況）

・企業支援先40先（正常先1先・要注意先34先・破綻懸念先5
先）の支援活動を実施し、新規計画書は13件作成しました。

・外部環境が厳しく、ランクアップ目標3先に対し、実績はあり
ませんでした。

・中小企業金融円滑化法に基づく中小企業者の取組み実績
は、247件/3,701百万円です。

・富士宮商工会議所会員事業者向け消費者ローンの金利優
遇対応は、155件/175百万円の実績です。
・富士宮商工会議所と連携し、日本政策金融公庫資金の活
用を支援しました。
・21年9月、日本政策金融公庫と農林水産事業に関する業務
委託契約を締結したことにより、関連分野への融資2先を実
行しました。

・21年11月、東海地区の信用金庫主催「第5回ビジネスフェア
2009」へ2先の出展支援を行いました。
　同ビジネスフェア視察を企画しました。
・三島信用金庫・三島商工会議所が主催する「ビジネスマッ
チング商談会inみしま」への参加企業募集、食ブースへ当地
区農業関連参加企業の出展支援を行いました。

・地元商工会議所・商工会との連携による創業、新事業案件
の情報交換を行います。

・試算表及び予想資金繰り表により、資金繰り安定化を支援
します。
　企業支援取組先　40先対象　ランクアップ目標　3先
・経営計画書の進捗状況との乖離先に対し修正計画書の作
成支援を行います。
　
・全国緊急制度融資により、新たな資金支援と返済元金据置
き活用により資金繰り安定化の支援を行います。
　

・商工会議所・商工会等の会員向けの連携融資推進を図りま
す。

・商工会議所との連携により、日本政策金融公庫等の資金支
援を行います。

・各種ビジネスマッチングの情報提供により、参加企業の募
集に努めます。
・東海地区信用金庫協会主催のビジネスマッチングへの出展
企業の発掘、同視察参加者募集を行います。
・東部４金庫連携のビジネスマッチングに取組みます。

具体的な取組み項　目



税理士との連携
・取引先顧問税理士との連携強化を図ります。

しずおか産業創造機構

・しずおか産業創造機構との連携を強化します。
・しずおか産業創造機構の専門家派遣制度の活用を行い
ます。

・中小企業再生支援協議会との連携強化を図ります。

庫内外研修等

・融資開拓・相談業務にかかるスキルアップのための研修
を実施します。
・融資審査能力の向上を図ります。
・各種通信講座の受講奨励を行います。

審査業務の態勢強化

・企業を理解した信頼関係に基づく審査を行います。

・財務分析に経営計画を加味した審査能力の向上を図りま
す。

・新たな企業信用格付けを踏まえた審査体制を整備しま
す。

・当座貸越契約に対し、財務制限を設けたリスク管理を行
います。

・21年5月、目利き講座に営業店長1名が参加しました。
・21年5月、企業再生講座に営業店長2名が参加しました。
・中小企業診断士養成のためのスクーリング参加者を3名選
抜しました。
・21年度の融資部派遣研修を3回行いました。（21年4月、5
月、11月に各2名）
・各種通信講座の受講による企業診断能力向上を図りまし
た。

・企業の概要を理解し易くするため、顧客管理カードを改正
し、取引先管理記録表を作成、信頼関係に基づく審査に努め
ています。
・経営計画書の作成を支援し、経営計画を加味した審査能力
の向上に努めました。
・21年度より、定性情報を加味した信用リスク管理システムを
導入し企業信用格付・自己査定を行いました。
・21年度財務制限条項を設けた当座貸越は、37件2,880百万
円を実行し、リスク管理を行いました。

・営業店長を目利き講座・企業再生講座へ派遣し能力向上を
図る。

・融資審査能力の向上のため、融資部派遣研修を行います。

・企業診断能力向上の各種通信講座の受講を奨励します。

実施項目及び目標 進捗状況

Ⅱ．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

  人材の育成

  事業再生に向けた積極的取組み

項　目 具体的な取組み

実施項目及び目標 進捗状況

  担保・保証に過度に依存しない融資の取組み

・顧問税理士と連携し4先の支援に取組みました。

・しずおか産業創造機構の専門家派遣制度の活用により、企
業支援先2先に専門家派遣を行いました。

・現在、中小企業再生支援協議会案件の連携取組みは、1先
増加し4先の再生支援に取組んでいます。

Ⅰ．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

・企業顧問税理士と連携し、企業再生の「経営改善計画書」
作成指導を行います。

・しずおか産業創造機構からの広報情報の活用を図ります。
・専門家派遣制度の周知徹底により、活用先の発掘に取組
みます。
・中小企業再生支援協議会の活用等の周知徹底を図り、相
談案件の発掘に努めます。
・中小企業再生支援協議会取組案件への積極的支援活動を
行います。

項　目 具体的な取組み

・企業を理解した信頼関係に基づく審査を行います。

・財務分析と経営計画を加味して審査能力の向上を図りま
す。
　
・新たな企業信用格付けを踏まえた審査体制を整備します。

・当座貸越契約に対し、財務制限を設けたリスク管理を行い
ます。



金融教育への取組み

・地域への金融知識の普及を検討します。

商工会議所との連携

・富士宮商工会議所との連携強化を図ります。

地域景気動向調査

・地域の景気動向について年4回のレポートを発行します。

みやしん経営塾

・後継者向けの「みやしん経営塾」の第2期生募集を行いま
す。

富士宮市との連携強化

・富士宮市・富士宮商工会議所・当金庫の三者による「富
士宮緊急経済対策連絡会」に参加します。

地域振興協力基金

・財団法人「みやしん地域振興協力基金」の活用を行いま
す。

進捗状況

・みやしん地域振興協力基金の助成活動実績　31件　9,150
千円を助成しました。
　内訳　地域産業振興発展　　7件　1,550千円
　　　　　地域社会環境整備　　8件　3,550千円
　　　　　地域社会文化振興　14件　3,650千円
　　　　　地域社会福祉　　　　　2件　　400千円

・22年1月16日、小学生を対象に「みやしん金融教室」を開催
しました。

・富士宮商工会議所の部会に男子1名、女子1名が参加し、
連携を強化しています。

  地域貢献 の取組み

・富士宮市専門家が企業先訪問による経営状況の報告、富
士宮商工会議所が商店街等の調査報告、当金庫は取引先
企業の景況感の報告を行います。

・21年4月、富士宮緊急経済対策調査連絡会に参加、意見交
換を行いました。
・21年7月、21年10月、22年3月の会議参加により市内企業先
の業況情報の共有化を図りました。

・21年5月、8月、11月、22年2月に「みやしん景気動向調査」
を発行しました。

・21年11月、第2期「みやしん経営塾」を立上げ、塾生31名を
募集し勉強会を実施しました。
・22年6月までに定例勉強会5回を実施しました。

・財団法人「みやしん地域振興協力基金」を活用し、産業・社
会文化振興・社会生活環境整備・社会福祉に関する各種団
体への助成を行います。

・若手経営者等を対象に事業経営に必要な勉強会及び経営
情報提供を行います。

・富士宮商工会議所との連携強化を図ります。

・地域の子供たちの健全な金銭感覚の養成・金融知識の充
実を図ることを目的に取組みます。

実施項目及び目標項　目 具体的な取組み

・富士宮市・富士市・芝川町の当金庫取引先の製造業（紙・
パ）、製造業（機械・一般）、卸売業、小売業、サービス業、建
設業、不動産業の業種約150事業所にアンケート調査を実施
します。

　　Ⅲ．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



α/Ａ β/α δ/α

 正常先 ① 0.0% 0.0%

うちその他
要注意先

② 8.3% 0.0% 58.8%

うち
要管理先

③ 0.0% - -

 破綻懸念先 ④ 3.3% 0.0% 80.0%

 実質破綻先 ⑤ 0.0% - -

 破綻先 ⑥ 0.0% 0.0% 0.0%

6.6% 0.0% 61.5%

1.3% 0.0% 60.0%36 24

経営改善支援等の取組み実績
【２１年４月～２２年３月】

（単位：先数） （単位：％）

合　　計 3,144 40 0

0

小　　計
（②～⑥の計）

588 39 0 36 24
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411 34 0
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2,556 1 0 0
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