
機能強化計画の進捗状況（要約）【信金・信組版】 （別紙様式３）

１．１５年４月から１７年３月の全体的な進捗状況

　２年間の集中改善期間が経過し、項目によって若干の差はあるものの、概ね当初の計画通りの進捗状況であり、有形無形の成果を挙げることができたと思料される。この期間に計画に従って進捗または
達成してきた主な事項は次のとおりである。

【Ⅰ.中小企業金融の再生に向けた取組み】
　１５年４月より「経営相談支援室」を設置。そして経営相談支援室、融資部、営業店が連携して経営支援先、ランクアップ推進先を選定し、経営改善等の支援を行なってきた。

　創業・新事業支援機能強化については、１５年７月より創業サポートローン「あすなろ」を開始。新しい中小企業金融への取組みとしては、１５年７月より無担保のビジネスサポートローン「商売繁盛」と新潟
県信用保証協会との提携による「新潟しんきんクイック保証」、同じく新潟県信用保証協会付の無担保当座貸越「レッツ５」を１６年１１月より開始した。　　(各ローン等の実績は資料参照)

　取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化については、当金庫取引先の親睦会「信友会」をベースにしたビジネスマッチングの仕組みを構築し、参加希望者４８２名の名簿を作成、
１７年１月よりマッチングを開始した。１７年３月末現在で３件のマッチング成功事例があった。
またwebサイトによる経営情報提供サービスも１６年１月に開始し、主に信友会会員に向けてＰＲを行なってきた。

　早期事業再生に向けた取組みとしては、１６年１１月、民事再生適用会社に第１号DIPファイナンス（５百万円）を実行した。また１７年３月、県中小企業再生支援協議会が関わる再生支援スキームのもと和
議計画実行中の再建会社に対するエグジットファイナンスとして、総額１４億２０百万円のシンジケートローン（当金庫引受額３００百万円）に参加した。

　信用リスクデータベースの整備・活用へ向けた取り組みについては、信金中金による信用金庫業界の中小企業信用リスクデータベース（ＳＤＢ）の導入を行い、導入後のテフォルト率データを整備し活用す
る準備の段階にある。

　顧客への貸付契約、保証契約の内容等重要事項に関する説明態勢の整備については、１７年３月｢与信取引に関する説明義務｣規程と同要領を制定した。

　相談・苦情処理機能の強化としては１５年１２月に「苦情処理規程」を制定した。さらに苦情等の事例を収集し、苦情の内容分析にも取組んでいる。

　中小企業金融の再生には人材育成が不可欠であり、その一環として中小企業診断士育成のため、１５年度より中小企業大学校へ職員の派遣を開始。１５年度は１名、１６年度は２名を派遣した。
　また、職員の審査能力向上や目きき能力向上のため、上部団体や外部の研修や勉強会に積極的に参加することとし、１５年１０月から開始した通信講座を１６年度も継続した。
今後もこれらの取組みを続けていく方針である。

【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】
　資産査定・信用リスク管理の強化策として、金融検査マニュアルの改正に伴い、自己査定実施要領の改定を平成１５年度、１６年度に行った。金融庁検査を反映させるべく、債務者区分判定等の自己査定
研修を数次行った。毎年自己査定については、精度は向上していると思われるが、今後も担当者への自己査定研修を実施し、適切な資産査定、償却・引当を実施する。

　担保評価方法については、１６年１０月に不動産担保新システムを導入し、以後の評価変更等に活用している。今後新しい管理機能などを活用すべく準備を行なっている。

　ガバナンスの強化に関しては、業界中央団体「全国信用金庫協会」が検討した総代会の機能向上策に関する申し合わせ事項を踏まえて対応するものとし、１６年５月に総代選任規程を改正した。また１６年
７月末発行のディスクロージャー誌において総代会制度について分かり易く説明するとともに総代の氏名を開示した。

　財務状況の半期開示はすでに１４年９月期より実施しており、今後とも継続していくこととしている。
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２．１６年１０月から１７年３月までの進捗状況

３．計画の達成状況

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題

【Ⅰ.中小企業金融の再生に向けた取組み】
融資審査能力のレベルアップのため、１６年度下期信金中金主催の「中小企業経営支援実務研修」に１名派遣。また、庫内研修として「SWOT分析研修」を１２月１８日に営業店融資・渉外担当職員を主体に実
施、３６名出席。

当金庫取引先の親睦会「信友会」をベースにしたビジネスマッチングの仕組みを構築し、参加希望者４８２名の名簿を作成、１７年１月よりマッチングを開始した。１７年３月末現在で３件のマッチング成功事例
があった。

１６年１１月、民事再生適用会社に第１号DIPファイナンスを実行した。

１７年３月、県中小企業再生支援協議会が関わる再生支援スキームのもと和議計画実行中の再建会社に対するエグジットファイナンスとして、シンジケートローンに参加した。

１７年３月、県中小企業再生支援協議会が関わる再生支援スキームのもと、中小公庫、北越銀行とともに企業再生資金の協調融資を実行した。

１６年１１月ＴＫＣ融資保証制度を改訂し、無担保保証制度の取扱いを開始

１７年３月、｢与信取引に関する説明義務規程｣と同要領を制定、説明体制や書式の整備を行う。

平成１６年１２月「第７回地域金融円滑化会議」および平成１７年３月「第８回地域金融円滑化会議」に参加。

【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】
不動産担保新システムを１６年１０月導入し、以後の評価変更等に活用。

集中改善期間における達成状況は概ね当初の計画通りではあるが、多項目にわたる計画のため、実行できた事柄や成果については項目によって多少のばらつきも見られるところである.。
(項目ごとの主な達成状況は、「１．１５年４月から１７年３月の全体的な進捗状況」に記載のとおり。)

　中小企業金融の再生および創業・新事業支援機能強化については、集中改善期間の取組みをベースに引き続き取り組んでいきたい。

　信友会をベースにしたビジネスマッチングは今後もより活発な交流を図っていき、マッチングを実現していきたい。。

　信用リスクデータベースの整備・活用については、信用金庫業界の中小企業信用リスクデータベース（ＳＤＢ）により、今後信用リスクの計量化と適正貸出金利の設定によるプライシングへの取組みが検討
課題となっている。

　顧客への貸付契約、保証契約の内容等重要事項に関する説明態勢の整備については、今後、重要事項説明書の作成・取扱方法などについて要領にそって健全かつ適切な業務運営遂行のため取り組ん
でいくこととしている。

　今後も職員の経営相談能力や審査能力向上のため、外部研修や勉強会には積極的に参加するとともに、内部研修や通信講座などを充実させていく方針である。

　この２年間の経営支援先への取組みには一定の成果も見られたところであるが、今後は当金庫の取組み体制を改善し、一層の強化を図っていきたい。
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５．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

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 ①「目利き力養成講座」
受講
②創業支援商品開発
③営業店臨店指導
④営業店業績評価見
直し
⑤「ﾁｬﾚﾝｼﾞ21」説明会
⑥融資業務研修

①「目利き力養
成講座」受講
②創業支援商
品開発
③営業店臨店
指導
④営業店業績
評価見直し
⑤「ﾁｬﾚﾝｼﾞ21」
説明会
⑥中小企業大
学校 中小企業
診断士養成課
程の派遣

①「目利き力養
成講座」受講
②営業店臨店
指導
③融資業務研
修
④中小企業大
学校 中小企業
診断士養成課
程の派遣

①創業支援商品「あす
なろ」15年7月取扱開始
から継続取扱実施中
②営業店業績総合評価
「事業所融資先数」ウエ
イト拡充
③15年7月役員全店説
明会実施。
④中小企業大学校派
遣。（15年度1名，16年
度2名）
⑤融資担当者実務研修
15年7月、16年6月実
施。
⑥融資研修（15年16年
入庫男子）16年10月実
施。
⑦集合研修｢目利き経
営改善研修｣16年5月，
16年9月の2回実施94名
受講。
⑧全信協主催｢目利き
力養成講座｣15年度4
名，16年度6名受講。

①創業支援商品「あす
なろ」取扱実施中
②融資担当者実務研修
実施
③融資研修（15年16年
入庫男子）
④中小企業大学校派遣
2名
⑤庫内研修｢ＳＷＯＴ分
析講座｣36名受講

（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と
の連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

日本政策投資銀行との
連携・協力

日本政策投資
銀行との「情報
交換会」参加

日本政策投資
銀行との「情報
交換会」参加

①新潟県内では、「産業
ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ会議」の開
催実績なし
②信金中金主催による
県内信用金庫，日本政
策投資銀行「情報交換
会」に2名参加。
③「第2回関東甲信越静
岡地区ｸﾗｽﾀｰ会議」に
担当役員出席。
④「第3回関東甲信越静
岡地区ｸﾗｽﾀｰ会議」に
担当役員出席。
⑤日本政策投資銀行と
信金中央金庫共催の情
報交換会に３名出席。
⑥「第4回関東甲信越静
岡地区クラスター会議」
に担当役員出席。

①「第3回関東甲信越静
岡地区ｸﾗｽﾀｰ会議」に
担当役員出席。
②日本政策投資銀行と
信金中央金庫共催の情
報交換会に3名出席。
③「第4回関東甲信越静
岡地区クラスター会議」
に担当役員出席。

新潟県内では、「産業ｸ
ﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ会議」の開
催実績なし

進捗状況項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融資
等連携強化

①「にいがた産業創造
ﾌｧﾝﾄﾞ」への出資参加。
②制度融資の活用
③政府系金融機関との
連携・協調

①制度融資の
活用
②政府系金融
機関との連携・
協調

①制度融資の
活用
②政府系金融
機関との連携・
協調

①日本政策投資銀行と
信金中央金庫共催の情
報交換会に3名出席。

①出資先の「にいがた産
業創造ﾌｧﾝﾄﾞ」がﾍﾞﾝﾁｬｰ
企業に直接投資実施
②日本政策投資銀行との
情報交換会にて「ﾍﾞﾝﾁｬｰ
企業支援」について講義
受講。
③15年12月「にいがた産
業創造機構」「新潟県中
小企業再生支援協議会」
の役割・仕組みについて
の講義受講。
④16年2月「にいがた産
業創造機構」（新潟県中
小企業再生支援協議会）
等との連携１社支援取組
み。
⑤16年5月商工中金新潟
支店より講師を招き「事
業再生支援貸付」の取り
組みについて本部担当部
署約20名受講。
⑥政府系金融機関と「ﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ企業支援」「創業・新
事業支援」強化のため、
業務連携を締結。
商工組合中央金庫締結日

平成16年6月9日
国民生活金融公庫締結日

平成16年7月1日
中小企業金融公庫締結日

平成16年9月1日
⑦商工中金新潟支店との
協調融資案件（1件･･･看
板製作設計業）に取り組
む（16年9月）
⑧日本政策投資銀行と信
金中央金庫共催の情報
交換会に３名出席。
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（５）中小企業支援センターの活用 ・当センターの各種情
報を新規事業・創業を
目指す起業家に紹介
し、支援協調体制を推
進する

・中小企業支援
センターとの連
携強化
・創業プレゼン
テーションへの
参加と営業店へ
の紹介

・中小企業支援
センターとの連
携強化
・創業プレゼン
テーションへの
参加と営業店へ
の紹介

①全支店長会議におい
て中小企業支援セン
ターを統括する「にいが
た産業創造機構」を招
き、活動内容等の説明
を受けた。（平成15年12
月）
②事業経営者の親睦会
である「信友会」→姥ヶ
山支店にて「ＮＩＣＯ」の
セミナーを開催した（平
成16年2月参加者102
名）
③（財）新潟産業創造機
構及び中小企業再生協
議会と情報交換・相互
訪問の実施。
④ 経営相談支援室が
営業店臨店、及び取引
先訪問の都度中小企業
支援センターの機能（経
営課題についてきめ細
かな相談・助言）等を説
明。
⑤NICO主催の第１回新
潟エンジェルネットワー
ク事業発表会に参加。

①（財）新潟産業創造機
構及び中小企業再生協
議会と情報交換・相互
訪問の実施。
② 経営相談支援室が
営業店臨店、及び取引
先訪問の都度中小企業
支援センターの機能（経
営課題についてきめ細
かな相談・助言）等を説
明。
③NICO主催の第１回新
潟エンジェルネットワー
ク事業発表会に参加。

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整
備

・中小企業に対するコン
サルテングを含む情報
提供機能の強化を図
る。

・マッチング情
報の提供体制
整備と手法の検
討

・経営情報・マッ
チング情報の提
供実施、　M&A
業務の積極的
推進

・ビジネスマッチング実
施のため体制整備を経
て、希望者の募集を行
い、４８２名の参加者名
簿を作成。全会員に配
付し、１７年１月よりマッ
チングを開始した。

・ビジネスマッチング実
施のため体制整備を経
て、希望者の募集を行
い、４８２名の参加者名
簿を作成。全会員に配
付し、１７年１月よりマッ
チングを開始した。

（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 な  し

別紙様式３－２、３－３及び３－４参照
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

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

ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再
生，私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の手法の知識吸収

ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型
事業再生，私的
整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の手法の知識
吸収

ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型
事業再生，私的
整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
の手法の知識
吸収

①15年5月全信協主催
「企業再生支援講座」1
名受講。16年度4名受
講。
②15年9月関信協主催
「再生支援勉強会」に担
当部長出席。
③15年10月25日銀行研
修社主催「企業再生支
援研修」72名受講。
④15年下期通信講座
「事業再生講座」3名受
講。
⑤庫内研修｢目利き経
営改善研修｣94名受講
（5月，9月）
⑥通信講座｢経営改善
プログラム講座｣95名受
講（15年・16年）

①16年11月全信協主催
｢経営再生支援講座｣1
名受講。
②16年下期過剰債務企
業の再生に向けた再生
整理資金を協調融資で
支援開始した。
③16年下期和議早期終
結のためのＥＸＩＴファイ
ナンスをシンジケート
ローンで実施。
④16年下期民事再生中
の企業に、再生に向け
た支援資金を協調融資
予定。

（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

地方公共団体との連携
強化

地方公共団体と
の連携強化

地方公共団体と
の連携強化

①情報収集に努めるも
具体的な動きなし。
②16年9月新潟県中小
企業再生協議会から、
中小企業基盤整備機構
と地域金融機関を中心
とする企業再生ファンド
組成の説明・打診等が
あり、企業再生ファンド
組成時には積極的に対
応。
③17年2月、株式会社
整理回収機構と情報交
換を図り「ＲＣＣ企業再
編ファンドスキーム」に
ついての勉強会を開
催。

①情報収集に努めるも
具体的動きなし。
②17年2月、株式会社
整理回収機構と情報交
換を図り「ＲＣＣ企業再
編ファンドスキーム」に
ついての勉強会を開
催。
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 信金中金等協調連携、
情報交換、勉強会

・信金中金との
情報交換会参
加
・DIPﾌｧｲﾅﾝｽ等
の勉強会の実
施

・信金中金との
情報交換会参
加
・DIPﾌｧｲﾅﾝｽ等
の勉強会の実
施

①15年9月全信協主催
及び関信協主催の企業
再生支援勉強会に各1
回担当部長出席。
②16年5月商工中金新
潟支店を招いて「事業
再生支援資金等の金融
セミナーを開催
③16年11月第１号DIP
ファイナンスを実行。
（民事再生適用会社…
工作機械製造業、従業
員数92名）
④17年3月県中小企業
再生支援協議会が関わ
る再生支援スキームの
もと和議計画実行中の
再建会社に対するエグ
ジットファイナンスとし
て、シンジケートローン
に参加。（業種：建設
業、従業員：260名）

①16年11月第１号DIP
ファイナンスを実行。
（民事再生適用会社…
工作機械製造業、従業
員数92名）
②17年3月県中小企業
再生支援協議会が関わ
る再生支援スキームの
もと和議計画実行中の
再建会社に対するエグ
ジットファイナンスとし
て、シンジケートローン
に参加。（業種：建設
業、従業員：260名）

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 取組まない

（５）産業再生機構の活用 「新潟県中小企業再生
支援協議会」との連携
による支援協力

「新潟県中小企
業再生支援協
議会」との連
携，情報交換

「新潟県中小企
業再生支援協
議会」との連
携，情報交換

①「新潟県中小企業再
生支援協議会」を統括
する（財）にいがた産業
機構主催の「ＮＩＣＯクラ
ブ」入会。
②15年12月（財）にいが
た産業創造機構ならび
新潟県中小企業再生支
援協議会の講義に店長
会議メンバーが出席｡16
年2月(財)にいがた産業
創造機構（新潟県中小
企業再生支援協議会）
への相談支援企業1社
継続中。
③再生支援実行先３
社。

①（財）にいがた産業創
造機構（新潟県中小企
業再生支援協議会）へ
の相談企業1社に対す
る経営改善の助言及び
支援を継続実施。
②再生支援実行先３社
③各営業店では、必要
に応じ中小企業再生支
援協議会の機能活用の
検討と取引先に対する
紹介を実施。
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 ・当センターの各種情
報を新規事業・創業を
目指す起業家に紹介
し、支援協調体制を推
進する

・「新潟県中小
企業再生支援
協議会」との連
携、支援強化

・「新潟県中小
企業再生支援
協議会」との連
携、支援強化

①ＲＣＣよりの肩替り依
頼案件１件を実行（15年
9月）
②同協議会の依頼でＲ
ＣＣよりの肩替り案件１
件実行（15年11月）
③全支店長会議におい
て県中小企業再生支援
協議会を招いて同協議
会の活動内容等につい
て説明受ける（15年12
月）
④同協議会選定の企業
について専門家会議を
開催し、再生支援等の
連携に合意（16年2月）
⑤17年3月県中小企業
再生支援協議会が関わ
る再生支援スキームの
もと和議計画実行中の
再建会社に対するエグ
ジットファイナンスとし
て、シンジケートローン
に参加。（業種：建設
業、従業員：260名）
⑥17年3月県中小企業
再生支援協議会が関わ
る再生支援スキームの
もと、中小公庫、北越銀
行とともに企業再生資
金の協調融資を実行。
（業種：印刷業、従業
員：48名）

①17年3月県中小企業
再生支援協議会が関わ
る再生支援スキームの
もと和議計画実行中の
再建会社に対するエグ
ジットファイナンスとし
て、シンジケートローン
に参加。（業種：建設
業、従業員：260名）
②17年3月県中小企業
再生支援協議会が関わ
る再生支援スキームの
もと、企業再生資金の
協調融資を実行。（業
種：印刷業、従業員：48
名）
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

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ル
の活用等。第三者保証の利用のあり方

①「目利き力養成講座」
受講
②企業格付の見直しと
完全実施
③財務ﾃﾞｰﾀの徴求,分
析                ④庫内融
資業務研修の実施
⑤ﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰの実施
⑥財務制限条項の適
用検討

①「目利き力養
成講座」受講
②財務ﾃﾞｰﾀの
徴求,分析
③信用保証協
会提携商品， ﾋﾞ
ｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ
の開発，取扱開
始
④ﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰ先
の基準設定，選
定
⑤財務制限条
項の適用検討

①「目利き力養
成講座」受講
②企業格付の
見直しと完全実
施
③財務ﾃﾞｰﾀの
徴求,分析
④選定先のﾛｰﾝ
ﾚﾋﾞｭｰ実施
⑤財務制限条
項の適用検討

①信用保証協会提携商
品「新潟しんきんクイッ
ク保証」取扱継続中。
②ビジネスサポートロー
ン（無担保）「商売繁盛」
取扱継続中。
③企業格付優良先対象
「しんきんダッシュ21」取
扱継続中。
④全信協主催「目利き
力養成講座」15年4名、
16年6名受講。
⑤信金中金主催｢中小
企業経営改善研修｣1名
受講（15年11月）
⑥庫内，外部講師によ
る集合研修「目利き経
営改善研修」94名受
講。（16年5月，9月）
⑦庫内研修｢ＳＷＯＴ分
析講座｣36名受講（12
月）
⑧通信講座「目利き力
講座」15年9名、16年72
名受講。

①信用保証協会提携商
品「新潟しんきんクイッ
ク保証」取扱継続中。
②ビジネスサポートロー
ン（無担保）「商売繁盛」
取扱継続中。
③企業格付優良先対象
「しんきんダッシュ21」取
扱継続中。
④庫内研修｢ＳＷＯＴ分
析講座｣36名受講（12
月）

（３）証券化等の取組み ①証券化ﾉｳﾊｳの習得
②「保証協会保証付私
募債」適債基準ｸﾘｱ先
のﾘｽﾄｱｯﾌﾟと推進

①証券化ﾉｳﾊｳ
の習得
②「保証協会保
証付私募債」適
債基準ｸﾘｱ先の
ﾘｽﾄｱｯﾌﾟと推進

①証券化ﾉｳﾊｳ
の習得
②「保証協会保
証付私募債」適
債基準ｸﾘｱ先の
ﾘｽﾄｱｯﾌﾟと推進

①「信用保証協会保証
付私募債」の適債基準
先交渉中で実績なし
②「売掛債権担保融資」
取扱推進。

①「信用保証協会保証
付私募債」の適債基準
クリア先1社交渉も実績
なし
②「売掛債権担保融資」
継続推進
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（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

①TKC地域会等との連
携  　　　　　 ②無担保
融資制度の検討

①TKC地域会
等との連携
②無担保融資
制度の検討

①無担保融資
制度の検討
②ＴＫＣ地域会
等との連携強化

①ＴＫＣ会員税理士主催
の「経営改新セミナー」
に６名参加。
②16年11月ＴＫＣ融資
保証制度を改訂し、無
担保保証制度の取扱い
を開始した。
③「ＴＫＣ保証制度ロー
ン」の情報収集。
④関東税理士会主催
「中小企業改正基準説
明会」出席。

①16年11月ＴＫＣ融資
保証制度を改訂し、無
担保保証制度の取扱い
を開始した。
②｢ＴＫＣ保証制度ロー
ン」の検討継続

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ①企業格付ｼｽﾃﾑの見
直し
②「信用ﾘｽｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ」
の整備
③適正貸出金利の設
定見直し

①企業格付ｼｽ
ﾃﾑの見直し
②「信用ﾘｽｸﾃﾞｰ
ﾀﾍﾞｰｽ」の整備
③適正貸出金
利の設定見直し

①企業格付ｼｽ
ﾃﾑの見直し
②「信用ﾘｽｸﾃﾞｰ
ﾀﾍﾞｰｽ」の整備
③適正貸出金
利の設定見直し

①企業信用格付制度の
財務評価項目のシュミ
レーション実施中
②しんきん情報システ
ムセンターへ個人事業
所の企業信用格付の
シュミレーションを参考
データ依頼中
③信金中金｢中小企業
信用リスクデータベース
（ＳＤＢ）｣導入。
④信金中金｢中小企業
信用リスクデータベース
（ＳＤＢ）｣のデフォルト率
を活用のため整備中。

①企業信用格付制度の
財務評価項目のシュミ
レーション実施中
②信金中金｢中小企業
信用リスクデータベー
ス｣のデフォルト率を活
用のため整備中。

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、保証契約の内容等
重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

融資規程集，事務取扱
要領，ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｶﾞｲﾄﾞ
の見直し・整備

融資規程集，事
務取扱要領，ｺﾝ
ﾌﾟﾗｲｱﾝｽｶﾞｲﾄﾞ
の見直し・整備

融資規程集，事
務取扱要領，ｺﾝ
ﾌﾟﾗｲｱﾝｽｶﾞｲﾄﾞ
の見直し・整備

①庫内・規程・マニュア
ルならび重要事項説明
書作成中（関連部署2回
会議実施）
②庫内・規程・マニュア
ルならび重要事項説明
書の創案作成。
③17年3月1日｢与信取
引に関する説明義務｣
規程制定。
④17年3月31日｢与信取
引に関する説明義務｣
要領制定実施。

①庫内・規程・マニュア
ルならび重要事項説明
書の創案作成。
②17年3月1日｢与信取
引に関する説明義務｣
規程制定。
③17年3月31日｢与信取
引に関する説明義務｣
要領制定実施。
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 会議で得られた情報の
活用

会議で得られた
情報の活用

会議で得られた
情報の活用

「円滑化会議」に８回参
加

「円滑化会議」に２回参
加

（３）相談・苦情処理体制の強化 苦情処理規程の作成と
研修会の実施

苦情処理規程
の作成

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ﾏ
ﾆｭｱﾙ事例集の
作成

苦情処理規程の作成 苦情の傾向を分析･事
例と処理結果を全役職
員に還元

ホームページにより公
表

・15年9月末時点の進捗
状況を15年12月10日に
ホームページにて公
表。
・16年3月末時点の進捗
状況を16年6月23日に
ホームページにて公
表。
・16年9月末時点の進捗
状況を16年11月8日に
ホームページにて公
表。

・ 16年9月末時点の進
捗状況を16年11月8日
にホームページにて公
表。

６．進捗状況の公表 11月末及び7月末に半期毎の進
捗状況を公表
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

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 ・必要に応じ自己査定
規程の見直し
・査定担当者への研
修、会議の実施

・必要に応じ自
己査定規程の
見直し
・査定担当者
への研修、会
議の実施

・必要に応じ自
己査定規程の
見直し
・査定担当者
への研修、会
議の実施

・自己査定規程の改定
・自己査定の適切な実
施、償却・引当の実施

・平成１６年度自己査
定において、適切な資
産査定の実施、及び
償却・引当の実施

（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係
る厳正な検証

①不動産売買事例・処
分実績率のﾃﾞｰﾀ分析
による担保評価の精度
向上
②担保評価規程の見
直し

①不動産売買
事例・処分実績
率のﾃﾞｰﾀ分析
による担保評価
の精度向上
②担保評価規
程の見直し

①不動産売買
事例・処分実績
率のﾃﾞｰﾀ分析
による担保評価
の精度向上
②担保評価規
程の見直し

①担保評価において財
産評価基準書、売買事
例等で土地担保価格の
整合性，建物の再調達
価格の妥当性を検証
②資産査定における担
保評価について競売物
件の落札価格と当庫処
分可能見込額との乖離
率の検証を行い、不動
産競売中物件の担保評
価はこの乖離率を原則
適用に変更

①担保評価において財
産評価基準書、売買事
例等で土地担保価格の
整合性，建物の再調達
価格の妥当性を検証
②競売物件は落札価格
と当庫処分可能見込額
の乖離率を適用

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 ･不良債権の残高・保
全額の開示

･金融再生法開
示債権の保全
状況の開示

･金融再生法開
示債権の保全
状況の開示

・自己査定規程の改定
・平成１５年度、１６年度
自己査定の適切な実施

・平成１６年度自己査定
の適切な資産査定の実
施、金融再生法開示債
権の保全状況の開示

12 （新潟信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

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

①「企業格付ｼｽﾃﾑ」の
見直しとﾃﾞｰﾀ蓄積
②「全信協信用ﾘｽｸﾃﾞｰ
ﾀﾍﾞｰｽ」の活用
③適正貸出金利の設
定,ﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ

①「企業格付ｼｽ
ﾃﾑ」の見直しと
ﾃﾞｰﾀ蓄積
②格付に基づく
信用保証協会
提携商品の開
発，取扱開始

①「企業格付ｼｽ
ﾃﾑ」の見直しと
ﾃﾞｰﾀ蓄積
②「全信協信用
ﾘｽｸﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ」
の活用
③適正貸出金
利の設定,ﾌﾟﾗｲｼ
ﾝｸﾞ

①信用保証協会との連
携商品「新潟しんきんク
イック保証」の取扱実施
中。
②信金中金主催「信用
リスク管理の高度化の
システム」研修出席。
③「信用金庫業界の中
小企業信用リスクデー
タベース（ＳＤＢ）」の導
入決定済み。
④中小企業信用リスク
データベース（ＳＤＢ）｣
11月スタートで活用準
備中。

①信用保証協会提携商
品「新潟しんきんクイッ
ク保証」取扱継続中。
②信金中金による「信
用金庫業界の中小企業
信用リスクデータベー
ス」の導入し統計資料
の活用準備中。

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 14年9月期より半期開
示を実施、今後も継続
していく方針

11月末に9月末
の状況を開示

11月末に9月末
の状況を開示

・15年9月末の状況を半
期ディスクロージャー誌
とホームページにて公
表
・16年9月末の状況を半
期ディスクロージャー誌
とホームページにて公
表

16年9月末の状況を半
期ディスクロージャー誌
とホームページにて公
表

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員の
意見を反映させる仕組み等の整備

現在の総代の選考基
準で問題がある場合は
新たに定める

Ｈ１５年度決算
にかかるﾃﾞｨｽｸ
ﾛｰｼﾞｬｰ誌への
掲載方法を検
討する

ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌
に関するｱﾝｹｰﾄ
等で総代会に
対する理解度を
把握

総代選任規程の改正施
行（１６.５.２７）

Ｈ１５年度のﾃﾞｨｽｸﾛｰ
ｼﾞｬｰ誌に総代会の仕組
み等を開示

基本的に左記取組みを継続し、一層強化
させていく方針

（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タ
リング機能等の活用方針

①決算データ分析（経
営効率分析表）を受け
る。
②15年度下期中に有
価証券ポートフォリオ分
析を受ける予定。

下期に有価証
券ポートフォリ
オ分析

①上期に決算
データ分析
②下期に有価
証券ポートフォ
リオ分析

①平成16年2月23日有
価証券ポートフォリオ分
析を受ける。
②平成16年9月30日「経
営効率分析表」の送付
を受ける。
③平成17年3月14日有
価証券ポートフォリオ分
析を受ける。

平成17年3月14日有価
証券ポートフォリオ分析
を受ける。
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具体的な取組み 備　　　考　
１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

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 全国信用金庫協会の
検討結果を踏まえて開
示

15年11月末に
15年3月末の状
況を開示

16年7月末に16
年3月末の状況
を開示

・15年11月末発行の半
期ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌に15
年3月末の状況を開示
した。
・16年7月末発行のﾃﾞｨｽ
ｸﾛｰｼﾞｬｰ誌に16年3月
末の状況を開示した。

な　し

３．その他関連する取組み（別紙様式２）

１６年１０月～１７年３月
･中小企業大学校中小企業診断士養成
課程に職員を3名派遣して中小企業診断
士の資格を1名取得、2名取得予定。
･金庫独自の研修については、10月に実
施。
リレーションシップバンキング検定試験
（目利きコース）を17年1月に実施。

･中小企業大学校中小企業診断士養成
課程に職員を3名派遣して中小企業診断
士の資格を1名取得、2名取得予定。
･金庫独自の研修については、10月に実
施。
・リレーションシップバンキング検定試験
（中小企業経営支援コース）を17年1月に
実施。

※個別金融機関が対応する項目のみを掲載しておりますので、項目番号は連続しておりません。

Ⅰ．２．（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 ・中小企業診断士を育成するために中小企業大学校の中
小企業診断士養成課程に職員を毎年派遣する。
・営業店の店長及び融資責任者を対象に「目利き研修」を
金庫独自で行う。

･中小企業大学校中小企業診断士養成課程に職
員を3名派遣して中小企業診断士の資格を1名取
得、2名取得予定。
･金庫独自の研修については、16年5月、9月、10
月に実施。
･中小企業経営改善プログラムに関する通信教
育を15年10月より実施。
・リレーションシップバンキング検定試験（中小企
業経営支援コース）を16年1月、6月及び17年1月
に実施。

・中小企業診断士を育成するために中小企業大学校の中
小企業診断士養成課程に職員を毎年派遣する。
・営業店の店長及び融資責任者を対象に「目利き研修」を
金庫独自で行う。

･中小企業大学校中小企業診断士養成課程に職
員を3名派遣して中小企業診断士の資格を1名取
得、2名取得予定。
･金庫独自の研修については、16年5月、9月、10
月に実施。
･創業・新事業支援に関する通信教育を15年10
月より実施。
・リレーションシップバンキング検定試験（目利き
コース）を17年1月に実施。

Ⅰ．１．（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成
を目的とした研修の実施

１５年４月～１７年３月
進捗状況

項　　　　　目 具体的な取組み

14 （新潟信用金庫）
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（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
・ 平成１５年４月に経営相談支援室を新設する。（人員２名）
・ 経営支援先のリスク度に応じて経営支援・管理対象先を決定し、主

管を経営相談支援室と融資部に区分けし、営業店と十分連携しなが

ら支援活動を実施する。

・ 経営支援担当者の中小企業支援スキル向上のためにも、職員に業
界団体等が実施する研修ならびに民間研修機関等が実施する研修

プログラムに積極的に参加させるとともに、中小企業診断士育成の

ため、中小企業大学校への受験を奨励する。

１５年度
・ 経営支援・管理先を経営相談支援室・融資部・営業店が
  協議し、選定する。
・ 経営支援・管理対象先の経営改善計画書を作成の上、適切なフォロ
ーができるよう支援活動に取り組む。

・ 業界団体主催の支援関連講座等に積極的に参加する。
・ 中小企業大学校 中小企業診断士養成課程への派遣

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

１６年度
・ １６年度の経営支援，管理対象先を選定し、経営改善計
画書を作成し支援活動に取り組む。

・ 業界団体主催の支援関連講座等に積極的に職員の参加を奨励する。
・ 中小企業大学校 中小企業診断士養成課程への派遣。

備考（計画の詳細）
・ 経営改善の目標は、支援先の債務者区分をランクアップすること、若
しくは財務内容の改善によりランクダウンの防止を図る。

  そのため、
①支援業務を迅速かつ着実に遂行するため、適時適切に経営相談支援

室・融資部及び営業店とで密接な情報交換・協調体制を構築する。

②経営支援先の選定は、メイン先でリスク度合に応じ経営相談支援

室・融資部及び営業店と協議。

③支援活動は管理資料を活用し、経営相談支援室は直接訪問，融

資部は管理資料で進捗状況を営業店と支援。

④支援効果等で支援担当者の審査能力の向上を図るため、業界団

体主催関連講座に積極的に参加・奨励し、また中小企業大学校

の中小企業診断士養成課程へ資格取得のため参加奨励する。

進

捗

状

況

(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

・ 平成 15年 4月に経営相談支援室を新設（人員２名）
・ 経営相談支援室・融資部・営業店で自己査定結果に基づき、メイン先で

リスク度合に応じ要注意先を中心として、貸出額・保全不足額等を考慮

し、経営支援先を選定。

   （15年支援先 74先，16年支援先 57先）
・ 推進体制は、経営相談支援室と融資部と区分けし、営業店と十分連携し
た体制で支援活動を推進。

※15年度支援先74先（要注意先45先，要管理先26先，破綻懸念先3先）

    経営相談支援室担当16先
       （要注意先9先，要管理先6先，破綻懸念先1先）
    融資部担当58先
       （要注意先36先，要管理先20先，破綻懸念先2先）
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＜15年度支援先結果（74先）＞
 16年3月自己査定結果債務者区分（74先）
    …（正常先1先，要注意先49先，  要管理先13先，破綻懸念先9先，

実質破綻先1先，破綻先1先）
            →ランクアップ 11先
 17年3月自己査定結果債務者区分（74先）
   …（正常先3先，要注意先46先，要管理先12先，破綻懸念先 9先，
      実質破綻先 2先，破綻先 1先，債務解消 1先）
          →ランクアップ 11先
※16年度支援先57先（要注意先41先，要管理先14先，破綻懸念先2先）

    経営相談支援室担当19先
       （要注意先13先，要管理先4先，破綻懸念先2先）
    融資部担当38先
       （要注意先28先，要管理先10先）
＜16年度支援先結果（57先）＞
 17年 3月自己査定結果債務者区分（57先）
   …（正常先 1先，要注意先 39先，要管理先 7先，破綻懸念先 8先，
      実質破綻先 2先） 
          →ランクアップ 3先
・ 支援活動は経営相談支援室 2 名，融資部（審査課）３名，営業店長
及び融資担当役席の支援体制で経営改善計画書の作成段階から

指導し、経営相談支援室は営業店と同行し企業先へ直接訪問を実

施。審査課は営業店への臨店を含め管理資料での支援を実施。

・ 16年 1月関信協主催｢経営改善計画作成講座｣に本部より 1名出席。
・ 16年 2月信金中金主催｢中小企業経営改善支援実務研修｣に営業
店より 1名出席。

・ 15 年 12 月中小企業再生協議会より講師を招き｢企業再生支援研
修｣を開催し、本部・営業店役席の 72名出席。

・ 中小企業大学校で中小企業診断士養成課程へ 15年 4月 1名派遣
し、16年 3月修了。引き続き 16年度も中小企業診断士養成課程へ
16年 4月 2名派遣し、17年 3月修了。

・ 15年下期通信講座｢中小企業経営改善プログラム講座｣74名受講。
16年度上期 21名受講。

・ 15年下期通信講座｢事業再生講座｣3名受講。
・ 16年度上期の庫内研修を外部講師により目利き経営改善研修を5月

14日～15日・9月 10日～11日の 2回、計 94名受講で実施。
・ 16年 7月 20日関信協主催のリレーションシップバンキング機能強化
計画に対するフォローアップ勉強会（中小企業支援体制）に 1名出席。

・ 16 年全信協主催｢企業再生支援講座｣融資担当役席および審査課
の計 4名出席。

・ 16年 9月庫内研修｢ＳＷＯＴ分析講座｣21名受講。

１６年４月～１７年

３月

・ 15 年度に引き続き、経営相談支援室・融資部及び営業店と協調体
制で推進。

・ 経営相談支援室・融資部・営業店と協議し、メイン先でリスク度合に

応じ経営支援先，支援管理によるランクアップ推進先 57先を選定。
    経営相談支援室担当 19先
       （要注意先 13先，要管理先 4先，破綻懸念先 2先）
    融資部担当 38先
       （要注意先 28先，要管理先 10先）
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16年度の実績 17年 3月自己査定結果債務者区分（57先）
   …（正常先 1先，要注意先 39先，要管理先 7先，破綻懸念先 8先，

      実質破綻先 2先） 
      →ランクアップ 3先
・ 支援活動は経営相談支援室 2 名，融資部（審査課）2 名，営業店長
及び融資担当役席の支援体制で経営改善計画書の作成段階から

指導し、経営相談支援室は営業店と同行し企業先へ直接訪問を実

施。審査課は営業店への臨店を含め管理資料での支援を実施。

・ 中小企業支援スキル向上のため、16 年度全信協主催｢企業再生支
援講座｣に営業店融資担当役席 3名審査課 1名の計 4名受講。

・ 16年 5月 14・15日及び 9月 10・11日の 2回、庫内研修を外部講
師により｢目利き経営改善研修｣に 94名受講。

・ 16年 4月中小企業大学校の中小企業診断士養成課程へ 2名派遣
し、17年 3月修了（資格取得）

・ 16年 7月関信協主催｢リレーションシップバンキング機能強化計画に
対するフォローアップ勉強会（中小企業支援体制）に経営相談支援

室次長 1名出席。
・ 16年 9月庫内研修｢SWOT分析講座｣36名受講。
・ 16年度通信講座｢中小企業経営改善プログラム講座｣21名受講。

(2)経営改善支援の取組み
状況（注）

　１５年４月～１７年３月

・ 支援先の多くは過剰債務と収益力の低下に伴い、一段と経営内容

が悪化している状況であり、支援ノウハウの提供等ができるよう外部

団体の研修・通信講座の受講等に積極的に参加し、支援担当者の

サポート能力のレベルアップを図り、企業の支援・指導促進により財

務内容が改善され、債務者区分のランクアップや不良債権の新規発

生防止等（劣化防止）により貸出資産の健全化に努めた。

・ 取組み内容

  [施策] …支援先企業の実態把握に努め適切な経営改善をアドバイ
スし、キャッシュフローの創出・財務内容の健全化等サポートを

実施。（営業店と連携）

  [支援先選定]…15 年度・16 年度の自己査定結果により、メイン先、
要注意先を中心に貸出額・保全不足額等を考慮し、経営相談

支援室・融資部と営業店とが協議し対象先を選定。→15 年度
74先，16年度 57先（洗い替え）

  [推進体制]…経営相談支援室（15年 4月新設）と融資部で支援先を
区分けし、営業店と十分連携し支援活動を推進。

  [経営改善の進捗管理]
      （１）管理資料の活用（16年一部変更）
         ①経営改善計画書 ②年度別経営改善試算表 ③業績計画

表（月別実績表） ④金融機関別借入推移 ⑤月次状況表
      （２）支援先訪問記録簿

① 支援先コミュニケーションシート（訪問・面談）

      （３）定期的なフォロー体制（営業店～報告後）
         経営相談支援室は毎月の報告を受け、経営改善計画の実

施状況・進捗状況について定期的に検証し、経営状況のヒ

アリングを実施、営業店長・支援担当者と直接同行訪問を随

時実施し、経営状況の改善指導に努める。

         融資部は四半期ごとに報告を受け、管理資料に基づき経営
改善計画書の実施状況・進捗状況について定期的に検証

し営業店へフォロー指導を行い、経営状況の改善に努める。
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  [外部団体との協調]…経営相談支援室担当の支援先 1 社に対して
16年 2月に（財）にいがた産業創造機構（新潟県中小企業再生
支援協議会）へ支援相談先として経営改善の助言及び支援を

協調し、再生への成果を期待し取り組んでいる。

  [支援先の財務体質改善のサポート状況]
   ・支援先の大半が費用の圧縮（固定費・変動費）及び売上原価の見

直しを実施中。

   ・所有資産流動化は有利子負債の圧縮もあり、遊休不動産等の売
却先２先又は不採算店舗の撤退で賃貸物件に変更 1先。

  [支援先の改善内容]
   ・支援活動は本格的な再生支援は 15 年度の下期からで支援担当

者のサポート能力不足もあって改善項目の指導不足もあり、試算

表未作成の先など経営者とのコミュニケーションが取れない先が

散見されたため、16 年度は経営者とコミュニケーションが取れそう
な先を洗い替えで抽出し、改善項目の問題点の改善意欲があり共

通認識のもと取り組み、多くは財務改善（固定費・変動費）の重要

性を認識して改善に取りくんでいる状況。

   ・ただし支援先によっては財務面の改善効果があったものの売上面
で苦慮するなどバラツキがある状況でした。よって 15 年度支援先
（74先）で 17年自己査定結果では 2年間通期で 11先のランクア
ップの結果となった。（ランクアップ進捗率 15％）

       →ランクアップ先 15年度支援先（2年間通期）…11先。
【15年度支援先 74先（進捗状況）】
15年3月自己査定結果債務者区分   16年3月自己査定結果債務者区分
       要注意先 45先                    正常先 1先
       要管理先 26先                    要注意先 49先
       破綻懸念先 3先                   要管理先 13先
                                         破綻懸念先 9先
                                         実質破綻先 1先
                                         破綻先 1先
                                           （ランクアップ 11先）
                                 17年3月自己査定結果債務者区分

正常先 3先
要注意先 46先
要管理先 12先
破綻懸念先 9先
実質破綻先 2先
破綻先 1先

                                                   ※債務解消 1先
    15年度支援先の 2年間結果（ランクアップ 11先）
【16年度支援先 57先（進捗状況）】
16年3月自己査定結果債務者区分   16年3月自己査定結果債務者区分
       要注意先 41先                    正常先 1先
       要管理先 14先                    要注意先 39先
       破綻懸念先 2先                   要管理先 7先
                                         破綻懸念先 8先
                                         実質破綻先 2先
                                                     （ランクアップ 3先）
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・ 支援先の指導不足もあってランクアップの進捗状況は低かったが、

支援体制において経営相談支援室を設置まもなく、支援体制つくり

に外部団体（新潟県中小企業再生支援協議会）と再生ノウハウ吸収

で情報交換、また支援担当者の支援・指導能力のレベルアップを図

るため積極的に研修等参加奨励し、徐々に支援能力は上がった。

・ 改善指導面は、経営改善資料作成段階で 2年目は問題点の指摘事
項の改善案も相談・指導や進捗状況でのサポート面も、ある程度実

施できた。それも財務面で販管費削減や売上原価の見直しと、支援

先によっては有利子負債軽減（遊休不動産売却・不採算店の撤退

や賃貸物件への変更）など踏み込んだ指導を実施した。

しかし、業種によっては売上増加に結びつく支援等のコンサルティング

機能（業務提携・組織再編等）など能力不足や情報提供等は不足した。

・ 支援先経営者と問題点の改善点で共通認識をもってコミュニケーシ
ョンをとれなかった先もあり、特に業種別など特性ある支援機能が充

分でなかった。

○今後の課題

・ 15年度当初のサポート支援活動においては、支援担当者のノウハウ
不足もあって積極的に外部団体主催の研修・外部講師による庫内

研修ならび通信講座を受講し、再生支援知識の向上に努めて支援

に取り組んできた。その結果問題点への改善指導で経営者との共

通認識をもちコミュニケーションが取れる先が多くなった。しかし支援

先によっては古い体質で経営方針の転換でコミュニケーションが取

れない改善意識が希薄の先も若干見られ、支援先の業種によって

は売上増につながるノウハウの支援を期待しているなどサポート面で

は苦慮しており、今後売上増につながるノウハウ等知識の吸収面で

業種別による支援能力やコンサルティング機能的能力アップ向上の

ため、積極的に支援講座に参加奨励し、また外部専門家の指導・協

調体制を強化して、協調体制を積極的に活用しサポートできるように

取り組む。

１６年４月～１７年 3
月

・ 支援先の多くは過剰債務と収益力の低下に伴い、一段と経営内容が
悪化している状況であり、支援ノウハウの提供等ができるように外部

団体の研修・通信講座の受講等に積極的に参加し、支援担当者の

サポート能力のレベルアップを図り、企業の支援・指導促進により財

務内容が改善され、債務者区分のランクアップや不良債権の新規発

生防止等（劣化防止）により貸出資産の健全化に努めた。

・ 取組み内容
  [活動] …支援先企業の実態把握に努め、適正な経営改善をアドバ

イスし、キャッシュフローの創出・財務内容の健全化等のサポート

（営業店と連携）の実施。

  [支援先選定]…16 年度の自己査定結果により、原則メイン先で要注
意先を中心に貸出額・保全不足額等信用リスクを考慮し、経営

者とのコミュニケーションが取れる見込み先を経営相談支援室・

融資部と営業店と協議し対象先 57先を選定。
  [推進体制] …経営相談支援室と融資部で区分けし、営業店と十分

連携し支援活動を推進する。

  [進捗状況の管理] 
      （１）管理資料（経営改善計画書・月次業績実績表・月次状況表等）
      （２）支援先訪問記録簿等
        ①（支援先コミュニケーションシート）
            ※上記管理資料で進捗状況を管理する。
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      （３）定期的なフォロー体制（営業店～報告後）
経営相談支援室は毎月の報告を受け、経営改善計画の実

施状況・進捗状況について定期的に検証し、経営状況のヒア

リングを実施し、営業店長・支援担当者と直接同行訪問を随時

実施し、経営状況の改善指導に努める。

        融資部は四半期ごとに報告を受け、管理資料に基づき経営
改善計画書の実施状況・進捗状況について定期的に検証し

フォロー指導を行い、経営状況の改善に努めている。

○支援先の改善内容

・ 支援サポートは 15 年度支援先で経営者とコミュニケーションが取れ
ない先が散見された反省を踏まえ、洗い替え時には経営者との意思

疎通が取れそうな先で支援・指導を行ってきた。

  経営改善計画書の策定は、実態把握し問題点の洗い出しにより課題
について認識させ、無駄無く無理ない策定で共通認識を持って取り

組めるよう、支援先に対し営業店より指導を行ってきた。しかし経営

者によっては、問題点の認識があっても、古い体質から抜け出せな

い先も散見され、徐々に改善方向に導くよう指導中。

○支援先の財務体質改善のサポート状況

・ 支援先の大半が費用の圧縮（固定費・変動費）及び売上原価の見直

しを実施中。

・ 所有資産流動化は有利子負債の圧縮もあり、遊休不動産等の売却

先 1先、また不採算店舗の撤退で賃貸物件に変更先 1先。
・ 業種転換（鉄工関連～人材派遣）先１先等、経営者とコミュニケーシ

ョンを取りサポートを実施。

・ ただし財務面での改善の支援効果が見られたが、支援先によっては

バラツキがあり、自己査定結果で３先のランクアップ（5.3％）の状況で
サポートの結果は低かった。

【16年度支援先 57先（進捗状況）】
16年3月自己査定結果債務者区分   1７年3月自己査定結果債務者区分
       要注意先 41先                    正常先 1先
       要管理先 14先                    要注意先 39先
       破綻懸念先 2先                   要管理先 7先
                                         破綻懸念先 8先
                                         実質破綻先 2先
  （ランクアップ 3先）要注意先～正常先1先
                  要管理先～要注意先 1先
                  破綻懸念先～要注意先 1先
○今後の課題

・ 支援先への財務内容の問題点・改善認識を経営者とのコミュニケー
ションをとりながらサポートを行ってきたが、財務面（固定費・変動費）

の改善は効果があったが、支援先・業種によっては売上確保に苦慮

している先、また売上増につながる情報提供やノウハウを期待する

先もあり、今後は収益に結びつく売上増への業務別での支援ノウハ

ウや、コンサルティングが必要。支援能力アップを図るため専門的な

業種別やコンサルティング研修講座の参加奨励や、外部専門家の指

導・協調体制の導入を積極的に取り入れ、支援活動を推進する。

　（新潟信用金庫）
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（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。

･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）

新潟信用金庫

【１５年４月～１７年３月】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 721 45 1 38

うち要管理先 92 26 9 12

破綻懸念先 59 3 1 1

実質破綻先 94 0 0 0

破綻先 56 0 0 0

合　計 4,520 74 11 51

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・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（17年3月末）の債務者区分が期初（15年4月当初）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（15年4月当初）の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末（17年3月末）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（15年4月当初）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（15年4月当初）の債務者区分と異なっていたとしても）期初（15年4月当初）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（17年3月末）の債務者区分が期初（15年4月当初）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。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

0

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

3,498 0
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（別紙様式３－４）

新潟信用金庫

【１６年度(１６年４月～１７年３月）】
（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 688 41 1 37

うち要管理先 52 14 1 6

破綻懸念先 73 2 1 1

実質破綻先 116 0 0 0

破綻先 55 0 0 0

合　計 4,448 57 3 44

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年４月当初時点で整理
・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。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

0

要
注
意
先

正常先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数

3,464 0
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