
機能強化計画の進捗状況（要約）【信金版】 （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

２．１６年１０月から１７年３月までの進捗状況

　平成16年11月に「平成15年4月～16年9月の機能強化計画の進捗状況」を公表しましたが、これに続く平成16年10月～17年3月の主な進捗状況は次のとおりです。

（１）「中小企業金融の再生に向けた取組み」について

　創業・新事業支援機能等の強化策として、①16年10月以降も業種別審査スペシャリストの養成を推進し30名を養成、審査部・エリア営業部・事業所店舗等に追加配置（17年3月末までに160名を養成）②新
規性のある技術や製品開発に取組んでいる中小企業への支援策として平成16年1月に尼崎市、尼崎商工会議所と創設した「あまがさき技術サポート融資制度」の取組み推進と制度の充実③創業・新事業支
援と企業再生支援を図るため業務協力契約を締結した商工中金、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫など政府系３金融機関による説明会開催や情報交換を進めるとともに協調融資や買取型ＣＬＯを取
組みました。
　また、あましんサクセスネットクラブ会員相互のビジネスマッチング情報交換会や経営革新情報化研修会の開催、経済視察の実施、経営相談コーナーによる無料の経営相談・経営情報の提供により、参加
企業のネットワーク強化と経営課題解決に取組んだほか、インターネット上にビジネスマッチングの仕組み（あましんビジネスボード）を構築しました。企業の経営改善・再生支援については、理事長をはじめ
経営陣・企業再生室(現経営改善室)・営業店で構成する「経営改善・再生支援会議」を設置し、金庫一丸となり取組んでおり、中小企業再生支援協議会の活用、（財）ひょうご中小企業活性化センター等の専
門家派遣制度の活用も含め種々の方策により推進しました。
　平成16年10月以降も、顧客への説明態勢・相談・苦情処理機能の強化を進め、重要事項説明マニュアルの制定、個人ローン、デリバティブ取引など与信取引に関する重要事項説明書等の追加、「苦情・相
談マニュアル」の充実を図りました。

（２）「健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み」について

　不良債権の早期処理、自己査定の厳格化、地域貢献の状況を含めたディスクロージャーの充実などによる強固な経営体質の確立とガバナンスの強化の観点から、自己査定能力向上のための研修会・ライ
センス試験の実施や新自己査定システムの構築など適切な自己査定・償却・引当に資する対策を着実に進めました。
　また、ガバナンスの強化に関し、総代の選考基準や選考手続きの透明化などについて、総代会の仕組み、総代候補者選考基準、総代の選任方法、総代会の決議事項、総代の氏名などの開示項目を定
め、１６年度ディスクロージャー誌およびホームページで開示しました。平成15年11月に引続き16年4月、11月に開催した総代および金庫の主要なお取引先を対象にした「業況報告会」において、理事長が
（１）業況報告（２）リレーションシップバンキングの機能強化計画の進捗状況について説明しました。地域貢献に関するディスクロージャーや半期開示も継続的に実施しており、情報の適切な開示によりガバ
ナンスの強化と信頼感の醸成に努めました。

 　平成15年４月～16年9月の「リレーションシップバンキングの機能強化計画の進捗状況（要約）」を平成16年11月に公表しましたが、平成15年4月～17年3月の主な進捗状況は次のとおりです。

（１）「中小企業金融の再生に向けた取組み」について

　地域再生・活性化の機軸である中小企業を育成・支援していくことは、当金庫の大きな使命・役割であり、この観点から創業・新事業支援機能等の強化策として①業種別審査スペシャリストの養成（17年3月
末までに160名を養成しており、17年度には200名体制とする予定です。）②尼崎市、尼崎商工会議所と新規性のある技術や製品開発に取組んでいる中小企業に対し技術指導、経営相談等を通じて資金支
援をすべく「あまがさき技術サポート融資制度」を創設し取組みを推進しており、17年3月さらに制度の充実を図りました。③創業・新事業支援と企業再生支援を図るため、商工中金、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫など政府系３金融機関と業務協力契約を締結し連携強化を図り協調融資・取次融資などを実施しました。
　また、経営相談コーナーの設置による無料の経営相談・経営情報の提供やあましんサクセスネットクラブ会員相互のビジネスマッチング情報交換会やＩＴセミナー開催により、参加企業のネットワーク強化と
経営課題解決に取組んだほか、インターネット上にビジネスマッチングの仕組み（あましんビジネスボード）を構築しました。平成１５年７月「企業再生室」（現経営改善室）を新設し、企業の経営改善・再生支援
に積極的に取組み、地域再生・早期事業再生に全力を傾注しており、中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用や（財）ひょうご中小企業活性化センター、（財）大阪産業振興機構等の専門家派
遣制度の紹介・活用も推進しています。
　事務ガイドライン（現在は「地域金融機関向けの総合的な監督指針」）の改定を踏まえた顧客への説明態勢・相談・苦情処理機能の強化を図るため、「説明態勢に係る取扱規則」「相談・苦情マニュアル」を
制定したほか、与信取引に関する重要事項説明書等を作成しました。
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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

　「中小企業金融の再生に向けた取組み」については、①業種別審査スペシャリストを160名養成②尼崎市、尼崎商工会議所と新規性のある技術や製品開発に取組んでいる中小企業に対し技術指導、経営
相談等を通じて資金支援を行う「あまがさき技術サポート融資制度」を創設・推進③創業・新事業支援と企業再生支援を図るため商工中金、日本政策投資銀行、中小企業金融公庫など政府系３金融機関と
業務協力契約を締結し連携強化を図り協調融資・取次融資などを実施し、地域再生・活性化の機軸である中小企業の育成・支援を行いました。
　また、取引先の経営課題解決とネットワーク強化のため、経営相談コーナーの設置による無料の経営相談・経営情報の提供やあましんサクセスネットクラブ会員相互のビジネスマッチング情報交換会やＩＴ
セミナー開催に取組んだほか、インターネット上にビジネスマッチングの仕組み（あましんビジネスボード）を構築しました。平成１５年７月「企業再生室」（現経営改善室）を新設し、企業の経営改善・再生支援
に積極的に取組み、地域再生・早期事業再生に全力を傾注した結果、2年間で133先の債務者区分が上昇しました。 「説明態勢に係る取扱規則」や「各種与信取引に関する重要事項説明書」「相談・苦情マ
ニュアル」を制定し、顧客への説明態勢・相談・苦情処理機能の強化を図りました。

　「健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み」については、自己査定能力向上のための研修会・ライセンス試験の実施や新自己査定システムの構築など適切な自己査定・償却・引当に資する対策を
着実に進めたほか、ガバナンスの強化に関し、総代の選考基準や選考手続きの透明化などについて、総代会の仕組み、総代候補者選考基準、総代の選任方法、総代会の決議事項、総代の氏名などの開
示項目を定め、１６年度ディスクロージャー誌およびホームページで開示しました。
　平成15年11月、16年4月、11月に開催した総代および金庫の主要なお取引先を対象にした「業況報告会」において、理事長が（１）業況報告（２）リレーションシップバンキングの機能強化計画の進捗状況に
ついて説明し、地域貢献に関するディスクロージャーや半期開示も継続的に実施するなど、情報の適切な開示によりガバナンスの強化と信頼感の醸成に努めました。

　平成15年10月にリレーションシップバンキングの機能強化計画の進捗状況を統括管理する理事長を委員長とする「リレバン機能強化委員会」ならびに個別項目の具体的な実行計画を策定し推進する課題
別の「担当別機能強化チーム」を発足させ、金庫を挙げて取組んだ結果、2年間の集中改善期間（平成15年4月～17年3月）の取組みは、計画どおりに進捗しました。
　平成17年～18年度の2年間を「重点強化期間」とする金融改革プログラムが平成16年12月に発表されましたが、これまでの「リレーションシップバンキングの機能強化計画」の基本である地域密着型金融の
継続推進などにより、①事業再生・中小企業金融の円滑化②経営力の強化③地域の利用者の利便性向上を目指し、「選択と集中」を基本として新たなアクションプログラムを策定しその実現に全力を傾注し
てまいります。

（２）「健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み」について

　15年度から16年度上期に新自己査定システムの構築や自己査定能力向上のためのライセンス試験などを実施してきましたが、これらの施策の積重ねにより16年9月以降も適切に自己査定等を実施しまし
た。
　また、ガバナンスの強化に関し、総代を対象とした「業況報告会」を平成16年11月に開催し、理事長が16年9月期の業況報告ならびにリレーションシップバンキング機能強化計画の進捗状況について説明を
行いました。地域貢献に関する情報開示については16年7月ディスクロージャー誌やホームぺージで実施しましたが、16年度下期もこの取組みを継続しました。

2 （尼崎信用金庫）



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

備　　　考　

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 ・建設、流通、鉄工、機械

製造、サービス、卸・小
売りの６業種の業種別
審査スペシャリストを養
成し、営業店・本部審査
部門に配置（融資審査
態勢の強化）します。

・24名のスペシャリスト
を養成し営業店・本部
審査部門に配置しま
す。

・更にスペシャリストを
養成し営業店・本部審
査部門に配置します。

・融資審査態勢の一層の
強化を図るため、｢業種
別審査スペシャリスト」養
成研修修了者160名に
ついて、有効配置の観
点から15年7月以降の人
事異動で順次、審査部、
エリア営業部および事業
所店舗へ有効配置しま
した。

・融資審査態勢の強化を
図るため、養成研修修
了者を16年10月以降の
定例異動で審査部、エリ
ア営業部および事業所
店舗に有効配置しまし
た。

（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

・

・

信用金庫業界団体の実
施する研修プログラム
に参加します。
当金庫内にて養成して
いる業種別審査スペ
シャリストのフォロー研
修会を実施します。

・

・

・

信用金庫業界団体が
実施する研修プログラ
ムに参加します。
当金庫内の研修会を
実施します。
業種別審査スペシャリ
ストを養成します。

・

・

・

信用金庫業界団体が
実施する研修プログラ
ムに参加します。
当金庫内の研修会を
実施します。
業種別審査スペシャリ
ストを養成します。

・

・

・

｢業種別審査スペシャリ
スト」養成研修会の第11
期16名、第12期14名が
17年3月に修了し、第1
期からの養成者合計が
160名となりました。
同養成研修会修了者を
対象に、15年7月第1～4
期48名、16年9･10月第5
～8期50名に対してそれ
ぞれフォロー研修会を実
施しました。
全国信用金庫協会をは
じめ業界団体主催の｢目
利き力養成、創業・新事
業支援講座」など39講座
に107名が参加しまし
た。また金庫内部でも
「融資事業所開拓講座」
など16講座実施し、380
名が受講しました。

・

・

・

16年度下期は、「業種別
審査スペシャリスト」を30
名養成し、第1期からの
養成者は160名となりま
した。
兵庫県信用金庫協会な
ど業界団体が主催する｢
目利き力養成、創業･新
事業支援講座」など8講
座に20名が参加しまし
た。また金庫内部でも
「ビジネスプランナー研
修会」など4講座実施し
118名が受講しました。
融資審査能力の向上を
図るため、｢中小企業融
資判断力レベルアップ講
座」など6講座に11名が
受講しました。

（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

・新規性のある技術や製
品開発に取り組んでい
る事業者に対して産学
官各セクションでの仮称
「技術評価事業」を立上
げ資金支援のスキーム
作りを目指します。

・産学官各セクションと
の連携、調整を図り、
技術力を評価できる
外部機関との連携に
よる独自の融資制度
を創設します。

・15年度実施状況を
フォローします。

・

・

16年1月に尼崎市、尼崎
商工会議所と連携し、新
規性のある技術や製品
開発に取組んでいる中
小企業に対し技術指導、
経営相談等を通じて資
金支援をすべく「あまが
さき技術サポート融資制
度」を創設し、17年3月迄
に累計18件で215百万円
取組みしました。
16年4月第3回近畿地区
産業クラスターサポート
金融会議において信用
金庫業界を代表して上
記融資制度について発
表しました。

・

・

あまがさき技術サポート
融資の申込企業の評価
について、技術評価委
員会（尼崎市）、財務・事
業評価委員会（尼崎商
工会議所）を定期的に開
催し、16年10月～17年3
月に9件で125百万円取
組しました。
17年3月から本制度の商
品内容を充実し、「あま
がさき技術サポート融資
制度プラス」と「あまがさ
き技術サポート融資制
度Ⅱ」の2商品の取扱を
開始しました。これにより
本制度の利用限度額は
1，000万円から9，000万
円に引上げられました。

項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

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

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

（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

・日本政策投資銀行、中
小企業金融公庫、商工
組合中央金庫との連携
を、必要に応じて個別対
応します。

・左記取組策と同様に
必要に応じて個別対
応します。

・15年度実施状況を
フォローします。

・

・

創業・新事業支援と企業
再生支援を図るため、16
年2月に商工組合中央
金庫、同年3月に日本政
策投資銀行、中小企業
金融公庫との業務協力
契約を締結しました。
業務協力契約締結から
17年3月の取次案件は
日本政策投資銀行6件、
中小企業金融公庫8件、
商工組合中央金庫11件
でした。そのうち協調融
資として中小企業金融
公庫3件470百万円、商
工組合中央金庫1件300
百万円、また、取次融資
として商工組合中央金
庫1件10百万円を取組み
しました。

・

・

・

政府系金融機関との業
務協力の強化を図るた
め、左記政府系３金融機
関から講師を招き当金
庫職員に対する説明会
等を実施しました。
16年10月～17年3月の
取次案件は日本政策投
資銀行6件、中小企業金
融公庫3件（うち取組2
件、370百万円)、商工組
合中央金庫3件（うち取
組1件、300百万円）あり
ました。
17年3月に中小企業金
融公庫買取型ＣＬＯを取
組しました。（参加企業
51社、1，093百万円）

その他関連する取組み
NO１（３－関連Ⅰ－１－（４））
ベンチャー企業向け業務に係る情報共有、協調
投融資等連携強化

（５）中小企業支援センターの活用 ・中小企業支援センター
の利用をＰＲし活用を図
ります。

・阪神南地域中小企業
支援センターを中心に
中小企業支援セン
ターの活用を図りま
す。

・15年度と同様に中小
企業支援センターの
活用を図ります。

・

・

専門家派遣制度の活用
および中小企業経営革
新支援法の申請など中
小企業支援センターの
活用を中小企業にＰRし
各地区の支援センター
への仲介を進めていま
す。
17年3月までの専門家派
遣制度の利用は累計51
先中小企業経営革新支
援法の認可は累計19先
でした。

・

・

・

専門家派遣制度及び中
小企業経営革新支援法
について、（財）ひょうご
中小企業活性化セン
ターから講師を招き当金
庫職員に対する説明会
等を実施しました。
16年10月～17年3月の
専門家派遣制度の利用
は13先、中小企業経営
革新支援法の認可は7
先でした。
阪神南地域中小企業支
援センター（尼崎商工会
議所）の定例会議に参
加し事例発表と情報収
集を図っています。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

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

・

・

 あましん経営相談コー
ナーによる経営相談、
経営改善再生活動のサ
ポートを通じ経営情報を
提供します。
 あましんサクセスネット
クラブに対する各種講
演会、研修会,情報交換
会、異業種交流に基づ
いたビジネス・マッチン
グ情報の提供を実施し
ます。

・

・

あましん経営相談コー
ナーによる無料経営
相談業務（経営相談、
経営改善再生活動の
サポート）を開始しま
す。
あましんサクセスネッ
トクラブの会員に対す
る講演会、研修会、情
報交換会、異業種交
流に基づいたビジネ
ス・マッチング情報を
提供します。

・経営相談、支援実施
効果をフォローし前年
度の取組実績を検証
し、それを踏まえた効
果的施策を検討実施
します。

・

・

・

・

・

15年8月からあましん経
営相談コーナーにおい
て、無料経営相談業務
（経営相談、経営改善再
生活動のサポート）を
行っています。
あましんサクセスネットク
ラブ会員相互のビジネス
マッチング情報の交換会
を17年3月までに5回実
施し、参加企業のネット
ワークの強化を進めて
います。
16年1月には新製品や
新技術などの情報のほ
か異業種交流会、講演
会など地域情報を当金
庫内で共有するあましん
ビジネスボード（ＡＢＢ）を
スタートしました。さら
に、16年12月からはイン
ターネットによるビジネス
マッチングを目的とした
登録会員向けあましんビ
ジネスボードの運用を開
始しました。
16年2月に当金庫取引
先企業経営者を対象と
した「経営者のための戦
略的情報化と相談会」（Ｉ
Ｔセミナー）の開催をはじ
め、中小企業の経営者
に対して経営情報を提
供するため、各種セミ
ナー・研修会を主催・後
援しました。
16年9月に（社）大阪能
率協会主催の「経営者
研修会」を後援しまし
た。

・

・

・

・

16年12月にインターネッ
トを利用した登録会員向
けあましんビジネスボー
ド（ＡＢＢ）の運用を開始
し、会員の皆様に企業情
報、売りたい・買いたい
など各種ビジネス情報を
登録していただいてビジ
ネスマッチングにつなげ
ています。
16年10月には当金庫取
引先企業経営者を対象
とした「経営改善のため
の情報化戦略セミナーと
個別相談会」（ＩＴセミ
ナー）を前回（16年2月）
に引続き開催しました。
17年1月～2月に開催さ
れた（財）ひょうご中小企
業活性化センター主催
の「経営革新情報化実
践講座」（情報化プラザ、
経営革新ＩＴ実践塾）を後
援しました。
17年1月にサクセスネッ
トクラブ会員、17年3月に
かなめ会会員を対象とし
た「上海・蘇州経済視察
団」を実施しました。

（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 別紙様式３－２、３－３及び３－４参照
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 ・

・

支援スキルの向上を図
るため当金庫内にて研
修会を実施します。
信用金庫業界団体が実
施する研修プログラム
へ参加します。

・

・

当金庫において研修
会を実施します。
信用金庫業界団体が
実施する研修プログラ
ムに参加します。

・

・

当金庫において研修
会を実施します。
信用金庫業界団体が
実施する研修プログラ
ムに参加します。

・

・

・

・

営業店支店長、渉外係、
企業再生担当者等を対
象に｢企業再生支援セミ
ナー」など7講座実施し、
延べ649名が受講しまし
た。
全国信用金庫協会など
業界団体や銀行協会等
が主催する｢目利き力養
成、創業･新事業支援講
座」など51講座に170名
が参加しました。
｢業種別審査スペシャリ
スト」養成研修会を修了
した第1～4期48名、第5
～8期50名を対象にそれ
ぞれフォロー研修会を実
施しました。
17年3月末で中小企業
診断士を26名を有してお
り、さらに23名養成中で
す。

・

・

・

全国信用金庫協会など
業界団体や銀行協会が
主催する｢企業再生支援
講座」など16講座に70名
が参加しました。
各エリア営業部および営
業店のビジネスプラン
ナー38名（うち養成研修
会修了者37名）を対象に
「ビジネスプランナー研
修会」を実施しました。
中小企業支援スキルの
向上を図るため通信講
座を開講し、「中小企業
経営支援アドバイスコー
ス」など5講座に43名が
受講しました。

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

・

・

・

・

経営改善・再生支援企
業の選定を行います。
再生方針・支援計画の
策定を行い、経営改善・
再生の支援・指導を実
施します。
キャッシュフローに着目
した指標群を活用しま
す。
外部専門家との連携を
図ります。

・

・

・

・

企業再生室を新設し
ます。
経営改善・再生支援
が必要な個別企業を
選定します。
個別企業に再生方針
の決定・同計画の策
定支援・指導を実施し
ます。
キャッシュフローに着
目した指標群を活用し
ます。
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
ﾝの活用を検討しま
す。

・

・

・

前年度の取組実績の
検証、及び、それを踏
まえた効果的施策を
検討します。
支援効果の状況を
フォローします。
経営改善、再生支援
を必要とする先の追
加選定を行い、具体
的経営改善・再生支
援を実施します。

・

・

・

・

・

・

・

企業再生室を新設しまし
た。
経営改善・再生支援が
必要な個別企業を選定
しました。
個別企業に再生方針の
決定・同計画の策定支
援・指導を実施していま
す。
キャッシュフローに着目
した指標群を活用し業況
把握の参考にしていま
す。
ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生
の活用対象先はありま
せんでした。
私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの適
用について検討し再建
計画案に１件合意しまし
た。
取引先企業のM&Aが2
件成約しました。

・

・

・

・

個別企業に再生方針の
決定・同計画の策定支
援・指導を引続き実施し
ています。
ﾌﾟﾘﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生
の活用対象先はありま
せんでした。
私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの適
用について検討し再建
計画案に１件合意しまし
た。
取引先企業1件のM&A
が成約しました。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 ・

・

事業再生に向けて取引
先企業と協議しＤＩＰファ
イナンスの活用を検討し
ます。
信用保証協会の事業再
生保証制度の活用を検
討します。

・取引先企業と協議し
必要に応じてＤＩＰファ
イナンスを活用しま
す。

・取引先企業と協議し
必要に応じてＤＩＰファ
イナンスを活用しま
す。

・取引先企業と協議し必
要に応じてＤＩＰファイナ
ンスやDDS等の活用を
検討しましたが、対象先
はありませんでした。

・取引先企業と協議し必
要に応じてＤＩＰファイナ
ンスやDDS等の活用を
検討しましたが、対象先
はありませんでした。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 ・経営改善・再生支援を
要する個別企業の経営
状況等を踏まえ、必要
に応じて中小企業再生
支援協議会の機能を活
用します。

・必要に応じ中小企業
再生支援協議会の機
能を活用するとともに
各種取組みに協力し
ます。

・必要に応じ中小企業
再生支援協議会の機
能を活用するとともに
各種取組みに協力し
ます。

・

・

・

中小企業再生支援協議
会の機能を活用し、RCC
債権の借換融資を取組
みました。
中小企業再生支援協議
会と協力し、私的整理ガ
イドラインの適用による
再建計画案に合意しまし
た。
大阪府中小企業等緊急
再生支援事業（「元気出
せ大阪ファンド事業」）の
機能を活用し、RCC債権
の借換融資を取組みま
した。

・

・

・

中小企業再生支援協議
会の機能を活用し、RCC
債権の借換融資を取組
みました。
中小企業再生支援協議
会と協力し、私的整理ガ
イドラインの適用による
再建計画案に合意しまし
た。
大阪府中小企業等緊急
再生支援事業（「元気出
せ大阪ファンド事業」）の
機能を活用し、RCC債権
の借換融資を取組みま
した。

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリ
スト）の育成を目的とした研修の実施

・業界団体が主催する企
業再生支援研修プログ
ラムに必要に応じて参
加します。

・業界団体が主催する
研修プログラムに必
要に応じて参加しま
す。

・業界団体が主催する
研修プログラムに必
要に応じて参加しま
す。

・

・

全国信用金庫協会など
業界団体や商工会議所
が主催する「企業再生支
援講座」「早期事業再生
トップセミナー」等に企業
再生担当者を派遣しまし
た。
企業再生担当者のスキ
ルアップを図るため、通
信講座「事業再生講座」
などを受講しました。

・

・

信金中央金庫主催の｢
中小企業経営改善支援
実務研修」、中小企業診
断協会主催の「バラン
ス・スコアカード」構築実
習セミナーに企業再生
担当者を派遣しました。
企業再生担当者のスキ
ルアップを図るため、通
信講座「中小企業経営
改善プログラム講座」な
どを受講しました。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

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

･

･

･

･

信用格付の精度の向上
を図ります。
第三者保証人を不要と
する融資の取扱いを推
進します。
個人事業者に対する信
用格付を検討します。
融資審査事務の効率化
を検討します。

･

･

売掛債権担保融資等
第三者保証人を不要
とする融資の取扱い
を推進します。
信用格付の精度の向
上を継続実施します。

･

･

個人事業者に対する
信用格付を検討しま
す。
融資審査事務の効率
化を検討します。

･

･

売掛債権担保融資や保
証付のスコアリング融資
の取扱いを推進していま
す。
[15年4月～17年3月の
 実績]
   売掛債権担保融資
　  427件   3,265百万円
   協会スピード融資
   1,451件 24,991百万円
   技術サポート融資
       18件     215百万円
ローンレビューを実施し
取引先の問題点や改善
事項について指導を
行っています。

･

･

･

･

･

第三者保証を不要とす
るスコアリングモデルを
活用した商品の取扱を
開始しました。
    ｽﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ
　　   66件  398百万円
中小企業金融公庫買取
型のCLO融資を取扱い
ました。
     51件  1,093百万円
売掛債権担保融資や保
証付スコアリング融資の
取扱を推進しています。
[16年10月～17年3月の
実績]
   売掛債権担保融資
   173件     788百万円
   協会スピード融資
    342件  6,037百万円
   技術サポート融資
       9件     125百万円
ローンレビュー実施によ
る結果を時系列で登録
するシステムを構築し情
報を金庫内で共有できる
ようにしています。
個人事業者の格付につ
いては17年度上期の導
入に向けて検討を進め
ています。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

（３）証券化等の取組み ・

・

貸出債権の証券化は、
必要に応じて検討しま
す。
資金調達手段としての
証券化等の取組みにつ
いては、顧客よりのニー
ズに応じて個別に推進
します。

・

・

貸出債権の証券化に
ついて、情報収集に
努めます。
資金調達手段として
の証券化等の取組み
については、現状の
体制を維持します。

・

・

貸出債権の証券化
は、必要に応じて検討
します。
資金調達手段として
の証券化等の取組み
については、15年度
の実施状況をフォロー
していきます。

・

・

政府系金融機関との業
務協力協定を機に、各
金融機関と連携した貸
出債権の証券化につい
て情報を収集しました。
取引企業の資金調達手
段として毎月 私募債を
募集しています。

・16年12月に中小企業金
融公庫の買取型ＣＬＯの
取扱を開始しました。17
年2月まで参加企業を募
集したところ51社が参加
し、17年3月に一括実行
しました。

（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

・財務諸表の精度が高い
先に対する融資商品を
検討します。

・審査手続の迅速化・
簡素化された融資商
品を検討します。

・商品開発の可能性が
あれば具体的に検討
します。

・「書面添付制度」および
「中小企業会計基準に
関するチェックリスト」を
活用した商品開発につ
いて検討を進めました。

・「書面添付制度」および
「中小企業会計基準に
関するチェックリスト」の
制度の普及率向上の観
点から、融資商品の中で
金利面などの優遇措置
として活用し普及を図る
よう検討を進めていきま
す。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・

・

・

・

信用リスク計量化システ
ムの運用面の見直しお
よびデータの整備をしま
す。
個人事業者の信用格付
システムの導入を検討
します。
与信管理や審査業務の
高度化に向けた検討を
します。
スコアリングモデルを活
用した融資商品を検討
します。

・

・

・

信用リスク計量化シス
テムのデータの整備と
本格的な運用に向け
た調整を開始します。
デフォルトデータの蓄
積を継続していきま
す。
ポートフォリオの検討
に着手します。

・

・

・

・

デフォルトデータの蓄
積を継続していきま
す。
個人事業者の信用格
付導入に向けた検討
をします。
審査業務の高度化に
向けた検討をします。
ポートフォリオの作成
と管理体制を検討しま
す。

・

・

・

信用リスク計量化システ
ムの運用によりﾃﾞｰﾀの
蓄積と分析を行っていま
す。
外部のデータシステムに
参加し、金庫のデータと
併用した商品開発を進
めています。
「債務者台帳システム」
の構築により取引先情
報のデータベース化と与
信管理及び審査業務へ
の活用を進めています。

・

・

・

データの蓄積は進んで
おり、CRDやSDBなど外
部のデータベースも活用
して、法人の信用格付や
融資金利の設定、またス
コアリング商品の開発な
どに利用しています。
個人事業者の信用格付
とデータベースの構築に
ついては引続き検討を
進めていす。
ポートフォリオ別データ
による時系列数値を作
成し検討に着手していま
す。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

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

・

・

金融庁から公表された
事務ガイドラインに従っ
て、債務者及び保証人
に対する貸付契約の内
容等に関する説明事務
の統一基準を作成する
とともに基準の遵守を徹
底します。
基準の作成には「地域
金融円滑化会議」での
討議内容も参考にしま
す。

・融資事務規定にマッ
チした融資契約締結
における債務者及び
保証人に対する統一
した説明基準の作成
に着手します。

・

・

融資契約締結に際し
て、統一基準を作成し
契約内容説明の励行
を徹底します。
相談苦情処理機能と
説明態勢の連携を図
ります。

・

・

・

・

・

・

15年10月に「担当別機
能強化ﾁｰﾑ」を設置し、
事務ガイドラインの改訂
等を踏まえた説明態勢
について検討を開始しま
した。
16年3月に「説明態勢に
係る取扱規則」を制定
し、与信取引の類型に応
じた重要事項説明書等
を作成し、金庫内説明会
等により周知を図り取扱
いを実施しました。
16年4月に説明態勢の
更なる充実を図るため、
手形貸付・手形割引等
に係る書面交付の取扱
いを実施しました。
16年9月にスワップ付融
資に係るご利用のしおり
及び重要事項説明書の
制定、個人ローン契約に
係る態勢整備を実施しま
した。
16年11月に「苦情・相談
等対応マニュアル」に与
信の説明態勢に関する
項目を追加し、研修を実
施しました。
17年3月に「重要事項説
明マニュアル」を制定し、
徹底を図りました。

・

・

平成16年11月に「苦情・
相談等対応マニュアル」
に与信の説明態勢に関
する項目を追加し同マ
ニュアルに基づき職場内
研修会を実施しました。
平成17年3月に「重要事
項説明マニュアル」を制
定し徹底を図りました。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 ・会議において発表され
た、内容、事例、意見交
換等について、当金庫
の業務に反映します。

・平成15年度から四半
期毎に開催されるの
で積極的に出席し、情
報収集、情報交換に
努めます。

・左記と同じ ・

・

・

・

・

・

・

・

第1回会議
 　15年　6月24日出席
第2回会議
 　15年　8月26日出席
第3回会議
 　15年11月27日出席
第4回会議
 　16年　2月23日出席
第5回会議
   16年　5月25日出席
第6回会議
 　16年　8月26日出席
第7回会議
 　16年11月26日出席
第8回会議
 　17年　2月23日出席

・

・

第7回会議
 　16年11月26日出席
第8回会議
 　17年　2月23日出席

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・

・

今後も継続的に苦情等
の原因を分析し、苦情
減少の為の研修等の方
策を実施します。
苦情・相談から事務・業
務の改善等への結びつ
けにも配意していきま
す。

・

・

再発防止の為、階層
別研修、担当者別研
修、職場内研修の実
施を検討します。
苦情発生時、必要に
応じて関連部署が集
まり、苦情等の対応を
協議する仕組みの構
築を検討します。

・

・

「トラブル事例を活用
した研修会」を実施し
ます。
苦情を減少させる為
に苦情等の原因分析
を通して、苦情に即し
た集合研修を実施し
ます。

・

・

・

・

・

・

・

・

苦情・相談等対応マニュ
アルを作成しました。
臨店方式窓口応対ビデ
オ研修を実施しました。
コンプライアンス事例勉
強会を実施しました。
ＣＳ向上研修会を実施し
ました。
コンプライアンス・セミ
ナーを実施しました。
トラブル事例研修会を実
施しました。(預金・融資）
苦情発生時、必要に応じ
て関連部署が集まり苦
情等の対応を協議する
仕組みを構築しました。
「苦情・相談マニュアル」
の補筆シートを作成しま
した。

・

・

・

・

・

コンプライアンス・セミ
ナーを実施しました。
融資トラブル事例研修会
を実施しました。
「苦情・相談マニュアル」
の補筆シートを作成しま
した。
パソコンによる苦情・相
談報告システムを構築し
ました。
今後も、事例の蓄積と分
析を細かに行い、苦情
の再発防止および苦情
の減少に努めていきま
す。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

６．進捗状況の公表 ・

・

・

機能強化計画要約を9
月下旬にホームページ
等で公表します。
15年4月～9月の施策の
進捗状況を11月頃ホー
ムページ等で公表しま
す。
その後、半期毎に施策
の進捗状況（3月末、9月
末現在）を公表します。

・

・

・

機能強化計画を策定
します。
機能強化計画要約を9
月下旬にホームペー
ジ等で公表します。
15年4月～9月の施策
の進捗状況を11月頃
ホームページ等で公
表します。

・

・

施策の進捗状況（3月
末現在）を公表しま
す。
施策の進捗状況（9月
末現在）を公表しま
す。

・

・

・

・

・

15年8月に機能強化計
画を策定しました。
15年9月25日に機能強
化計画要約をホーム
ページ上に公表しまし
た。
15年12月15日に15年度
上期（15年4月～9月）の
機能強化計画の進捗状
況要約をホームページ
上に公表しました。
16年7月1日に15年度
（15年4月～16年3月）の
機能強化計画の進捗状
況要約をホームページ
上に公表しました。
16年11月11日に15年4
月～16年9月の機能強
化計画の進捗状況要約
をホームページ上に公
表しました。

・16年11月11日に15年4
月～16年9月の機能強
化計画の進捗状況要約
をホームページ上に公
表しました。

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）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 ・「ディスクロージャー誌」

等に掲載します。
・「ディスクロージャー

誌」等で開示します。
・「ディスクロージャー

誌」等で開示します。
・当初の計画通り、「ディ

スクロージャー誌」等で
開示しました。

・開示を継続しました。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

３．ガバナンスの強化
（２）①半期開示の実施 ・

・

パンフレット『尼崎信用
金庫 半期の経営情報』
を作成し情報開示しま
す。
ホームページにも掲載し
ます。

・

・

『尼崎信用金庫 半期
の経営情報』を作成し
ます。
当金庫ホームページ
にも掲載します。

・

・

『尼崎信用金庫 半期
の経営情報』を作成し
ます。
当金庫ホームページ
にも掲載します。

・当初の計画通り、15年
11月および16年11月、
「尼崎信用金庫 半期の
経営情報」を作成し、当
金庫ホームページにも
掲載しました。

・当初の計画通り、16年
11月、「尼崎信用金庫
半期の経営情報」を作成
し、当金庫ホームページ
にも掲載しました。

（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

・

・

・

・

総代の選考基準を定め
ます。
総代会の仕組み、総代
の役割、選考基準等、
ディスクロージャー誌へ
の掲載項目を検討しま
す。
総代の氏名について
ディスクロージャー誌へ
の掲載を総代の意見を
踏まえて導入するかどう
か検討します。
総代の定年制や重任制
限等については、会員
や総代の意見を踏まえ
て導入するかどうか検
討します。

・総代会機能向上策と
透明化の方策を検討
します。

・

・

・

総代選考基準を作成
し総代会の了承を得
て決定します。
開示項目については
ディスクロージャー誌
およびホームページ
上に掲載します。
総代の属性等の掲載
について、総代の意
見、業界の動向等見
極めつつ検討します。

・

・

・

・

総代選考基準につい
て、16年6月23日の総代
会にて了承を得て総代
選任規程に明文化しまし
た。
16年度ディスクロー
ジャー誌に下記の5項目
についてイメージ図等も
用いて掲載しました。ま
た ホームページ上にも
（１）から（４）の項目につ
いて掲載しました。
（１）総代会のしくみ
（２）総代候補者選考基
準
（３）総代の選任方法
（４）総代会の決議事項
等
（５）総代の氏名
会員の方への閲覧用総
代名簿を作成し、各営業
店に備え付けました。
当金庫のホームページ
上に「お問い合わせ」
コーナーを作り、広くご
意見をお聞かせいただく
場を設けました。
15年11月20日および16
年4月26・27・28日、同年
11月16日に業況報告会
を開催し、理事長が総代
や主要なお取引先を対
象に業況報告・リレー
ションシップバンキング
の趣旨および進捗状況
など説明しました。

・16年11月16日には総代
を対象とした業況報告会
を開催し、理事長が16年
9月期の業況報告ならび
にリレーションシップバン
キング機能強化計画の
進捗状況について説明
を行いました。
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備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み スケジュール
１５年度 １６年度

進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

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 ・

・

・

平成14年度版は平成15
年11月～12月に情報開
示します。
平成15年度版は「２００
４年版ディスクロー
ジャー誌」の中に織り込
み情報開示します。
ホームページに掲載し
ます。

・平成15年11月中旬～
12月初旬を目途に、
ホームページにて情
報開示します。

・

・

年１回発行の『２００４
年版ディスクロー
ジャー誌』に、地域貢
献に関するディスク
ロージャーを織り込み
情報開示します。
ホームページにも掲
載します。

・

・

15年10月、当金庫ホー
ムページに掲載しまし
た。
16年7月、ディスクロー
ジャー誌「２００４ 尼崎信
用金庫の現況」および当
金庫ホームページに掲
載しました。

・16年7月のディスクロー
ジャー誌「２００４ 尼崎信
用金庫の現況」および当
金庫ホームページによる
情報開示以降も開示を
継続しています。

３．その他関連する取組み（別紙様式２）

ベンチャー企業向け業務に係る情報共有、協調投融資等連携強化
・

・

・

・
・

・

・

・

16年11月尼崎商工会議所主催の「ひょうご・ベン
チャービジネスフェアｉｎあまがさき」にブース出展
し、参加者に当金庫の中小企業向け融資制度に
ついて情報を提供しました。
阪神南地域中小企業支援センター（尼崎商工会
議所）の定例会議に参加し、事例発表及び情報
収集をしました。

地方自治体、商工会議所、（財）ひょうご中小企業活
性化センター、尼崎工業会との情報共有を進め利用
方法,活用等を協議しています。
（財）ひょうご中小企業活性化センターへ当金庫職員
を出向させており連携を強化しています。
ベンチャー企業向け投資は、継続しています。
阪神南地域中小企業支援センター（尼崎商工会議
所）のほか、ベンチャーマーケット協議会（神戸商工
会議所）、ビジネスプラン鑑定団（大阪産業創造館）
等に積極的に参加し、ベンチャー企業向け業務に係
る情報を収集しました。
16年4月から当金庫のベンチャービジネスローンに
「産業クラスター計画の補助金決定先へのつなぎ資
金」を創設しました。

（ベンチャー企業向け業務に係る情報共有）
営業区域内の地方自治体、商工会議所、（財）ひょうご中小企業活性化セン
ター、尼崎工業会と情報を共有し連携しています。

項　　　　　目 具体的な取組み 進捗状況
１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
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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

要注意先債権等の健全債権化のため、債務者企業の経営改善支援
に本部も積極的に関与し、経営改善可能性をより的確に見極め、企業
再生室と支店が連携して必要な支援を行います。同時に、不良債権の
新規発生防止のために正常先についても併せて管理指導を行いま
す。また、それらの取組み実績を公表します。

１５年度

・ 「企業再生室」を新設します。
・ 「企業再生室」にエリア担当者と経営相談コーナー担当者を任命、配
置します。

・ 企業再生担当者の研修プログラムへの参加を行います。
・ 経営改善、再生支援を要する個別企業の選定・支援方針の決定、指
導管理を開始します。

・上記体制整備等の状況をディスクロージャー誌等で公表します。
ｽｹｼﾞｭｰﾙ

１６年度

・支援方策の実施状況を適切にフォローします。
・ 前年度の取組み実績の検証及びそれを踏まえた効果的施策を検討
します。

・ 「再生支援先選定基準」に基づき策定された「再生支援先の抽出作
業手順」により新しく選定された支援対象先への経営改善・再生支援
を実施します。

・取組み実績等をディスクロージャー誌等で公表します。

備考（計画の詳細）

・ 抽出された支援対象先をエリア担当者が主体的に管理・指導する「直
 接管理先」と営業店が主体的に管理する「間接管理先」に区分して、
 選定します。
・ 選定された個別企業に対して①経営課題、②改善計画、③改善計画
書に対する意見、④当金庫の再生支援策、等の「経営改善・再生支
援検討表」を作成し、改善計画の指導管理を実施します。

・ 企業再生室は、経営改善・再生支援活動が効果的に進捗するよう営
業店と連携し合って取引先企業を取り巻く諸要因への助言・指導を実
践します。

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7月1日、企業再生室を新設しました。
・ エリア担当者と経営相談コーナー担当者を配置しました。（不動産鑑
定士・中小企業診断士・ファイナンシャルプランナー等の有資格者を
配置しました。）

・ 平成15年8月1日、経営相談コーナーを開設し、平成15年8月から当
金庫との取引の有無に関係なく、地元事業者に対して無料で経営・
財務面の相談に応じております。

・ 平成 16年 2月 23日、商工中金尼崎支店と「業務協力契約」を締結し
ました。

・ 平成 16 年 3 月 2 日、日本政策投資銀行関西支店と「業務協力協
定」、中小企業金融公庫神戸支店と「業務連携協力に関する覚書」を
締結しました。

・平成 16 年 3 月 8 日、「デット・デット・スワップ」等の取扱いに関して、
あおぞら銀行との間で「ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｻｰﾋﾞｽに関する契約書」を締結し
ました。



１６年４月～
１７年３月

・ 平成 16 年度は各種研修プログラム（31　の講座・説明会）へ参加し、
担当者の企業支援スキルの向上を図りました。

・ 平成 16 年 7 月 26 日、2004 年版ディスクロジャー誌「尼崎信用金庫
の現況」にて公表しました。また、ホームページの「地域貢献ディスク
ロージャー」にて公表しました。

(2)経営改善支援の取組み
状況（注）

　１５年４月～１７年３月

・ 基本方針／経営改善・再生支援活動を通じて取引先企業の再生を
図り、金庫の資産を良化。

・ 取組み内容／「要注意先」「要管理先」「破綻懸念先」「正常先のうち
ランクダウンの懸念がある先」の中から、経営改善・再生支援を要す
る先に対して具体的な助言・指導を行いました。

・ 経営改善・再生支援の指導管理／平成15年10月21日、「総合財務
分析ソフト・FINALIST」による財務分析シートの支援対象先に対す
る配布を開始しました。

・ 支援先の選定内容／「経営改善・再生支援活動の手順」を策定し、エ
リア担当者を中心として支援対象先に対する経営改善・再生支援活
動を行っており、平成 15 年度中に当金庫が経営改善支援に関わっ
た「経営改善支援取組み先」は 384 先です。同じく平成 16 年度は支
援対象の見直しを行い、380 先に経営改善再生支援を行いました。

 平成 15 年～16 年度の 2 期通期で 571 先に対し、経営改善再生支
援を行いました。（注 2）

   
・ 支援先の改善内容／平成15年度「経営改善支援取組み先」のランク
アップ先数は 98先です。平成16年度「経営改善支援取組み先」のラ
ンクアップ先数は 48 先です。

  平成 15 年～16 年度の 2 期通期「経営改善支援取組み先」のランク
アップ先数は 133 先となりました。（注 3）

・ あましん経営相談コーナーの利用状況／平成 15年～16年度の経営
相談は 538 件、資産運用相談は 551 件、合計 1,089 件です。

 課題／企業再生室エリア担当者、営業店の一層のスキルアップを図
り、地域企業の経営改善に向けて積極的な取組みを図ります。

１６年４月～
１７年３月

・ 基本方針／地域経済及び当金庫の貸出資産への影響度を勘案し、
平成 15 年度に引き続き支援対象先の経営改善・再生支援を実施。

・ 取組み内容／営業店・エリア担当者の再生支援進捗状況をモニタリ
ング及び、指導する目的で、代表理事主導による「経営改善・再生支
援会議」を設置し、平成17 年 3 月 15 日までに合計 16 回開催しまし
た。又、当金庫職員からのアドバイスのみでなく、外部専門家との連
携を図り、有効な指導・助言を実施しました。

・経営改善・再生支援の指導管理／平成 15 年度の実績を検証し、そ
れを踏まえた効果的施策を平成 16 年度「経営改善支援取組み先」に
活用しました。



・ 支援先の改善内容／17年 3月 23日、「リレーションシップバンキング
の機能強化計画における経営改善支援取組み先」の定義に基づき
当金庫が経営改善支援に関わった平成 16 年度の「経営改善支援取
組み先」を380先に確定しました。「経営改善支援取組み先」のランク
アップ先数は 48 先です。

・ あましん経営相談コーナーの利用状況／平成 16 年度の経営相談は
 325 件、資産運用相談は 300 件、合計 625 件です。

・課題／主な課題は以下の通りです。
  ＊支援対象先経営者の意識改革、マインドの醸成。
  ＊当金庫の経営改善・再生支援についてのさらなるスキルアップ。
  ＊外部専門家ほか、公的支援制度のさらなる活用。
  ＊提携金融機関をはじめとした他金融機関との連携と協調。

　（尼崎信用金庫）

（注 1）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）

（注 2）571 先は、平成 15 年度「経営改善支援取組み先」384 先と平成 16 年度に追加した「経営改善支援取組み先」

187 先の合計先数です。

（注 3）平成 15～16 年度 2 期通期のランクアップ先数は、平成15 年 3 月末現在債務者区分と平成 17 年 3 月末

      現在債務者区分とを対比して上位遷移している先数であり、平成15 年度ランクアップ先数と平成16 年度

      ランクアップ先数を加えた先数とは一致しません。



（別紙様式３－３）

尼崎信用金庫
【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 1,641 264 96 138

うち要管理先 365 91 30 32

破綻懸念先 739 33 7 20

実質破綻先 719 0 0 0

破綻先 460 0 0 0

合　計 34,596 571 133 309

（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

119

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

30,672 183



（別紙様式３－４）

尼崎信用金庫
【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 1,651 162 36 103

うち要管理先 186 53 7 32

破綻懸念先 637 26 5 17

実質破綻先 681 0 0 0

破綻先 397 0 0 0

合　計 34,401 380 48 264

（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

112

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

30,849 139


