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１．取組み状況の概要

　当金庫は、｢中小企業の育成・再生｣、｢地域活性化への貢献｣を果たすことにより、地元経済の発展に寄与していくことが当金庫の重要な使命であると考えており、経営の基
本方針に｢地域社会への貢献｣を掲げ地域密着型金融に徹して参りました。当金庫では、これらの活動を恒久的な取組みと位置付け実践していくため、平成 15 年度～18 年度の
4 年間の取組みに引き続き、平成 19 年度～20 年度の計画を策定し、①ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化、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に対し、持続的な取組みを推進して参りました。

　ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化を図るため、事業再生支援、創業・新事業支援、経営改善支援、事業承継支援に取組んだ結果、21 年 3 月末までの
債務者区分のランクアップ実績は 19 年度 20 先、20 年度 19 先、上位遷移率(ランクアップ率)はそれぞれ 19 年度 18.3％、20 年度 7.5％となりました。「あまがさき技術サポ
ート融資制度」や「ひょうご中小企業技術評価制度」「ネオクラスター推進共同体技術評価事業」など外部の評価機関を活用することにより、企業の将来性や技術力を的確に
評価し、担保・保証に過度に依存しない融資を実施することにより創業・新事業に対する支援を推進しました。また、尼崎商工会議所、尼崎工業会など各種団体との連携によ
る商談会やビジネスマッチングフェアへの参画、川上・川下ネットワーク構築事業への参画、(社)大阪能率協会と連携した経営者研修会の実施などにより取引先の経営力向上
を支援したほか、事業承継、M＆A に関する相談やセミナーを開催しました。

　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の観点から、技術評価制度の利用ならびにサポート融資など個人保証・不動産担保に過度に依存
しない融資に前記のとおり取組んだほか、業種別審査スペシャリストの養成（24 名養成、養成者数 224 名）や与信審査能力向上のための研修・情報提供などにより職員の目
利き力の向上を図りました。また、中小企業の資金調達の多様化と円滑な資金供給に対応するため、シンジケートローンの組成などの取組みを推進しています。

　地域経済への貢献のため、平成 19 年 7 月に営業統括部地域渉外グループを設置し、「あまがさき中心市街地活性化協議会」など各地域の活性化の取組みに参加し支援を実
施したほか、地域のニーズに基づいたセミナー等を開催し地域と一体となった地域活性化のための活動を地公体、商工会議所、行政などと連携し展開しました。平成 20 年 7
月には、地域活性化をさらに推進するため、新設の業務企画部に地域情報グループを設け、体制強化を図りました。中小企業の様々な課題の解決を目指すため、中小企業庁｢地
域力連携拠点事業｣のパートナー機関として、尼崎商工会議所・大阪商工会議所の各連絡会議に参加しました。また、新たな金融商品の提供やインターネット支店(ウル虎支店)
のサービス強化により利便性向上を図ったほか、地元小中学校を中心に金融教育事業あましん「おかね寺子屋」を実施(21 校 1,995 名受講)し、次世代を担う子供にお金と上
手につき合うための教育を行いました。
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２．各項目の取組み状況

取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・事業再生計画の策定・実行支援

　　 取引先の正確な経営実態を把握し事業再生に向けた計画の策定と実行を支援

・中小企業再生支援協議会の活用

・整理回収機構の活用

・事業再生ファンドの活用

・外部専門家等との連携

１．ライフサイクルに応じた取引
先企業の支援の一層の強化

       

（１） 事業再生支援

取組み状況 ・経営改善支援の取組み先数
19 年度 経営改善支援取組み先数：146 先
20 年度 経営改善支援取組み先数：267 先

・ 経営改善計画等の策定支援を実施
19 年度　経営改善計画等の策定先数：88 先
20 年度　経営改善計画等の策定先数：177 先

・ 経営改善支援の取組み実績（正常先を除く）
 19 年度

　　　経営改善支援取組み先数  109 先　　経営改善支援取組み率    1.6％
　　　再生計画等の策定先数　　 78 先　　再生計画策定率         71.6％
　　　ランクアップ先数 　　　  20 先　　ランクアップ率         18.3％
　　　期初債務者数　　　　　6,746 先

 20 年度
　　　経営改善支援取組み先数  253 先　　経営改善支援取組み率    3.5％
　　　再生計画等の策定先数　　166 先　　再生計画策定率         65.6％
　　　ランクアップ先数 　　　  19 先　　ランクアップ率          7.5％
　　　期初債務者数　　　　　7,182 先



地域密着型金融推進計画の取組み状況 (要約)（平成１９年４月～平成２１年３月）
尼崎信用金庫

3

  
・中小企業再生支援協議会の機能を活用：

19 年度新規活用先（一次対応 7 先、二次対応 1 先）
20 年度新規活用先（一次対応 4 先、二次対応 2 先）

・多様な事業再生手法を活用：
中小企業再生支援協議会策定の再生計画に基づきＲＣＣ等の債権のリファイナンスを実施
するとともに兵庫県の企業再生貸付制度を活用（1 先）
保証協会保証の流動資産担保融資を活用（3 先）
保証協会の求償権消滅保証制度を活用した先（1 先）

・ 外部専門家との連携、及び、専門家派遣事業の活用（21 先）
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取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・各種技術評価制度の活用・推進

　　　あまがさき技術サポート融資制度
　　　ひょうご中小企業技術評価制度
　　　ネオクラスター推進共同体技術評価事業

・ 創業・新事業支援融資商品の開発・利用の推進

・ 中小企業新事業活動促進法の活用
　　　経営革新計画の承認申請支援

・ベンチャーキャピタルの活用
　　ベンチャーキャピタル（信金キャピタル㈱等）を活用した創業支援

１．ライフサイクルに応じた取引
先企業の支援の一層の強化

       

（２） 創業・新事業
支援

取組み状況 ・外部の評価機関を活用し、企業の将来性や技術力を的確に評価する取組みを推進
　　　あまがさき技術サポート融資制度（評価件数）　　　　　　3 件
　　　ひょうご中小企業技術評価制度の評価書受領先　　　　　 25 件
　　　ネオクラスター推進共同体技術評価事業の評価書受領先　　9 件

・創業・新事業支援融資の取組み実績
　　　19 年度　　126 件／2,803 百万円
　　　20 年度　　121 件／1,850 百万円
　　　　合計　　 247 件／4,653 百万円

・ 中小企業新事業活動促進法の活用を支援
　　　経営革新計画の承認 53 先　新連携の連携体構築支援 1 先

・ ベンチャーキャピタルの活用
　　　投資案件紹介 5 件、内 1 件投資実行
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取組分野 取組項目 計画の内容
１．ライフサイクルに応じた取引

先企業の支援の一層の強化

       

（３）経営改善支援 取組み内容 ・ビジネスマッチングの推進
　　　尼崎商工会議所・尼崎工業会との共催による取引拡大商談会の実施
　　　北陸ビジネスマッチングフェアへの参画
　　　川上・川下ネットワーク構築事業、販路ナビ、民間・公的機関等との連携
　　　ビジネスマッチングサイト ABB の提供

・経営の向上支援
　　　大阪能率協会による経営者研修会を後援し参加企業の経営改善・経営革新計画の策定を支援

・外部専門家等との連携
　　　外部コンサルタント等と連携した取引先の経営改善指導

・中小企業施策等の情報提供と活用促進
　　　公的機関等の中小企業施策の活用促進
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取組み状況 ・尼崎工業会他共催「取引拡大商談会」に当金庫の「経営相談コーナー」を出展
・ 尼崎産業フェア実行委員会主催「産業フェアｉｎあまがさき 2007 および 2008」に当金庫
　ブースを出展
・ 川上・川下ネットワーク構築事業　シーズ調査事業に参画（当金庫取引先から延べ 37 社参加）
・ 北陸ビジネス街道 2007 および 2008 への参画（当金庫取引先から 17 社出展）
・国際ビジネスフェアｉｎ姫路（当金庫取引先から 5 社出展）
・あましん経営セミナー＆ビジネスマッチングの開催
　　　（兵庫地区）　参加企業　　　44 社
　　　　　　　　　　個別相談　　　 4 社
　　　（大阪地区）　参加企業　　　46 社
　　　　　　　　　　個別相談　　 　8 社

・大阪能率協会による経営者研修会を後援

・ 外部専門家との連携、及び、専門家派遣事業の活用（13 先）

・中小企業施策等の情報提供と活用を促進（55 件）

・ 中小企業庁「平成 20 年度地域力連携拠点事業」にパートナーとして参画
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取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・M&A マッチング支援

M&A 業務提携先（大阪商工会議所、信金キャピタル㈱、㈱日本 M&A センター）との連携
による事業承継支援

・事業承継相談への取組み
　　　経営相談コーナーにおいて、事業承継や相続に関する相談への取組みを実施

・事業承継セミナーの開催
　　　本店等におけるセミナーの開催
　　　営業店における取引先対象セミナーへの講師派遣

１．ライフサイクルに応じた取引
先企業の支援の一層の強化

       

（４） 事業承継支援

取組み状況 ・ M&A 案件への対応
買い希望先への売り案件を紹介（2 件）
売り希望先へ M&A 仲介会社 信金キャピタル㈱を紹介（2 件）
M&A に関する相談に対応（8 件）
19 年度紹介売り希望案件の成約（1 件）

・ （独）中小企業基盤整備機構と共催で「中小企業向け事業承継セミナー」を開催
・中小企業庁「平成 20 年度地域力連携拠点事業」にパートナーとして参画
・ 事業承継相談に対応（13 回）
・ 営業店において事業承継セミナーを開催（4 回）
・ 営業店へ M&A 情報を提供（25 回）
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取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・ 技術評価制度の利用推進ならびにサポート融資の推進

・ 動産担保融資（ＡＢＬ）の商品開発・推進

・ 顧客層別の無担保、無保証人融資商品の開発

　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

（１）事業価値の創造並
びに個人保証・不
動産担保に過度
に依存しない融
資への取組み

取組み状況 ・ 個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資の取組み実績
　　　19 年度　取組み実績　　1,067 件／10,367 百万円
　　　20 年度　取組み実績　　  184 件／ 3,062 百万円
　　　　　　　　   　合計　　1,251 件／13,430 百万円

　（19 年度から 20 年度実績合計の内訳）
　　　各種技術サポート融資の取組み状況　（ ）内は取扱開始からの累計実績
　　　　　　あまがさき技術サポート融資　　　　6 件／ 110 百万円　（37 件／525 百万円）

※｢新技術・新製品｣の開発・事業化を図っている中小企業者に対し、新技術・新
製品、財務・事業等の評価を専門家に行ってもらうことで、技術の高い事業者
への支援を行うことを目的とした制度。追加資金需要にも積極的に応え、事業
を資金面からサポート

　　　　　　　
　　　　　　ひょうご中小企業技術サポート融資　8 件／ 205 百万円　（24 件／557 百万円）

※兵庫県が中小企業の技術力等を評価することで担保・保証に過度に依存しない
融資の一助となることを目的として創設した制度

　　　　　　ネオクラスター技術サポート融資　　2 件／  40 百万円  （ 4 件／ 100 百万円）
※融資申込み先（予定先含む）の保有技術等について、第三者の客観的な評価が

必要な場合にネオクラスター推進共同体技術評価事業を活用する融資

　　　商売がんばるローンⅡ型の取組み状況 　 753 件／4,488 百万円
　　　　  
　　　あましん緊急支援融資制度―スクラムー　 16 件／  117 百万円
　　    
　　　流動資産担保融資の取組み状況　　　　　372 件／3,150 百万円

   　 専用ビジネスローン J の取組み状況　　  　94 件／5,320 百万円
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取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・ ｢業種別審査スペシャリスト｣の養成、ランクアップ・フォローアップ研修の実施

・ 審査能力養成塾の実施

・ 業種別審査を通して得られる業界動向の分析および分析結果の営業店への提供

・ 倒産事例のケーススタディ集の作成

・ 信金中金トレーニー

・ 業界団体等の実施する研修プログラムへの参加

・「経営相談・支援機能強化及び経営改善支援」研修会の実施

　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

（２） 目利き力の向上

取組み状況 ・ 「業種別審査スペシャリスト」新規養成研修
　　　　新規養成者 24 名（養成者数 224 名）
　　　
・ 「業種別審査スペシャリスト」ランクアップ研修
　　　　ランクアップ養成者 20 名（養成者数 32 名）
　　　　
・ 業種別審査スペシャリスト受講修了者を対象に目利き力向上の「フォローアップ研修」を実施
　     （延べ 361 名参加）

・ 「経営相談・支援機能強化及び経営改善支援」研修会を年 2 回実施
     （延べ 792 名参加）

・ 与信審査能力の向上を図るため、実務的な事例に基づいたホリデースクール「審査能力養成塾」
を 19 年 11 月から 6 ヶ月コースで実施（50 名受講）。20 年 5 月から 6 ヶ月コースで 2 回実施

  （100 名受講）

・ 業種別審査体制を活用し、各業種における動向や法律改正等に伴う留意点を営業店に情報提供
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・ 倒産事例を検証・分析し、ケーススタディ集を作成

・ 信金中金トレーニー
　　　専門的な業務知識の向上とスキルアップを目的として、上部団体である信金中央金庫に
　     6 ヶ月の派遣研修（12 名参加）
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取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・事業金融部による事業所開拓

・新形態与信の情報収集と取組み推進

・シンジケートローンの組成やＰＦＩ事業への参画

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）中小企業の資金調達
の多様化と円滑な
資金供給への対応

取組み状況 ・事業金融部による事業所開拓の推進
　　　新規事業所先成約　　　　　　94 先 ／　5,309 百万円
　　　専用ビジネスローン J 取組　　94 件 ／　5.320 百万円

・ シンジケートローンの取組み
当金庫自身がアレンジャーとなるシンジケートローンの組成を目標とし、大阪地区の他信
金と協力し信用金庫のみのシンジケートローンを組成。また、兵庫県下の信用金庫にも呼
びかけ平成 20 年 5 月よりシンジケートローン組成協議会を発足させた。

　　　　　アレンジャー案件　　　 　4 件 ／　参加額　 1,450 百万円
　　　　　レンダー案件　　　　  　25 件 ／　参加額　35,521 百万円

・大阪府のＰＦＩ事業の一環として、プロジェクトローンを実行
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取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・ 大学・研究機関・外郭団体等との産学連携案件の成立

・ 阪神間の諸団体と連携したビジネスマッチングフェアへの参加

・ 他信金との広域的な連携活動の検討

・「あまがさき中心市街地活性化協議会」の設立メンバーとして参加し、中心市街地の活性化に向
けた取組の実効性の確保(取組支援）

・地公体、その他これに準ずる地域の諸団体等より情報の収集を図り、連携強化の実施

・行政（近畿経済産業局、ひょうご産業活性化センター等）・地公体・商工会議所・ＴＭＯ等との
連携による地域活性化の推進

・地域情報の収集を図り、地域のニーズを汲み取った各種セミナー、勉強会を開催

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

（１）地域と一体となった
取組みの推進

取組み状況 　（地域活性化に向けた地域と一体となった取組の推進）
・ 平成 19 年 7 月に地域経済への貢献を図る部署として、営業統括部地域渉外グループを設置、

平成 20 年 7 月には業務企画部・地域情報グループとし、さらなる地域との連携を図っている。
・ 「あまがさき中心市街地活性化協議会」に協議会委員として参加。また、「中心市街地活性化ワ

ークショップ」にも参加し、活性化に向けた取組みを支援。平成 20 年 7 月　中心市街地活性化
基本計画が国からの認定をうけ、今後基本計画に則った事業取組が求められ協議会が取組を支
援。

・ 宝塚市中心市街地活性化基本計画に盛り込まれている逆瀬川駅前アピア再生計画について、「さ
かせまちづくりフォーラム」と「アピア再生計画発表会」に参加

・ 地域活性化・環境にやさしいまちづくり・美しい景観保存等目的に、当金庫鳴尾支店近隣の商店
主・西宮商工会議所・当金庫が協力し、新しい商店街組織「甲子園けやき散歩道」を設立し、地
域貢献･地域交流の一環として会員への講演会等に参加

・ (財)堺市産業振興センターの事業を活用し、同センターの支援の下に堺市内 4 ヶ店合同で販路拡
大等講習会を開催し、営業店と連携し取引先のビジネスマッチングを支援

　（3 回開催　取引先 52 社、58 名参加）
・ 立花・立花北・北難波支店合同の「資産運用セミナー」を信金中金より講師を招き開催
　（顧客 25 名参加）
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・ 中小企業基盤整備機構近畿支部主催の「街元気セミナーin 大阪」（まち･地域の活性化の方向性
を探る）に取引先 12 名参加

・ 大国町･昭和町支店合同の「助成金活用セミナー」を社会保険労務士を講師に招き開催
・ 中小企業の様々な課題の解決を目指すため、中小企業庁「地域力連携拠点事業」のパートナー機

関として、尼崎商工会議所･大阪商工会議所の各連絡会議に参加
・ 堺ものづくり競争力強化推進協議会に特別会員として設立総会･協議会に参画し、市内中小企業

者の取引拡大のための機会を提供し、市内産業振興を図る

　
（ビジネスマッチングの推進）
・ 尼崎工業会他共催「取引拡大商談会」に当金庫の「経営相談コーナー」を出展
・ 尼崎産業フェア実行委員会主催「産業フェア in あまがさき 2007 および 2008」に当金庫ブース

を出展
・ 川上・川下ネットワーク構築事業　シーズ調査事業に参画（当金庫取引先から延べ 37 社参加）
・北陸ビジネス街道 2007 および 2008 への参画（当金庫取引先から 17 社出展）
・国際ビジネスフェアｉｎ姫路（当金庫取引先から 5 社出展）
・あましん経営セミナー＆ビジネスマッチングの開催
　　　　（兵庫地区）参加企業　　　　44 社
　　　　　　　　　　個別相談　 　　　4 社
　　　　（大阪地区）参加企業　　　　46 社
　　　　　　　　　　個別相談　　　　 8 社
（経営の向上支援）
・大阪能率協会による経営者研修会を後援
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取組分野 取組項目 計画の内容
取組み内容 ・ 教育資金・住宅資金の資金需要の高い世代向け商品の開発

・ 申込手続き等において利便性の高い個人ローン非対面型申込商品の開発

（２）地域住民への金融
　　　サービスの提供

取組み状況 ・ ＦＡＸとインターネットの非対面による仮審査申込受付可能な、個人のお客様向けカードロー
ン商品「あましんきゃっする」を発売（平成 19 年 12 月）

取組み内容 ・ インターネット支店を活用した新たな顧客層との取引推進と商品・サービスの提供（３）インターネット支店
　　　の活用拡大

取組み状況 ・ウル虎支店の実績（平成 21 年 3 月末残高）
　　　　　「普通預金」　　　　　　1,043 件／   85 百万円
　　　　　「定期預金」　　 　　　 1,378 件／2,045 百万円
    平成 20 年 2 月 がんばれ阪神タイガース定期預金「虎の雄叫Ⅱ」発売
　　　　　　　　　　　　　　　（平成 20 年 5 月末取扱終了）
　　　　　「虎の雄叫Ⅱ」　　　　　　172 件／   87 百万円
　  平成 21 年 2 月 がんばれ阪神タイガース定期預金「猛虎一本道」発売
　　　　　　　　　　　　　　　（平成 21 年 3 月末現在）
　　　　　「猛虎一本道」　　　　　　152 件／   69 百万円

取組み内容 ・ 環境対策・社会問題等に対応した商品・サービスの提供（４）環境対策・社会問題
　　　等への対応商品開発
　　　

取組み状況 ・ 優良ドライバー、エコカーご購入者に対し金利を優遇する「マイカーローン気分乗々」取扱開
始（平成 19 年 4 月）   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             

  　　　　　平成 21 年 3 月末残高　　　117 件／　147 百万円

取組み内容 ・地元小学校・中学校を中心に義務教育の授業の一環として金融教育活動を実施

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

（５）金融教育活動の実施

取組み状況 ・ 地元小中学校を中心に金融教育事業あましん「おかね寺子屋」を実施
　　　　　21 校　　62 クラス　　1,995 名受講


