
当⾦庫では、企業のライフステージに応じたコンサルティング機能
を発揮することにより地元企業を積極的にサポートできる体制のさ
らなる充実をめざしています。2014年10⽉から新しい「コンサル
ティング機能強化体制」をスタートさせ、さまざまなライフステー
ジにあるお客さまの事業内容や成⻑可能性などから新たな価値を創
出するとともに、あらゆる経営課題に実効性のある解決策を検討・
提案できる体制の充実により、地域経済の活性化と持続的な発展に
貢献しています。

地元企業への事業⽀援・経営相談はこちらへ

地域貢献活動を本業のひとつと位置付け、すべての役職員が「地域
住⺠の⼀員」として地域の皆さまと共に活動する地域貢献活動「あ
まちゃん・しんちゃんプロジェクト」を積極的に展開しています。
また、当⾦庫が兵庫県と協定を結び、尼崎市沿岸の国道43号線以南
の臨海地域に緑豊かな環境づくりを推進する「あましん緑のプロジ
ェクト」や環境改善に寄与する地域の皆さまの優れた技術や製品・
⼯法、取組みやアイデアにスポットをあて、表彰する「あましんグ
リーンプレミアム」にも取組んでいます。

当⾦庫は、積極的な情報発信のツールとして、ホームページ並びに
ディスクロージャー誌などを通じて積極的に情報を発信していま
す。
また、お取引先中⼩企業・個⼈事業主の皆さまに地元の市場や経済
情勢などについてお答えいただいた調査結果を「中⼩企業景気動向
調査」として、冊⼦にまとめ、公表しています。

当⾦庫は協同組織⾦融機関として「中⼩企業の育成・⽀援」、「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重要な使命であるととらえ、地域密着型⾦融に徹して
まいりました。2018年度においてもこれらの活動を恒久的な取組みと位置付け、活動を推進いたしま
した。
これからも地域の皆さまに信頼される⾦融機関としてあり続けるために、「地域貢献活動」と「コン
サルティング活動」をあましんビジネスモデルの2本柱としてより⼀層深化させ、引続き地域住⺠や社
会が抱える問題、中⼩企業・個⼈事業主の皆さまの課題解決に積極的に取組んでまいります。

お客さまに対するコンサルティング機能の発揮

地域の⾯的再⽣への積極的な参画

地域やお客さまに対する積極的な情報発信



当⾦庫では、地域のあらゆる情報を駆使することで、お取引先への情報発信や各種セミナーの
案内をはじめ、お客さまの紹介や展⽰会への出展などのビジネスマッチング、海外進出を考え
ておられるお取引先へのアドバイスや⽀援を幅広く⾏っています。
また、専⾨家派遣や各種の制度を利⽤した企業⼒の発掘や補助⾦制度の活⽤などの経営サポー
トにも専⾨部署を配し、皆さまの経営のお⼿伝いをしています。
ここでは、⾊々な場⾯でお役に⽴っている当⾦庫の活動を紹介します。

販路開拓⽀援 → 販路拡⼤へ（⼤阪地区の法⼈）

包装資材の製造を営むお取引先企業から、販路開拓の相談を受け「川上・川下ビジネスネ
ットワーク事業」を紹介しました。同事業の担当コーディネーターからプロスポーツチー
ムの公式グッズ作成事業の紹介を受けた結果、新たな受注獲得に繋がりました。

ビジネスパートナー（外注先）の紹介 → ⽣産性向上へ（尼崎地区の法⼈）

配電盤の設計製造を営むお取引先企業から、受注増加に対応するため近隣でかつ技術カの
⾼い⻑期的に付き合える外注先探索の相談を受け、普段から事業内容を把握できている同
⼀⽀店取引先を紹介したところ、継続的な発注に繋がり⻑期的な外注先確保が実現しまし
た。

創業⽀援 → 販路拡⼤へ（兵庫地区の法⼈）

キャンピングカーレンタル業を創業したお取引先企業に対して、兵庫県の補助⾦申請のご
案内やご融資等による⽀援を実施しておりましたが、オフシーズンや平⽇時におけるキャ
ンピングカーの稼働率向上が課題となっていたため、他店取引先で⼤学病院の医師向け福
利厚⽣を企画する事業者とマッチングを実施した結果、稼働率の改善に繋がりました。

海外進出検討 → 海外現地法⼈の設⽴（⼤阪地区の法⼈）

海外への進出を検討しているお取引先企業に、当⾦庫が運営している尼崎国際ビジネス交
流会を案内しました。交流会では、既に海外進出されている会員企業との情報交換を⾏い
ました。その後、海外で法⼈を設⽴される際の資本⾦や経費の外国送⾦のお⼿伝いをする
ことができました。

外国⼈材採⽤に関する相談 → 外国⼈材採⽤（尼崎地区の法⼈）

製造業を営むお取引先企業が、将来の海外進出に備え外国⼈材の採⽤を検討したいとの相
談があり、当⾦庫が提携している外国⼈材紹介に強い⺠間コンサル会社を紹介。同社が求
めていたCADを⽤いて設計が出来る外国⼈材を採⽤することができ、お客さまに⼤変喜ん
でいただくことができました。

海外販路開拓 → 貿易商社との商談実施（⼤阪地区の法⼈）

⾷品を取扱うお取引先企業から海外販路開拓の相談がありました。中⼩企業基盤整備機構
が主催する海外販路マッチング会を案内し国内貿易商社数社との⾯談を実施。同社商品に
関⼼のある貿易商社との継続的に⾯談。現在、貿易商社を通じ海外バイヤーとの商談を⾏
なっています。

⼈材雇⽤⽀援 → 事業計画の策定⽀援・⼈材育成⽀援（⼤阪地区の法⼈）



⾷品製造業を営んでいるお取引先企業より、新商品の開発を実施するにあたり、組織体制
を強化するための⽅法について相談を受けました。同社に対して事業計画の策定を⽀援す
る当⾦庫の業務提携先を紹介し、事業計画の策定⽀援を実施するとともに、⽣産管理・営
業等の各部⾨における幹部候補⽣となる中核⼈材を⼈材紹介会社を通じて紹介すること
で、同社の課題解決に繋げることができました。

創業サポート → 事業性評価の実施・「あましん創業・成⻑サポートファンド」取組み
（兵庫地区の法⼈）

⼤学発バイオベンチャーのお取引先企業に対し、信⾦中央⾦庫と連携して事業性評価を実
施しました。同社の強みや今後の課題を共有することができ、相互理解を深めることがで
きました。同社の将来性を⾒極め、「あましん創業・成⻑サポートファンド」による⽀援
を実施することで、お取引先企業の新たなチャレンジを応援することができました。

M&A⽀援 → シナジー効果による事業拡⼤（⼤阪地区の法⼈）

建設業向けに産業機械・エンジン部品の卸売を営んでいるお取引先企業がサービスの拡⼤
を図るため、M&Aを検討していました。当⾦庫はお取引先企業のニーズをいち早くキャッ
チし、仲介会社を通して、後継者が不在で悩んでいた企業を紹介。お互いに条件が合致し
たことから、M&Aに関する資⾦について当⾦庫がご⽀援させていただき、M&A取組みに繋
げることができました。



創業・新事業を考えておられるお客さまに、事業の⽅
向性を考えて頂くためのセミナーの開催や、外部機関
と連携した相談体制の整備、融資商品の提供を⾏って
おります。

■「尼崎市内における創業⽀援に関する連携協定」の締結
2015年2⽉に当⾦庫・尼崎市・尼崎商⼯会議所の3者により創
業⽀援に関する協定を締結し、尼崎市内での創業希望者に対
し、ワンストップでの⽀援体制を構築しています。

企業の⼒をより前進させるための資⾦調達⼿段とし
て、個⼈保証・不動産担保に依存しない融資で積極的
にサポートしています。

あましん「New商売がんばる⼝ーンII」
649件／
7,123百万円

あましん「元気印」
910件／
3,816百万円

―スクラム ― 82件／421百万円

創業・新事業⽀援

■⼟曜創業相談会
当⾦庫・尼崎市・尼崎商⼯会議所の3者の連携により、創業を⽬指しておられるお客さまへのサポート強化
の取組みとして、2015年9⽉より毎⽉第4⼟曜⽇に尼崎市⽴中央図書館で創業相談会を実施しています。
2018年度 全12回開催/29名相談受付

■ビジネスプランコンテスト「ビジコンOSAKA2018」への特別協賛
創業者や新規事業に取組む経営者向けのビジネスプランコンテストに特別協賛を⾏いました。ビジネスプラ
ン応募者全36社の中から、Renovator⼤賞・Venture⼤賞・あましん賞の3社の優れたビジネスプランを選
出しました。

■あましん「創業⽀援融資」の取扱開始
新しく事業を始められるお客さまや創業間もない中⼩企業や事業主の皆さまをサポートする商品として
2015年1⽉から取扱を開始しています。
2018年度あましん「創業⽀援融資」 107件/361百万円

■⽇本政策⾦融公庫との創業⽀援に関する連携の締結
2016年3⽉に当⾦庫は⽇本政策⾦融公庫と創業⽀援に関する「業務連携・協⼒に関する覚書」を締結。創業
⽀援等、中⼩企業者の振興に資するため、資⾦供給及び情報提供等の各分野に係る連携を⾏い、相互に協⼒
し、地域経済の活性化に取組んでいます。

■創業・第⼆創業等⽀援ファンド
信⾦キャピタル株式会社と「あましん-信⾦キャピタル投資事業有限責任組合」（通称︓あましん創業・成
⻑サポートファンド）を設⽴し、2015年3⽉から運営を開始しています。

■創業者向けセミナー
起業 STEP UP フェスタ 281名参加
創業塾（5回コース） 22名参加

■創業者⼤交流会
当⾦庫の創業⽀援先に対するフォローと創業者同⼠の交流促進の⼀環として実施しています。
2018年度6⽉14⽇、11⽉13⽇開催（参加者⼈数101名）

成⻑段階における取引先企業への⽀援



技術的な課題・問題を抱えている地域の中⼩企業を、
サポートしていきます。

■中⼩企業に対する技術⽀援に関する連携協定の締結
当⾦庫・(公財)新産業創造研究機構・(⼀財)近畿⾼エネルギー
加⼯技術研究所の3機関が連携して、地域の中⼩企業が保有す
る技術⼒の向上と課題を解決するため、「中⼩企業に対する
技術⽀援に関する連携協定」を締結しました。
2018年度 相談実績 15件

■「あまがさきビジネスプランコンテスト2018」の開催
尼崎市、（公財）尼崎地域産業活性化機構、尼崎商⼯会議
所、⽇本政策⾦融公庫尼崎⽀店と連携して、阪神間の経済・
社会の新陳代謝を促し、地域の持続的な成⻑を実現するた
め、ビジネスプランコンテストを開催しました。43名のエン
トリーから優れたビジネスプランを選出し、グランプリ2名、
準グランプリ1名が表彰されました。

■尼崎国際ビジネス交流会の開催
(尼崎市、商⼯会議所等市関連団体5機関、⺠間企業
と連携）
2018年度 第24回交流会を開催

■あましん海外展開セミナーの開催
2018年度「初めての貿易業務と海外営業のツボ」を
開催

■業務提携を実施している海外の⾦融機関
・バンクネガラインドネシア（インドネシア）
・メイバンクインドネシア（インドネシア）
・ベトナム投資開発銀⾏（ベトナム）

技術⼒・商品⼒のアピールを⽀援

取引先企業の経営体質の強化のための取組み

お取引先の経営体質の強化のため、補助⾦の活⽤⽀援や⼈材活⽤⽀援等に取組んでいます。

（2018年度実績）
■2017年度補正「ものづくり・商業・サービス経営⼒向上⽀援補助⾦」⼆次公募 34先申請

2018年度補正「ものづくり・商業・サービス経営⼒向上⽀援補助⾦」⼆次公募 64先申請

■2018年度業務提携先

業務提携先 内容

株式会社サーキュレーション
「⼈材」に関する経営課題に対して最適なプロフ
ェッショナル⼈材を紹介

パーソルホールディングス株式会社
採⽤に関する課題を⾒極め、最適な採⽤⼿法の提
案により採⽤活動の充実を図る

株式会社エフアンドエム
財務強化、労務管理など、バックオフィス業務効
率化の検討・提案

海外展開や外国⼈材採⽤を積極的に⽀援

中国や東南アジアを中⼼に海外展開を考えておられるお取引先や外国⼈材採⽤に関するご相
談について、タイムリーな情報や各種⽀援を⾏っています。

※信⾦中央⾦庫や海外に多くの拠点を有する企業と業務提携し、海外進出を現地でも、サポートしていきま
す。

業務提携先 内容

セコム株式会社
海外進出企業の現地法⼈に対する
警備・セキュリティサービスの提供

リコーリース株式会社
海外出張経費などの管理が可能な
「リコーグローバルマネーカード」の紹介



■外部の評価機関の活⽤
ひょうご中⼩企業技術・経営⼒評価制度の評価書発⾏ 42
件
技術・経営⼒評価制度（⼤阪版）の評価書発⾏ 21件

■外部⽀援機関（兵庫県よろず⽀援拠点、⼤阪府よろず⽀援
拠点、⼤阪府商⼯会連合会等）との連携による経営相談会
の開催
80回開催

■外部専⾨家の活⽤実績
公的⽀援機関の専⾨家派遣制度の利⽤ 64件
⺠間コンサルタント、税理⼠等の紹介 82件

三井住友海上⽕災保険株式会社 海外における現地ビジネス情報や
海外のリスク・防災情報の提供

東京センチュリー株式会社 海外におけるリース取引の媒介

株式会社⽇本貿易保険（NEXI） 貿易保険の紹介

独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（JICA） 中⼩企業の海外進出にかかる情報提供

公益財団法⼈国際⼈材育成機構
（アイム・ジャパン）

外国⼈技能実習制度にかかる情報提供

株式会社フォーバル 海外ビジネスや外国⼈材採⽤にかかる情報提供

ジー・エー・コンサルタンツ株式会社 外国⼈材採⽤にかかる情報提供

経営⽀援

経営の専⾨家によるアドバイスをはじめ、各種セミナーや相談会の実施、外部専⾨機関や外
部専⾨家等への橋渡しを⾏っています。

■経営相談コーナー・企業再⽣（地区）担当者による経営相談

事業再⽣⽀援

お取引先の事業再⽣⽀援に向けた積極的な取組みにより、事業の早期再⽣を⽀援していま
す。

■経営改善⽀援取組み先のランクアップ率
⽀援選定先 460先
 ランクアップ先 42先

＜ランクアップ率＞ 9.1％

■中⼩企業再⽣⽀援協議会の活⽤
全⾏同意書提出先 2先

事業承継⽀援

事業承継・M&Aのお⼿伝いを⾏っています。

■事業承継⽀援先数 93先

■事業承継セミナー 本部主催 4回

■M&A⽀援実績 2件（内事業承継に関するもの2件）

■「尼崎市内における事業承継⽀援に関する連携協定」の締結
当⾦庫は、地元中⼩企業の円滑な事業承継⽀援の取組みをさらに進めるため、
尼崎市、尼崎商⼯会議所、尼崎⼯業会、⽇本政策⾦融公庫と2018年4⽉27⽇に
「尼崎市内における事業承継⽀援に関する連携協定」を締結しました。

■M&A⽀援に係る業務提携先



業種 ⼈数

サービス業 52

卸・⼩売業 50

機械製造業 73

建設業 34

鉄⼯業 38

流通業 34

総計 281

業務提携先

信⾦キャピタル株式会社

株式会社⽇本M&Aセンター

株式会社オンデック

株式会社ストライク

みらいコンサルティング株式会社

株式会社バトンズ(WebサイトによるM&Aマッチング『Batonz』)

職員のコンサルティング能⼒向上

お取引先の事業価値を適正に評価する「⽬利き⼒」の向上を⽬指し、職員のレベルアップを
実践しています。

■業種別審査スペシャリストの養成

延べ養成者数 281名、⼆業種⽬の研修を終えたランクアップ研修受講者93名（在籍者累計）

■経営⽀援アドバイザーの養成

7名（ライセンス授与者 56名（在籍者累計））

■（独）中⼩企業基盤整備機構と連携し「職員向け事業承継研修会」を実施
69名受講



■環境に配慮した商品

リフォームローン「エコの達⼈」
マイカーローン「eco drive-1」

■ライフサイクルに合わせた商品

退職⾦定期預⾦
232件 2,858百万円

相続定期預⾦
819件 4,112百万円

プレ年⾦定期預⾦「夢の架け橋」
3,457件 7,186百万円

まごころ定期
94,361件 115,371百万円

2013年7⽉ 教育資⾦⼀括贈与専⽤普通預⾦
「孫思い」の取扱いを開始

＜発売中の商品＞
「Newウル⻁教育⼝ーン」
「ウル⻁フリーローン」
カードローン「あましんきゃっする」
カードローン「ウル⻁⼒ードローン」
※2012年11⽉から⼀部の個⼈⼝ーン商品を除き、イン

ターネット仮申込を導⼊

※各商品の詳細については、店頭にてご確認願
います。

環境経営への取組み

地域の緑化や環境保全に対して、地域と連携して各種の取組みを積極的に⾏っています。

■あましん緑のプロジェクト

〜兵庫県の「尼崎21世紀の森づくり」に参画〜第8回「あましん植樹祭」の開催
2,200名が参加し、約2,500本を植樹（第1回〜第8回で合計19,000本を植樹）

■第7回「あましんグリーンプレミアム」

4団体を表彰 応募総数141（142案件）

環境保全活動への取組みはこちらへ

地域住⺠への多様な⾦融サービスの提供

環境に配慮した商品やライフサイクルに合わせた商品を販売し、お客さまへ提供していま
す。

■インターネット⽀店（「ウル⻁⽀店」）を活⽤した商品

普通預⾦ 11,588件 1,741百万円
定期預⾦ 33,472件 53,098百万円



■地元の⼩中学校を中⼼に、あましん「おかね寺⼦屋」を
実施
4校 149名受講 （累計実績 82校 6,440名受講）

地域貢献活動「あまちゃん・しんちゃんプロジェクト」

各営業店による地域貢献活動として、地域や地元⾃治会などとコミュニケーションを図り、
ニーズ（地域の課題）の掘り起こしを⾏いながら活動を展開しています。

■「あまちゃん・しんちゃんプロジェクト」の実施

各店舗の取組はこちらへ

⾦融教育への積極的な取組み

2007年6⽉より地域の⼦どもたちに「⾦融の基礎知識やお⾦の⼤切さ」を学んでもらうため
の⾦融教育プログラムを実施しています。



■地域密着型⾦融の取組状況や各店舗の地域貢献活動、
各種取組みに関するニュースリリース等をホームペー
ジ上で公表しています。

■ディスクロージャー誌、機関誌「尼信だより」などを
活⽤し、当⾦庫の各種取組みや実績を公表していま
す。「尼信だより」では、地元のお客さまの情報、尼
信会館や世界の貯⾦箱博物館などの催し物をお知らせ
しています。

■あましんFacebook公式ページを開設し、当⾦庫が取
組む「コンサルティング活動」・「地域貢献活動」の
情報をタイムリーに発信するとともに、地域のお客さ
まとくあましん＞との新しいコミュニケーションツー
ルとして活⽤しています。

■中⼩企業景気動向調査を年4回実施し、結果を公表してい
ます。

＜2018年度の主な特別調査について＞

第174回 2018年 6⽉ 中⼩企業の⽣産性向上について

第175回  9⽉ 中⼩企業の災害対策について

第176回  12⽉ 消費税増税における中⼩企業への影
響について

第177回 2019年 3⽉ 外国⼈労働者の受⼊れについて

当⾦庫の取組みを積極的に情報発信

ホームページ、ディスクロージャー誌、Facebookなどを通して各種の取組みを発信していま
す。

ディスクロージャーはこちらへ

地域やお客さまへの多様な情報提供

「経営者の皆さまの⽣の声」や地域経済や経営に役⽴つ多様な情報を冊⼦にまとめ、公表し
ています。

景況レポートはこちらへ
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