
地域密着型金融
中小企業の経営改善及び地域の活性化

平成25年4月～平成26年3月の実績

平成26年6月
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１．地域密着型金融の推進に関する基本方針

当行は、経営理念の一つとして「地域と共に発展していく銀行」を掲げ、地域密着型金融の推進に積極的に取り組んでお

 
ります。地域が本格的に復興し発展していくためには、地域の中小企業等が経営改善や事業拡大等を通じて経済活動を活性

 
化していくことが必要となることから、地域金融機関として、円滑な資金供給にとどまらず、経営課題への適切な助言や販

 
路拡大等の経営支援、事業再生支援等、ニーズに応じた多様な金融サービスの提供を行っていきます。

地域金融の円滑化

経営力の強化
地域の利用者の

利便性向上・地域への貢献

お客さまに、一層信頼してお

 取引を頂けるよう、強固な経

 営基盤の構築と内部管理態

 勢の強化に努めます。

地域に密着したコミュニティ

 銀行として、地域金融の円滑

 化を図ります。

お客さまのニーズにマッチした

 真に魅力ある金融サービスを提

 供し、地域活性化へ向けた積極

 的な貢献を行ってまいります。

・中小企業との取引拡充
・中小企業再生のための
経営改善支援強化



２．中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

－2－

●サポート体制の充実
中小企業や個人事業主の皆さまに対する資金供給のほか、販路拡大等の様々なニーズにお応えできるよう、各関係機

関と連携し組織的なソリューションの提供に努めております。

●コンサルティング機能の強化
医療経営士や動産評価アドバイザー等、各種資格の取得を奨励し、高度専門的な知識やスキルを有する職員の養成に

注力しております。また、融資・目利き・お客さま支援関連のテーマを中心とした研修会を実施し、職員の資質向上に
努めております。

証 券 外 務 員 資 格 ・金融商品に関する専門知識を備えるとともに、法令諸規則を遵守し、公正かつ健

全な金融商品取引業務を行うため、常勤役員及び管理職全員が取得しております。

医 療 経 営 士 ・医療経営士資格取得者の配置（平成25年度20名）により、医療介護分野における

コンサルティングサービスを強化しました。

動産評価アドバイザー ・動産評価アドバイザー資格取得者の配置（平成25年度4名）によりＡＢＬ（動産

担保融資）の取組み態勢を構築しました。

研 修 会 の 実 施 ・平成24年1月から、管理職の資質向上のため、融資・目利き・お客さま支援関連

のテーマを中心とした管理職研修会を毎月一回土曜日に実施しているほか、担当

別、階層別に、見合ったテーマを選定し研修会を実施しております。

資金調達

事業拡張

リスクヘッジ
経営改善

研究開発 ＩＴ化

販路拡大

大

 東

 銀

 行
地方自治体リース・クレジット

政府系機関

大学研究機関

生損保証券 保証協会
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３．中小企業の経営支援に関する取組み状況
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●創業・新規事業開拓の支援

取組み施策 具体的な内容

創業・新事業等にかかる事業計画策定、

 
ﾆｭｰﾏﾈｰ供給等の支援

・創業や新規事業向けの融資実績：21件
うち福島県制度融資「起業家支援保証制度」を活用した創業支援：７件

・事業計画策定にかかる支援：48件
・当行は、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」の認定を受け、
中小企業の皆さまの経営状況の分析、事業計画策定や実施に係る指導・助言のほか、
「経営力強化保証制度」（※）の取扱いを行っております。

※「経営力強化保証制度」とは、中小企業経営力強化支援法に基づく全国統一の信用保
証制度で、金融機関や経営革新等支援機関等が連携して中小企業の皆さまの経営力
強化を図るものです。

●成長段階における支援

取組み施策 具体的な内容

ビジネスマッチング情報の蓄積、提供
・販路拡大情報：20件

 

うち成約：4件
・不動産情報紹介：8件

成長分野（医療関連、再生可能エネル

 
ギー）への支援 ・再生可能エネルギーに関する取組み：22件

●経営改善・事業再生・業種転換等の支援

取組み施策 具体的な内容

経営改善支援取組み先の選定、支援 ・経営改善支援取組み先数：101先、再生計画策定先数：84先

事業承継支援
・事業承継の支援を必要とするお客さまに対して、後継者の有無や事業継続に関する経

営者の意向を踏まえつつ、資産承継支援、Ｍ＆Ａの支援等を実施しております。



４．中小企業の経営支援に関する取組み事例（１）
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●原発事故による風評被害を受けた事業者への経営改善及び新規融資の取組み

経緯

・Ａ社は、菌床椎茸栽培を行う企業として、平成20年7月に設立。
・試験段階を経て栽培施設等を順次増設し、安定した生産体制を整えてきた矢先に、東日本大震災及び原発事
故が発生。風評被害により、一時は売上高が半分まで減少。

・さらに、菌床として使用するおが屑は、放射線量を低減させるため、原木の皮を剥いでから精製せざるを得
ず、従来よりも養分が少なくなり生産量も減少。

・しかし、地元スーパーマーケットへの調査ではＡ社商品の評価は高く、生産量を確保できれば売上回復は見
込まれる状況であることから、Ａ社は増産体制整備を希望していた。

当行の

 
取組み

・スーパーマーケットへの調査を行った結果、依然としてＡ社商品の評価が高いことを確認。
・Ａ社の増産体制整備を検討するにあたり、当行は事業計画策定支援を行うとともに、木材加工流通施設等復
旧対策事業補助金や利子補給制度、及び低利で調達できる政府系金融機関の制度資金（代理貸）の活用等を
アドバイスした。

・増産に必要な増加運転資金を確保するため、菌床及び菌床椎茸を担保としたＡＢＬ（動産担保融資）を実行
した。

・Ａ社の販路拡大のため、当行取引先であるスーパーマーケット等の紹介を行った。

Ａ社（菌床椎茸栽培）

○風評被害による売上高の減少。
○商品の評価は高く、生産量を確保できれ
ば売上回復は見込まれる状況であること
から増産を希望。

当行

○スーパーマーケットへの調査を行った
結果、依然としてＡ社商品の評価が高
いことを確認。

①事業計画策定支援

②各種補助金や制度資金活用の
アドバイス

③制度資金やABLによる資金供給

④当行取引先であるｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ等
の紹介

本件による効果

金利負担を軽減した設備投資の実現 ABLの活用による資金調達の多様化 販路拡大による売上げ増加



４．中小企業の経営支援に関する取組み事例（２）
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●ビジネスマッチング

経緯

・Ｃ社は歯列矯正ワイヤーや体内固定用ケーブル等の医療機器及び抵抗器等の精密部品を製造する企業。
技術力は高く評価されているが、生産設備と販売力が乏しいため量産できず、収益力が課題となっていた。

・Ｄ社はカテーテル等の医療機器と精密機械を製造する企業。
受注先が工場を増設し内製化を図ったため、売上げが大きく落ち込む可能性があった。

当行の

 
取組み

・Ｃ社は先進技術実証・評価設備整備等補助金や津波原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金の採択を受
け、事業計画を策定していたものの、当行では現状の問題点や事業規模の妥当性等をふまえ、計画の見直し
を提言した。

・また、Ｃ社とＤ社ともに医療機器製造業者であることから、２社を引き合わせ、Ｃ社の製品をＤ社で製造す
ることを提案した。

・両社のニーズがマッチしたことから話がまとまり、Ｃ社が試作品を作成し、Ｄ社がそれに合わせた設備を準
備し量産することになった。

取組み
の成果

・お互いの技能、設備、販売先について検討した結果、Ｃ社が商品を開発し、Ｄ社が製造、Ｄ社のブランドで
Ｃ社が販売することで合意した。

・Ｃ社は売上高を大きく伸ばせることになり、実現性の高い計画の作成が可能になった。
・Ｄ社は、技術力の高いＣ社と提携することで、設備の稼働率が向上するほか、他の分野での連携も見込める
ことから、新たな事業展開の可能性ができた。

Ｃ社（医療機器及び精密部品製造業）

○高い技術力
○生産設備と販売力に課題

当行

○両社のニーズを把握し、マッチング

本件による効果

技術力を活かした商品開発 稼働率向上 売上げ増加

Ｄ社（医療機器及び精密機械製造業）

○受注先の内製化により、売上げが大きく落
ち込む可能性があった。

新たな事業展開



５．地域活性化に対する取組み状況（１）

●各種セミナーの開催

内容
お客さまの関心の高いテーマについて専門家をお招きし、

 
各種セミナーや相談会を開催しております。

取組み
事例

・投資信託セミナーの開催（平成25年5月）
・介護セミナーの開催（平成25年7月）
・消費税転嫁対策セミナーの開催（平成25年12月）
・所得税還付申告相談会の開催（平成26年1月）
・ビジネスマナー研修会の開催（随時）

参加されたお客さまからは、「関心の高い・話題性の高い

 
テーマで、大変勉強になった」、「大変参考になるので

 
時々開催してほしい」、とのご感想、ご要望をいただきま

 
した。
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●地方公共団体との連携

取組み

 
事例

郡山市との包括連携協定を締結

協定の

 
目的

郡山市と当行が相互に緊密に連携することにより、双方の

 
資源を有効に活用した協働による活動を推進し、東日本大

 
震災からの復興、地域の活性化及び市民サービスの向上に

 
資することを目的としております。

【包括連携協定締結式の模様】

【介護セミナーの模様】



５．地域活性化に対する取組み状況（２）
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●「職場体験学習」の実施

内容

地域の小中学生等を対象にした「職場体験学習（金融教

 
室）」を積極的に受け入れております。銀行業務に関する説

 
明や見学のほか、体験型のカリキュラムを多く取り入れてお

 
ります。

取組み
事例

平成25年度は、計9回、延べ60名を受け入れました。
参加された生徒さん達からは、「実際に自分の通帳を作成し

 
たほか、お札を数える練習や名刺交換等の銀行業務の基礎を

 
学ぶことができ、大変有意義な職場体験学習だった」との感

 
想をいただきました。

●地域やお客さまに対する積極的な情報発信、お客さまニーズの把握

内容

当行の取組みを知っていただくため、ＩＲ決算説明会やディ

 
スクロージャー誌、ホームページ等を通して積極的な情報発

 
信に努めております。
また、お客さま全先訪問を実施し、きめ細やかなお客さま

 
ニーズの把握に努めております。

取組み
事例

・ＩＲ決算説明会の開催（県内4地区）
・全店ＩＲの開催（県内26営業店、宇都宮支店）
・ディスクロージャー誌及びミニディスクロージャー誌の発
刊（年2回）

・ホームページのリニューアル、スマートフォンへの対応
・全先訪問の実施（随時）

【IR決算説明会の模様】

【職場体験学習の模様】



本資料に関するお問い合わせは、以下までお願いします。
大東銀行

 

経営部

 

℡024－925ー1111
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