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地域密着型金融推進計画
平成20年４月～平成21年3月の実績
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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。

地域密着型金融の機能強化へ
向けた継続的な取組み

地域密着型金融の機能強化へ
向けた継続的な取組み
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・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

〈 地域密着型金融推進計画の全体像 〉
大東銀行



当行の目標数値と実績

相談件数　２００件

成約件数　　８０件

（２年間）

１０％台

４．９％以下

８０％以上

８５％以上

１，８００先

（２年間）

平成２１年３月末

目標数値

３４３件

１１０件

・ビジネスマッチング相談

・同成約件数

３．地域の利用者の利便性向上

　 ・地域への貢献

８．５７％

５．６５％

・自己資本比率

・開示債権比率

２．経営力の強化

８０．６％

９１．１％

１，６１１先

・中小企業向け貸出比率

・県内融資比率

・新規貸出先数

１．地域金融の円滑化

平成２１年３月末

実績
経営指標等項目

平成２１年３月末における目標数値に対する実績は以下のとおりです。
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その他主要計数の実績

当計画に関する主要計数の実績（平成20年4月～平成21年3月）は以下のとおりです。

財務制限条項付融資
３件

１６６百万円
財務制限条項活用融資

２５件

３３２百万円

創業・新事業支援を資金使途とした融資

（プロパー貸出、制度融資他）
創業・新事業支援融資実績

８８．４６％

（２３先／２６先）

再生計画策定先数（正常先除く）／経営改
善支援取組み先数（正常先除く）

再生計画策定率

ランクアップ先数（正常先除く）／経営改善
支援取組み先数（正常先除く）

経営改善支援取組み先数（正常先除く）／
期初債務者数（正常先除く）

主要計数の定義等

個人保証・不動産担保に過度に依存しない融資への取り組み

中小企業に適した資金
供給手法の徹底

３０．７７％

（８先／２６先）
ランクアップ率

１．２２％

（２６先／２，１３４先）
経営改善支援取組み率

ライフサイクルに応じた
支援強化

平成２１年３月末

実績
主要計数項目
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〔平成20年4月～平成21年3月の実績（全体） （1/2） 〕

－4－

基本方針 平成２１年３月末実績 事例紹介

①地域金融の円滑化

お客さまの視点に立った営業 お客さまのﾆｰｽﾞに合った商品の提供 県内大学等との提携教育ﾛｰﾝの取扱拡大　　※提携先数１７校

退職金定期預金の取扱（20.4.10）

住宅ローンご利用者向け無担保ローン「だいとうローンアシストⅠ」の取扱開始(20.5.1)

「海外旅行保険インターネット契約サービス」の取扱開始(20.5.7)

投資信託新商品の取扱開始(MHAM豪ドル債券ファンド、グローバル高金利通貨オープン）(20.5.27)

ローンセンター２か所の新設及び既存ローンセンターの強化(20.7.1)

「外貨宅配サービス」のインターネット受付開始(20.7.22)

第19 回懸賞金付定期預金の発売（20.11.4）

個人向け無担保ローン「だいとうローンアシストⅡ」の取扱開始（21.11.10）

国民年金基金加入申出受理に関する業務の受託開始（20.12.1）

がん保険・医療保険の取扱開始（21.3.2）

お客さまの目的、ﾗｲﾌｻｲｸﾙにあわせた融資手法等 昭和ﾘｰｽとの業務提携による動産担保保証融資(ABL)の取扱開始(20.4.1)

経営改善支援を目的とした、取引先企業に対する研修会講師の派遣 事例１

業種別審査体制の整備 業種別審査研修会等の実施(20.4.18)

人材の育成、活用 人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの高度化、推進 第2種証券外務員資格取得者数（行員）516/639名（80.8%）(21.3.31現在)

事業法人営業専担者の配置（20.4.1）

「人材育成プログラム」の改正(20.4.1)

平成21 年4 月入行者の追加採用並びに中途採用(キャリア)の実施（21.1.5）

外部研修の活用 事業法人営業専担者を対象とした「融資判断能力養成講座（第二地銀協主催）」への参加

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ、Ｍ＆Ａ等の積極的展開等 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ相談178件、同成約60件

外部諸機関との協働 ﾉｳﾊｳやﾈｯﾄﾜｰｸ、最新手法の活用等 福島県中小企業再生支援協議会の活用による企業再生への取組み

総合メディカル㈱との業務提携(20.7.1)

「地域力連携拠点事業」に係る郡山商工会議所・福島県商工会連合会とのパートナー連携・協力(20.8.19)

②経営力の強化

強固な経営基盤の構築 不良債権処理、圧縮および新規発生防止 営業店との協働による企業の実態把握と中間管理の強化

付加価値提案型営業の定着化、進展 新格付・自己査定システムの導入・稼動(20.4.21) 事例２

ＩＴの戦略的活用 新勘定系システム稼働（21.1.4）

新人事制度による行員のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ向上等 裁判員制度休暇の新設(20.8.1)

エクセレントテラーの社内公募(20.9.17)

顧客保護、内部管理態勢の強化 顧客保護、内部管理態勢の強化 『「受取書」及び「預り証」発行のご案内』の周知（20.7.16）

振込詐欺被害の未然防止（ATMコーナーでの携帯電話使用をご遠慮いただく取組み）　(20.7.25～)

「反社会的勢力への対応に関する基本方針」の制定（20.10.1）

大東銀行



〔平成20年4月～平成21年3月の実績（全体） （2/2） 〕

－5－

大東銀行

基本方針 平成２１年３月末実績 事例紹介

③地域の利用者の利便性向上、地域への貢献

お客さまの満足度を重視した経営の お客さま満足度ｱﾝｹｰﾄ、株主ｱﾝｹｰﾄの実施と施策への反映等 第2回お客さま満足度ｱﾝｹｰﾄ結果の公表（20.5.15）

確立と徹底 第5回株主ｱﾝｹｰﾄ実施(20.6.20)

お客さまのご意見・ニーズの把握 お客さまから発信された情報を蓄積・加工・活用 コミュニケーションボードの全営業店設置(20.4.15)

株主優遇定期預金の取扱(20.7.1)

社内提案制度の活用 社内提案制度の継続実施

お客さまに対する積極的な情報開示 地域社会におけるＩＲ活動への積極的な取り組み 県内4地区でのIR決算説明会実施(4地区で年2回開催、計603名出席)

ｱﾅﾘｽﾄ等市場関係者向け会社説明会開催(東京で1回開催、70名出席)

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況（平成19年度）の公表(20.5.15)

ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌、ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の刊行

全店ＩＲの開催(21.1.16) （31会場、376名）

地域活性化に向けた積極的な貢献 地域社会への積極的な参画 地域行事への参画(郡山ｼﾃｨﾏﾗｿﾝ協賛、郡山まちなか子供夢駅伝協賛　他)、一店一奉仕活動

ｴｺ定期預金「ふるさと環境応援団」の取扱実績に基づく「湖美来基金」への寄付（２回目）(20.4.11)

ｴｺ定期預金「ふるさと環境応援団」の延長(20.4.14)

うつくしま県民債の積極取扱い（20.5.19）

ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ実施(20.6.1～9.30) 事例３

岩手・宮城内陸地震義援金に係る手数料無料化（20.6.26）

温暖化防止及び環境保護への取組み強化(20.8～)

24時間テレビチャリティー募金の取扱（20.8.1～ 20.8.29）

TKC福島県支部情報交換会への参加(20.8.28)

ｴｺ定期預金「ふるさと環境応援団」の取扱実績に基づく「湖美来基金」への寄付（３回目）(21.2.4) 事例３

お客さまの目的、ﾗｲﾌｻｲｸﾙにあわせた新商品開発 ご契約のお客さまの子育て支援を目的としたお子様誕生お祝い金付住宅ﾛｰﾝ「にこにこ家族」の 事例３

取扱延長(20.10.1～21.9.30)

外部機関との連携 福島県保険医協会融資制度の推進

原油高騰などの影響を受けている企業向けの全国石油協会制度資金の推進

福島大学との産学官連携・協力に関する協定の締結(20.5.14)

会津大学との産学官連携・協力に関する協定の締結（21.3.30）

情報集積を活用した地域経済への貢献 商工会議所等の各種ｾﾐﾅｰに対する講師、相談員の派遣 企業景気予測調査(県内260社対象)実施、回答結果公表「最近の県内経済情勢について」(20.6.18)

福島民報「ふくしま住まいの新築総合サイト」への住宅ローン情報の提供(20.7.24)

異業種交流勉強会MBA２１へ講師派遣(能勢社長)(20.7.29) 事例４

「メディカルクリエーションふくしま2008」への出展（20.11.20）

企業景気予測調査(県内260社対象)実施、回答結果公表「最近の県内経済情勢について」(20.12.19)

相双法人会 浪江・双葉支部へ講師派遣(能勢社長)(21.2.9) 事例４

お客さまの目的、ﾗｲﾌｻｲｸﾙにあわせた支援･相談体制の充実 「税金」「年金」「資産運用」をテーマとしたお客さまセミナーの開催（合計9回、244名参加） 事例４

中小企業金融円滑化に向けた「休日・平日相談専用ダイヤル」の設置（20.12.27）



〔ご紹介したい取組み事例（事例1）〕

取引先企業に対する研修会講師の派遣等を通じた経営改善への取組み

【取組み内容】

・Ａ社は、近年における「市場の低迷による売上減少」「同業他社との競合激化による販売単価の低下」「材料費および燃料費の大幅
な上昇」等、経営環境の大幅な変化により、経営基盤は安定しているものの収益が圧迫されている状況であることから、経営改善
に取り組んでいる先。

・Ａ社の経営陣は率先して経営改善に取組んでいるが、幹部職員の経営改善意識が低調であったため、当行の経営支援担当は、
経営改善の成功のポイントは、経営陣をはじめとする従業員の意識改善からであると考え、意識改善と経営能力改善のための研
修会（1泊２日）講師を引き受けた。

・研修会においては、当行の役員、担当部長、経営支援担当者が、「当社の財務内容」、「リーダーの役割」、「経営改善のポイント」
　の講義を実施した。
・その後、幹部職員による「どうすればやる気のある人材を増やせるか・現状分析・問題点抽出・その原因・改善策・幹部として何をす
べきか」をテーマとした討論を行い、個々の問題点への対応策を徹夜で策定、２日目の研修会最後に経営陣に策定結果を発表した。

・当社の幹部職員は担当部署の業務への対応で精一杯であったため、一同に会して他部門の話を聞く機会が無く、他部門への関心
　も少ない状況であったが、今回の研修により、幹部職員間で「危機意識」を共有するようになり、また、他部門の問題点、経営改善
　の必要性、幹部職員としての役割等が十分認識できるようになった。
・20年度決算は幹部職員の率先した行動もあり、増収増益の勢いで推移している。

【一連のながれ】

A社

市場の低迷による
売上減少

－経営環境の大幅な変化

コストの上昇
競合激化による
販売単価の低下

幹部職員（経営改善意識が低調）

経営陣（率先して経営改善に取組んでいる）

温度差

問題点

講師の
派遣

Ａ社の経営改善のポイントは「経営陣をはじめとする従業
員の意識改善である」と分析

研修の

提案

・「当社の財務内容」「リーダーの役
割」「経営改善のポイント」 を講義

・幹部職員による「現状分析・問題
点抽出・その原因・改善策・幹部
として何をすべきか」をテーマとし

　た討論

１日目

・経営陣に
　
策定結果
を発表　

　　　

・ 問題点へ
の対応

　策を徹夜
　で策定

２日目

本件による効果

幹部職員の
意識改革

経営陣、幹部職員、
部門間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

円滑化

収益の改善
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〔ご紹介したい取組み事例（事例2）〕
　ITの活用によるお客さまサービスの向上

～新格付・自己査定システムの導入によるお客さまの利便性向上～

【主な特徴点】

・有限責任中間法人ＣＲＤ協会が開発したスコアリングモデル（ＣＲＤモデル）を活用することにより、従来に比して融資案件審査にお
　ける客観性及び信頼性が向上しています。
・これまで営業店が本部との間で行っていた、格付取得の作業が電子化されペーパーレスとなったことから、格付決定までの期間が
　短縮されました。
・各企業の実態財務比率分析等については、これまで手作業で作成していましたが、新格付・自己査定システムの導入により、パソ
　コン上で自動的に作成されるようになりました。
・これらの新機能を活用することで、お客さまからの融資申し込みに対する回答が迅速化され、お客さまの利便性が向上しました。

【本システムの概要図】

※これまで紙ベースで移動していた書類等が、新システム導入後はデータで移動するようになり、
　 お客さまからの融資申し込みに対する回答が迅速化され、お客さまの利便性が向上しました。

当行営業店

支店長 担当者

当行本部

審査部

ＣＲＤ
スコアリングモデル

サーバ
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〔ご紹介したい取組み事例（事例3）〕

　地域社会への貢献を目的とした商品・サービスの充実

地域の環境保護活動を積極的に支援するため、エコ定期預金「ふるさと環境応援団」を発売
し、預金残高に応じた金額を当行が「湖美来基金」に寄付しています。

エコ定期預金「ふるさと環境応援団」は、環境
保護活動に対する関心の高まりとともに、個人
のお客さまや企業の皆さまから幅広いご支持
をいただいております。
本商品の取扱残高に基づき、平成19年7月以

降、計３回、１５５万円（当行職員からの寄付も
含みます。）を「湖美来基金」へ寄付いたしまし
た。

～当行は、環境問題や少子化問題等に対して積極的に取り組んでまいります。～

【エコ定期預金の仕組み】

県内銀行初のｸｰﾙ・ﾋﾞｽﾞの実施により、
温暖化問題に取り組んでいます。

お子様誕生記念お祝い金付住宅ﾛｰﾝ
「にこにこ家族」の発売を通じ、子育て
支援を行っています。

平成19年7月から、当行で住宅ﾛｰﾝを

新規にお借り入れいただいたお客さま
に、お子様が誕生された場合、お子様
一人につきお祝い金5万円を贈呈して

おります。
※対象となる条件等につきましては、当行窓口の　
　
　 店頭説明書にてご確認ください。

平成20年6月～9月まで、本支店役職

員及びグループ会社役職員の全職員
がクールビズの取組みに参加しました。
平成21年度以降についても、継続して
取り組んでまいります。

※「湖美来基金」とは、猪苗代湖および裏磐梯湖沼郡の流域における水環境保全活動の推進
　を図り、これらの湖を美しいまま未来の世代に引き継いでいくことに寄与することを目的として、
　県と郡山、会津若松、猪苗代、北塩原の四市町村や地域の民間団体等でつくる「猪苗代湖・
　裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会」が運営主体となり、平成14年7月に設立されたも

　のです。

エコ定期預金の
預金残高に応じた
金額を寄付

預金者の
皆さま 当行

湖美来基金
（※）

お預け入れ

お利息

エコ定期預金を通じて
福島の環境保護活動
に参加

お
利
息

運
用

県内外
企業・個人

環境保護活動に対する関心の高まり
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〔ご紹介したい取組み事例（事例4）〕

　経済団体等の各種セミナーに対する講師、相談員の派遣

【相双法人会 浪江・双葉支部】

【異業種交流勉強会ＭＢＡ21】 【トリプルセミナー】

相双法人会 浪江・双葉支部へ当行社長が講師として招かれ、
「世界経済が地域経済に及ぼす影響」をテーマとする講演を
行いました。参加者の方々からは、活発なご意見が寄せられ
ました（平成21年2月） 。

当行職員および外部講師による「税金」、「年金」、「資産
運用」をテーマとしたセミナーを年間９回開催し、約２５０
名のご参加をいただきました。
参加されたお客さまからは、「大変参考になるので時々
開催してほしい」、「相続税、年金、投資信託と関心の高
い話題のセミナーで大変勉強になった」とのご感想、ご
要望をいただきました。

講師などの派遣を通じ、積極的に経営情報などを紹介し、
地域の皆さまとの双方向のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図っています。

お客さまの資産運用等、相談業務の充実をはかり、地域の皆
さまのお役に立つ情報提供に努めております。

異業種交流勉強会ＭＢＡ21において、当行社長が「大東銀行
における人事制度の改革について」と題して、地元経営者の
方々へ講演いたしました（平成20年7月） 。

～当行は、様々な情報発信を通じて、地域経済の発展へ貢献してまいります。～
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～テーマの一例～
　第1部　有効な相続税対策
　第2部　ねんきん特別便について　
　第3部　投資信託による資産運用　

大東銀行


