
はましん地域密着型金融推進実績（平成２４年度）

取組方針及び目標 具体的取組策 上　　期 下　　期 通期実績

１．「事業者のお客様へのコンサルティング機能のさらなる発揮」

（１）

●お客様へのコンサルティング機能
向上を目的とした、各業種・業態の
理解、財務分析・企業診断能力の
向上

●経営改善支援講座　１回
●自己査定、信用格付講座　１回
●事業性融資案件事例講座（初級編）　１回
●事業性融資案件事例講座（中級編）　１回
●事業性融資案件事例講座（上級編）　１回
●不動産担保評価講座　１回
●目利き力養成講座　２回
●渉外レベルアップ講座　１回
●決算書基礎講座　１回
●財務分析講座　１回

●個人のお客様の資産運用・資産
形成の相談に応対できる能力向上

●預かり資産レベルアップ講座　１回
●投資信託販売研修　２回
●保険販売研修　２回
●ＭＡフォローアップ研修　１回
●住宅ローン基礎講座　１回
●テラースキルアップ講座　１回
●年金推進リーダー講座　１回
●オープンナイトカレッジ　８回

●多種・高度な金融相談・経営相談
に対応する為、中小企業診断士・
M&Aスペシャリスト・動産評価アドバ
イザーの養成

●中小企業診断士養成研修の実施　１回
●Ｍ&Ａスペシャリスト養成講座への派遣　２名
●動産評価アドバイザー養成講座への派遣
３名

●事業者のお客様のアジア地域等
への進出支援・相談に対応できる職
員の能力向上

●日本貿易振興機構（ジェトロ）での海外交流
支援制度への研修派遣　１名研修派遣

（２） 創業・新事業支援機能等の強化

★創業・新事業支援機
能等の強化

●成長分野である医療・介護、農
業、環境関連事業についての創業、
新事業展開支援
＜目標＞経営革新認定件数２０件

●専門的な知識をもった職員と営業
店職員とが一体となったお客様へ
のサポートを実施
●新事業展開を図る事業者のお客
様の経営革新認定取得を支援

●専担者との同行訪問
による提案型セールス
の実施。
●経営革新認定取得
１０件。

●専担者との同行訪問
による提案型セールス
の実施。
●経営革新認定取得
１０件。

●【上期】経営革新承認認定件数１４件、ＢＣＰ
計画作成支援３件
●【下期】経営革新認定件数１５件
新連携認定件数３件、地域密着ビジネス販路
開拓助成事業認定件数１件
●【通期】経営革新承認認定件数２９件

（３） お取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

★お取引先企業に対す
る経営相談・支援機能
の強化

●「中小企業支援ネットワーク事業」
等、中小企業支援施策を活用した
支援実施
＜目標＞第６回ビジネスマッチング
フェアの開催（７月２４日、２５日）
＜目標＞ビジネスマッチング件数
１１０件

●関東経済産業局「中小企業支援
ネットワーク事業」への参画
●展示商談会、個別商談会開催に
よるマッチング機会の創出

●公的施策の専門家
派遣制度を活用した高
度なコンサルティング
サービスの提供。
●第６回ビジネスフェア
開催。
●CRM等を活用した情
報の共有化によるマッ
チングの推進。
マッチング件数６０件。

●公的施策の専門家
派遣制度を活用した高
度なコンサルティング
サービスの提供。
●アンケートの実施と
フォローによるマッチン
グの推進。
●東海地区ビジネス
フェア、他金庫開催の
ビジネスフェアに関する
情報発信によるマッチ
ング機会の創出。
・マッチング件数５０
件。

●専門家派遣実績
１０月１日より「はましん専門専門家派遣制度」の
運用開始。９月２６日経営サポート課、専門家を交
えたキックオフミーティング開催。
【通期】公的派遣制度利用４０社（１２１回）はましん
専門家派遣利用７社（２６回）合計４７社（１４７回）。
●ビジネスマッチングフェアの開催
浜松商工会議所、遠州信用金庫と連携してプロ
ジェクトチームを結成。７月２４、２５日に開催。来場
者数８，１５０人。
●ビジネスマッチング件数
【上期】当金庫主催ビジネスフェアガイドブック、し
ずおか信金主催ビジネスフェアガイドブックの誌上
マッチング７２面談（９０件）。
【下期】誌上マッチング件数２２件。
【通期】誌上マッチング件数１１２件。
●他地区ビジネスフェアの情報提供
９／７東海地区しんきんフェア（お取引先出展２２
社）、９／１５三遠南信サミット（お取引先出展９
社）、１０／１７ビジネスマッチング静岡（お取引先
出展８社）など、他金庫と連携してマッチング機会
を提供。１１／１城南信金フェア（お取引先出展２
社）、１１／８東京東信金フェア（お取引先出展５
社）の出展をサポート。

（４） 事業再生に向けた積極的取組み

★事業者のお客様の過
剰債務の解消、事業の
再構築等、事業再生に
向けた積極的な取組み

●事業者のお客様の過剰債務の解
消、事業の再構築等、事業再生に
向けた積極的な取組み

＜目標＞
●経営改善支援取組先数
２００先
●経営改善計画書策定先数
２０先
●債務者区分ランクアップ先数
１０先

●営業店と本部経営サ
ポート課が一体となっ
た事業再生への取組
強化（業況が芳しくない
お客様の業況改善、業
況悪化の未然防止）
●静岡県中小企業再
生支援協議会を積極
的に活用した企業再生
への取組
●中小企業ネットワー
ク強化事業活用等、外
部専門家と連携した企
業再生

●経営改善支援取組先数　 　 ２０４先
●経営改善計画書策定先数　　 １１先
●債務者区分ランクアップ先数　１４先

（５） 事業承継

★事業承継支援
●M&A取扱件数　７件
（内事業承継に伴う案件３件）

●支援機関、法務・財務・税務等の
外部支援専門家と連携し、質の高
い金融サービス提供
●「静岡県事業引継ぎ支援セン
ター」との連携強化

●M&A目標　３件
●M&A目標　４件
●お客様向け事業承
継セミナーの開催。

●【上期】成約件数３件、秘密保持契約７件
アドバイザリー契約２件。
●【下期】秘密保持契約１９件、アドバイザリー
契約３件。
●【通期】成約件数３件、秘密保持契約２６件、
アドバイザリー契約５件。

目利き能力の向上のための人材の育成

項　　　　　目
平成２４年度の実施予定計　　　　　画

★人材育成

●目利き能力、提案能力の向上

●スペシャリストの養成

●中小企業診断士養成研修の実施
●Ｍ&Ａスペシャリスト養成講座への派遣
●動産評価アドバイザー養成講座への派遣

●日本貿易振興機構（ジェトロ）での海外交流
支援制度への研修派遣

●預かり資産レベルアップ講座の実施
●投資信託販売研修の実施
●保険販売研修の実施
●ＭＡフォローアップ研修の実施
●住宅ローン基礎講座の実施
●テラースキルアップ講座の実施
●年金推進リーダー講座の実施
●オープンナイトカレッジの実施

●経営改善支援講座の実施
●自己査定、信用格付講座の実施
●事業性融資案件事例講座（初級編）の実施
●事業性融資案件事例講座（中級編）の実施
●事業性融資案件事例講座（上級編）の実施
●不動産担保評価講座の実施
●目利き力養成講座の実施
●渉外レベルアップ講座の実施
●決算書基礎講座の実施
●財務分析講座の実施

●重点支援対象先を
選定し、営業店と本部
経営サポート課の協調
体制による企業再生へ
の取り組み実施
●静岡県中小企業再
生支援協議会との積極
的な連携（メインとして
の案件相談及び他行
案件への協調）
●外部専門家（コンサ
ル・税理士・弁護士ほ
か）と連携した企業再
生支援

1



はましん地域密着型金融推進実績（平成２４年度）

取組方針及び目標 具体的取組策 上　　期 下　　期 通期実績
項　　　　　目

平成２４年度の実施予定計　　　　　画

（６） 目利き機能の向上をはじめ事業価値を見極める融資

★積極的な金融円滑化
対応

●出口戦略としてお客様の類型に
応じた課題解決策の提案と経営改
善計画の策定

●課題解決策の実行及び進捗状況
の管理

●経営改善計画策定
（信用格付先かつ借入
残高３０百万円以上
先）

●お客様の類型に応じ
た 適な課題解決策の
提案と実効性確保

●信用格付先かつ借入残高３０百万円以上先
の経営改善計画策定（実抜・実抜外）
●円滑化法期限到来後の対応方針に変わり
はない旨、訪問・面談、文書郵送、ホームペー
ジにて周知徹底

２．「地域の面的再生への積極的な参画」

（１） 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

★点から線、線から面
的再生へ

●地域中小企業と地域の大学生、
高校生との就職ミスマッチ解消
●大学等教育機関、各種団体との
連携による地域活性化への取り組
み

●静岡県との連携による「就職応援
フェアin浜松」を開催
●工業高校生による地域中小企業
研究会の開催
●大学とお取引先企業との情報交
換をコーディネートし、産学の連携
強化を図る
●「はままつまちなかにぎわい協議
会」が開催するプロジェクトへの参
画

●平成２４年７月
大学生、高校生を対象
とした就職応援フェア
の開催
●平成２４年８月
工業高校生による地域
中小企業研究会の開
催
●大学のシーズと企業
のニーズのマッチング
推進（技術相談１０件）
●「浜松まちなかにぎ
わい協議会」への職員
派遣

●大学のシーズと企業
のニーズのマッチング
推進
（技術相談１０件）
●「浜松まちなかにぎ
わい協議会」が開催す
るイベントPR等の支援

●「就職応援フェア」の開催。７月２４日開催の
ビジネスフェアにおいて、「就職応援フェアin浜
松」を開催。大学生・既卒者等８４名、地域の
工業高校生１５２名が参加。
●「高校生の企業研究」の実施。８月２２日。市
内の工業高校生１１２名が参加し、９班に分か
れて１８社を訪問。
●大学との技術相談実績。
【上期】技術相談件数１５件。うち１件が大学と
の共同研究に発展。
【下期】技術相談件数１５件
【通期】相談件数３０件。
●金庫職員が「まちなかにぎわい協議会」幹
事、「浜松まちなかマネジメント（株）」監査役と
して企画・運営に関与。「まちなかにぎわい協
議会」が開催する各種イベントへの集客協力
などのサポートを実施。７月主催のビジネス
フェアに「まちなかにぎわい協議会」としてブー
ス出展し、ＰＲ活動を実施。

（２） 地域の活性化につながる多様なサービスの提供

★多様なニーズへの対
応

●地域あるいは社会全体のニーズ
である子育て支援、環境、海外進出
支援に配慮した取組みの推進

●子育て支援に寄与する商品・
サービスの提供
●環境活動等に貢献する商品・
サービスの提供
●海外進出予定先等へのサービス
の提供

●子育て応援定期積金実績
　１０３件　契約額６４，１３０千円
●学資保険販売実績
　１４４件
●エコ定期積金　４，７６７件
　契約額９，３０６，３８６千円
●ソーラーローン実績
　７５件　　実行金額１５０，５００千円
●くらしのセミナー開催実績
　９回
●ＦＨＡ２０１２　シンガポールフードフェアへの
出展支援

３．「お客様、地域の皆様への積極的な情報発信・意見収集」

（１） お客様のご意見の経営への反映

★お客様のご意見の経
営への反映

●総代の皆様からの意見収集によ
る経営への反映
●総代以外のお客様からの意見収
集による経営への反映

●総代の皆様からの意見収集を総
代会・懇談会を通じ、年２回実施
●「はましんふれあいフォーラム」を
通じ総代以外のお客様から意見・要
望を取り入れ経営に反映させていく

●平成２４年６月
通常総代会開催
●平成２４年７月
はましんふれあい
フォーラム開催

●平成２４年１２月
総代の皆様との懇談会
開催

●平成２４年６月２２日総代会終了後、総代の
皆様との懇談会を実施。
●７月１０日　はましんふれあいフォーラムを開
催し意見収集を実施、経営会議にて報告。
職員へもアンケート結果をフィードバックした。
●１２月４日総代の皆様との懇談会を実施、半
期ディスクロを配布し理事長より業況報告を
行った。

（２） 情報開示の充実・強化

★情報開示の充実・強
化

●ディスクロージャー誌、ホーム
ページ等における情報開示の充実・
強化

●当金庫経営内容、地域密着型金
融の取組み等に関する情報をお客
様、地域の皆様に分かりやすく開示
し、当金庫の各種取組みに関する
理解を深めていただく。

●平成２４年６月にミニディスクロージャー誌９
万部、７月にディスクロージャー誌５千部を発
刊したほか、各四半期ごとにディスクロー
ジャー誌を発刊、当金庫ホームページでも公
開。
●ミニディスクロージャー誌は絵本風の表紙及
び挿絵を導入したほか、写真を多用し親しみ
やすく分かりやすい誌面構成を進めた。

４．「企業の社会的責任（ＣＳＲ）に根ざした経営」

（１） 予防策を中心とした多重債務者問題解決への一定の役割発揮

★地域活性化につなが
るさまざまな取組みの
推進

●専任講師による出前講座により
予防啓発実施

●学校関連や企業向けセミナーで
の金融講和等を通じ、多重債務や
自己破産の予防啓蒙をする。

●中・高校生対象　　　３５回実施
●大学生対象　　　　　 １回実施
●企業他社会人対象　６回実施

（２） 環境問題、エネルギー消費量削減への取組み

★環境問題、エネル
ギー消費量削減への取
組み

●環境経営方針に沿った各種施
策・活動の実施
●改正省エネ法に対する取組みの
推進

●環境配慮型店舗の推進
●クールビズ・ウォームビズの実施
●空調設備機器等の計画的な更新
と各種節電計画の実施

●環境に配慮した店舗
への建替実施
●クールビズ実施
●空調設備の計画的
実施

●ウォームビズ実施
●空調設備の計画的
実施

●太陽光発電・LED照明・自然換気等を取り入
れた環境配慮型店舗として伝馬町・高丘・本郷
支店の３店舗を建設。
●クールビズ・ウォームビズの実施により節電
を推進。
●１５店舗の空調機器を入替計画に沿って更
新。

＜平成２４年度通期実施予定＞
●中・高生を対象とした金融・マナー教育
●企業新入社員他を対象としたマナー講座
●社会人、高齢者等を対象としたセミナー

●平成２４年６月下旬　ミニディスクロージャー
誌発刊
●平成２４年７月下旬　ディスクロージャー誌発
刊
●６月、９月、１２月の各四半期ごとにディスク
ロージャー誌を発刊
●各ディスクロージャー誌を当金庫ホームペー
ジ上で一般に公開

●子育て支援定期積金および学資保険の取扱
継続
●エコ定期積金の取扱継続、環境分野セミナー
開催
●海外進出予定先へのサポート策およびセミ
ナー開催の継続
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