
機能強化計画の進捗状況（要約）

１．15年4月から17年3月の全体的な進捗状況

・平成15年度は、上期に体制整備を中心に行い、下期は中小企業金融の再生に向けた取り組みを強化した。

・平成16年度は機能強化計画の施策を盛り込み、中期経営計画を延長し、更に取り組みを充実させ、強化した。

・これまでの経営改善支援の取組みについては、対象先　59のうちランクアップ　11、ランクダウン防止　39の実績であった。

・第二地銀協への研修派遣を積極的に行い、問題解決力（目利き、）のある人材の育成に努めた。

２．16年10月から17年3月までの進捗状況

・横浜市によるPFI事業への参加関心表明書を提出した。

・商工会議所会員向け融資を拡充した。（川崎、横須賀、大和、茅ヶ崎、藤沢、相模原市を追加）

・信用リスク計量化システム「CARM」の運用を開始した。

３．計画の達成状況

・平成１５年度については、「機能強化計画」を確実に実行するために体制を整備し、業務推進を行った。

・平成１６年度は「機能強化計画」をより強力に推進するために、「かなぎん２１プランⅡ(セカンド)」を策定し、機能強化計画の各項目に取り組んだ。

４．計画の達成状況に対する分析・評価及び今後の課題

・「集中改善期間」に取り組むべく掲げた機能強化計画については、ほぼ予定どおり進捗していると評価している。

・引き続きこれまで培った中小企業金融の再生手法を活かし、地域金融機関として地元の地域金融に貢献していく。

（神奈川銀行）



５．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況

具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 特に注意を要する業
種の担当者を１名配
置。将来性のある事
業に対し、ﾘｽｸﾃｲｸで
きる専門的な審査能
力向上を図る

特に注意を要する業
種に対する審査体制
を整備。
審査担当者を協会の
「目利き研修」へ派遣

第二地銀協の研修受
講者による行内研修
の実施

・特に注意を要する業種について、担当者
を配置し、専門的に融資審査を行う体制
整備の実施
・第二地銀協主催「目利き研修」へ本部審
査担当者・営業店審査担当者を派遣
・研修受講者を講師として行内研修実施
し、目利き研修を組み入れた行内融資研
修実施

・第二地銀協主催「目利き研修」へ本部審
査担当者および営業店審査担当者を派
遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
上記研修受講者を講師として行内目利き
研修を実施
・目利き研修を組み入れた行内融資i研修
を実施

・外部研修への派遣と行内研修の継続的な実施によ
り、目利きの養成を図ることができた。
・引き続き専門的に審査を行う体制を維持するととも
に、営業店審査担当者および中堅・若手行員を対象と
した行内研修を実施していく。

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を目
的とした研修の実施

第二地銀協の「目利
き研修」へ積極的に
参加

本部審査担当者を
「目利き研修」へ派遣

行内研修の強化充実
（目利き研修）

・本部審査担当者、本部営業推進担当
者、営業店審査担当者のべ15名を第二地
銀協主催「目利き研修」へ派遣
・研修受講者を講師として行内研修実施
し、目利き研修を組み入れた行内融資研
修実施(延べ169名参加）
・通信教育｢創業・新事業支援コース｣55名
受講済
・リレバン検定「目利きコース」8名受験

・第二地銀協主催「目利き研修」へ本部担
当者1名、営業店担当者5名を派遣
・行内｢目利き研修」等実施し、42名が参
加
・通信教育｢創業・新事業支援コース｣8名
受講済
・リレバン検定「目利きコース」8名受験

・スケジュール通り実行され、｢目利き」に関する行員の
能力は向上した。今後も企業の将来性・技術力を的確
に評価できる人材育成のための研修を実施していく。

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行と
の連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

「地域貢献窓口」を新
設、政策投資銀行と
情報交換

「地域貢献窓口」設
置、「産業ｸﾗｽﾀｰ金
融会議」参加

日本政策投資銀行と
情報交換

・「地域貢献窓口」の設置、担当者の任
命・配置
・日本政策投資銀行と業務協力協定を締
結、情報交換8回実施
・「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」への参加
（4回）
・平静16年12月21日横浜市によるPFI事業
に参加表明書を届出
平成17年2月28日承認TLO「よこはま
ティーエルオー」と連携

・平成16年3月8日、日本政策投資銀行担
当者と情報交換実施
・｢産業クラスターサポート会議｣へ参加、
情報収集
・平成16年12月21日横浜市によるPFI事業
に参加表明書を届出
平成17年2月28日承認TLO「よこはま
ティーエルオー」と連携

・「地域貢献窓口」等の設置、日本政策投資銀行との
連携および「産業ｸﾗｽﾀｰｻﾎﾟｰﾄ金融会議」へ参加する
など体制整備を図ることができた。
・引き続き実績の増加を図るため、活動を強化してい
く。

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

「地域貢献窓口」を新
設、政策投資銀行と
情報交換

「地域貢献窓口」を設
置、政策投資銀行等
と情報交換を実施

創業・新事業支援融
資の推進

・「地域貢献窓口」の設置、担当者の任
命、配置の実施
・日本政策投資銀行・中小企業金融公庫・
商工組合中央金庫と業務協力協定を締
結
・協調融資1件実行、1件取り下げ
・創業・新事業支援融資新商品「挑」（ﾁｬﾚ
ﾝｼﾞ)の推進

・日本政策投資銀行・中小企業金融公庫・
商工組合中央金庫と情報交換実施
・商工中金協調融資見込み取り下げ
・創業・新事業支援融資新商品「挑」（ﾁｬﾚ
ﾝｼﾞ)の推進

・「地域貢献窓口」等の設置、政策系金融機関と連携
するなど体制整備を図ることができた。
・引き続き実績の増加を図るため、活動を強化してい
く。

（５）中小企業支援センターの活用 顧客に中小企業支援
ｾﾝﾀｰの情報提供を
行う

「地域貢献窓口」を設
置

中小企業支援ｾﾝﾀｰ
との情報交換及び顧
客への周知

・「地域貢献窓口」の設置、担当者の任
命・配置
・中小企業支援ｾﾝﾀｰ主催の発表会に参
加、新規取引成約・情報交換実施
・「ＴＳＵＮＡＭＩﾍﾞﾝﾁｬーﾌｪｱ2004｣参加企業
に2件/35百万円融資実行
・中小企業支援ｾﾝﾀｰと県内中小企業支
援に関する覚書を締結
・横浜、川崎、横須賀、大和、茅ヶ崎、藤
沢、相模原商工会議所と連携し、会員向
け融資の取扱開始

・「ＴＳＵＮＡＭＩﾍﾞﾝﾁｬーﾌｪｱ2004、2005｣参
加企業に5百万円融資実行と営業店へ9
件の情報提供
・中小企業支援ｾﾝﾀｰと県内中小企業支
援に関する覚書を締結
・川崎、横須賀、大和、茅ヶ崎、藤沢、相模
原商工会議所と連携し、会員向け融資の
取扱開始

・地域貢献窓口の設置、「ＴＳＵＮＡＭＩﾍﾞﾝﾁｬーﾌｪｱ
2004、2005｣参加、中小企業支援ｾﾝﾀｰと県内中小企
業支援に関する覚書の締結および各商工会議所と連
携し、会員向け融資の取扱開始するなど体制整備を
図った。
・引き続き実績の増加を図るため、活動を強化してい
く。

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

（神奈川銀行）



具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの整
備

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ、情報提
供の機能強化のため
の体制整備

「地域貢献窓口」を設
置、体制整備

外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ会社、
税理士との情報交換

・経営相談等に積極的に対応
・行内ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ7件成約
・第二地銀協加盟行ﾋﾞｼﾞﾈｽ交換制度を通
じたﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ情報交換を実施
・第二地銀協が主催する「M＆A研究会」
へ参加

・経営相談等に積極的に対応
・行内ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ2件成約
・第二地銀協加盟行ﾋﾞｼﾞﾈｽ交換制度を通
じたﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ情報交換を実施
・第二地銀協が主催する「M＆A研究会」
へ参加

・取引先からの税務相談、法律相談、経営相談への積
極的な対応、外部機関の積極的利用等一定の成果を
上げることができた。
・引き続きﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞについては、行内および第二
地銀協加盟行ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報交換制度を通じて顧客ﾆｰｽﾞ
に対応し、神奈川中小企業支援ｾﾝﾀｰ担当者と情報交
換を行なっていく。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防
止のための体制整備強化並びに実績公表

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 第二地銀協の「要注
意先債権等のﾗﾝｸｱｯ
ﾌﾟ研修」へ担当者を
派遣

「企業支援室」担当者
を「要注意先債権等
のﾗﾝｸｱｯﾌﾟ研修」へ派
遣

第二地銀協の研修受
講者による行内研修
の実施

・本部企業支援室担当者、営業店担当者
のべ12名を第二地銀協主催「要注意先債
権等ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ研修」へ派遣
・行内研修実施（延べ168名参加）
・通信教育｢経営改善支援コース」79名受
講
・リレバン検定「中小企業経営支援コース｣
7名受験

・第二地銀協主催「要注意先債権等ﾗﾝｸ
ｱｯﾌﾟ研修」へ営業店担当者2名、本部担当
者2名派遣
・行内研修を実施し、35名参加
・通信教育｢経営改善支援コース」13名受
講
・リレバン検定「中小企業経営支援コース｣
7名受験

・スケジュール通り実行され、｢中小企業支援」に関す
る行員のスキルは向上した。今後も経営相談・支援ス
キルのある人材育成のための研修を実施していく。

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 神奈川県に同様のﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑが立ち上がっ
た場合には、積極的
に協力

「地域貢献窓口」の設
置、専担者の配置

中小企業人材育成ｾ
ﾝﾀｰ等との情報交換
の実施

・「地域貢献窓口」の設置、担当者の任
命・配置
・情報交換の実施（延べ23回実施）

・神奈川中小企業ｾﾝﾀｰ人材育成課担当
者と情報交換を実施

・「地域貢献窓口」等の設置、神奈川中小企業センター
や中小企業人材育成センターの担当者との情報交換
を行うなど体制整備を図ることができた。
・引き続き実効性の確保、情報の収集等を行っていく。

（別紙様式３－２、３－３及び３－４参照）

（神奈川銀行）



具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事
業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

体制整備・人材育成
ﾉｳﾊｳの蓄積
ﾆｰｽﾞの調査

｢企業支援室」の新設
協会研修の積極的活
用

政府系金融機関との
情報交換

・担当部署（企業支援室）設置
・「企業再生手法」活用対象先調査
・第二地銀協主催「企業再生支援者養成
研修」への担当者派遣
・上記受講者による行内研修「企業再生
支援勉強会」実施

・「企業再生手法」活用対象先調査
・外部研修受講者による行内研修「企業
再生支援勉強会」の実施

・外部研修等の参加により企業支援に関するスキル、
意識を高める事ができた。
・引き続き対象企業のニーズを的確に把握し、研修等
によって得たノウハウを活用し企業支援への取り組み
を強化していく。

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取
組み

体制整備・人材育成
ﾉｳﾊｳの蓄積
ﾆｰｽﾞの調査

｢企業支援室」の新設
協会研修の積極的活
用

政府系金融機関との
情報交換

・担当部署（企業支援室）設置
・「企業再生手法」活用対象先調査
・第二地銀協主催「企業再生支援者養成
研修」への担当者派遣
・上記受講者による行内研修「企業再生
支援勉強会」実施

・「企業再生手法」活用対象先調査
・外部研修受講者による行内研修「企業
再生支援勉強会」の実施

・外部研修等の参加により企業支援に関するスキル、
意識を高める事ができた。
・引き続き対象企業のニーズを的確に把握し、研修等
によって得たノウハウを活用し企業支援への取り組み
を強化していく。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 体制整備・人材育成
ﾉｳﾊｳの蓄積
ﾆｰｽﾞの調査

｢企業支援室」の新設
協会研修の積極的活
用

政府系金融機関との
情報交換

・担当部署（企業支援室）設置
・「企業再生手法」活用対象先調査
・第二地銀協主催「企業再生支援者養成
研修」への担当者派遣
・上記受講者による行内研修「企業再生
支援勉強会」実施

・「企業再生手法」活用対象先調査
・外部研修受講者による行内研修「企業
再生支援勉強会」の実施

・外部研修等の参加により企業支援に関するスキル、
意識を高める事ができた。
・引き続き対象企業のニーズを的確に把握し、研修等
によって得たノウハウを活用し企業支援への取り組み
を強化していく。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 体制整備・人材育成
ﾉｳﾊｳの蓄積
ﾆｰｽﾞの調査

｢企業支援室」の新設
協会研修の積極的活
用

政府系金融機関との
情報交換

・担当部署（企業支援室）設置
・「企業再生手法」活用対象先調査
・第二地銀協主催「企業再生支援者養成
研修」への担当者派遣
・上記受講者による行内研修「企業再生
支援勉強会」実施

・「企業再生手法」活用対象先調査
・外部研修受講者による行内研修「企業
再生支援勉強会」の実施

・外部研修等の参加により企業支援に関するスキル、
意識を高める事ができた。
・引き続き対象企業のニーズを的確に把握し、研修等
によって得たノウハウを活用し企業支援への取り組み
を強化していく。

（５）産業再生機構の活用 体制整備・人材育成
ﾉｳﾊｳの蓄積
ﾆｰｽﾞの調査

｢企業支援室」の新設
協会研修の積極的活
用

政府系金融機関との
情報交換

・担当部署（企業支援室）設置
・「企業再生手法」活用対象先調査
・第二地銀協主催「企業再生支援者養成
研修」への担当者派遣
・上記受講者による行内研修「企業再生
支援勉強会」実施
・当行取引一先について産業再生機構と
債務者間の協定書を締結

・「企業再生手法」活用対象先調査
・外部研修受講者による行内研修「企業
再生支援勉強会」の実施

・外部研修等の参加により企業支援に関するスキル、
意識を高める事ができた。
・引き続き対象企業のニーズを的確に把握し、研修等
によって得たノウハウを活用し企業支援への取り組み
を強化していく。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 体制整備・人材育成
ﾉｳﾊｳの蓄積
ﾆｰｽﾞの調査

｢企業支援室」の新設
協会研修の積極的活
用

政府系金融機関との
情報交換

・担当部署（企業支援室）設置
・「企業再生手法」活用対象先調査
・第二地銀協主催「企業再生支援者養成
研修」への担当者派遣
・上記受講者による行内研修「企業再生
支援勉強会」実施
・中小企業再生支援協議会を中心に取引
先の経営改善計画を作成し、支援を開始
・経営改善計画支援先の進捗状況確認

・「企業再生手法」活用対象先調査
・外部研修受講者による行内研修「企業
再生支援勉強会」の実施
・経営改善計画支援先の進捗状況確認

・中小企業再生支援協議会活用の支援実績先1社、支
援決定1社
・今後も、情報交換を行い、中小企業支援協議会を活
用していく。

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリス
ト）の育成を目的とした研修の実施

本部専担者を協会の
「企業再生支援者養
成講座」研修へ積極
的に派遣

「企業支援室」担当者
を「企業再生支援者
養成講座」へ派遣

第二地銀協の研修受
講者による行内研修
の実施

・ｽｷﾙ向上のため、本部企業支援室担当
者4名を第二地銀協主催「企業再生支援
者養成研修」へ派遣
・上記受講者による行内研修「企業再生
支援勉強会」を8回実施（延べ32名参加）

・外部研修受講者による行内研修「企業
再生支援勉強会」の実施

・スケジュール通り実行され、｢企業再生支援」に関す
る行員のスキルは向上した。今後も人材育成のため
の研修を実施していく。

（神奈川銀行）



具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促進等。第三者保証
の利用のあり方

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ重視の新
商品取扱や信用ﾘｽｸ
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ充実による
担保保証によらない
融資促進

｢かなぎんﾋﾞｼﾞﾈｽｻ
ﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ｣｢かなぎんｽ
ﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ｣取扱
い開始「TKC戦略経
営者ﾛｰﾝ｣取扱い検
討

｢かなぎんﾋﾞｼﾞﾈｽｻ
ﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ｣｢かなぎんｽ
ﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ｣取扱
い継続

・｢かなぎんﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ｣｢かなぎんｽ
ﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ｣の取扱いを開始し、増強
運動を展開
・新商品「TKC戦略経営者ﾛｰﾝ｣の取扱い
開始
・各商工会議所会員向け融資の取扱開始

・｢かなぎんﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ｣｢かなぎんｽ
ﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ｣の推進
・新商品「TKC戦略経営者ﾛｰﾝ｣の推進
・各商工会議所会員向け融資の取扱開始

・担保，保証に過度に依存しない融資商品の品揃えの
強化等図り、一定の実績を上げることができた。
・引き続きキャッシュフローを重視し、担保・保証が過
度なものにならないよう推進していく。

（３）証券化等の取組み 体制整備
ﾉｳﾊｳの蓄積
ﾆｰｽﾞの調査

証券化機能のｽｷｰﾑ･
ﾉｳﾊｳの構築、他行情
報収集

証券化機能のｽｷｰﾑ･
ﾉｳﾊｳの構築、他行情
報収集

・証券化ﾆｰｽﾞを把握のためのｱﾝｹｰﾄを実
施
・神奈川県商工労働部担当者とCLO立ち
上げにつき、意見交換を実施
・広域ＣＬＯ対象先のｱﾝｹｰﾄを実施
・合同広域ＣＬＯへの参加
・関東財務局が行った「中小公庫証券化
説明会」に参加
・私募債業務に関するｱﾝｹｰﾄを実施
・政府系金融機関担当者との情報交換実
施

・私募債業務に関するｱﾝｹｰﾄを実施
・政府系金融機関担当者との情報交換実
施

・神奈川県や東京都のCLOについて、仕組みを研究、
ﾉｳﾊｳを取得することができた。
・ニーズ把握のためのｱﾝｹｰﾄを引き続き実施する。
・政府系金融機関との情報交換を継続実施する。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対する融資プ
ログラムの整備

「CASTER・あらかん」
の評点を基に無担保
融資新商品の取扱い
開始

｢かなぎんﾋﾞｼﾞﾈｽｻ
ﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ｣取扱い開
始「TKC戦略経営者
ﾛｰﾝ｣取扱い検討

16年下期から信用ﾘｽ
ｸ計量化ｼｽﾃﾑを導入

・｢かなぎんﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ｣の取扱いを
開始し、増強運動を展開
・新商品「TKC戦略経営者ﾛｰﾝ｣の取扱開
始
・各商工会議所会員向け融資の取扱開始

・｢かなぎんﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ｣｢かなぎんｽ
ﾓｰﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ｣の推進
・新商品「TKC戦略経営者ﾛｰﾝ｣の推進
・各商工会議所会員向け融資の取扱開始

・担保，保証に過度に依存しない融資商品の品揃えの
強化等図り、一定の実績を上げることができた。
・引き続きキャッシュフローを重視し、融資推進を強化
していく。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃ
ﾑ導入までは従来の
信用格付の精度を高
めていく　信用ﾘｽｸ計
量化ｼｽﾃﾑの導入を
検討

信用格付制度を再構
築。信用ﾘｽｸ計量化ｼ
ｽﾃﾑとして、三井情報
開発のCARM導入検
討

16年下期から信用ﾘｽ
ｸ計量化ｼｽﾃﾑを導入

・信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」について
導入推進担当者を決め、三井情報開発と
ｼｽﾃﾑ内容および導入ｽｹｼﾞｭｰﾙの検討を
実施
・信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」のﾗｲｾﾝ
ｽ使用契約締結
・ｼｽﾃﾑ稼動に向けてﾃﾞｰﾀ入力等の作業
進行
・平成17年3月７日、10日信用ﾘｽｸ計量化
ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」の営業店向け説明会実
施
・平成17年3月22日信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ
「ＣＡＲＭ」運用開始

・平成17年3月７日、10日信用ﾘｽｸ計量化
ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」の営業店向け説明会実
施
・平成17年3月22日信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ
「ＣＡＲＭ」運用開始

・信用リスク計量化システム「CARM」を導入し、格付け
の高度化を図ることができた。
・適切な信用リスク判断が行えるよう、データベースの
蓄積、整備を行っていく。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容等
重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づ
き、顧客への説明体
制を整備する

顧客への重要事項の
説明に関する社内規
則を整備

教育・研修を実施 ・社内規則を制定
・契約書等の関係書類の見直し整備実施
・行内研修の実施
・履行状況の自店検査項目への組み入れ

・行内研修の実施
・履行状況の自店検査項目への組み入れ

・行内で社内規則の周知徹底を図るとともに行内研修
を実施。
・今後も実効性の向上に努める。

（３）相談・苦情処理体制の強化 苦情等の受付窓口と
して専担部署を設
け、専担者を配置し、
受付から報告までの
体制を強化

「お客様相談窓口」を
設置、専担者を配置

各部室、営業店に「お
客様相談員」を任命
配置

・お客様相談窓口を設置、専担者を配置
・お客様相談員の任命配置
・「苦情処理ﾏﾆｭｱﾙ｣の制定・周知徹底
・苦情事例、分析結果を営業店に還元
・苦情・トラブル等対応研修実施

・苦情事例、分析結果を営業店に還元
・苦情・トラブル等対応研修実施

・「お客様相談窓口」の設置、｢苦情処理マニュアル｣の
作成等体制整備を図った。
・苦情処理ﾏﾆｭｱﾙに具体的事例、対応を逐次追加して
いく。
・苦情等の傾向・分析に基づき、店内勉強会を実施す
る。

６．進捗状況の公表 施策の進捗状況を公
表する

公表様式検討､15年
下期公表

１５年下期以降の進
捗状況等を公表

・本様式により実施（ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ､ﾎｰﾑﾍﾟｰ
ｼﾞ）

･16年度上期の進捗状況を公表（ﾆｭｰｽﾘ
ﾘｰｽ､ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）

・計画通り実施。
・地域密着型地域金融機能強化計画についても引き
続き公表を実施。

（神奈川銀行）



具体的な取組み 備　　　考

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月

項　　　　　目 スケジュール 進捗状況

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当 ①自己査定、監査体
制の整備
②基準等の改定
③厳格な査定の実施
④検証、監査の強化

法務室と検査部を統
合、監査部を設置し
監査部長に取締役を
配置
営業店向自己査定研
修会を実施
自己査定連絡協議会
の立上げ

営業店向自己査定研
修会の開催（半期に
１回）
自己査定連絡協議会
開催

・事務ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に伴う貸出条件緩和
債権判定基準改定のため、「資産査定の
手引き」を改定
・資産管理室担当役員を座長に自己査定
連絡協議会を立ち上げ、信用リスク管理
態勢を強化
・基準等の見直し、帳票の一部改定
・自己査定連絡協議会の開催
・通信教育、説明会等の実施

・基準等の見直し、帳票の一部改定
・自己査定連絡協議会の開催
・説明会等の実施

・自己査定基準、資産査定の手引き、償却・引当基
準、償却・引当の手引き、について半期毎に見直を実
施。
・営業店むけ自己査定説明会を半期毎に継続して実
施。
・資産管理室１名増員および信用リスク関連の５部室
で自己査定連絡協議会を立ち上げる等体制を強化。
・引き続き当局の査定水準を堅持し、健全性の確保を
図る

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

実質破綻先、破綻先
の不動産担保評価
は、売買価格を基準
に評価、定期的に見
直しを実施

路線価の変更にあわ
せ、正常・要注意・破
綻懸念先の不動産担
保の評価見直しを実
施

実質破綻先・破綻先
の不動産担保評価の
見直しを実施

・15年８月の路線価変更後、正常・要注
意・破綻懸念先の不動産担保評価の見直
しを実施
・実質破綻先・破綻先に関する不動産担
保評価については、16年1月に売買価格
を基準に見直しを実施
・16年8月の新路線価変更による正常・要
注意・破綻懸念先の不動産担保評価の見
直しを実施

・16年8月の新路線価変による正常・要注
意・破綻懸念先の不動産担保評価の見直
しを実施

・正常先・要注意先・破綻懸念先に関する不動産担保
評価については、毎年８月の路線価の変更後に見直
しを実施する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・実
質破綻先・破綻先に関する不動産担保評価について
は、毎年１月に前年１年間の売買価格を基準に見直し
を実施する

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

信用ﾘｽｸに応じた適
正な貸出金利の設定
を行うため信用ﾘｽｸ
計量化ｼｽﾃﾑの導入
を進める

信用格付制度を再構
築
信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃ
ﾑとして、三井情報開
発のCARM導入検討

16年下期から信用ﾘｽ
ｸ計量化ｼｽﾃﾑを導入

・信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」について
導入推進担当者を決め、三井情報開発と
ｼｽﾃﾑ内容および導入ｽｹｼﾞｭｰﾙの検討を
実施
・信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」のライセ
ンス使用契約締結
・システム稼動に向けてデータ入力等の作
業進行
・平成17年3月７日、10日信用ﾘｽｸ計量化
ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」の営業店向け説明会実
施
・平成17年3月22日信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ
「ＣＡＲＭ」運用開始

・平成17年3月７日、10日信用ﾘｽｸ計量化
ｼｽﾃﾑ「ＣＡＲＭ」の営業店向け説明会実
施
・平成17年3月22日信用ﾘｽｸ計量化ｼｽﾃﾑ
「ＣＡＲＭ」運用開始

・信用リスク計量化システム「CARM」を導入し、格付け
の高度化を図ることができた。
・適切な信用リスク判断が行えるよう、データベースの
蓄積、整備を行っていく。

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイムリーディスクロージャー
を含む）のための体制整備等

四半期情報開示は、
東証基準に基づくよう
体制整備をする

行内のインフラ整備と
体制整備を行う

株式公開銀行と同様
の開示を実施

・15年度第1四半期、第3四半期情報開示
実施
･16年度第四半期財務情報開示の実施
・会社情報適時開示基準を制定、体制整
備を行った

･16年度第3四半期財務情報開示の実施
・平成16年10月、会社情報適時開示基準
に基づき、業績予想修正の開示を実施

・概ね計画通り進捗、達成。
・今後も、会社情報開示基準にのっとり開示を実施して
いく。

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 積極的に地域貢献を
行い、開示媒体や表
現方法等理解しやす
い方法で開示する

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によ
る地域貢献活動の公
表

適宜、地域貢献活動
開示方法を見直し、
公表

・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ､ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌での地
域貢献活動の公表実施
・「かなぎん懇話会」開催し、主要顧客・株
主に地域貢献活動についてトップ自ら説
明
・ホームページに「地域貢献活動」の掲載
開始

・16年度中間期ミニﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌で地
域貢献につき、情報開示実施
・ホームページに「地域貢献活動」の掲載
開始

・地域貢献に関する開示については内容、開示方法
等、顧客等からの評価・理解が得られていると考えて
いる。
・見直しを実施し、充実を図りる。

（備考）個別項目の計画数・・・28（株式を公開している銀行は27）　　　　　 

３．その他関連の取組み

１５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
進捗状況

具体的な取組み項　　　　　目

（神奈川銀行）


