
Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

スケジュール

・要注意先債権等の健全化実績については、支店の業績に反
映させる。
・企業支援専担者を中心に第二地銀協主催「要注意先債権等
のランクアップ研修」等に参加しノウハウを修得していく。
・審査担当者の審査能力向上のため、外部研修に積極的に参
加させ、得た知識を行内研修などに活用する。
・ディスクロージャー誌等において、体制整備状況や経営改善
支援取組み先数、経営改善による債務者区分のランクアップ
先数等について公表する。

具体的な取組み

１５年度

（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

・「企業支援室」を新設し、体制強化により必要な指導、支援を
行う。
・企業支援室は支店と十分連携し、経営改善の可能性のある
債務者の選定・支援方策を検討する。また、支援先は順次、入
れ替え、見直しをしていく。
・企業支援専担者は一人当たり10先程度を支援対象先とし、経
営改善の指導にあたる。
・企業支援専担者は定期的（3ヵ月毎を目途）に対象先をモニタ
リングし改善・指導をはかる。
・支援先の改善状況および実施状況を審査常務会に報告する
（四半期毎、半期毎）
・各営業店長は債権額5千万円以上の先を中心に業況把握の
うえ適切な指導を行い、不良債権新規発生防止に努める。
・上記の状況につき支店長ヒアリングを半期毎実施し、必要な
指導・支援を行う。その結果については審査常務会に報告する
（半期毎）

・「企業支援室」を新設、室長以下支店長経験者4名配置（15年
6月26日）
・企業支援専担者による対象企業への改善支援。
・支援対象先の業況および改善状況等審査常務会に報告。
・営業店長の大口与信先等への適切な指導による不良債権の
新規発生防止。
・支店長ヒアリングを継続実施し、結果については審査常務会
報告。
・企業支援専担者を中心に第二地銀協主催の研修に参加。
「要注意先債権等のランクアップ研修」企業支援専担者受講
（第1回、15年8月18日～28日)
・上記受講者による支店長、担当役席、担当者研修の実施。
・第二地銀協による経営改善・事業再生事例の業界情報交換
制度の活用。
・上記体制整備等の状況をディスクロージャー誌（半期を含む）
等で公表。

（神奈川銀行）



スケジュール

（抽出理由*）

 「15年上期」
UP

DOWN
防止

 正常先 3 ① 3

 要注意先A 18 ② 13 5

 要管理先 9 ③ 4 5

 破綻懸念先 10 ④ 4 6

 実質破綻先 1 ④ 1

合計 41 21 20

 「15年下期」
 正常先 4 ① 4

 要注意先A 15 ② 11 4

 要管理先 7 ③ 4 3

 破綻懸念先 10 ④ 4 6

 実質破綻先 2 ④ 2

合計 38 19 19

 「16年上期」
 正常先 5 ① 5

 要注意先A 18 ② 12 5

 要管理先 9 ③ 9 1

 破綻懸念先 10 ④ 4 6

合計 42 25 17

 「16年下期」
 正常先 6 ① 6

 要注意先A 16 ② 11 5

 要管理先 10 ③ 9 1

 破綻懸念先 9 ④ 4 5

 実質破綻先 1 ④ 1

合計 42 24 18

（支援先）

＊①債権額・信用額大②信用額1億円以上、注意を要する先
③信用額50百万円以上・債権額1億円以上④債権額・信用額
大、注意を要する先
　

１６年度

備考（計画の詳細）

・支援方策の実施状況の適切なフォロー。
・経営改善の可能性のある債務者の追加選定・具体的経営改
善支援等の拡充。
・前年度の取組みの検証及びそれを踏まえた効果的施策の検
討。
・取組み実績等をディスクロージャー誌（半期を含む）等で公
表。

・「企業支援室」を新設し体制強化。営業店と連携して要注意先
以下を中心に債務者区分のランクアップを図るとともにランクダ
ウンを防止する。
・15年度～16年度経営改善支援取組み先（企業支援室・専担
者の支援取組み先）

（支援目的）

（神奈川銀行）



16年10月～17年3月

○16年6月、部署の統廃合により審査部と融資管理部が合体し
審査部となる。
・新部署組織
　審査部　　審査グループ
　　　　　　　 審査企画グループ
　　　　　　　 融資管理グループ
　　　　　　　 企業支援室
○要注意先等・問題債権の債務者区分および担当部署
 正常先・要注意先A　　　所管部　　企業支援室・審査グループ
 要管理先・破綻懸念先　所管部　　企業支援室
 実質破綻先・破綻先　　 所管部　　融資管理グループ

○体制整備の状況
・平成15年6月26日、融資管理部内の要注意先管理の専担者
チームを格上げし「企業支援室」として新設。室長以下支店長
経験者4名配置し体制強化を図った。
○要注意先等・問題債権の債務者区分および担当部署
正常先・要注意先A　　　所管部　　企業支援室・審査部
要管理先・破綻懸念先　所管部　　企業支援室
実質破綻先・破綻先　　 所管部　　融資管理部

・報告日　15年5月22日（15年3月末基準）、15年10月1日（15年
6月末基準）、15年11月26日（15年9月末基準）、16年3月23日
（15年12月末基準）、16年5月28日（16年3月末基準）、16年9月
6日（16年6月末基準）、16年11月22日（16年9月末基準）、
17年3月24日（16年12月末基準）
・各営業店長は債権額5千万円以上の先を中心に業況把握の
うえ適切な指導を行い、不良債権の新規発生防止に努めてい
る。
・上記の状況につき支店長ヒアリングを半期毎実施し、必要な
指導・支援を行い、その結果については審査常務会に報告し
ている。
　実施日　15年10月2日～10月28日
　　　〃     16年 3月15日～ 4月 6日
　　　〃   　16年 9月21日～10月26日
　　　〃　 　17年 3月15日～現在継続中
・要注意先債権等の健全債権化実績については、支店の業績
に反映させている。
・第二地銀協主催「要注意先債権等のランクアップ研修」に企
業支援専担者受講
第1回　15年 8月18日～28日 　第2回　15年11月10日～20日
第3回　16年 2月16日～20日 　第8回　17年  1月24日～28日

（１）経営改善支援に関する
　　体制整備の状況

　　（経営改善支援の担当部署を含む）
　　15年4月～17年3月

進捗状況

○要注意先等・問題債権の債務者区分および担当部署
 正常先・要注意先A　　　所管部　　企業支援室・審査グループ
 要管理先・破綻懸念先　所管部　　企業支援室
 実質破綻先・破綻先　　 所管部　　融資管理グループ

・企業支援室と営業店が連携し要注意先以下の先を中心に債
務者区分のランクアップとランクダウン防止を図り、並びに不良
債権の新規発生防止のため審査態勢も強化する。
・企業支援室は営業店と連携し経営改善や劣化防止が必要と
思われる先を上期は41先、下期は38先を選定、企業支援専担
者は一人当たり10先程度を定期的（3ヵ月毎を目途）にモニタリ
ングし改善指導を行っている。
・15年上期実績　　ランクアップ　3先　現状維持　33先
・15年下期実績　　ランクアップ　5先　現状維持　29先
・16年上期実績　　ランクアップ　2先　現状維持　37先
・16年下期実績　　ランクアップ　1先　現状維持　39先
・支援先の改善状況および実施状況を審査常務会に報告して
いる（四半期毎・半期毎）

（2）経営改善支援の取組み状況
15年4月～17年3月

（神奈川銀行）



　進捗状況

16年10月～17年3月
（16年下期経営改善支援取組み先）
正常先6先、要注意先16先、要管理先10先、破綻懸念先9先、
実質破綻先1先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計42先
（16年下期実績）
ランクアップ　1先、現状維持　39先
・支援先の改善状況および実施状況の審査常務会報告。
　報告日　16年11月22日（16年9月末基準）
　報告日　17年 3月24日（16年12月末基準）
・各営業店長は債権額5千万円以上の取引先を中心に業況把
握のうえ適切な指導を行い、不良債権の新規発生防止に努め
ている。
・上記の状況について支店長ヒアリングを実施。
　実施日　16年9月21日～10月26日
実施日 17年3月15日～（現在継続中、17年4月22日終了予
定）
・企業支援専担者による行内研修の実施。
「要注意先債権等のランクアップ研修」
　  実施日　17年2月22日　　対象者　一般行員（18名）
・16年上期の実績を当行のホームページ（16年11月）、中間期
　ミニディスクロジャー誌に掲載し公表を行った。

・取引先の見直しを行い、売上高が増加。あわせて経費削減に
より財務内容の改善につながった。
・継続的課題として、経営改善計画策定に至るまで課題・改善
点等のすりあわせにおいて、経営者と認識を共有するまで時
間を要している。
・成果をあげるための対応としては、債務者との間の密度の高
いコミュニケーションを通じて債務者の経営実態の適切な把握
など、意思疎通を図り引き続きモニタリングの強化を行う必要
がある。
・15年上期の実績を当行のホームページ（15年11月）、中間期
ミニディスクロージャー誌に掲載し公表を行った。
・15年下期の実績を当行のホームページ（16年5月）、ディスク
ロージャー誌に掲載し公表を行った。
・16年上期の実績を当行のホームページ（16年11月）、
 中間期ミニディスクロージャー誌に掲載し公表を行った。

・上記受講者による営業店へ研修の実施「要注意先債権等の
ランクアップ研修」
 15年11月21日 融資役席31名、16年 2月24日 支店長31名、
 16年 3月 3日 一般行員24名、 16年 7月20日 渉外役席25名、
 16年 9月22日 渉外担当者22名、17年 2月22日 一般行員18名
・支援先の主な改善内容としては、当行の助言により役員報
酬・諸経費等のコスト削減を実施したことに伴い、キャッシュフ
ローが改善され財務内容の改善につながった。

（2）経営改善支援の取組み状況
15年4月～17年3月

（神奈川銀行）


