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 平成 15 年度については、上期に「機能強化計画」を策定すると同時に、本計画を推進するための態勢整備を中心に行い、下期は、中小企業金融の再生

に向けた実際の取組みを強化してきました。 
 平成 16 年度については、本計画をより強力に推進するため、地域密着の徹底、経営体質の強化、組織力の強化の３つの基本方針に新たに本「機能強化

計画」の諸施策を盛り込んだ、中期経営計画「かなぎん 21 プランⅡ（セカンド）」を策定し、推進してきました。これまでの 2 年間に機能強化計画に掲げ

た項目については、ほぼ予定どおり進捗したと評価しています。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.「集中改善期間」（15 年度～16 年度）における取組実績の評価 

 

(1)要注意先等のランクアップ実績 

 

ランクアップ先 11 先 

ランクアップ率 18.6％ 

経営改善支援先 59 先

取引先の企業再生支援をさらに強化するため、平成 15 年 6 月に「企業支援室」

を設置しました。 
 本部専担者と営業店が連携して支援対象先企業に対し、①財務体質強化のた

めのアドバイス、②事業計画作成のアドバイス、③事業計画の実行状況のフォ

ローアップ等の活動を行っています。 
 また、第二地方銀行協会が主催する企業支援に関する研修会などにも積極的

に参加し、より専門的な企業支援のノウハウを吸収し日々の活動に活かしてい

ます。 
 なお、集中改善期間 2 年間の実績は、支援対象先企業 59 先のうち、債務者区

分のランクアップ 11 先、ランクダウンの防止 39 先でした。 

(2)新しい中小企業金融への取組み実績 

当行は新しい中小企業金融への取組みにも注力しています。 
 業歴 1 年未満の事業者や開業をご計画の方等向けに「かなぎん創業・新事業

支援融資[挑]（チャレンジ）」、無担保・第三者保証人不要の「かなぎんビジネス

サポートローン」、「かなぎんスモールビジネスローン」、TKC 会員の関与先企

業向けに「かなぎん TKC 戦略経営者ローン」、横浜商工会議所など、各商工会

の会員企業向けに「かなぎん商工会議所会員企業向け融資」などお取扱して、

地域の中小企業や個人事業主の皆さまのニーズにお応えしています。 

各商品の取扱実績 

商品名 取扱件数 

（件） 

取扱金額 

（百万円） 

かなぎん創業･新事業支援融資 

 [挑]（チャレンジ） 
   16 58  

かなぎんビジネスサポートローン 256 2,228  

かなぎんスモールビジネスローン 127 368  

かなぎん TKC 戦略経営者ローン 6 56  

かなぎん商工会議所会員企業向け融資 2 20  
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(1) 当行の目指す姿 
  個人・中小企業金融を主力として地域の再生・活性化を図り、従来にも増して顧客のニーズにあった多様で良質な金融商品・サービスをお客様へ提供

することで、地域に不可欠な金融機関としての存在感を高め、「地域に親しまれ、信頼され、お役に立つ、地域とともに発展する銀行」を目指します。 
 

(2) 中期経営計画「かなぎん 21 プラン“New Wind”」 
  上記の目的を達するために、当行は、「重点強化期間」の２年間について、新アクションプログラムの内容を盛り込んだ、第 6 次中期経営計画「かな

ぎん 21 プラン“New Wind”」を策定しました。 
  したがって、この新中期経営計画は、地域密着型金融推進計画そのものであります。 
 
(3) 中期経営計画の考え方 
  この中期経営計画は、地域金融機関として前向きの戦略を展開していく計画となっています。“New Wind”という名前には、本計画を将来への航海

図として帆に新しい風をはらんで進んでいくという意味を込めています。計画については、別紙のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.「重点強化期間」（17 年度～18 年度）における取組み 

 

「重点強化期間」の 2 年間に、当

行は「地域密着型金融推進計画」お

よび「かなぎん21プラン“New Wind”」

を着実に実行し、従来にも増して「お

客様第一主義」に徹し、地域金融機

関としての使命を全うする中で、法

令等遵守の徹底、リスク管理の強化

を図り、健全経営を堅持することに

より皆様からの信頼を確保できるよ

う努力します。 

かなぎん 21 プラン

“New Wind” 

地域密着型金融 

推進計画 

◎「重点強化期間」のイメージ 

 

2.「重点強化期間」（17 年度～18 年度）における取組み 

「
地
域
に
親
し
ま
れ
、
信
頼
さ
れ
、
お
役
に
立
つ
、

地
域
と
と
も
に
発
展
す
る
銀
行
」 
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① 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

「地域貢献窓口」を中心として、経営相談、経営情報の提供について積極 
的に対応し、特にビジネスマッチングについては、外部機関を活用するなど、 
従来以上に取組みを強化してまいります。 
また、これまでに習得したノウハウを活かし、「企業支援室」を中心に取引 

先企業のランクアップ、ランクダウンの防止に努めてまいります。 
 
 
② 事業再生に向けた積極的取組み 

「企業支援室」を中心として、中小企業再生支援協議会等の活用など、外部 

機関の利用を含め、経営改善計画策定支援および計画の実行状況のフォロー 

アップによる企業再生に注力してまいります。 

 
 
③ 担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 

「集中改善期間」に発売を開始した、無担保、第三者保証人不要の融資商品 
「かなぎんビジネスサポートローン」「かなぎんスモールビジネスローン」「か 
なぎん TKC 戦略経営者ローン」「かなぎん商工会議所会員向け融資」の取組み 
を強化するとともに、法人会等との提携商品等、新商品の発売を開始いたします。 
また、売掛債権担保融資の推進、地域金融機関 CLO への参加や私募債引き受け 

業務を開始し、中小企業の資金調達手法の多様化に対応いたします。 
 

(1)事業再生・中小企業金融の円滑化 

3.項目毎の取り組み方針 

要注意債権等の健全債権化に向けた取組みの強化の目標 

 

 

集中改善期間 

（実績） 

重点強化期間 

（目標） 

 

 

  

 

 

  

 

経営改善支援取

組み先企業 
59 先 69 先 

ランクアップ先 11 先 15 先 

 集中改善期間

（実績） 
重点強化期間 

（目標） 

無担保、第三者保証人不要

の融資商品の取扱い件数 

  

CLO 取扱い件数 0 件 15 件 

私募債引受 0 件 2 件 

407 件 420 件 

項 目 

担保・保証に過度に依存しない融資の推進等の目標 

項 目 
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① 収益管理体制の整備と収益力の向上 

現在の企業会計を中心とした管理から、さらに業務部門別（営業店部門（預貸、役務）、本部（有価証券））管理会計を行い、営業戦略に反映させてま

いります。また、信用リスクに応じた貸出金利の設定を徹底していくため、信用リスクの計量化を促進してまいります。 
 
 
② 法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化 

当行は，銀行業務の高い公共的使命や経済社会の発展に貢献するという社会的責任の重みを十分に認識しており、従来より、健全な銀行業務の運営を

目指し、コンプライアンスの充実を経営の最重要課題として位置付けております。  
法令や社会規範の遵守の徹底、コンプライアンスマインドの醸成を図り、将来にわたり、当行が地域社会やお客様から必要とされる銀行であるとの高

い評価を受け、その信頼に応えられるよう努力してまいります。 
 
 
 
 
 
 
① 地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立 

「顧客第一主義」を経営の基本方針とし、また「顧客利便性の向上」を重点課題とするなど、利用者の利便性向上について、常に念頭に置いた経営を

実践しております。 
「重点強化期間」において、地域の特性を踏まえた、利用者の満足度を向上させるため、店舗、ATM 網の充実や各種相談業務の強化を図るほか、利

用者満足度アンケート調査を実施し、地域の利用者が、真に期待している金融商品・サービスを把握し、その期待に応えられるよう努力してまいります。 
 
 
 
 

(2) 経営力の強化 

(3) 地域の利用者の利便性向上 
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第 6 次 中期経営計画 

『 かなぎん 21 プラン “New Wind” 』  

～ 地域密着と健全経営でお客様に選ばれる銀行に ～ 

 
平成 17 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日（2か年計画） 

株式会社 神奈川銀行
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第 6 次中期経営計画『 かなぎん 21 プラン“New Wind ” 』 

ビジョン 

基本姿勢 

地域に親しまれ、信頼され、お役に立つ、地域とともに発展する銀行 

1.私達は、お客様に共感される銀行として、地域社会の人々の幸せづくりのお手伝いをし、

地域の発展につくします。 

2.私達は、堅実経営・効率経営に徹し、変化に強い、信頼される銀行となります。 

3.私達は、創意と積極的活動により、柔軟で活力ある行風をつくり、お客様と共に歩みます。

 

・自己資本比率(新 BIS 基準)

・実質業務純益 

・ＲＯＡ（業務純益ベース）

９．００％ 

３０億円 

０．７７％ 

以上

以上

以上

 

・ＯＨＲ 

・実稼動人員 

・不良債権比率 

６７．２％ 

４４０人 

５％ 

以下

以下

台 

 

－外部環境－ －当行の将来像－ 

《経済》 
景気の緩やかな回復基調 

経済のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化 

《金融》 
金融改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｢重点強化期間」

ﾍﾟｲｵﾌ解禁拡大 

新 BIS 規制への対応 

減損会計の適用 

規制緩和、金融再編・融合・新規

参入 

貯蓄から投資へ 

法令の新設への対応、郵政民営化

《社会》 

急速な少子高齢化 

年金制度への不安 
個人情報保護法の施行､利用者保護

《県内》 

県内企業の設備投資回復期待 

ｲﾝﾌﾗ整備による人口増 

資産の厚い個人層 

《地域密着・地域特化型銀行》 
顧客第一主義の徹底 

地域金融特化 

ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ強化 

店舗網の充実（金融ｻｰﾋﾞｽ・ﾁｬﾈﾙ

の拡充） 

相談・提案業務の拡充 

《健全経営》 
粗利益の増加 

CSR（企業の社会的責任）重視 

ﾘｽｸ管理の強化､ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの徹底 

資産の健全性堅持・強化 

小口･中口中心の業務展開 

《活力ある組織》 
女性若手の積極的登用 

人材育成・自己啓発 

融資渉外力（目利き等）・問題解

決力のあるプロ集団 

柔軟かつｵｰﾌﾟﾝな組織 

人的ﾈｯﾄﾜｰｸの確立・活用 

重点課題 

骨子 

経営体質の強化地域密着の徹底 組織力の強化

・収益基盤の強化、新たな収益源の発掘 

・資産の健全性強化、資産査定の厳格化 

・合理化・効率化、ローコストバンキングの確立

・リスク管理の強化 

・コンプライアンスの徹底 

 

・地域金融への貢献 

・コア取引先となる、個人・中小企業融資の強化

・経営相談・支援機能の強化 

・顧客利便性の向上 

・営業体制の強化 

 

・中小企業金融の円滑化に向けた人材の育成 

・組織的対応力の強化 

・組織の活性化 

 

地域密着の徹底 

地域特化、顧客第一主義の強化 

経営体質の強化 

盤石な経営基盤の確立 

組織力の強化 

マンパワーの強化 

基本計数目標 【 平成 18 年度(末) 】 

基本方針 
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基本方針・基本計数目標

基本方針 

・自己資本比率(新 BIS 基準） 

・実質業務純益 

・ROA（業務純益ベース） 

・OHR 

・実稼動人員 

・不良債権比率 

  （金融再生法ベース） 

基本計数目標 

９．００

  ３０

０．７７

６７．２

４４０

   ５

％以上

億円以上

％以上

％以下

人以下

 ％ 台 

・神奈川県内向け貸出金比率 

・個人・中小企業向け貸出金比率 

 

９０.０

９５.０

  

％以上 

％以上 

 

 

【 平成 18 年度（末） 】

・地域に特化し、地域とともに歩み、地域に貢献する 

・個人取引、中小企業取引に特化する 

・お客様に積極的に提案をし、何でも相談される銀行となる

・お客様のニーズに応え、お客様に選ばれる銀行となる 

・将来への積極的取組（新商品、サービス、チャネル、IT（情

報技術）等）を進める 

地域密着の徹底 
～ 地域特化、顧客第一主義を強化する ～ 

経営体質の強化 
～ 厳しい環境、変化の中で勝ち残っていく 

盤石な経営基盤の確立 ～ 

・経営の健全性を確立するために、収益基盤の強化を図る 

・資産の健全化を図り､お客様の信頼をより強固なものとする

・一層の合理化、効率化を推進し、ローコストバンキングを

確立する 

・リスクを適切に把握し、管理し、的確に対応する 

・コンプライアンスを徹底することでお客様からの信頼にお

応えする 

 

組織力の強化 
～ マンパワーの強化と組織的結集 ～ 

・中小企業金融の円滑化に向けた人材の育成（「目利き」「ラ

ンクアップ」「企業支援」）を強化する 

・人材育成、自己啓発、専門家の養成、組織活性化を図り、

金融のプロ集団として組織的にお客様に応接・対応する 

・行員にとって、明るく働きがいのある組織を構築する 

 

参 考 
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重点課題・なすべき施策

地域に親しまれ、信頼され、お役に立つ、地域とともに発展する銀行を目指して!! 

 

経営体質の強化 組織力の強化 

・収益基盤の強化、新たな収益源の発掘 

・資産の健全性強化、資産査定の厳格化 

・合理化・効率化、ローコストバンキングの確立

・リスク管理の強化 

・コンプライアンスの徹底 

 

・地域金融への貢献 

・コア取引先となる、個人・中小企業融資の強化

・経営相談・支援機能の強化 

・顧客利便性の向上 

・営業体制の強化 

・中小企業金融の円滑化に向けた人材の育成 

・組織的対応力の強化 

・組織の活性化 
 

地域密着の徹底 

・中小企業金融の円滑化による地域の再生・活性化(地域貢

献)、不動産担保・保証に過度に依存しない融資等の強化、

創業・新事業支援融資の強化 

・地元優良企業に対する融資の強化、目利きを活かした事業

性融資（保証協会付融資を含む）の強化、住宅ﾛｰﾝ・ﾜｲﾄﾞﾛｰ

ﾝを主力とした個人ﾛｰﾝの強化、ﾌｪｰｽﾄｩﾌｪｰｽによる既存顧客

のﾒｲﾝ化 

・行員による問題解決(経営相談、企業支援、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ等)

への積極的取組、提携先政府系金融機関を含む外部専門機

関の積極的利用、中小企業事業再生に向けた取組強化、中

小企業経営改善支援の取組強化 

・利用者のﾆｰｽﾞに対応した多様で良質な金融商品・ｻｰﾋﾞｽの提

供、証券仲介業の検討、生保窓販全面解禁等への対応、専

門家による年金・税務・法律・経営相談の活用、情報開示

の充実 

・店舗戦略の見直し（新たな店舗展開の検討、既存店機能の

見直し等）、IT（情報技術）の活用等によるﾁｬﾈﾙの拡充（ｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄ、ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ等の活用促進） 

 

・資金利益の増強（融資量の増強、貸出金利の適正化、有価

証券運用力の強化）、顧客ﾆｰｽﾞに応じた手数料ﾋﾞｼﾞﾈｽの拡

大・強化（投資信託等）、投信販売専担者の配置等推進体制

強化、新規業務への対応 

・良質な資産の積み上げ、信用ﾘｽｸ管理の徹底、要注意先等ﾗﾝ

ｸｱｯﾌﾟ・ﾗﾝｸﾀﾞｳﾝ防止､延滞債権等の回収･解消促進、信用ﾘｽｸ

計量化の運用強化、厳格な自己査定、不良債権の最終処理

促進および新規発生防止 

・融資支援ｼｽﾃﾑ導入、機械化促進（新 BIS・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ・情報開

示対応、標準装備促進)、ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞおよびﾊﾟｰﾄ・派遣社員

の活用強化、営業店事務の本部集約検討 

・新 BIS 規制に対応したﾘｽｸ管理の高度化、統合ﾘｽｸ管理の検

討、ﾍﾟｲｵﾌ解禁拡大への対応（風評ﾘｽｸ、流動性ﾘｽｸ） 

・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの強化、行動規範の遵守、顧客への説明態勢の徹底、

個人情報保護法への対応、内部監査態勢の強化 

 

 

・人材育成のための計画的研修の実施(融資渉外、目利き・ﾗﾝ

ｸｱｯﾌﾟ・企業支援等のｽｷﾙｱｯﾌﾟ) 

・営業店支援体制の確立、中高年層の専門分野への登用、外

部専門家の活用 

・本部機構・営業店体制の見直し、人事制度（職制・職責・

人事評価等）の見直し、女性・若手の積極的登用、公募制

の導入・活用、ｼﾞｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝの見直し 

 

【重点課題】 【重点課題】 【重点課題】 

【なすべき施策】 【なすべき施策】 【なすべき施策】 
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外部環境

 

経
済 

金 

融 

社 

会 

県 

内 

景気の緩やかな回復基調 

経済のグローバル化 

金融改革プログラム 

新 BIS 規制への対応、減損会計の適用 

ペイオフ解禁拡大 

貯蓄から投資へ 

規制緩和、金融再編・融合・新規参入 

法令の新設への対応 

郵政民営化 

急速な少子高齢化 

個人情報保護法の施行、利用者保護 

環境型社会への移行 

社会保障費の負担増、年金制度への不安 

自己責任原則 

ネットワークの多様化 

県内企業の設備投資回復期待 

インフラ整備による人口増 

資産の厚い個人層 

外部環境 

設備投資回復期待 

米国・中国等の景気動向の影響 

２年間の「重点強化期間」 

風評リスク、流動性リスク、決済用預金の導入 

信用リスク管理の精緻化、オペレーショナルリスクの算入 

ワンストップショッピング、業種を越えた融合（銀行・保険・証券） 

資産運用手段の多様化、効率化 

個人情報保護法の施行、投資サービス法（仮称）等 

競争激化 

女性の社会進出、将来の労働力不足、年金制度への不安 

医療、福祉費用負担増、年金制度改革 

利用者保護の社会的要請 

省資源、リサイクル、エコマネー 

貯蓄から投資、販売者の社会的責任 

インターネット、モバイル等の通信手段の拡大 

大手企業の大規模プロジェクト 

大規模商業施設、超高層マンションの建設 

富裕な年金需給層など 

参 考 
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当行の将来像

 

店舗網の充実（金融サービス・チャネ

ルの拡充） 

相談・提案業務の拡充 

商品の拡充 

CSR(企業の社会的責任)重視 

粗利益の増加 

リスク管理の強化、コンプライアンス

の徹底 

資産の健全性堅持・強化 

女性・若手の積極的登用 

人材育成、自己啓発 

柔軟かつオープンな組織 

人的ネットワークの確立・活用 

当行の将来像 

フェーストゥフェースの徹底 

中小企業金融の円滑化による地域の再生・活性化 

顧客の利便性向上、顧客基盤の強化 

利用者のニーズに対応した多様で良質な金融商品・サービスの提供 

当行行員による問題解決への積極的取組 

融資量の増加、貸出金利の適正化、役務収益の増強 

地域貢献をはじめ、企業として取組むべき課題 

各リスク管理の高度化、法令等遵守の徹底 

厳格な自己査定、不良債権のオフバランス化の促進 

顧客ニーズにスピーディーに応えられる能力を持った行員の育成 

個人預金の調達、与信分散の徹底 

年功にとらわれず、能力のある人材の登用 

計画的研修の実施 

外部専門家（税理士・弁護士等）による専門分野の知識の活用 

地域金融特化、リレーションシップバ

ンキング強化 

地
域
密
着 

地
域
特
化
型
銀
行 

健
全
経
営 

活
力
あ
る
組
織 

融資渉外力（目利き等）・問題解決力（経

営相談、企業支援、ビジネスマッチン

グ等）のあるプロ集団 

顧客第一主義の徹底 

小口・中口中心の業務展開 

プロジェクトチーム、ワーキンググループの活用 

参 考 
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１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

（１）創業・新事業支援機能等の強化 

（２） 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

① 取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

② 要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの強化 

③ 健全債権化等の強化に関する実績の公表等 

（３） 事業再生に向けた積極的取組み 

① 事業再生に向けた積極的取組み 

②

（４） 担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 

① 担保・保証に過度に依存しない融資の推進 

② 中小企業の資金調達手法の多様化等

（５） 顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 

① 顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 

（６） 人材の育成 

「地域密着型金融推進計画」（要約版）

再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ノウハウ共
有化の一層の推進

・ディスクロージャー誌(年度）、ミニディスクロージャー誌(中
間期）、ＨＰ等において取り組み実績を公表する

・ディスクロジャー誌(年度）、ミニディスクロージャー誌(中間
期）、ＨＰ等において取り組み実績を公表する

・「目利き研修」の実施。
・融資商品の見直し。
・政府系金融機関との新規開業支援に関する協調投融資３件目
標。
・政府系金融機関、中小企業支援センター等との情報交換実施。

具体策・実施スケジュール

平成18年度
取組方針・目標

平成17年度

・CFを重視した融資の推進
・途上与信管理の強化
・信用リスクデータの整備、活用
・スコアリングモデルの構築

・外部研修に参加し、問題解決能力の向上を図る。
・行内研修を実施し、行員全体のレベルアップを図
る

・定期的に地域金融機関ＣＬＯに参加
・私募債引受業務の検討

・諸会議や研修を通じて顧客への説明態勢に関する
社内規則の周知徹底を図る

・中小企業センター、商工会議所等の外部機関の活用、相談案件
１０件目標
・ビジネスニーズ収集力強化のため、インセンティブを検討

・行内研修の実施
・店内勉強会の実施

・第二地銀協主催研修への行員派遣
・行内研修の実施

・再生事例を第二地方銀行協会へ報告する
・再生事例のホームページでの公表
・「要注意先債権等の健全債権化マニュアル」の改訂
・行内研修の実施

・行内研修の実施
・店内勉強会の実施

・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢かなぎんスモールビジ
ネスローン」、｢かなぎんＴＫＣ戦略経営者ローン」、｢かなぎん
商工会議所会員向け融資」の推進
・上記４商品の商品性見直し
・信用リスクデータの整備、充実

・地域金融機関ＣＬＯに参加
・私募債の引受の推進
・政策投資銀行との情報交換実施
・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢かなぎんＴＫＣ戦略経
営者ローン」の推進

・「目利き研修」の実施。
・政府系金融機関との新規開業支援に関する連携強化。
・政府系金融機関、中小企業支援センター等との情報交換実施。

・地域密着の徹底
・地元企業の育成支援のための態勢整備
・地域活性化に貢献

・外部専門家の活用強化（コンサル機能、情報提供
機能の強化）
・ビジネスマッチング情報の収集力向上

・中小企業センター、商工会議所等の外部機関の活用
・ビジネスニーズ収集力強化のため、インセンティブを検討

・中小企業再生支援協議会の活用
・債務者の実態把握を徹底し、改善計画に基づいた
支援の強化
・企業再生ノウハウの蓄積
・「要注意債権等の健全債権化マニュアル」の改
訂、活用

・再生事例を第二地方銀行協会へ報告する
・再生事例のホームページでの公表
・「要注意先債権等の健全債権化マニュアル」の改訂
・行内研修の実施

・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材派遣
・外部専門家による研修、勉強会の実施等、企業支援のスキル
アップ

・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材派遣
・外部専門家による研修、勉強会の実施等、企業支援のスキル
アップ

・再生支援先の選定
・神奈川県中小企業再生支援協議会の積極的活用
・政府系金融機関を含め、他金融機関との情報交換
実施

・経営改善支援先数および結果について公表してい
く

・再生支援の具体的な再生事例等を公表していく。
・「要注意先債権等の健全債権化マニュアル」を改
訂し、新たな再生手法等のノウハウを加えていく
・研修等で再生ノウハウの共有化を図る

・企業支援専担者ごとに支援先を20先程度選定し、取組みを強化
する
・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材派遣、具体的案件の
取組み
・外部研修等によるスキルアップ
・情報交換によるノウハウの蓄積

・企業支援専担者ごとに支援先を20先程度選定し、取組みを強化
する
・神奈川県中小企業再生支援協議会への人材派遣、具体的案件の
取組み
・外部研修等によるスキルアップ
・情報交換によるノウハウの蓄積

・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢かなぎんスモールビジ
ネスローン」・｢かなぎんＴＫＣ戦略経営者ローン」・｢かなぎん
商工会議所会員向け融資」の推進
・上記４商品の商品性見直し
・信用リスクデータの整備、充実

・地域金融機関ＣＬＯに参加
・私募債の引受の推進
・政策投資銀行との情報交換実施
・｢かなぎんビジネスサポートローン」、｢かなぎんＴＫＣ戦略経
営者ローン」の推進

・第二地銀協主催研修への行員派遣
・行内研修の実施



具体策・実施スケジュール

平成18年度
取組方針・目標

平成17年度

２．経営力の強化 

（１） リスク管理態勢の充実 

① リスク管理態勢の充実 

（２） 収益管理態勢の整備と収益力の向上 

① 収益管理態勢の整備と収益力の向上 

（３） ガバナンスの強化 

① 財務内容の適正性の確認 

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化 

① 営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等 

② 適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 

（５）ＩＴの戦略的活用 

① ＩＴの戦略的活用 

３．地域の利用者の利便性向上

（１）地域貢献等に関する情報開示 

（３）地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立 

（４） 地域再生推進のための各種施策との連携等 

４． 進捗状況の公表

・厳格な自己査定の実施、信用リスク計量化システム「ＣＡＲ
Ｍ」の活用
・オペレーショナルリスクの事象の集積、分析および一元管理
・｢市場リスク管理システム」の導入、経営上必要な自己資本額の
検討
・自己資本比率や各リスク量の開示方法検討

・営業店部門と本部部門別の管理会計の検討および営業戦略への
反映
・信用リスクの計量化のためのデータ蓄積および検証
・信用リスクに応じた貸出金利の設定

・営業店部門と本部部門別の管理会計の検討および営業戦略への
反映
・信用リスクの計量化のためのデータ蓄積および検証
・信用リスクに応じた貸出金利の設定

・個人情報に関する規程に基づき個人情報の管理強
化をはかる

・本部集中管理の検討
・内外講師による研修の実施
・店内勉強会の実施

・内外講師による研修の実施
・店内勉強会の実施

・利用者満足度アンケート調査を施策に反映し、実
行する

・信用リスク管理態勢の強化
・オペレーショナルリスク管理態勢の構築
・市場リスク管理態勢の強化
・情報開示の充実

・管理会計の整備
・適正な業績評価と業務の再構築
・信用リスクデータの蓄積
・適正金利設定のための内部基準の整備

・新基準に対応した態勢の整備・強化を行う
・内部統制システムの構築
・ガバナンスの強化

・コンプライアンスに対する態勢を強化する
・営業店に対する指導等を強化する

・半期ごとに進捗状況取りまとめ
・地域の利用者にわかりやすい方法で公表

・半期ごとに進捗状況取りまとめ、公表する ・半期ごとに進捗状況取りまとめ、公表する

・横浜市PFI事業への参加
・地域活性化に係る取組みを強化する
・地方公共団体や商工団体等との連携強化

・利用者満足度アンケート実施
・上記結果を踏まえて実施項目を検討

・実施項目の確実な実行

・ＰＦＩ事業への取組み
・営業区域内の地域再生の動向調査実施
・関係団体との情報交換の実施

・ＰＦＩ事業への取組み
・営業区域内の地域再生の動向調査実施
・関係団体との情報交換の実施

・内部監査部門の強化
・経営方針など企業情報を開示する

・財務報告の開示についての態勢整備の実施
・新ＢＩＳ規制への対応

・コンプライアンス自己チェックリストの見直し
・相互牽制の強化
・臨店指導の強化
・勉強会の実施

・コンプライアンス自己チェックリストの見直し
・相互牽制の強化
・臨店指導の強化
・勉強会の実施

・厳格な自己査定の実施、信用リスク計量化システム「ＣＡＲ
Ｍ」の活用
・オペレーショナルリスクの事象の集積、分析および一元管理
・｢市場リスク管理システム」の導入、経営上必要な自己資本額の
検討
・自己資本比率や各リスク量の開示方法検討

・ＡＴＭ網の拡充
・営業店店頭体制の強化
・融資業務支援システムの検討
・計量化システムの導入、活用

・前年実績を踏まえ、引き続きＩＴの戦略的活用を図る

・地域貢献に関する情報開示の徹底 ・開示項目、開示方法の見直し
・回答事例のホームページ公表
・ミニディスクロージャー誌の地域貢献に関する開示充実

・地域貢献活動内容の見直し
・ディスクロージャー誌の地域貢献に関する開示充実

・顧客利便性の向上を図る
・業務の効率化を図る
・リスク管理態勢の強化を図る
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