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 当行では、平成 15 年度から平成 16 年度の 2 年間、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」に基づく「集中改善期
間」において、「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を策定し、地域貢献を通じて地域密着型金融の推進を図ってまいりました。          
また、平成 17 年度から平成 18 年度の「重点強化期間」においては、「地域密着型金融推進計画」に基づき、「集中改善期間」に整備した態勢を活かし、

一層の地域密着型金融の推進に取組んでまいりました。 
以上 4年間に亘る活動によって、事業再生・中小企業金融の円滑化や地域の利用者の利便性向上等において、当行は一定の役割を果たすことが出来たと
認識しております。 
  
平成 19 年 4 月にスタートした当行の中期経営計画「かなぎん“New Wave”プラン」（平成 19 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日）においては、「地域の
皆さまから信頼され、支持され、地域とともに発展する銀行」を私たちの理念としており、その理念に基づき地域に根差した活動をしていくことが、まさ
しく「地域密着型金融」そのものである、と認識しております。 
 
当行と致しましては、全役職員が一体となって引き続き地域密着型金融を推進し、地域金融機関として地元に貢献できるように努力してまいります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ⅰ.全体の取組み方針 

Ⅱ.項目毎の取組みの進捗計画（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月） 

 

「地域密着の徹底」、「お客様第
一主義」に徹することで、お客様
に対して付加価値のあるサービ
スを提供すると同時に、金融機関
自身の収益向上を図ることが、地
域経済・地域社会の繁栄に繋がる
ことになる。 

かなぎん“New Wave”
プラン 

地域密着型金融 
推進計画 

◎「地域密着型金融」のイメージ 「
地
域
の
皆
さ
ま
か
ら
信
頼
さ
れ
、
支
持
さ
れ
、

地
域
と
と
も
に
発
展
す
る
銀
行
」 

私たちの理念 
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（1） 事業再生   
・本部企業支援室と営業店の連携により債務者とのコミュニケーションを密にし、財務状況、収益状況の実態を把握し、事業の再生を図ります。 

・中小企業再生支援協議会や税理士等の専門家を積極的に活用します。 

・外部研修・行内研修により、個々人のスキルアップを図り、事業再生に活用します。 
 

（2） 創業・新事業支援 
・創業・新事業支援団体との交流により、情報収集及び営業店への情報発信の強化を図ります。 

・中小企業センターや政府系金融機関等外部機関との情報交換により、協調融資等連携を推進します。 

・当行独自の商品である、「創業・新事業支援融資［挑］」の推進に向け、将来性のある企業の案件を発掘し、育成していく態勢を強化します。 
 

（3） 経営改善支援 
・債務者とのコミュニケーションを密にし、改善計画の作成・提案にて代表者の意識改革や計画実行の支援を行います。 

・中小企業再生支援協議会や税理士等の専門家を積極的に活用します。 

・企業支援室担当者による行内研修の実施、営業店担当者への個別指導により個々人のスキルアップを図り、経営改善指導に活用します。 

 

 

 

 

 
 
（4） 事業承継 
・事業承継に伴い発生する、経営・税務・法律等の相談に対応できるよう、外部の専門家による無料相談を活用し、事業承継を円滑に進められるように支援を

行います。（毎週 1回の税務相談・法律相談の実施） 
・経営者を対象とした経営サポート情報等の最新経営情報を提供できるネットワークの整備を検討します。 

1．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化 

○経営改善支援の取組み目標          

項目 19 年度上期 19 年度下期 

経営改善支援取組み先企業 45 先 45 先 

再生計画書作成先 8 先 8 先 

ランクアップ先 4 先 4 先 

 

○創業・新事業支援融資取扱い目標      

項目 件数 

創業・新事業支援融資［挑］ 2 件 

 

Ⅱ.項目毎の取組みの進捗計画（平成 19 年 4 月～平成 20 年 3 月） 
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（1） 目利き機能の向上をはじめ事業価値を見極める融資＝ 

不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の徹底 
・信用リスクデータを活用した、無担保・第三者保証人不要の 4商品（下記の表をご参照下さい）を引き続き推進します。 

・知的財産権担保融資・ABL の活用等、新形態の融資の導入の為に、外部機関や政府系金融機関等との交換会を実施します。 
 

(2) 中小企業に適した資金供給手法の徹底 
・私募債引受け業務を積極的に推進します。                     
・地域金融機関 CLO への参加を検討します。 

・地元企業に対するシンジケートローンの推進を図る為に、他金融機関との情報交換を行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2．事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底 

 

○無担保・第三者保証人不要の融資商品の取扱い目標  

項目 件数 

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企業向け融資 

 

4 商品合計 

200 件 

 

 

○中小企業に適した資金供給手法の取扱い目標      

項目 件数 金額 

私募債引受け 2 件 2 億円 

地域金融機関 CLO 参加 20 件 3 億円 
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の活性化につながる多様なサービスの提供 
 
（1） 地域の面的再生 
・地方公共団体や商工団体との連携強化、情報の共有化により地域の活性化を図ります。 
・PFI事業のノウハウを習得し、事業への参加を推進します。 
・日本政策投資銀行等との連携強化、再生スキームのノウハウの習得、蓄積を図り、地域の活性化に活かします。 

 
（2） 地域の活性化につながる多様なサービスの提供 
・将来の地域経済社会の担い手となる、学生の職業意識を醸成する「インターンシップ制度」や、産学連携による人材育成を目的とした「神奈川産学チャレン

ジプログラム」に社会貢献の一環として参加します。（右記日程参照）   
・行内ビジネスマッチングにより、地元企業のビジネスニーズに対応します。 
・年金相談会を実施します。 

 
（3） 地域への適切なコミットメント、公共部門の規律付け 
・地方公共団体に対して、適正金利での融資対応を図ります。 
・情報力強化により、地域貢献活動の推進を図ります。 
・三浦市の地域経済活性化と雇用機会創出の為に設立された、「三浦地域資源ユーズ㈱」※1  
を活用し、地域経済の活性化に努めます。 
・中小・中堅企業の知的財産を活かした経営戦略の展開を支援するため、 
「㈱知財マネジメント支援機構」※2 を活用します。 

 
※1 平成 18年  7月設立  当行 1百万円出資 
※2 平成 18年 10月設立 当行 1百万円出資 

3.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 

 

 
○「横浜インターンシップ制度」 
・ 8月 6日～10日の 5日間 大学生 4名受入れ。 
 
○「第 4回神奈川産学チャレンジプログラム」 
・当行テーマの説明会 

6月 12日 5チーム 9名参加、6月 19日 1チーム 1名参加 
・10月 10日までにテーマ研究のレポートを大学へ提出 
・10月 15日～11月 8日 学生によるプレゼンテーション 
・12月初旬 最優秀賞・優秀賞獲得チームの表彰 

（神奈川経済同友会との連名） 

 



銀行名 神　奈　川　銀　行

①目標 ②実　績 ②-①

経営改善支援取組み先企業 45先

経営改善支援取組み率 3.8%

再生計画書作成先 16先

再生計画策定率 35.6%

ランクアップ先 8先

ランクアップ率 17.8%

創業・新事業支援融資実績 2件

無担保・第三者保証人不要の融資商品の取扱い件数 200件

私募債引受け件数 2件

私募債引受け金額 2億円

ＣＬＯ参加件数 20件

ＣＬＯ参加金額 3億円
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Ⅲ．数値目標の達成状況（１9年4月～20年3月）

公表数値目標の内容 20年3月末

目　標

備　　考
20年3月末

実　績
目標比



神　奈　川　銀　行
【１９年度（１９年４月～２０年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区分
がランクアップした先数　β

αのうち期末に債務者区分
が変化しなかった先　γ

正常先 4,734

うちその他要注意先 829 24

うち要管理先 27 11

破綻懸念先 316 10

実質破綻先 62

破綻先 10

合　計 5,978 45

（注） ・期初債務者数及び債務者区分は１９年４月当初時点で整理しています。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでいません。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めていません。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めています。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については、期初の債務者区分に従っています。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めていません。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しています。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。
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Ⅳ．経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組み先　α

期初債務者数



(1) 事業再生

(2) 創業・新事業支援

(3) 経営改善支援

(4) 事業承継

(1)

(2) 中小企業に適した資金供給手法の徹底
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・支援対象先企業の選定、見直しを行う。
・19年度下期目標、再生計画書作成8先、ランクアップ4先とす
る。

・事業承継に伴い発生する、経営・税務・法律等の相談に対応で
きるよう、外部の専門家による無料相談を活用し、事業承継を円
滑に進められるように支援を行います。（毎週1回の税務相談・法
律相談の実施）
・経営者を対象とした経営サポート情報等の最新経営情報の提供
できるネットワークの整備を検討します。

・外部専門家による税務相談、法律相談の実施及び経営相談の実施を行う。
・外部機関・コンサルティング会社等との情報交換を行い、提供方法・効果
を検証する。

・外部専門家による相談業務を継続する。
・経営情報提供の具体化を検討する。

・債務者とのコミュニケーションを密にし、改善計画の作成・提
案にて代表者の意識改革や計画実行の支援を行います。
・中小企業再生支援協議会や税理士等の専門家を積極的に活用し
ます。
・企業支援室担当者による行内研修の実施、営業店担当者への個
別指導により個々人のスキルアップを図り、経営改善指導に活用
します。

・企業支援室が支援対象先企業45先を選定する。
・企業訪問、代表者面談を積極的に行い実態把握をし、改善計画を策定す
る。
・19年度上期目標を改善計画書作成8先、ランクアップ4先とする。
・外部研修への参加及び、行内研修を実施する。
・支店長ヒアリングを実施する。
・他行やサービサー会社との情報交換、ノウハウを蓄積し、経営改善支援に
活かす。
・税理士等専門家を企業へ紹介し、相談業務に活用する。

・創業・新事業融資［挑］を引き続き推進する。
・情報の共有化・高度化を強化する為の情報シートのバージョン
アップを検討・実施する。
・引き続き、中小企業支援センターや政府系金融機関との情報共
有化を推進する。

・私募債引受け業務を積極的に推進します。
・地域金融機関CLOへの参加を検討します。
・地元企業に対するシンジケートローンの推進を図るために、他
金融機関との情報交換を行います。

・目標達成に向けて引続き左記取組みを推進する。

・無担保・第三者保証人不要の4商品を引き続き融資推進項目に組
み入れ、積極的に推進する。
・情報交換による情報蓄積により、知的財産権担保融資・ABLの有
効性を検証し、導入に向けて検討する。

・信用リスクデータを活用した、無担保・第三者保証人不要の4商
品を引き続き推進します。
・知財担保融資・ABLの活用等、新形態の融資の導入の為に、外部
機関や政府系金融機関等との交換会を実施します。

・「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」の無担保・第三者保証人不要の4商品を推進していく。
・知的財産権担保融資・ABLに関して外部機関・政府系金融機関との情報交
換を実施する。

Ⅴ．「地域密着型金融推進計画」（要約版）

・支援対象先企業の選定、見直しを行う。
・19年度下期目標を再生計画書作成8先、ランクアップ4先とす
る。

実施スケジュール

平成19年度下期
取組み方針

平成19年度上期

・企業支援室が支援対象先企業45先を選定する。
・19年度上期目標を再生計画書作成8先、ランクアップ4先とする。
・企業訪問、代表者面談、実態把握を実施する。
・中小企業再生支援協議会の相談機能等を活用する。
・外部研修への参加及び行内研修を実施する。
・支店長ヒアリングを実施する。
・他行やサービサー会社との情報交換により、ノウハウを蓄積し、事業再生
に活かす。

・本部企業支援室と営業店の連携により、債務者とのコミュニ
ケーションを密にし、財務状況、収益状況の実態を把握し、事業
の再生を図ります。
・中小企業再生支援協議会や税理士等専門家を積極的に活用しま
す。
・顧客企業へ事業再生のアドバイスができるように、外部研修・
行内研修により、個々人のスキルアップを図り、事業再生に活用
します。

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

・創業・新事業支援団体との交流により、情報収集及び営業店へ
の情報発信の強化を図ります。
・中小企業センターや政府系金融機関等外部機関との情報交換に
より、協調融資等連携を推進します。
・当行独自の商品である、「創業・新事業支援融資［挑］の推進
に向け、将来性のある企業の案件を発掘し、育成していく態勢を
強化します。

・創業・新事業支援融資［挑］を推進する。
・「目利き経営支援能力強化研修会」を実施する。
・中小企業支援センターや政府系金融機関との情報交換及び連携を強化す
る。

・私募債引受け業務については20年3月までの引受け目標を2件2億円とす
る。
・地域金融機関CLOに参加し、20年3月までの実行目標を20件3億円とする。

２．事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底

目利き機能の向上をはじめ事業価値を見極める融資＝
不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の徹底



実施スケジュール

平成19年度下期
取組み方針

平成19年度上期

３．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

(1)

(2)

(3)
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地域の活性化につながる多様なサービスの提供

地域への適切なコミットメント、公共部門の規律付け

地域の面的再生

・ふるさと財団の主催するPFI事業の研修会へ参加する。
・横浜市「転ばぬ先の杖診断事業」に関する意見交換会へ参加する。
・営業区域内の情報収集、動向調査を実施する。

・各部連携により地方公共団体へ適正金利、条件を検討する。
・左記取組みを継続的に続ける。

・引き続き、地方公共団体へ適正金利での融資対応を図る。
・引き続き、左記取組みを推進する。

・将来の地域経済社会の担い手となる、学生の職業意識を醸成す
る「インターンシップ制度」や、産学連携による人材育成を目的
とした「神奈川産学チャレンジプログラム」に社会貢献の一環と
して参加します。
・行内ビジネスマッチングにより、地元企業のビジネスニーズに
対応します。
・年金相談会を実施します。

・横浜商工会議所が実施する「横浜インターンシップ制度」にて大学生を受
入れる。
・社団法人神奈川経済同友会が主催する「第4回神奈川産学チャレンジプログ
ラム」に参加する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・情報提
供の為のネットワークの整備を検討する。
・各営業店にて、年金相談会を実施する。

・「第4回神奈川産学チャレンジプログラム」に参加した学生チー
ムが10月10日までにテーマの研究を行い、レポートを大学窓口へ
提出。行内で10月15日～11月8日までの間に学生によるプレゼン
テーションを行い審査する。12月初旬に最優秀賞・優秀賞獲得
チームを神奈川経済同友会と連盟で表彰する。
・引き続き、情報の収集力を強化する。
・引き続き、年金相談会を実施する。

・地方公共団体に対して、適正金利での融資対応を図ります。
・情報力強化により、地域貢献活動の推進を図ります。
・「三浦地域資源ユーズ㈱」を活用し、地域経済の活性化に努め
ます。
・中小・中堅企業の知的財産を活かした経営戦略の展開を支援す
るため、「㈱知財マネジメント支援機構」を活用します。

・各営業店からの情報を集積、各関連団体連携による地域情報を
各営業店へフィードバックする。
・再生支援案件に対し積極的な取組みを実施する。

・地方公共団体や商工団体との連携強化、情報の共有化により地
域の活性化を図ります。
・PFI事業のノウハウを習得し、事業への参加を推進します。
・日本政策投資銀行等との連携強化、再生スキームのノウハウを
習得し、蓄積を図り、地域の活性化に活かします。
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