
平成２９年１０月

地域密着型金融の推進による金融仲介機能の発揮について

～平成28年度の取組みと金融仲介機能のベンチマーク（平成29年3月末基準）の状況～
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１．地域密着型金融の推進に関する基本姿勢

【１０年後に目指す姿】
地元調達、地元運用に徹し、地域社会の発展とお客さまの成長に
貢献する愛知のリーディングバンク

【１０年後に目指す姿】
地元調達、地元運用に徹し、地域社会の発展とお客さまの成長に
貢献する愛知のリーディングバンク

お客さまとの親密な関係をとおした各種金融サービスの提供により

「地域社会の発展に貢献」

お客さまとの親密な関係をとおした各種金融サービスの提供により

「地域社会の発展に貢献」

お客さまの声、
お客さまとの絆を大切にします

① お客さまの声や従来の「地域密着型金融」

で築き上げてきた基盤を活かしながら、

金融サービスの提供を通して地域貢献の役

割を積極的に果たしてまいります。

② 地域密着型金融を推進することは、地域金

融機関の社会的使命であり、お客さまの利

便性向上に繋がると同時に当行の発展にも

繋がる取組であることを認識し、全行的な

取組として推進してまいります。

③ 特に、金融の円滑化は、金融機関に求めら

れる最も重要な役割の一つとして位置付け、

積極的に取り組んでまいります。

〔基本的な考え方〕

コーポレート・メッセージ

「あい、ふれあい、きずきあい」

愛知銀行はこれからも、

「地域に根ざし、地域社会の発展に貢献していきます」

「堅実経営」を創業以来一貫した経営理念とし、今後も

堅持していきます。

「地域への愛」、
「お客様への愛」が

愛知銀行の基本姿勢です。

ふれあい きずきあい

地域コミュニケーション、
お客さまとのコミュニケーション。
地域に根差した金融機関としての

特色を表現しています。

豊かな明日に向けて、
地域とお客さまと、手をたずさえ、

ともに発展していこうという
未来への意志を表現しています。

あ い



２．第10次中期経営計画と地域密着型金融

愛知銀行は、お客さまの短期的な業績の変動にとらわれず、お客さまに常に寄り添い、事業の発展を
しっかり、きちんとサポートさせていただきます。

【10年後に愛知銀行が目指す姿】
～地元調達・地元運用に徹し、地域社会の発展とお客さまの成長に貢献する愛知のリーディングバンク～

密着型金融を地域金融機関として第一に取り組む課題であると認識し、

3つの基本方針のもと、地域の環境変化に迅速・的確に対応し、
お客様との関係を構築し、地域に貢献し、これからも地域の皆様にとってかけがえのない銀行となる
ことを、目指してまいります。

さらに、平成28年9月に金融庁より公表された「金融仲介機能のベンチマーク」を活用して、
客観的な分析・評価を行い、地域密着型金融に取り組んでいます。

収益力増強のための

営業体制強化

リスク・リターンのバランスを

踏まえた堅実経営

金融サービスを通じた

取引先の拡大

経営資源の選択と集中 地域社会への貢献挑戦、スピードアップ

3

大目的

基本方針
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「地域密着型金融」の推進は、地域金融機関の社会的な使命であり、地域社会の繁栄に繋がると同時に、当行の発展にも
繋がる取組として、これまでと同様、「第10次中期経営計画」の推進と一体で積極的に取り組んでまいります。

３．重点取組分野の主な取組策

１．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

お客さまとの長期的な取引関係から得られる各種情報や、地域の外部専門家、外部機関等のネットワークを活用して、経営の目標や

課題を把握・分析した上で、最適なソリューションを提案・実行してまいります。

地域の情報を収集、蓄積する中で、成長分野の育成など当行が貢献可能な分野に対し、地方公共団体、外部機関、産学官連携など当行が

持つネットワークを活用して、地域の発展に向けた取組に積極的に参画してまいります。

２．地域の発展への積極的な参画

３．地域や利用者に対する積極的な情報発信

当行の地域密着型金融に対する取組を積極的に情報発信し、地域やお客さま の理解を深め、信頼関係の強化につなげてまいります。

４．数値目標

平成２８年度目標と実績（平成28年4月～平成29年3月） 平成２９年度目標（平成29年4月～平成30年3月）

※①の先数は、創業または設立１年以内の事業者等への支援関与先数を表しています。

②事業承継、Ｍ＆Ａの相談件数 ５００件 ７１８先 143.60%

指 標 目 標 実 績 達成率

①成長分野・創業への支援関与先数 ２０先 １７５先 875.00%

指 標 目 標

①成長分野・創業への支援関与先数 ２００先

②事業承継、Ｍ＆Ａの相談件数 ５００件
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５．主な取組内容

創業・新事業支援

創業者・ベンチャー企業、株式公開指向企業に対し積極的に支援しております。

（１）顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 ①

ビジネスマッチング
商談会の継続開催のほか、お客さまのビジネスチャンスの創出・拡大に向け、
販路開拓等の支援を行っております。

海外ビジネス展開に向けた情報の提供、アドバイス
お客さまの海外ビジネス展開を積極的に支援しております。

・「Mfairバンコク２０１６ものづくり商談会」「ＦＢＣ上海２０１６ものづ
くり商談会」「ＦＢＣハノイ２０１７ものづくり商談会」 の共催

・タイ（カシコン銀行）、ベトナム（ＨＤバンク）、インドネシア（バンクネ
ガラインドネシア）、中国（みずほ銀行）へのトレーニー派遣

・「地域企業応援パッケージ」取組実績：２４２件 ・ ３，１６４百万円
・「あいぎん未来創造ファンド」(２ファンド）

累計実績：３８件（３４先） ・ ８５１百万円

・第１７回愛銀ビジネス商談会開催 参加 ６３１社・商談件数１，４５１件
・第１３回しずぎん＠ｇｒｉｃｏｍの共同開催 参加 ３２社

(当行お取引先４社出展)

経営改善支援先の拡充

経営支援先の改善状況の把握に努めることにより、対象先の拡充に努めております。

・経営支援先延べ先数： ７３６先
・経営支援先増加数 ： ２９先（前年比）

●当行がメインバンクとして取引を行う企業のうち、 経営指標の
改善や就業者数の増加した先数、融資額の推移

●当行が関与した創業件数、第二創業件数

（単位：社） （単位：億円）
ベンチマーク

※創業・設立から５年以内の事業者等への支援関与件数を表しています。

（単位：社） ベンチマーク

27年度 28年度 対前年比

創業件数 446 754 308

第二創業件数 1 2 1

27年度 28年度 対前年比

メイン先数 (社） 4,726 5,017 291

メイン先の融資残高（億円） 4,188 4,309 121

経営指標等が改善した先数（社） 3,643 4,070 427

●経営指標等が改善した4,070先の３年間の
事業年度末の融資残高

ベンチマーク

（単位：億円）

※メイン先数は、法人のグループ企業数を表しています。

※自営業者を加えたメイン先数は、２７年度9,376社、２８年度9,453社となります。
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５．主な取組内容

●メイン取引先のうち経営改善提案を
行っている取引先数と割合

ベンチマーク

●当行がメイン取引（融資残高１位）先数の
推移、及び、全取引先数に占める割合

27年度 28年度 対前年比

メイン取引先数の推移（社） 5,133 5,462 329

全取引先数に占める割合（％） 23.5% 25.8% 2.3%

27年度 28年度 対前年比

メイン先数 5,133 5,462 329

経営改善先数 546 939 393

メイン先に占め
る割合

10.6% 17.2% 6.6%

（単位：社）

①創業計画
の策定支援

②創業期の
取引先への
融資（プロ
パー）

③創業期の
取引先への
融資（信用保
証付）

④政府系金
融機関や創
業支援機関
の紹介

⑤ベンチャー
企業への助
成金・融資・
投資

合計

27年度 10 100 312 23 1 446

28年度 8 213 503 29 1 754

対前年比 -2 113 191 6 0 308

（単位：社） ベンチマーク

ベンチマーク●当行が条件変更を行っている中小企業の経営改善計画の進捗状況

好調先 順調先 不調先

27年度 153 229 1,242

28年度 123 213 1,114

対前年比 -30 -16 -128

（単位：社）

●支援内容別 創業支援先数 ベンチマーク

【ＲＥＶＩＣの活用による特定支援に関する事例紹介】

・製造業を営むＡ社は、平成27年業績不振により事業を停止。
債務超過状態での廃業であれば、会社と経営者は全ての資産を処分、
破産等法的整理を行うしか方法がなかった。

・メイン行である当行は、再チャレンジのために生活基盤となる自宅を
残すことができるＲＥＶⅠＣ（地域活性化支援機構）による特定支援
（廃業・再チャレンジ支援）を活用。

・経営者は法的整理に陥ることなく、生活基盤（自宅）を確保できるこ
ととなった。
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５．主な取組内容

●ソリューション提案先数と融資額、および全取引先に占める割合
●経営者保証に関するガイドラインの活用先数

および全与信先数に占める割合
ベンチマーク

（単位：億円）（単位：社）

27年度 28年度 対前年比
ソリューション提案先数 1,474 1,944 470
全取引先に占める割合 6.7% 9.2% 2.5%

27年度 28年度 対前年比
ソリューション提案先融資残高 791 1,184 393
全取引先融資残高に占める割合 6.3% 9.4% 3.1%

【不動産活用による再生スキームの事例紹介】

・老舗飲食業を営むＢ社は、飲食チェーン店との競争激化により、売上高の減少に悩んでいた。
・売上減少に対するコスト管理もできず、赤字に転落。本業の立て直しを目指し、外部コンサルタントの導入やメニューの刷新を行うが、

効果はなく経常的に赤字となり、危機的状況に陥ってしまった。
・本店ビルを建替え、１階２階部分をＢ社飲食店舗とし上階を賃貸物件とすることで、不動産を活用し事業を継続しながら借入金の返済を

進めることを、当行から提案した。本業の立て直しのみによる再生を断念し、本店敷地の有効活用による再生を目指すことにより、老朽
化の懸念される本店の耐震問題も解決されたため、Ｂ社の再生の道筋が作られた。

27年度 28年度 前年度比

ガイドライン活用先数 1,900 2,108 208
全与信先に占める割合 8.9% 10.2% 1.3%

ベンチマーク

（単位：社）
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５．主な取組内容

事業承継・Ｍ＆Ａ、相続対策支援

セミナーや個別相談会の開催により後継者問題など、お客さまの
経営課題に対するコンサルティング機能の発揮に努めております。

（１）顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮 ②

・行内での教育・啓蒙活動
専門知識を有する本部行員が講師となり、営業店行員向けに知識習得の機会を提供

 医療・介護知識習得編イブニングスクール ２３名参加
 法人渉外スキルアップ研修 ２０名参加
・外部派遣
 ＪＥＴＲＯの名古屋事務所
 ベトナム（ＨＤバンク） 行員を派遣
 インドネシア（バンクネガラインドネシア）
 上海・・・行員視察団を派遣

・次世代の後継者育成・教育等を目的に次世代の会「あいぎんビジネスクラブ」募集開始
・各種セミナー・相談会の実施

事業承継・Ｍ＆Ａセミナー ３５名参加
事業承継・Ｍ＆Ａ個別相談 １３社参加
相続関連セミナー ７７名参加
相続関連個別相談 ３名参加

専門的な知識・ノウハウを持つ人材の育成

コンサルティング営業の推進に向け、お客さまの事業価値を適正に

見極める目利き能力や、経営改善支援など、専門的な知識を持つ

人材の育成強化を図っております。

●販路開拓・ M&A ・事業承継・転廃業支援先数
（単位：社） 27年度 28年度 対前年比

販路開拓支援先数 273 330 57

M&A支援先数 134 174 40

事業承継支援先数 437 544 107

転廃業支援先数 0 5 5

ベンチマーク

【Ｍ＆Ａの事例紹介】

・設備関係業を営むＣ社は、特殊な技術を必要とする機能性の高い
設備業者であり、業況は好調であった。

・しかし、社長は高齢で後継者がなく、将来は廃業も視野に入れて
いた。

・当行は、経営コンサルタント会社と連携し、Ｍ＆Ａによる第三者
への承継を提案したことで、Ｃ社はＭ＆Ａによる譲渡の検討を
開始した。
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５．主な取組内容

成長基盤強化、生産性向上への取組

成長分野である、環境・医業・農業等に取り組むお客さまや、生産性向上を目指す
お客さまへの経営支援活動を行っております。

・成長基盤強化貸出 ６２件／１３２億円
・｢愛銀 医療経営セミナー｣開催 ５１名参加
・製造現場の改善・支援を目的として「現場改善アドバイザー」創設

・・・株式会社豊田自動織機のＯＢ２名を採用

●当行が事業性評価の結果の対話を行っている取引先数

ベンチマーク

（単位：社） （単位：億円）

●ライフステージ別の与信先数 ●ライフステージ別の融資額

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

２７年度 752 1,938 11,590 596 1,393

２８年度 783 1,751 11,757 643 1,254

対前年比 31 -187 167 47 -139

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

２７年度 205 1,095 8,305 311 777

２８年度 246 1,100 8,685 368 682

対前年比 41 5 380 57 -95

●当行が事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額

27年度 28年度 対前年比

先数（件数） 109 311 202

融資残高（億円） 146 433 287

（単位：億円）（単位：社）

ベンチマーク

（単位：社） ベンチマーク

27年度 28年度 対前年比

31 135 104

事業性評価ｼｰﾄ

ベンチマーク
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（２）地域の発展への積極的な参画

５．主な取組内容

産学官連携によるネットワークの積極的活用

産学連携している地元６大学や高専、中小企業基盤整備機構等との産学官ネットワーク

を活かし、お客さまからの技術相談等、事業に役立つ情報提供に努めております。

・「第１０回工場長養成塾」(名古屋工業大学主催)への継続協賛
・・・当行お取引先の参加招聘 ５社

・愛銀ビジネス商談会へ提携大学、中小企業基盤整備機構がブース出展
・・・１４件

金融経済教育活動への積極的な取組

地元の高校生を対象とした金融経済に関するクイズ大会を開催するなど、金融経済教育
活動をとおして、正しい金融経済知識の普及に努めております。

・第１１回「エコノミクス甲子園愛知大会」開催
（高校生向けの金融経済クイズ大会）参加者：６校、２７チーム、５４名

【愛銀教育文化財団】【愛銀教育文化財団】

【愛銀ライフサイクル・チューリップ交通安全協力会】 「愛銀ライフサイクル」は昭和49年より毎年、「チュー
リップ交通安全協力会」は昭和43年より隔年で、社会福祉事業の一助として寄付活動を行っております。

【愛銀ライフサイクル・チューリップ交通安全協力会】 「愛銀ライフサイクル」は昭和49年より毎年、「チュー
リップ交通安全協力会」は昭和43年より隔年で、社会福祉事業の一助として寄付活動を行っております。

【愛銀ビジネス商談会】【愛銀ビジネス商談会】

【エコノミクス甲子園】【エコノミクス甲子園】【地元中学校の職場体験】【地元中学校の職場体験】
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５．主な取組内容

ホームページ、ディスクロージャー誌等に
よる積極的な情報発信

地域やお客さまとの信頼関係を深めるため、当行の地域

密着型金融への取組内容を積極的に公表するとともに、
「お客さまの声」を大切にした経営の実践に取り組み、こ
れからも地域のみなさまに愛される銀行であり続けます。

（４）地域や利用者に対する積極的な情報発信
・地域密着型金融取組状況のホームページやディスクロージャー誌での定期的な公表。
・平成２８年４月から「お客さまの立場に立ったサービスの実践」をスローガンとし、お客さまの
目線での利便性、サービス向上に向けた取組を実施。

・「お客さまアンケート」（新規口座開設先等）を利用した「お客さまの声」の把握。
※お客さまからの回答総数約１,１００通（約５,３７８先に依頼）

・「お客さま満足度向上」に向けた取組
○卓上型対話支援機器ＣＯＭＵＯＯＮ（コミューン）を一部店舗に設置
○｢マネーフォワードオフィシャルアカウント｣を開設
○Ｙａｈｏｏ！ウォレット｢預金払い｣による代金決済、Ｙａｈｏｏ！マネーへのチャージがご利用可能に。

会社説明会の開催会社説明会の開催

地元の経済状況や当行の決算内容に加え、地域貢献に関す
る取組みなどを地域のみなさまにご説明する「個人向け会
社説明会」、及び「機関投資家向け会社説明会」を開催し
ております。

（３）地域活動への積極的な参画
愛知銀行は、地域の各種行事や活動へ積極的に参加することで、地域の皆さまとのふれあいを大切
にし、従業員一人ひとりが積極的に地域貢献活動に取り組む風土を醸成していきたいと考えます。

愛知銀行は、地域の各種行事や活動へ積極的に参加することで、地域の皆さまとのふれあいを大切
にし、従業員一人ひとりが積極的に地域貢献活動に取り組む風土を醸成していきたいと考えます。

【クリーンアップ五条川】【クリーンアップ五条川】

【名古屋ウィメンズマラソン2017】【名古屋ウィメンズマラソン2017】

【国府宮神社の清掃】【国府宮神社の清掃】



６．地方公共団体との包括的な連携協力協定

【協定締結自治体】 【創業支援協定締結自治体】

地域全体の活性化と地域のみなさまの暮らしに貢献するため、愛知県内の地方公共団体および商工会議所等と地方創生・
創業支援の協定を締結し、諸課題について情報共有を行うと共に、解決に向けた取組みをおこなっています。
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「輝く女性ソーシャルビジネスコンテストあいち」に特別協力

「緑の募金」取扱金融機関として協力

廃校跡地を活用し「親子そば打ち体験教室」を地元企業と提携し開催

市・商工会議所・ハローワークと連携 「就職セミナー開催」

創業支援連携会議に出席

第１回岩倉市・大口町・扶桑町創業支援協議会に出席

【地方創生に関する包括連携協定】

【産業振興、創業支援等に関する連携協定】

犬山市・小牧市・尾張旭市・桑名市・新城市・半田市・清須市・

江南市・岩倉市・中津川市・日進市・愛知県・知多市・豊明市・

大府市・犬山商工会議所・岩倉市商工会・知多市商工会・大府商

工会議所

平成27年10月

「中小企業支援業務提携に関する覚書」を締結

平成28年3月

「事業承継支援業務提携に関する覚書」を締結

平成28年12月

「名古屋市における空家等対策に関する協定」を締結

【地域活性化情報交換会】
当行と地方創生に関する包括連携協定

を締結している自治体が一堂に会し、意
見交換や情報収集をしていただくために、
定期的に開催しております。

【地域活性化情報交換会】
当行と地方創生に関する包括連携協定

を締結している自治体が一堂に会し、意
見交換や情報収集をしていただくために、
定期的に開催しております。

愛知県

尾張旭市

中津川市岩倉市

江南市

新城市

日進市 知多市 東海市 豊明市

岩倉市 大口町

春日井市

扶桑町

名古屋市

安城商工
会議所

岩倉市・
大口町・
扶桑町

碧南市・
碧南商工会議所



「金融仲介機能のベンチマーク」の活用について

当行では、「金融仲介機能のベンチマーク」を活用し、お客さまのニーズや課題解決
に適切にお応えできているかを常に点検し、評価してまいります。

さらに、積極的な情報開示を通じて、地域のみなさまと対話をさせていただき、地域
のニーズに応え、これからも地域に必要とされるかけがえのない銀行であり続けられる
よう、取り組んでまいります。

地域のみなさまにおかれましては、当行に一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよう、心
からお願い申し上げます。

７．おわりに

＜記載内容に関するお問い合わせ先＞
株式会社 愛知銀行 総合企画部
経営企画グループ （電話：052-262-9595）
ホームページアドレス ： http://www.aichibank.co.jp
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【参考資料】
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（単位：百万円）

【中小企業 年間平均残高】

（単位：百万円）
●年商別内訳

ミドルリスク先に対する事業性評価（事業性評価シート作成先）に基づく融資によって、中小企業向け融資残高が増加
しております。

高格付先 ミドルリスク先 その他

平成28年3月末 385,431 343,863 192,884
平成29年3月末 409,575 364,081 178,423

対前年比 24,144 20,218 -14,461

（単位：百万円）

1億未満
1億以上10億

未満
10億以上20億

未満
20億以上30億

未満
30億円以上 全体

平成28年3月末 189,122 331,682 112,672 60,355 228,347 922,178

平成29年3月末 198,066 335,782 118,387 65,115 234,729 952,079

対前年比 8,944 4,100 5,715 4,760 6,381 29,900

●格付別内訳 （単位：百万円）


