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地域密着型金融の取組状況について

〔平成２５年４月～平成２６年３月〕
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１．地域密着型金融の推進に関する考え方

【経営理念】
「堅実経営に徹し、業績の発展をとお
して地域社会の繁栄に寄与する」

【経営理念】
「堅実経営に徹し、業績の発展をとお
して地域社会の繁栄に寄与する」

【第９次中期経営計画】
お客さまのニーズに的確にお応えで

きる実践力のある人材の育成、より実
践的な内部管理態勢の構築に努めま
す。

【第９次中期経営計画】
お客さまのニーズに的確にお応えで

きる実践力のある人材の育成、より実
践的な内部管理態勢の構築に努めま
す。

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〕 〔地域密着型金融の推進に関する基本方針〕
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数値目標と実績（平成２５年４月～平成２６年３月）

指 標 目 標 実 績 達成率

①ビジネスマッチング成約件数 ２００件 ２００件 １００．０％

②事業承継、M＆Aの相談件数 ３００件 ４７９件 １５９．６％

③貿易投資相談件数 ４００件 ４５７件 １１４．２％

２．数値目標と実績
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１．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮１．顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

①「あいぎん未来創造ファンド」によるベンチャー企業、株式公開指向企業の育成支援強化、「あいぎんスタートアップ応援

ローン」による創業支援

②「愛銀ビジネス商談会」他、各種相談会開催によるビジネスマッチング支援強化

③「貿易投資相談所」の活用、ＪＥＴＲＯや海外金融機関との連携による取引先企業の海外ビジネス展開に向けた支援強化

④「経営改善計画書」の策定を軸とした経営支援活動の強化、経営改善支援機能強化に向けた外部機関や外部専門家

との連携

⑤事業承継・Ｍ＆Ａセミナー等の開催によるコンサルティング支援の強化、事業承継に係る課題への積極的な支援

⑥専門的な知識・ノウハウを持つ人材の育成

２．地域の面的再生への積極的な参画２．地域の面的再生への積極的な参画

①環境・医業・農業等の成長分野に取り組む事業者への積極的な支援

②産学官連携によるネットワークの積極的な活用

③金融経済教育活動への積極的な取組

３．地域や利用者に対する積極的な情報発信３．地域や利用者に対する積極的な情報発信

①各種アンケート等を通した「お客さまの声」の収集、分析によるＣＳ施策の展開と改善事項の公表

②地域密着型金融における具体的な取組実績の公表

「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９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
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４．主な取組内容

創業・新事業支援

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

海外ビジネス展開
に向けた情報の提
供、アドバイス

「貿易投資相談所」等による
情報提供や、海外金融機関
等との連携により、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。

【主な取組実績】
・海外ビジネスセミナーの開催
・国際ビジネスナビゲーション相談会への出展
・「日中ものづくり商談会＠上海2013」への共催
・フィリピン・メトロポリタン銀行およびベトナム・
ベトコム銀行と業務提携
（フィリピン・メトロポリタン銀行とは、ＪＢＩＣ（国際
協力銀行）を通じての業務提携）

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

「あいぎんスタートアップ応援
ローン」や「あいぎん未来創
造ファンド」により、創業者・
ベンチャー企業、株式公開指
向企業へ、その育成・支援を
図っております。

【主な取組実績】
・「あいぎんスタートアップ応援ローン」

２月７日取扱開始
取組実績： ２件・ ４４百万円

・「あいぎん未来創造ファンド」
追加投資： ４件・１３２百万円
累計実績：２８件・６３０百万円

「愛銀ビジネス商談会」他の
各種商談会等の開催により、
お客さまのビジネスチャンス
の創出・拡大に向けた営業
支援活動を推進しております。

【主な取組実績】
・第１５回愛銀ビジネス商談会開催

参加２５９社・商談件数５９４件
・第１０回しずぎん＠ｇｒｉｃｏｍ共同開催

参加７２社、うち当行より１１社出展
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４．主な取組内容

事業承継・Ｍ＆Ａ、
相続対策支援

「事業承継・M&Aセミナー」な
どの開催により、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。

経営改善支援先の
拡充

経営支援先選定基準の見直
しを実施。また、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。

【主な取組実績】
・経営支援先延べ先数：４７８先
・経営支援先増加数：５５先（前年比）

①顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮（２）

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。

【主な取組実績】
・行内研修

第８・９期ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業塾 ６５名参加
(第１期からの修了者延べ２２９名)

法人渉外ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修 延べ１１０名参加
・外部研修

目利き能力強化研修 １名参加
再生支援能力強化研修 １名参加

認定支援機関向け経営改善・
事業再生研修 ２名参加
地域金融機関等職員研修 ３名参加

・外部派遣
ＪＥＴＲＯの名古屋事務所へ行員派遣

【主な取組実績】
・Ｈ２５年上期 事業承継セミナー（３回）延べ４５社

Ｍ＆Ａセミナー（１回） ２０社

・Ｈ２５年下期 事業承継・Ｍ＆Ａセミナー
（合同開催３回）延べ８８社
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②地域の面的再生への積極的な参画

４．主な取組内容

成長基盤強化に向
けた取組

成長分野である、環境・医業・農業等に
取り組んでいるお客さまに対して、経営
支援活動を行っております。

【主な取組実績】
・「あいぎん医療・介護応援ローン」の取扱
開始

・成長基盤強化貸出 ２３件／３１億円

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
済知識の普及につとめ、健全な地域社会
の発展に貢献しております。

【主な取組実績】
・第８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：１３校、３０チーム、５９名

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５大学や、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。

【主な取組実績】
・ 「第７回工場長養成塾」（名古屋工業大学

主催）への継続協賛
・・・当行取引先の参加招聘４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
・・・技術相談・共同研究７件
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４．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

③地域や利用者に対す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
取り組んでおります。

【主な取組実績】
・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２５年４月からＣＳビジョン『サービスプ
ロジェクト』をスタートし、お客さま目線での
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・住
宅ローン先等）の送付および店頭依頼によ
る「お客さまの声」の把握。
※お客さまからの回答総数４,６００通
（約１５，０００先に依頼）

・「お客さま満足度向上」に向けた取組として
平成２５年度は２０事例を公表。
○新規口座開設のお客さま用に「あいぎ
んサービスガイド」を作成し配布

○住宅ローンお客さま向けのカードロー
ン「ＮＥＯ」の取扱を開始

○本店ショーウィンドーに大型デジタル
サイネージを設置

○「ローンプラザ豊田」の日曜営業を開
始するなど、５ヶ所で休日のローン相談
を実施
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【数値目標】 平成２６年度目標（平成２６年４月～平成２７年３月）

指 標 目 標

①ビジネスマッチング成約件数 ２００件

②事業承継、M＆Aの相談件数 ３００件

③貿易投資相談件数 ４００件

５．今年度の数値目標


