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進捗状況 備考 

(21年4月～21年9月) (21年10月～22年3月) (21年4月～22年3月） 

推進のための具体的取組 

① ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

(事業再生) 
・企業支援対象先の見直しと新たな支 

援対象先を決定します。 
平成2１年度は40先を支援します。 

企業支援対象先を41先選 
定して支援活動推進して 
おります。 

景気の悪化で企業支援先 
の内2先が破綻等で支援 
断念となり39先に対し支 
援推進しました。 

景気の悪化により特に人 
材派遣業、建設業等では 
受注減の影響大きく2先 
が破綻等により支援断 
念、最終的に当初の目標 
を１先下回る結果となり 
ました。 

(事業再生) 
・支援先のランクアップを図ります。 

平成2１年度のランクアップ先数8先を 
目標とします。 

ランクアップ先数の目標 
を８先として支援活動推 
進しております。 

要注意先から2先が正常 
先にランクアップしまし 
た。 

支援先のランクアップ先 
数は2先となりました。 

(事業再生) 
・事業改善計画書を策定します。 

支援先40先について全先策定を目標と 
します。 

全先に対し事業改善計画 
書策定に向け支援活動推 
進中、現在30先に対し改 
善計画書策定済み。 

事業改善計画書策定は2 
先増加して21年度策定先 
としては9先となり合計 
32先に対して策定しまし 
た。 

全先に対して事業改善計 
画策定を目標としました 
が、策定先は32先となり 
ました。 

取組み 数値目標 
進捗状況

　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 

社会的課題である環境問題に寄与するための取組として、家庭でのCO2削減に対して金利を優遇した定期積金を発売し、17億83百万円の契約額となりました。また、募集総額の0.01％ 
相当額を緑化のために寄付する緑化定期預金を発売し、51億6百万円の実績となりました。地域への多様なサービスの提供については、利用者満足度調査の結果要望が多かったインター 
ネットバンキングの取扱いを開始しました他、ディスクロージャー誌を刷新し見易く分かり易いものにしました。 

当金庫の地域密着型金融の推進については、下記の3つの大項目を重点的に推進しました。 

<当金庫における地域密着型金融の取組みについて> (２１年４月～２２年３月)

　ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

事業再生への取組みについては21年度は企業支援先を41先選定し、8先のランクアップと支援先40先に対して事業改善計画書の策定をすすめ事業再生への取組みを推進した結果、事業計 
画書は32先の策定を果たしました。支援先のランクアップは2先となりました。支援先のお客様は「利幅の大きい製品に切替え利益が出始めたところに、あいしんさんの助言もあり、資金 
繰りが改善した。（婦人服製造販売業）」という声もあり、今後も支援を継続して行なっていきます。創業・新事業支援の取組みとしては、保証協会の活用により21先の1億5百万円を目 
標に取組みした結果、12先80百万円の取組実績となりました。また、経営支援等の取組みとして、緊急保証制度の取組目標31億5千万円とし支援を推進した結果、36億70百万円の取組 
実績となりました。事業継承への支援においては、22年2月に経営者主体の「中小企業会計啓発セミナー」を開催しました。

　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 

不動産担保、個人保証に過度に依存しない融資の取組みについては、「あいしん企業活性化ローン」・「あいしん創業支援特別ローン」・「名古屋商工会議所」・「商工会会員特別ロー 
ン」の4種類のローンと「特別事業者資金」の合計で12億6千万円を目標に推進した結果、67百万円を取組みました。



(創業・新事業等支援) 
・創業および経営革新に取り組む企業を 
支援するため、名古屋商工会議所のアド 
バイザーセンターに紹介し、サポートし 
ます。 

名古屋商工会議所のアド 
バイザーセンターへの紹 
介はありませんでした 
が、下期も継続して取組 
みます。 

名古屋商工会議所のアド 
バイザーセンターへの紹 
介はありませんでした。 

創業および経営革新に取 
り組む企業を支援するた 
め、名古屋商工会議所の 
アドバイザーセンターへ 
の紹介先はありませんで 
した。 

(創業・新事業等支援) 
・創業・新事業先開拓を推進するため、 
信用保証協会との連携を強化し積極的な 
提案を行っていきます。 

創業・新事業等関連制度融資目標21先 
1億5百万円（平成21年4月1日～平成 
22年3月31日） 

創業・新事業等関連制度 
融資を愛知県信用保証協 
会扱1先　10百万円実行 
となりなりました。 

創業・新事業等関連制度 
融資を愛知県信用保証協 
会扱11先　70百万円実 
行となりました。 

創業・新事業等関連制度 
を愛知県信用保証協会扱 
12先80百万円実行とな 
りました。 

(経営改善支援等) 
・東海地区信用金庫協会主催のしんきん 
ビジネスマッチングへの当金庫の出展参 
加企業と入場者増加を積極的に推進し支 
援していきます。 

平成21年11月5日に開 
催いたしますが、当金庫 
よりの出展参加企業は6 
企業の予定です。 

平成21年11月5日に開 
催し、当金庫からの出展 
参加企業は７企業先であ 
りました。 

平成21年11月5日に開 
催された東海地区信用協 
会主催のしんきんビジネ 
スマッチングへの当金庫 
からの出展参加企業は７ 
企業先でありました。 

(経営支援等) 
・経営環境の変化に伴う中小企業の資金 
ニーズに対して、緊急保証制度の活用に 
よる経営支援を行なっていきます。 

緊急保証制度目標　31億5千万円 
（期間：平成21年4月1日～平成22年3 
月31日） 

21年9月までに167先 
20億5千万円緊急保証制 
度を活用しました。 

21年10月から22年3月 
までに112先16億2千万 
円緊急保証制度を活用し 
ました。 

経営環境の変化に伴う中 
小企業の資金ニーズに対 
して、２７９先３６億７ 
千万円緊急保証制度を活 
用しました。 

(事業承継への支援) 
・中小企業基盤整備機構との連携による 
取引先企業を主体とした「中小企業会計 
啓発・普及セミナー」又は「事業継承セ 
ミナー」を開催します。 

「中小企業会計啓発セミ 
ナー」を平成22年2月に 
予定しています。 

「中小企業会計啓発セミ 
ナー」を平成22年2月 
23日にアパホテルにて開 
催し、総勢35名が参加い 
たしました。 

「中小企業会計啓発セミ 
ナー」を平成22年2月 
23日にアパホテルにて開 
催し、総勢35名が参加い 
たしました。 

(取組強化のための教育・研修体制) 
・年間の研修計画に基づき、金庫内研 
修、外部研修（東海地区協・全信協）に 
おいて職員に受講させ、「事業再生」 
「創業・新事業等支援」「経営改善支 
援」「事業継承への支援」について能力 
向上を図ります。 

「事業再生」等の研修は 
下期に行います。 

下期に予定した「事業再 
生」等の研修は見送り、 
他の外部研修講座に、4 
名を派遣しました。 

今年度は外部派遣研修を 
１０講座において13名の 
派遣となりました。 

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 

(不動産担保、個人保証に過度に依存し 
ない融資の徹底) 
・無担保・第三者保証人不要である以下 
のローンを本年度も継続して取組みま 
す。あいしん「企業活性化ローン」「創 
業支援特別ローン」「名古屋商工会議所 
ローン」「商工会特別ローン」 

取組目標額 
4種類ローン合計　　　10億5千万円 
（期間平成21年4月1日～平成22年3月 
31日） 

不動産担保・個人保証に 
過度に依存しない融資商 
品としての「名古屋商工 
会議所ローン」の１件 
100万円の実績でありま 
した。 

不動産担保・個人保証に 
過度に依存しない融資商 
品としての実績はありま 
せんでした。 

不動産担保・個人保証に 
過度に依存しない融資商 
品としての「名古屋商工 
会議所ローン」の１件 
100万円の実績でありま 
した。 

(不動産担保、個人保証に過度に依存し 
ない融資の徹底) 
・財務内容良好先について「特別事業者 
資金」を推進します。 

特別事業者資金　　　　2億1千万円 
（期間平成21年4月1日～平成22年3月 
31日） 

不動産担保・個人保証に 
過度に依存しない融資商 
品としての「特別事業者 
資金」については、3件 
の47,477千円の実績で 
ありました。 

不動産担保・個人保証に 
過度に依存しない融資商 
品としての「特別事業者 
資金」については、3件 
の19,246千円の実績で 
ありました。 

不動産担保・個人保証に 
過度に依存しない融資商 
品としての「特別事業者 
資金」については、6件 
の66,723千円の実績で 
ありました。



(目利き機能の向上) 
・年間の研修計画により、内部研修及び 
外部研修に職員を派遣し、職員の事業価 
値を見極める融資手法及び「目利き能 
力」の向上を図ります。 

「目利き力養成講座」下 
期（11月）に予定してお 
ります。 

全信協において１１月に 
開催された「目利き力要 
請講座」に１名派遣いた 
しました。 

今年度は「目利き力要請 
講座」に１名の派遣とな 
りました。 

(その他、中小企業に適した資金供給の 
徹底) 
・地域中小企業ファンドに対して融資に 
よる協力、又、愛知中小企業ファンドに 
対し出資による資金協力をします。 

上期においては、地域中 
小企業ファンド等に対す 
る融資及び出資実績はあ 
りません。 

下期においても、地域中 
小企業ファンド等に対す 
る融資及び出資実績はあ 
りません。 

上期・下期とも活用実績 
はありませんでした。 

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 

(地域の面的再生) 
・特色ある企業については、しんきんビ 
ジネスマッチングへの参加を積極的に呼 
びかけるとともに、取引先企業の「個別 
商談会」への参加を奨励します。 

平成21年11月5日に開 
催しますが、出展参加企 
業は6企業の予定で個別 
商談会については募集 
中。 

平成21年11月5日に開 
催し、当金庫からの出展 
参加企業は７企業先であ 
りました。 

平成２１年１１月５日に 
開催された東海地区信用 
金庫協会主催のしんきん 
ビジネスマッチングへの 
当金庫からの出展参加企 
業は７企業先でありまし 
た。出展参加企業との商 
談は１３企業あり、内２ 
企業との商談が成立しま 
した。 

(地域活性化につながる多様なサービス 
の提供) 
・多重債務者への貢献⋯会員を対象に予 
防策を中心とした法律専門家への紹介を 
推進します。 

多重債務者への貢献⋯会員 
を対象に予防策を中心と 
した法律専門家への紹介 
はありませんでした。 

多重債務者への貢献⋯会員 
を対象に予防策を中心と 
した法律専門家への紹介 
はありませんでした。 

多重債務者への貢献⋯会員 
を対象に予防策を中心と 
した法律専門家への紹介 
はありませんでした。 

(地域活性化につながる多様なサービス 
の提供) 
・緑化普及及び支援制度の取組：緑化の 
義務化（平成20年度施行）の地元金融 
機関として「緑の金融連携」で地元への 
助成と環境への貢献を推進します。 

上期中の緑化普及および 
支援制度の取組は該当が 
ありませんでしたが、下 
期も継続して取組みま 
す。 

22年3月１日～4月20日 
まで「緑化定期預金」 
キャンペーンを実施し募 
集金額の0.01％を名古屋 
市を通じ東山動物園の 
ユーカリ育成の支援とし 
て寄付することに致しま 
した。 

平成２２年３月１日～３ 
月３１日まで「緑化定期 
預金」キャンペーンを実 
施し募集実績は3,967口 
51億6百万円で、募集金 
額の0.01％を名古屋市を 
通じ東山動物園のユーカ 
リ育成の支援として51万 
円を寄付致します。



(地域活性化につながる多様なサービス 
の提供) 
・エコ定期の取組み：エコライフをテー 
マに各家庭の電気、ガス、水道他生活に 
直結した節約（使用量が前月又は前年対 
比の減少）に対しての金利優遇商品を継 
続します。 

エコ定期積金を5月～8月 
までの4ヶ月間行い、電 
気料金等の領収書で使用 
量の減少しているお客様 
に0.1%金利上乗せを 
し、結果1,282口17億 
83百万円の契約がありま 
した。 

下期については、上記の 
「緑化定期預金」による 
キャンペーンを実施。 

エコ定期積金を21年5月 
～8月までの4ヶ月間行 
い、電気料金等の領収書 
で使用量の減少している 
お客様に0.1％金利上乗 
せし、結果1,282口17 
億83百万円の契約があり 
ました。「緑化定期預 
金」キャンペーンを22年 
3月1日から１ヶ月間おこ 
ない、基準金利に0.2％ 
～0.3％金利上乗せし、 
結果3,967口51億6百万 
円の実績がありました。 

(地域活性化につながる多様なサービス 
の提供) 
・利用者満足度アンケートの効果的効率 
的な実態把握と経営への反映：満足度ア 
ンケートが地元に支持され継続されるた 
めに、アンケートの分析とスピーディー 
な改善に取組みます。 

ホームページを全面見直 
しを行い、利用者満足度 
アンケートにおいて要望 
の多かったインターネッ 
トバンキングの取扱い 
を、平成22年1月より開 
始するように取組中で 
す。 

インターネットバンキン 
グを平成22年1月より開 
始しました。 

利用者満足度アンケート 
において要望の多かった 
インターネットバンキン 
グの取扱いを、平成22年 
1月より開始しました。 

(地域活性化につながる多様なサービス 
の提供) 
・ディスクロージャー誌を読み易く分か 
り易いものに改善し、地域の皆様に経営 
姿勢と経営内容をより広く且つより深く 
開示します。 

20年度ディスクロー 
ジャー誌の構成を刷新し 
又写真、グラフを多用し 
て見易く分かり易いもの 
としました。 

21年度半期ディスクロー 
ジャー誌でグラフ等を多 
用し見易いものにしまし 
た。 

ディスクロージャー誌が 
読み易く分かり易いもの 
になりました。 

(地域活性化につながる多様なサービス 
の提供) 
・会員及び総代から、日々の営業活動及 
び「経営者の会」「経済講演会」等にお 
いて意見要望を聴取し、ガバナンスの強 
化を図っていきます。 

9月17日の「経営者の 
会」において意見・要望 
等の聴取を行いましたが 
総代会へ報告するような 
意見はありませんでし 
た。引き続き聴取を行い 
ます。 

2月17日開催の「経営者 
の会」において意見・要 
望等の聴取を行いました 
が、総代会に報告するよ 
うな事項はありませんで 
した。 

会員及び総代から、日々 
の営業活動及び「経営者 
の会」「経済講演会」等 
において意見要望の聴取 
を試みましたが今年度も 
特別な意見・要望等はあ 
りませんでした。



経営改善支援の取組み実績

【21年4月～22年3月】 （単位：先数）

期初債務者数
A

経営改善支援
取組み率
＝α／Ａ

ランクアップ率
＝β／α

再生計画策定
率

＝δ／α

うち
経営改善支援

取組み先
α

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

αのうち再生計
画を策定した
先数　δ

正常先　① 1,869 1 0 1 0
要
注
意
先

 うちその他要注意先　② 255 34 2 30 27 13.33% 5.88% 79.41%

 うちその他要管理先　③ 1 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%

破綻懸念先　④ 94 5 0 5 5 5.32% 0.00% 100.00%

実質破綻先　⑤ 33 1 0 1 1 3.03% 0.00% 100.00%

破綻先　⑥ 22 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.0%

小計（②～⑥の計） 405 40 2 36 33 9.88% 5.00% 82.50.%

合　　計 2,274 41 2 37 33
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