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平成平成2222年度上期年度上期
 

「地域密着型金融推進」の取組状況「地域密着型金融推進」の取組状況
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１．地域密着型金融推進の主な取組み項目１．地域密着型金融推進の主な取組み項目

以下の項目について積極的に取組み、地域密着型金融を推進してまいりました。以下の項目について積極的に取組み、地域密着型金融を推進してまいりました。

１．

 

ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

２．

 

事業価値を見極める融資手法をはじめ、中小企業に適した資金供給手法の徹底

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

・グループ法人と連携したファンド投資、ＩＰＯ支援の強化
・本部専門部署と営業店連携による医療福祉、農業など成長分野参入・事業化の支援強化
・外部支援機関活用の連携スキーム確立

・グループ法人と連携したファンド投資、ＩＰＯ支援の強化
・本部専門部署と営業店連携による医療福祉、農業など成長分野参入・事業化の支援強化
・外部支援機関活用の連携スキーム確立

・営業店と本部専門部署、外部専門機関の連携による経営改善計画策定・進捗管理を通じたお取引

 
先の経営改善・事業再生支援の強化

 
・お取引先の業況悪化時の対応力の強化

・営業店と本部専門部署、外部専門機関の連携による経営改善計画策定・進捗管理を通じたお取引

 
先の経営改善・事業再生支援の強化

・お取引先の業況悪化時の対応力の強化

・お取引先の事業承継上の課題・ニーズ把握と本部専門部署による事業承継コンサルティングの実施・お取引先の事業承継上の課題・ニーズ把握と本部専門部署による事業承継コンサルティングの実施

・企業の営業債権・資産に着目した動産担保融資への取組強化
・資産流動化、シンジケートローン、私募債への取組強化
・事業投資ファンドへの取組強化
・担保・保証人が原則不要なスコアリング商品の本格導入

・企業の営業債権・資産に着目した動産担保融資への取組強化
・資産流動化、シンジケートローン、私募債への取組強化
・事業投資ファンドへの取組強化
・担保・保証人が原則不要なスコアリング商品の本格導入

・「中小企業支援スキルの伸長」「再生支援スキルの伸長」をテーマとした各種研修の充実・強化
・外部機関への研修派遣による専門性ある人材の育成

・「中小企業支援スキルの伸長」「再生支援スキルの伸長」をテーマとした各種研修の充実・強化
・外部機関への研修派遣による専門性ある人材の育成

・地域内・外情報ネットワークを活用したビジネスマッチングの充実と強化・地域内・外情報ネットワークを活用したビジネスマッチングの充実と強化

・財団法人長野経済研究所による地域ビジョン策定への支援、自治体職員の派遣研修受入
・産学官連携強化による地域経済へのコーディネート力強化

・財団法人長野経済研究所による地域ビジョン策定への支援、自治体職員の派遣研修受入
・産学官連携強化による地域経済へのコーディネート力強化

・財団法人八十二文化財団による「夏休み貨幣教室」の充実
・インターンシップ、職場体験学習の継続的な受入れ

・財団法人八十二文化財団による「夏休み貨幣教室」の充実
・インターンシップ、職場体験学習の継続的な受入れ

創業・新事業支援創業・新事業支援

経営改善支援、
事業再生

経営改善支援、
事業再生

事業承継事業承継

資金供給手法資金供給手法

目利き能力の向上目利き能力の向上

地域企業発展
への貢献

地域企業発展
への貢献

外部連携による
地域課題の解決

外部連携による
地域課題の解決

金融教育活動の
充実・貢献

金融教育活動の
充実・貢献
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・事業承継セミナーを２回開催したほか、７９社のお客さまに対し事業承継コンサルティン

 
グを実施いたしました。この結果、２社のお客さまが４金融機関共同で組成している事業

 
承継ファンドをご利用いただき、またＭ＆Ａを３件成約いただくなど、お客さまの事業承継

 
を積極的にご支援いたしました。

 

・事業承継セミナーを２回開催したほか、７９社のお客さまに対し事業承継コンサルティン

 
グを実施いたしました。この結果、２社のお客さまが４金融機関共同で組成している事業

 
承継ファンドをご利用いただき、またＭ＆Ａを３件成約いただくなど、お客さまの事業承継

 
を積極的にご支援いたしました。

・技術、製品や販売先戦略等で特色あるお取引先の創業、育成支援のため投資ファンドを

 
組成し、グループ法人と連携して課題把握と解決支援を進めております。上期はファンド

 
投資先１先、その他２先に対し上場審査への対応を含めた資本政策に関する提言・支援

 
を実施いたしました。

 
・医療福祉、農業などの成長分野参入、事業化の支援にも力を入れており、「八十二医療

 
福祉経営セミナー」やお取引先を対象とした勉強会などを積極的に開催し、４９件のコン

 
サルティング提案・外部支援機関への取次を実施いたしました。

 

・技術、製品や販売先戦略等で特色あるお取引先の創業、育成支援のため投資ファンドを

 
組成し、グループ法人と連携して課題把握と解決支援を進めております。上期はファンド

 
投資先１先、その他２先に対し上場審査への対応を含めた資本政策に関する提言・支援

 
を実施いたしました。
・医療福祉、農業などの成長分野参入、事業化の支援にも力を入れており、「八十二医療

 
福祉経営セミナー」やお取引先を対象とした勉強会などを積極的に開催し、４９件のコン

 
サルティング提案・外部支援機関への取次を実施いたしました。

２－１．２－１．2222年度上期取組み実績年度上期取組み実績

・本部専門部署、営業店が連携し、お取引先とともに経営改善に向けた計画書を策定して
おります。２２年度上期は経営改善計画策定対象先を８２０先（対２１年度下期＋５６先）

 
に拡大いたしました。

 
・経営改善計画を認定したお取引先５７８社のうち、約８４%のお取引先が売上計画の８割
以上を達成。約５２%のお取引先がキャッシュフロー計画の８割以上を達成いたしました。

・経営改善指導レベルの向上のため、営業店職員を対象に各地区内勉強会を継続的に開
催。

 

さらに、２月に長野県信用保証協会と長野県中小企業再生支援協議会が発起団
体として設立された「信州再生支援ネットワーク会議」を２回開催するなど、一金融機関
の枠を超えてお取引先の経営改善指導のレベル向上に努めました。

・本部専門部署、営業店が連携し、お取引先とともに経営改善に向けた計画書を策定して
おります。２２年度上期は経営改善計画策定対象先を８２０先（対２１年度下期＋５６先）

 
に拡大いたしました。
・経営改善計画を認定したお取引先５７８社のうち、約８４%のお取引先が売上計画の８割
以上を達成。約５２%のお取引先がキャッシュフロー計画の８割以上を達成いたしました。

・経営改善指導レベルの向上のため、営業店職員を対象に各地区内勉強会を継続的に開
催。

 

さらに、２月に長野県信用保証協会と長野県中小企業再生支援協議会が発起団
体として設立された「信州再生支援ネットワーク会議」を２回開催するなど、一金融機関
の枠を超えてお取引先の経営改善指導のレベル向上に努めました。

創業・新事業支援創業・新事業支援

経営改善支援、
事業再生

経営改善支援、
事業再生

事業承継事業承継

「ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化」の取組み実績は以下のとおり

 です。

 

「ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化」の取組み実績は以下のとおり

 です。
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２－２．２－２．2222年度上期取組み実績年度上期取組み実績

・企業の営業債権・資産に着目し、信用保証協会による「流動資産担保融資保証制度」を積極

 
的に活用しております。２２年９月末利用先数は１５９先、残高４，６１０百万円となりました。

 
・その他実績については以下の通りです。

・その他、お取引先の状況に応じた商品・制度の充実を図ってきました。
２２年４月 環境配慮型融資「エコウェーブⅡ」の取扱開始

環境対応設備の導入を行うお客さまに対し、当行独自「環境格付」を活用して資金調達をご支援

２２年４月 「資金繰円滑化対策資金」の取扱再開
厳しい経営環境が続く中小事業者さまをご支援

２２年７月 「八十二『成長基盤支援資金』」の取扱開始
成長基盤分野に対する資金供給を通じて地域経済の成長をサポート

２２年９月 長野県制度資金「緊急円高対策資金」の取扱開始
長野県とともに、急激な円高に対応するお客さまをご支援

・企業の営業債権・資産に着目し、信用保証協会による「流動資産担保融資保証制度」を積極

 
的に活用しております。２２年９月末利用先数は１５９先、残高４，６１０百万円となりました。

・その他実績については以下の通りです。

・その他、お取引先の状況に応じた商品・制度の充実を図ってきました。
２２年４月 環境配慮型融資「エコウェーブⅡ」の取扱開始

環境対応設備の導入を行うお客さまに対し、当行独自「環境格付」を活用して資金調達をご支援

２２年４月 「資金繰円滑化対策資金」の取扱再開
厳しい経営環境が続く中小事業者さまをご支援

２２年７月 「八十二『成長基盤支援資金』」の取扱開始
成長基盤分野に対する資金供給を通じて地域経済の成長をサポート

２２年９月 長野県制度資金「緊急円高対策資金」の取扱開始
長野県とともに、急激な円高に対応するお客さまをご支援

資金供給手法資金供給手法

「事業価値を見極める融資手法をはじめ、中小企業に適した資金供給手法の徹底」

 の取組み実績は以下のとおりです。

 

「事業価値を見極める融資手法をはじめ、中小企業に適した資金供給手法の徹底」

 の取組み実績は以下のとおりです。

２２年度上期実績
農林漁業者専用ローン「経営上手＜めぐみ＞」 実行件数１９件、実行額９２百万円
長野県農業信用基金協会保証付き融資 実行件数４５件、実行額２６６百万円
一括ファクタリングシステム 前払残高２１３億円
シンジケート・ローン ５件／４８．５億円
私募債 １６件起債、１６億円引受け

【緊急保証制度実行件数・実行金額】

22/4 22/5 22/6 22/7 22/8 22/9 計

件数 274 345 415 405 387 405 2,231

実行金額 1,936 2,721 3,950 3,877 4,053 3,877 20,417

（単位：百万円）
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・目利き能力および中小企業支援スキルの伸長を図るため、「法人営業推進研修」
「法人営業担当者役付者研修」を実施。のべ２８名の行員が受講いたしました。

・再生支援スキルの伸長を図るため、「債権管理者研修」「企業実査研修」「企業支
援室実習」を実施。のべ３０名の行員が受講いたしました。

・休日を利用した自主参加研修を７講座実施。のべ１，１１５名の行員が受講いたし
ました。

・また、地方銀行協会主催の研修「企業価値研究講座」「中小企業経営支援講座」
「法人向けソリューション営業実践講座」「企業再生実務講座」に、１１名参加いた
しました。

・目利き能力および中小企業支援スキルの伸長を図るため、「法人営業推進研修」
「法人営業担当者役付者研修」を実施。のべ２８名の行員が受講いたしました。

・再生支援スキルの伸長を図るため、「債権管理者研修」「企業実査研修」「企業支
援室実習」を実施。のべ３０名の行員が受講いたしました。

・休日を利用した自主参加研修を７講座実施。のべ１，１１５名の行員が受講いたし
ました。

・また、地方銀行協会主催の研修「企業価値研究講座」「中小企業経営支援講座」
「法人向けソリューション営業実践講座」「企業再生実務講座」に、１１名参加いた
しました。

２－３．２－３．2222年度上期取組み実績年度上期取組み実績

目利き能力の向上目利き能力の向上
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２－４．２－４．2222年度上期取組み実績年度上期取組み実績

・効果的な商談機会をご提供するため、地方の魅力的な食材をテーマにした食の商
談会を開催するなど、ビジネスマッチングを通じたお取引先の営業支援を積極的に
進めております。上期のビジネスマッチング成約件数は２１４件となりました。

【長野県内企業と三大首都圏企業との個別商談会】
・「第４回信州『食』の個別商談会」

 

当行お取引先出展数：７０先
【海外展開支援】
・「日中ものづくり商談会＠上海２０１０」

 

当行お取引先出参加数：１８先

・効果的な商談機会をご提供するため、地方の魅力的な食材をテーマにした食の商
談会を開催するなど、ビジネスマッチングを通じたお取引先の営業支援を積極的に
進めております。上期のビジネスマッチング成約件数は２１４件となりました。

【長野県内企業と三大首都圏企業との個別商談会】
・「第４回信州『食』の個別商談会」

 

当行お取引先出展数：７０先
【海外展開支援】
・「日中ものづくり商談会＠上海２０１０」

 

当行お取引先出参加数：１８先

金融教育活動の
充実・貢献

金融教育活動の
充実・貢献

地域企業発展への
貢献

地域企業発展への
貢献

外部連携による
地域課題の解決

外部連携による
地域課題の解決

「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」の取組み実績は以

 下のとおりです。

 

「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」の取組み実績は以

 下のとおりです。

・当行のシンクタンクである財団法人長野経済研究所が県審議会等へ参加し、地域ビ
ジョンの策定を支援しております。

・また、自治体との連携強化のため、当行職員2名を長野県へ研修派遣。一方、県職員
１名、市町村職員３名を長野経済研究所に研修受入しております。

・地域のお客さまの事業をご支援するため、国の「地域資源活用プログラム」「ものづく
り中小企業支援」などの事業認定支援を積極的に行っております。上期は６件の事業
が認定取得いたしました。

・当行のシンクタンクである財団法人長野経済研究所が県審議会等へ参加し、地域ビ
ジョンの策定を支援しております。

・また、自治体との連携強化のため、当行職員2名を長野県へ研修派遣。一方、県職員
１名、市町村職員３名を長野経済研究所に研修受入しております。

・地域のお客さまの事業をご支援するため、国の「地域資源活用プログラム」「ものづく
り中小企業支援」などの事業認定支援を積極的に行っております。上期は６件の事業
が認定取得いたしました。

・各営業店において、学校などの職場体験学習ニーズに積極的にお応えしております。
・確定拠出年金導入企業の社員研修にも力を入れ、導入企業への研修は新入社員向
けを含め１０５回実施いたしました。

・各営業店において、学校などの職場体験学習ニーズに積極的にお応えしております。
・確定拠出年金導入企業の社員研修にも力を入れ、導入企業への研修は新入社員向
けを含め１０５回実施いたしました。
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ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

事業価値を見極める融資手法をはじめ、中小企業に適した資金供給手法の徹底

３．３．2222年度上期年度上期
 

主要計数主要計数

平成２２年度上期の地域密着型金融推進の主要計数は以下のとおりです。平成２２年度上期の地域密着型金融推進の主要計数は以下のとおりです。

経 営 改 善 支 援 取 組 み 率経 営 改 善 支 援 取 組 み 率

再 生 計 画 策 定 率再 生 計 画 策 定 率

ラ ン ク ア ッ プ 率ラ ン ク ア ッ プ 率

創 業 ・ 新 事 業 支 援 融 資 実 績創 業 ・ 新 事 業 支 援 融 資 実 績

個人保証・不動産担保に依存しな

 
い融資への取組計数

 

個人保証・不動産担保に依存しな

 
い融資への取組計数

１５．５％
＝経営改善支援取組先数（正常先除く）７７３先

／期初債務者数（正常先除く）４，９８７先

１５．５％
＝経営改善支援取組先数（正常先除く）７７３先

／期初債務者数（正常先除く）４，９８７先

９４．７％
＝再生計画策定先数（正常先除く）７３２先

／経営改善支援取組先（正常先除く）７７３先

９４．７％
＝再生計画策定先数（正常先除く）７３２先

／経営改善支援取組先（正常先除く）７７３先

７．４％
＝ランクアップ先数（正常先除く）５７先

／経営改善支援取組先（正常先除く）７７３先

７．４％
＝ランクアップ先数（正常先除く）５７先

／経営改善支援取組先（正常先除く）７７３先

実行件数：９５件
実行金額：８２２百万円

実行件数：９５件
実行金額：８２２百万円

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品「ｽｰﾊﾟｰｽﾋﾟｰﾄﾞＭＡＸ」（実行実績）
２３件／４１百万円

・動産・債権担保融資（期末残高）
１６１先／４，９５０百万円

・私募債（引受け実績）
１６件／１，６７０百万円

・ｽｺｱﾘﾝｸﾞ商品「ｽｰﾊﾟｰｽﾋﾟｰﾄﾞＭＡＸ」（実行実績）
２３件／４１百万円

・動産・債権担保融資（期末残高）
１６１先／４，９５０百万円

・私募債（引受け実績）
１６件／１，６７０百万円
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＜ご照会先＞

株式会社 八十二銀行

 
企画部（経営企画グループ） 内山

ＴＥＬ：０２６－２２４－５５１１
ＦＡＸ：０２６－２２６－５０７７

E-

 
mail：takashi.uchiyama@82bank.co.jp
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