
機能強化計画の進捗状況について 

 

 
 昨年、皆様に公表いたしました「リレーションシップバンキングの機能強化計画」につきまして、平成 15年 4月から平
成 16年 9月における進捗状況を公表いたします。 
 この機能強化計画は、当金庫が地域経済の発展に貢献し、また、当金庫のビジョンであります「地域にとってなくては

ならない金融機関となる」ために重要な計画と認識し、各種施策に取り組んでまいりました。  
今後も各種施策を着実に実行してまいりますので、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。  

 



機能強化計画の進捗状況（要約） （別紙様式３）

１．15年4月から16年9月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

２．16年4月～16年9月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況（別紙様式１）

具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 審査能力向上のた
め、融資担当者の集
合研修及び外部研修
への派遣等による人
材育成

・内部研修の実施
・外部研修に参加
・中小企業診断士の
養成

・内部研修の実施
・外部研修に参加

・外部研修に参加
・中小企業診断士の
養成

・外部研修に参加
・中小企業診断士の
養成

15年
・5月　「企業再生支援講座」1名派遣
・6月　中小企業診断士養成のため通
信講座3名受講
・9月　「中小企業再生支援担当者等
研修」1名派遣
・9月　「財務講座」2名派遣
・10月「企業再生講座」2名派遣
・10月審査トレーニー研修開始（～3月
26店舗参加）
・11月「融資審査管理講座」1名派遣
・11月「企業再生支援講座」1名派遣
・12月財務分析研修開催
16年
・1月「経営改善計画作成講座」1名派
遣　　　　                                        ・
2月「中小企業経営改善支援実務研
修」1名派遣
・5月「融資審査・管理講座」3名派遣
・5月「目利き力養成講座」1名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能
士2級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月「融資審査講座」1名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1
次合格

スケジュール

　本機能強化計画を着実に実行するため、各種施策に取り組みました。
中小企業再生に向けた取り組みとしては、取引先企業の経営相談や経営支援強化に取り組み、地域社会の活性化に貢献するため、経営支援室を設置し支援活動を開始いたしました。また、「ぐんま中小企業等育
成型ファンド」への出資を行う他、政府系金融機関とも情報交換を行い連携強化を模索いたしました。さらに、中小企業の将来性や技術力等を判断できる人材を育成するため、各種講座や研修会に参加し能力向上
に努めました。その他の施策については、次の「アクションプログラムに基づく個別項目の計画」に記載しております。
なお、これら計画の実行は、当金庫が地域金融機関としての役割を果たすために重要であると認識し、今後も各種施策の強化並びに継続実施に努力してまいる所存であります。

　本機能強化計画を着実に実行するため、平成16年上半期については、平成15年度に引き続き、組織の強化、人材の育成等を図るとともに、経営支援室の支援活動による地元商工会議所との提携の模索、政府系
金融機関との覚書の取り交わし等、中小企業の支援活動を実施いたしました。具体的な実施状況は次の「アクションプログラムに基づく個別項目の計画」に記載しております。今後も、これら整備した機能を発揮し、
地域に貢献できるよう本機能強化計画を引き続き推進してまいる所存であります。

進捗状況項　　　　　目

1 （伊勢崎太田信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

・8～9月伊勢崎商工会議所「平成16年
度創業塾」1名派遣
・7月、9月融資担当役席者会議にて、
講座受講者による報告会を実施

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行と
の連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

積極的に参加 金融会議へ参加 金融会議へ参加 金融会議へ参加 金融会議へ参加 15年
・6月　第1回「関東地区産業クラスターサ
ポート金融会議」1名派遣
16年
・2月　第2回「関東地区産業クラスターサ
ポート金融会議」1名派遣
・10月　第3回「関東甲信越静岡地区産業ク
ラスターサポート金融会議」1名派遣予定

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

「ぐんま中小企業等育
成型投資ファンド」へ
の出資によりベン
チャー企業への直接
投資を図る

・「ぐんま中小企業等
育成型投資ファンド」
への出資

・前年度の取組み実
績の検証
・中小企業金融公庫
との連携強化
・国民生活金融公庫
との連携強化

・「ぐんま中小企業等
育成型投資ファンド」
への出資を実施
・中小企業金融公庫
と覚書の取り交わし
・国民生活公庫と覚
書の取り交わし

・「ぐんま中小企業等
育成型投資ファンド」
への出資を実施
・中小企業金融公庫
と覚書の取り交わし
・国民生活公庫と覚
書の取り交わし

15年
・9月　「ぐんま中小企業等育成型投資ファ
ンド」（正式名称：投資事業有限責任組合ぐ
んまチャレンジファンド）への出資（金額10
百万円）を決定、11月に実施
・10月　中小企業金融公庫と情報交換を実
施
16年
・3月　投資事業有限責任組合ぐんまチャレ
ンジファンド組合員集会に参加
・4月　伊勢崎・太田ベンチャー支援センター
との情報交換を実施
・6月　中小企業金融公庫との連携強化の
ため覚書を締結
・6月　国民生活金融公庫との連携強化の
ため覚書を締結

（５）中小企業支援センターの活用 群馬県産業支援機構
との連携を図り、中小
企業者の支援に活用

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問
・経営支援室の設置
・「平成16年度ぐんま
ビジネスプラザ」へ
の協賛

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問
・「平成16年度ぐんま
ビジネスプラザ」へ
の協賛

15年
・8月　経営支援室を設置（2名）10月に2名
増員
・12月　「県内金融機関と中小企業支援セ
ンター等との連携会議」2名派遣
16年
・2月　群馬県産業支援機構との情報交換
を行う
・中小企業支援センター担当者と情報交換
を行う
・7月　群馬県産業支援機構中小企業支援
協議会担当者と情報交換を行う
・9月　群馬県産業支援機構中小企業支援
協議会担当者と情報交換を行う

2 （伊勢崎太田信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの整
備

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞに対す
る「目利き」のできる
人材の育成。群馬県
産業支援機構の活用
を検討

・経営支援室の設置
・中小企業診断士の
養成
・県産業支援機構へ
の定期的訪問
・外部研修に参加

・前年度の取組み実
績の検証及びそれ
を踏まえた効果的施
策の検討

・経営支援室の設置
・中小企業診断士の
養成                　　・
「平成16年度ぐんま
ビジネスプラザ」へ
の協賛

・経営支援室の設置
・中小企業診断士の
養成
・「平成16年度ぐんま
ビジネスプラザ」へ
の協賛

15年
・6月　中小企業診断士養成のための通信
講座3名受講
・8月経営支援室設置（2名）、10月2名増員
16年
・2月　群馬県産業支援機構へ訪問、情報
交換を行う。
・２月　全信協「しんきんビジネス・マッチン
グサービス」へ参加
・5月ファイナンシャルプランニング技能士2
級　1名合格
・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合
格
・9月　群馬県産業支援機構主催「平成16
年度ぐんまビジネスプラザ」への協賛

（２）コンサルティング業務、Ｍ＆Ａ業務等の取引先企業への支
援業務の取組み

・中小企業診断士の
養成

・中小企業診断士の
養成

・前年度の取組み実
績の検証

・中小企業診断士の
養成
・外部研修に参加

・中小企業診断士の
養成
・外部研修に参加

15年
・6月　中小企業診断士養成のための通信
講座3名受講
・10月　「地域経済再生シンポジウム」2名
派遣
・10月　「企業再生講座」2名派遣
・11月　「企業再生支援講座」1名派遣
16年
・1月　「経営改善計画作成講座」1名派遣
・2月　「中小企業経営改善支援実務研修」
1名派遣
・5月　「地域経済再生ワークシップ」1名派
遣
・5月　「目利き力養成講座（本部編）」1名派
遣
・5月　ファイナンシャルプランニング技能士
2級　1名合格
・6月　「目利き力養成講座」2名派遣
・8月　中小企業診断士資格試験1名1次合
格
・8月～9月　伊勢崎商工会議所「平成16年
度創業塾」1名派遣

3 （伊勢崎太田信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防
止のための体制整備強化並びに実績公表

営業店と本部の協調
により経営支援を行
い、健全債権化等の
取組み実績を公表す
る

・経営支援室の新設
・審査能力向上のた
めの人材育成
・取組み状況の公表

・前年実績の検証及
び効果的施策の検
討
・取組み実績の公表

・経営支援室の新設
・審査能力向上のた
めの人材育成
・管理部・経営支援
室による臨店指導

・審査能力向上のた
めの人材育成
・経営支援室による
支援活動
・管理部・経営支援
室による臨店指導

15年
・6月　中小企業診断士養成のための通信
講座3名受講
・6～7月　管理部臨店により管理債権の実
態把握及び整理方針の決定
・8月　経営支援室を設置（2名）、10月2名
増員
・9月　「財務講座」2名派遣
・9月　顧客カード有効活用方法の徹底
・10月　融資トレーニー研修実施
・11月　経営支援室において、支援対象先
64先を抽出、支援方針を決定
・11月　「融資審査・管理講座」1名派遣
・12月　融資担当者の集合研修を実施
16年
・3月　融資担当者の集合研修を実施
・4月　経営支援室における支援対象先を洗
い替えし70先抽出
・4～5月　管理部臨店による管理債権の実
態把握及び管理方針の決定
・5月　ファイナンシャルプランニング技能士
2級　1名合格
・7月　債務者区分のランクアップ実績をディ
スクロ誌で公表
・8月　中小企業診断士資格試験、1名1次
合格
・8月～9月　伊勢崎商工会議所「平成16年
度創業塾」1名派遣
・9月　管理部・経営支援室による臨店指導

4 （伊勢崎太田信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組み。「早期事
業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事業再生への早期着手

経営支援室を新設、
営業店と本部の協調
により経営改善指導
及び支援を行う

・経営改善指導及び
支援の開始
・関連団体実施の各
種研修会への参加

・支援先債務者の業
況分析
・関連団体実施の各
種研修会への参加

・経営支援室の新設
・関連団体実施の各
種研修会への参加

・関連団体実施の各
種研修会への参加

15年
・6月　「民事再生法の概要と金融機関
実務講座」2名派遣
・8月　経営支援室を設置（2名）、10月
2名増員
・9月　関信協主催「リレーションシップ
バンキングの機能強化計画」に関する
勉強会へ2名派遣
・10月　「企業再生講座」2名派遣
・11月　「企業再生支援講座」1名派遣
・12月　「監査する立場から見た企業
再生への取組みについて」講演会へ1
名派遣
16年
・1月　「経営改善計画作成講座」1名派
遣
・2月　「中小企業経営改善支援実務研
修」1名派遣
・4月　経営支援室における支援対象
先の洗え替えを実施し、対象先を70先
抽出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・8
月　県協会、中小公庫合同研修会に4
名派遣

（５）産業再生機構の活用 群馬県産業支援機構
との連携を図り、中小
企業者の支援に活用

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・経営支援室の新設
（増員）
・群馬県産業支援機
構に訪問、情報交換

・群馬県産業支援機
構に訪問、情報交換

15年
・8月　 経営支援室設置（2名）10月2名
増員
16年
・2月　群馬県産業支援機構へ訪問、
情報交換
・3月　中小企業支援センター担当者と
情報交換
・7月　群馬県産業支援機構中小企業
支援協議会担当者と情報交換を行う
・9月　群馬県産業支援機構中小企業
支援協議会担当者と情報交換を行う

5 （伊勢崎太田信用金庫）



具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 群馬県産業支援機構
との連携を図り、中小
企業者の支援に活用

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構への定期的訪問

・群馬県産業支援機
構主催の研修に参
加
・同機構へ訪問し情
報交換

・群馬県産業支援機
構へ訪問し情報交
換

15年
・9月　群馬県中小企業再生支援協議
会主催「中小企業再生支援担当者等
研修」1名派遣
16年
・2月　群馬県中小企業再生支援機構
へ訪問情報交換
・3月　中小企業再生支援協議会担当
者と情報交換
・7月　群馬県産業支援機構中小企業
支援協議会担当者と情報交換を行う
・9月　群馬県産業支援機構中小企業
支援協議会担当者と情報交換を行う

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデル
の活用等。第三者保証の利用のあり方

信用リスクデータベー
ス化を図り、信用リス
クの測定や事後モニ
タリングを行い、過剰
な保証に陥らないよう
にする

・信用格付システム
導入準備
・大口の管理検証
・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先の抽
出

・信用格付システム
運用開始
・前年度実績の検証
及び効果的施策の
検討

・信用格付システム
専担者を配置
・大口の管理検証
・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先の抽
出、ヒヤリングの実
施
・信用格付システム
本格稼動
・精度の向上を検討

・大口の管理検証
・信用格付システム
本格稼動
・精度の向上を検討

15年
・10月　信用格付システム導入に向け
専担者1名を配置（2月　1名増員）。
・信用格付システム運用に関する規程
として「企業信用格付規程」等の原案
を検討
・大口上位20先の現況をALM委員会に
報告。
・業況ﾋｱﾘﾝｸﾞ先10先を抽出、ヒヤリン
グの実施
16年
・4月　企業信用格付システム本格稼
動、16年9月末現在310先について格
付を実施する
・6月　業界内（信金中金、共同事務セ
ンター等が参画）で進めている中小企
業信用リスクデータベース（SDB）の導
入を検討する
・大口上位20先の現況をALM委員会に
報告

（３）証券化等の取組み 証券化は、取引先事
業規模から取り扱わ
ない。売掛債権担保
融資保証は、中小企
業の資金調達の一つ
として推進

・売掛債権担保融資
保証制度の内容ＰＲ
と推進

・売掛債権担保融資
保証制度の内容ＰＲ
と推進

・売掛債権担保融資
保証制度の内容ＰＲ
と推進（部店長会議
で利用推進を促す）

・売掛債権担保融資
保証制度の内容ＰＲ
と推進（部店長会議
で利用推進を促す）

・売掛債権担保融資保証は平成13年
12月の導入時から取り組んでおりま
す。
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 信用リスク量を算出
し、適切な信用リスク
管理を図る

・信用格付システム
導入準備

・信用格付システム
運用開始

・専担者配置
・説明会を実施し、
信用格付の試行を
実施する
・16.2月専担者1名
増員する
・信用格付システム
本格稼動
・精度の向上を検討

・信用格付システム
本格稼動
・精度の向上を検討

15年
・10月　専担者1名配置
・11月　説明会を実施し、信用格付の
試行を実施する
16年
・2月　 専担者1名増員する
・3月　本格導入に向けた説明会を実
施する
・4月　企業信用格付システム本格稼
動、16年9月末現在310先について格
付を実施する
・6月　業界内（信金中金、共同事務セ
ンター等が参画）で進めている中小企
業信用リスクデータベース（SDB）の導
入を検討する

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容等
重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

内部規則の制定、内
部規則の職員への周
知を図る

・内部規則の制定
・内部規則の研修
・監査室の検証

・内部規則徹底のた
めの研修
・監査室の検証

・16.2月内部規程を
制定
・16.3月営業店長及
び融資担当役席を
対象に説明会を実
施
・16.9月融資担当役
席者会議で徹底

・16.9月融資担当役
席者会議で徹底

16年
・2月　内部規程として「与信取引に関
する顧客への説明態勢に係る規則」を
制定する
・3月　営業店長及び融資担当役席を
対象に説明会を実施
・5月及び9月　融資担当役席者会議で
議題として取り上げ徹底を図る

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 地域金融円滑化会議
に積極的に参加し、
苦情例を参考に対応
を図る

・同会議への参加
・苦情例の有効活用
・規定の整備

・前年度取組みの強
化

・「地域金融円滑化
会議」に参加
・同会議の内容につ
いては、常勤理事
会・部店長会議に報
告する
・「苦情等処理要領」
を制定

・「地域金融円滑化
会議」に参加
・同会議の内容につ
いては、常勤理事会
に報告する
・「苦情等処理要領」
を制定

15年
・6月　第1回「地域金融円滑化会議」に
参加
・8月　第2回「地域金融円滑化会議」に
参加
・11月　第3回「地域金融円滑化会議」
に参加
・12月　部店長会議に報告
・12月　「苦情等処理要領」を制定
16年
・2月　第4回「地域金融円滑化会議」に
参加
・5月　第5回「地域金融円滑化会議」に
参加
・8月　第6回「地域金融円滑化会議」に
参加
・会議の内容は、常勤理事会に報告
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

（３）相談・苦情処理体制の強化 苦情に関する規定の
整備、理事会・担当者
への苦情例の報告、
周知を図る

・規定の整備
・コンプライアンス担
当者会議の開催

・前年度取組みの強
化

・コンプライアンス担
当者研修会で、苦情
例の検討を実施
・「苦情等処理要領」
を制定

・総合企画部が臨店
指導

15年
・9月　コンプライアンス担当者研修会
で、苦情例の検討を実施
・12月　「苦情等処理要領」を制定
・12月　部店長会議で、「金融円滑化
会議」における苦情例等を報告する
16年
・1月　コンプライアンス担当者研修会
で、苦情例の検討を実施
・総合企画部（コンプライアンスの統括
部）が営業店の臨店指導を実施

ディスクロ誌、ミニディ
スクロ誌並びにホー
ムページによる公表
の実施

・ミニディスクロ誌並
びにホームページに
よる要約書並びに進
捗状況の公表

・ディスクロ誌、ミニ
ディスクロ誌並びに
ホームページによる
進捗状況の公表

・15年9月要約書を
公表（店頭備え置
き、ホームページ）
・進捗状況は地域貢
献ディスクロー
ジャー誌を作成し縦
覧開始し、ホーム
ページにも掲載する

・進捗状況は地域貢
献ディスクロー
ジャー誌を作成し縦
覧開始する
また、ホームページ
にも掲載する

・15年9月　要約書を公表（店頭備え置
き、ホームページ）
・15年11月及び16年7月　地域貢献
ディスクロージャー誌を作成し縦覧開
始する。
また、ホームページにも掲載する

６．進捗状況の公表
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施 債務者の実態把握を
行い、監査法人の指
導のもと適切な償却・
引当を行う。

・本部の債務者の実
態把握
・各種研修の実施
・監査法人との意見
交換の実施
・監査部門の検証

・前年度取組みの強
化
・研修会の継続実施

・6～7月管理部臨店
により債務者の実態
把握に関するヒヤリ
ングを実施
・9月顧客管理カード
有効活用方法の徹
底
・12月、3月に適正な
自己査定を行うため
の研修会を実施
・監査プロジェクトに
よる検証の実施
・自己査定結果に関
する監査法人との意
見交換の実施
・管理部による臨店
指導

・管理部による臨店
指導

15年
・6～7月　管理部臨店により債務者の
実態把握に関するヒヤリングを実施
・9月　顧客管理カード有効活用方法の
徹底
・12月　適正な自己査定を行うための
研修会を実施
16年
・3月　適正な自己査定を行うための研
修会を実施
・監査プロジェクトによる検証の実施
・自己査定結果に関する監査法人との
意見交換の実施
・4～5月　管理部による臨店を実施
・9月　管理部による臨店を実施

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

処分実績データの蓄
積により担保評価額
の精度を高める

・データの報告体制
の確立
・処分実績の検証
・評価システムのバ
－ジョンアップ

・前年度実績の検証
・処分データの蓄積
・評価算定の検証
・掛目の検証

・データの報告体制
の確立
・処分実績の検証
・評価システムの
バージョンアップ

・データの報告体制
の確立
・処分実績の検証
・評価システムの
バージョンアップ

15年
・8月　担保処分データ蓄積のため、各
営業店からの報告体制を確立する
・9月　不動産評価システムのバージョ
ンアップを実施
・担保処分実績データ、14年度29件、
15年度上半期22件、15年度下半期35
件、16年度上半期24件を蓄積

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 平成15年度から開示
債権の保全状況把握
のため、システム構築
を信金東京共同事務
センターに要望

・開示債権の把握及
び確定
・ディスクロ誌の配布

・開示債権の把握及
び確定
・ディスクロ誌の配布

・ディスクロ誌の配布
・開示債権の把握及
び確定

・ディスクロ誌の配布
・開示債権の把握及
び確定

・14年度決算よりディスクロ誌で開示
15年
・8月　開示債権の保全状況把握のた
め、システム構築を信金東京共同事務
センターに要望
・システムの一部追加・変更を行う
・自己査定実施により開示債権及び保
全状況を把握
・平成15年度決算に伴い、
○　自己査定の実施により開示債権及
び保全状況の把握
○　監査プロジェクトによる監査の実施
○　監査法人による監査の実施
○　15年度ディスクロ誌の作成、配付
による開示
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

信用格付システムを
導入し、リスクに応じ
た金利設定内部基準
を整備します

・信用格付システム
導入準備

・信用格付システム
運用開始
・前年度実績の検証
及び効果的施策の
検討

・信用格付システム
導入準備
・精度向上の検討

・信用格付システム
導入準備
・精度向上の検討

15年
・10月　信用格付システム導入のた
め、専担者1名配置、2月さらに1名増
員
・11月　信用格付システム導入に伴う
説明会を実施
・試行抽出先240先の格付を実施する
16年
・4月　企業信用格付システム本格稼
動、16年9月末現在310先について格
付を実施する
・6月　業界内（信金中金、共同事務セ
ンター等が参画）で進めている中小企
業信用リスクデータベース（SDB）の導
入を検討する

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 今後の業界動向にも
注視しながら、開示情
報を充実させていきま
す

・平成14年度ディス
クロ誌、7月に縦覧
・半期開示、11月に
予定

・前年度取組み強化 ・15年度上半期情報
開示

・平成16年度上半期
情報開示準備

15年
・11月　平成15年度上半期ディスクロ
誌を縦覧開始
・11月　地域貢献貢献ディスクロ誌を
縦覧開始、ホームページにも掲載する
・平成15年度ディスクロ誌は、16年7月
に縦覧開始
・平成16年度上半期ディスクロ誌は、
昨年同様に11月に縦覧開始予定
・地域貢献ディスクロ誌も同様に作成
し、11月に縦覧開始するとともにホー
ムページにも掲載する予定

（２）②外部監査の実施対象の拡大等 外部監査法人の監査
を継続して受ける

・定例監査を受ける
・14年度決算の監査
を受ける

・前年に引き続き、
外部監査を受ける

・14年度決算の監査
を受ける

定例的に外部監査
を受けている

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員の
意見を反映させる仕組み等の整備

関連団体のアンケー
ト結果を踏まえ、取り
組む予定

・関連団体の総代会
機能向上策の検討
結果を踏まえて、準
備する予定

・関連団体の総代会
機能向上策の検討
結果を踏まえて、準
備する予定

・「総代候補選考基
準」を制定

ディスクロ誌で開示 ・「総代候補者選考基準」を制定
・「総代会の仕組み」、「総代の選任方
法（含む総代候補者選考基準）」、「総
代会の決議事項等」、「総代の氏名」を
ディスクロ誌で開示
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具体的な取組み 備　　　考　（計画の詳細）
１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月

スケジュール 進捗状況項　　　　　目

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モニタ
リング機能等の活用方針

信金中央金庫が行っ
ている決算分析等に
ついては、ALM委員
会における検討資料
として有効活用する

・ALM委員会におけ
る検討資料として有
効活用

・ALM委員会におけ
る検討資料として有
効活用

・ALM委員会におけ
る検討資料として有
効活用している

・ALM委員会におけ
る検討資料として有
効活用している

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 関連団体の開示に関
する考え方を参考に
開示項目を充実さ
せ、情報開示を行う方
針

・15年9月期のディス
クロ誌に、地域貢献
に関する記事を掲載
し、ホームページに
も公開

・前年度取組みを継
続

・地域貢献ディスクロ
誌を縦覧開始
・地域貢献ディスクロ
誌をホームページに
掲載

・地域貢献ディスクロ
誌を縦覧開始
・地域貢献ディスクロ
誌をホームページに
掲載

・15.11月及び16.7月　地域貢献ディス
クロ誌を縦覧開始
・15.11月・16.7月　地域貢献ディスクロ
誌をホームページに掲載
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３．その他関連する取組み（別紙様式２）

16年4月～16年9月
進捗状況

15年4月～16年9月
項　　　　　目 具体的な取組み

15年
・5月　「企業再生支援講座」1名派遣
・6月　中小企業診断士養成のため通
信講座3名受講
・9月　「中小企業再生支援担当者等
研修」1名派遣
・9月　「財務講座」2名派遣
・10月「企業再生講座」2名派遣
・10月審査トレーニー研修開始（～3月　26
店舗参加）
・11月「融資審査管理講座」1名派遣
・11月「企業再生支援講座」1名派遣
・12月財務分析研修開催
16年
・1月「経営改善計画作成講座」1名派遣
・2月「中小企業経営改善支援実務研修」1
名派遣
・5月「融資審査・管理講座」3名派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1名派
遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能士2
級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月「融資審査講座」1名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合
格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成16年
度創業塾）1名派遣
・7月、9月融資担当役席者会議にて、講座
受講者による報告会を実施

・5月「融資審査・管理講座」3名派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1
名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能
士2級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月「融資審査講座」1名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1
次合格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成
16年度創業塾）1名派遣
・7月、9月融資担当役席者会議にて、
講座受講者による報告会を実施

Ⅰ.1.（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を
目的とした研修の実施

審査能力向上を目的に庫内集合研修及びトレー二ー制を実施して
ますが、創業、新規事業支援を強化するためのは、企業の将来性
を的確に評価できる「目利き」を養成する必要性を認識しており、
業界団体の行う研修へ積極的に参加する。また、企業の将来性を
的確に評価できる人材を養成すべく、現在、中小企業診断士資格
取得に向けて、通信講座を受講（3名）させております

15年
・5月　「企業再生支援講座」1名派遣
・6月　中小企業診断士養成のため通
信講座3名受講
・9月　「中小企業再生支援担当者等
研修」1名派遣
・10月「企業再生講座」2名派遣
・11月「企業再生支援講座」1名派遣
・12月「監査する立場から見た企業再生へ
の取組みについて」講演会1名派遣
16年
・1月「経営改善計画作成講座」1名派遣
・2月「中小企業経営改善支援実務研修」1
名派遣

・5月「地域経済再生ワークショップ」1名
派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1
名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能
士2級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4
名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1
次合格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成
16年度創業塾）1名派遣

Ⅰ.２.（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 中小企業支援スキルの向上のため、経営支援室担当者を関連団
体主催の研修会（企業再生支援講座）に派遣するとともに、中小企
業診断士の養成のため、現在、通信講座を受講（3名）させており
ます。

12 （伊勢崎太田信用金庫）



16年4月～16年9月
・5月「地域経済再生ワークショップ」1名派
遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
5月「目利き力養成講座」（本部編）1名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能士2
級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4名派
遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合
格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成16年
度創業塾）1名派遣

項　　　　　目 具体的な取組み
15年4月～16年9月

15年
・5月　「企業再生支援講座」1名派遣
・6月　中小企業診断士養成のため通信講
座3名受講
・9月　「中小企業再生支援担当者等研修」
1名派遣
・10月「企業再生講座」2名派遣
・11月「企業再生支援講座」1名派遣
・12月「監査する立場から見た企業再生へ
の取組みについて」講演会1名派遣
16年
・1月「経営改善計画作成講座」1名派遣
・2月「中小企業経営改善支援実務研修」1
名派遣
・5月「地域経済再生ワークショップ」1名派
遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1名派
遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能士2
級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4名派
遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合
格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成16年
創業塾）1名派遣

・5月「地域経済再生ワークショップ」1名
派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1
名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能
士2級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4
名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1
次合格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成
16年創業塾）1名派遣

Ⅰ.3.（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリ
スト）の育成を目的とした研修の実施

企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリスト）の
育成のため、経営支援室担当者を関連団体主催の研修会（企業
再生支援講座）に派遣するとともに、中小企業診断士の養成のた
め、現在、通信講座を受講（3名）させております。

13 （伊勢崎太田信用金庫）



16年4月～16年9月

（備考）別紙様式１による個別項目の計画数・・・２６

15年
・7月　新入職員研修会の開催
・9月　コンプライアンス担当者研修会の開
催
・12月　不祥事件防止に関する規程「不祥
事件処理要領」を改訂
16年
・1月　コンプライアンス担当者研修会の開
催
・2月　現金管理に関する規程として「現金
自動預払機管理取扱要領」を制定
・3月　新入職員研修会の開催
・総合企画部が臨店指導
・「しんきんリスクマネジメント講座」（不祥事
件の未然防止・早期対応に向けて）1名派
遣

・総合企画部が臨店指導
・「しんきんリスクマネジメント講座」（不
祥事件の未然防止・早期対応に向け
て）1名派遣

Ⅱ.5.法令等遵守（コンプライアンス） 「コンプライアンス態勢を確立するための基本方針」等コンプライア
ンスの基本的な規程を定め、コンプライアンス意識の浸透を図って
おります。さらに、不祥事件の防止に関する規程を改訂し（「不祥事
件処理要領」）不祥事件の防止及び不祥事件発生時の報告・連絡
体制を定めております。

項　　　　　目 具体的な取組み
15年4月～16年9月

14 （伊勢崎太田信用金庫）



３．その他関連する取組み（別紙様式２）

16年4月～16年9月
進捗状況

15年4月～16年9月
項　　　　　目 具体的な取組み

15年
・5月　「企業再生支援講座」1名派遣
・6月　中小企業診断士養成のため通
信講座3名受講
・9月　「中小企業再生支援担当者等
研修」1名派遣
・9月　「財務講座」2名派遣
・10月「企業再生講座」2名派遣
・10月審査トレーニー研修開始（～3月　26
店舗参加）
・11月「融資審査管理講座」1名派遣
・11月「企業再生支援講座」1名派遣
・12月財務分析研修開催
16年
・1月「経営改善計画作成講座」1名派遣
・2月「中小企業経営改善支援実務研修」1
名派遣
・5月「融資審査・管理講座」3名派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1名派
遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能士2
級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月「融資審査講座」1名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合
格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成16年
度創業塾）1名派遣
・7月、9月融資担当役席者会議にて、講座
受講者による報告会を実施

・5月「融資審査・管理講座」3名派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1
名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能
士2級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月「融資審査講座」1名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1
次合格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成
16年度創業塾）1名派遣
・7月、9月融資担当役席者会議にて、
講座受講者による報告会を実施

Ⅰ.1.（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を
目的とした研修の実施

審査能力向上を目的に庫内集合研修及びトレー二ー制を実施して
ますが、創業、新規事業支援を強化するためのは、企業の将来性
を的確に評価できる「目利き」を養成する必要性を認識しており、
業界団体の行う研修へ積極的に参加する。また、企業の将来性を
的確に評価できる人材を養成すべく、現在、中小企業診断士資格
取得に向けて、通信講座を受講（3名）させております

15年
・5月　「企業再生支援講座」1名派遣
・6月　中小企業診断士養成のため通
信講座3名受講
・9月　「中小企業再生支援担当者等
研修」1名派遣
・10月「企業再生講座」2名派遣
・11月「企業再生支援講座」1名派遣
・12月「監査する立場から見た企業再生へ
の取組みについて」講演会1名派遣
16年
・1月「経営改善計画作成講座」1名派遣
・2月「中小企業経営改善支援実務研修」1
名派遣

・5月「地域経済再生ワークショップ」1名
派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1
名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能
士2級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4
名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1
次合格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成
16年度創業塾）1名派遣

Ⅰ.２.（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 中小企業支援スキルの向上のため、経営支援室担当者を関連団
体主催の研修会（企業再生支援講座）に派遣するとともに、中小企
業診断士の養成のため、現在、通信講座を受講（3名）させており
ます。

12 （伊勢崎太田信用金庫）



16年4月～16年9月
・5月「地域経済再生ワークショップ」1名派
遣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
5月「目利き力養成講座」（本部編）1名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能士2
級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4名派
遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合
格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成16年
度創業塾）1名派遣

項　　　　　目 具体的な取組み
15年4月～16年9月

15年
・5月　「企業再生支援講座」1名派遣
・6月　中小企業診断士養成のため通信講
座3名受講
・9月　「中小企業再生支援担当者等研修」
1名派遣
・10月「企業再生講座」2名派遣
・11月「企業再生支援講座」1名派遣
・12月「監査する立場から見た企業再生へ
の取組みについて」講演会1名派遣
16年
・1月「経営改善計画作成講座」1名派遣
・2月「中小企業経営改善支援実務研修」1
名派遣
・5月「地域経済再生ワークショップ」1名派
遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1名派
遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能士2
級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4名派
遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1次合
格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成16年
創業塾）1名派遣

・5月「地域経済再生ワークショップ」1名
派遣
・5月「目利き力養成講座」（本部編）1
名派遣
・5月ファイナンシャルプランニング技能
士2級　1名合格
・6月「目利き力養成講座」2名派遣
・8月県協会・中小公庫合同勉強会に4
名派遣
・8月中小企業診断士資格試験、1名1
次合格
・8～9月伊勢崎商工会議所主催（平成
16年創業塾）1名派遣

Ⅰ.3.（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリ
スト）の育成を目的とした研修の実施

企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリスト）の
育成のため、経営支援室担当者を関連団体主催の研修会（企業
再生支援講座）に派遣するとともに、中小企業診断士の養成のた
め、現在、通信講座を受講（3名）させております。

13 （伊勢崎太田信用金庫）



16年4月～16年9月

（備考）別紙様式１による個別項目の計画数・・・２６

15年
・7月　新入職員研修会の開催
・9月　コンプライアンス担当者研修会の開
催
・12月　不祥事件防止に関する規程「不祥
事件処理要領」を改訂
16年
・1月　コンプライアンス担当者研修会の開
催
・2月　現金管理に関する規程として「現金
自動預払機管理取扱要領」を制定
・3月　新入職員研修会の開催
・総合企画部が臨店指導
・「しんきんリスクマネジメント講座」（不祥事
件の未然防止・早期対応に向けて）1名派
遣

・総合企画部が臨店指導
・「しんきんリスクマネジメント講座」（不
祥事件の未然防止・早期対応に向け
て）1名派遣

Ⅱ.5.法令等遵守（コンプライアンス） 「コンプライアンス態勢を確立するための基本方針」等コンプライア
ンスの基本的な規程を定め、コンプライアンス意識の浸透を図って
おります。さらに、不祥事件の防止に関する規程を改訂し（「不祥事
件処理要領」）不祥事件の防止及び不祥事件発生時の報告・連絡
体制を定めております。

項　　　　　目 具体的な取組み
15年4月～16年9月

14 （伊勢崎太田信用金庫）


