
平成１９年度

地域密着型金融の取組み状況
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「中期経営計画」と「地域密着型金融の推進」について
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顧客満足度の向上、環境問題への真摯な取組、リスク管理の高度化、コンプライアンスの徹底顧客満足度の向上、環境問題への真摯な取組、リスク管理の高度化、コンプライアンスの徹底

１．中期経営計画について

広域ネットワークを活かした情報提案型営業の強化

・営業情報の活性化にむけた本部専担組織の設置

・長期的な取引関係構築に向けたｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ重視型営業

　近畿２府３県において圧倒的な存在感を発揮

店舗ネットワークの更なる拡充による顧客利便性の向上

　　　地域社会に根ざした営業活動の実践

地域別戦略に応じた営業体制、本部支援体制を構築

　　　　お客さまとのリレーションシップの向上

・地域密着型金融の推進

・お客さまの声を商品、サービスへ反映“苦情を宝の山へ”

高付加価値サービスの提供

・業務の多様化、高度化、競争激化に対応する人材育成

・業務改革への挑戦　～１６時業務終了体制の確立～

お客さまのニーズに適した商品・サービスの開発

すべてのお客さまに“スーパーマーケットの品揃え”と

　　　　　　　　　“コンビニの利便性”を提供

商品・ｻｰﾋﾞｽの充実

ネットワークの拡充

情報の活性化

「新たな価値」を提供
「新たな価値」を提供

経営戦略を「深化」
経営戦略を「深化」

経営ビジョンを「進化」
経営ビジョンを「進化」

基本方針基本方針

（計画名称）

企業真価の向上と地域社会との共感・共生

第３次中期経営計画（平成２０年４月～平成２３年３月）経営理念
｢地域社会の繁栄に奉仕する｣

経営理念
｢地域社会の繁栄に奉仕する｣
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地域密着型金融の推進
●ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
・創業、新事業支援 ・経営改善支援、事業再生 ・事業承継
●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
・不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資への取組 ・目利き機能の向上
●持続可能な地域経済への貢献
・観光産業の活性化 ・環境配慮型企業等への金融支援
・地域社会から共感が得られる企業づくり

地域密着型金融の推進
●ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
・創業、新事業支援 ・経営改善支援、事業再生 ・事業承継
●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
・不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資への取組 ・目利き機能の向上
●持続可能な地域経済への貢献
・観光産業の活性化 ・環境配慮型企業等への金融支援
・地域社会から共感が得られる企業づくり

情報提案型営業の強化 ～法人金融部に情報戦略担当を設置～
●法人向け提案型営業の強化 ●個人取引のメイン化推進施策の実施
情報提案型営業の強化 ～法人金融部に情報戦略担当を設置～
●法人向け提案型営業の強化 ●個人取引のメイン化推進施策の実施

情報の
活性化戦略

情報の
活性化戦略

基本戦略

お客様の声を商品、サービスへ反映 ●顧客起点型営業の実践お客様の声を商品、サービスへ反映 ●顧客起点型営業の実践

重 点 施 策

２．「中期経営計画」と「地域密着型金融の推進」

基本方針基本方針 サポート機関との連携強化と品質の高い金融サービスの提供により、地域経済の活性化に貢献する。

中期経営計画に「地域密着型金融の推進」についての基本方針と重点施策を盛り込む

地域密着型金融の推進地域密着型金融の推進

中小企業等の育成を通じ、地域経済の活性化に貢献することが、地域密着型金融の本来のあり方
と認識し、積極的な貸出金の推進や経営改善支援等に取組む
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平成１９年度の取組みについて
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資金面からの事業支援 １９年度 創業・新事業支援融資実績
１９年度 ファンドによる投資実績

資金面からの事業支援 １９年度 創業・新事業支援融資実績
１９年度 ファンドによる投資実績

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
①創業・新事業支援

資金面に留まらない支援 ｢京銀活き活きベンチャー支援ネットワーク｣を活用したベンチャー企業支援資金面に留まらない支援 ｢京銀活き活きベンチャー支援ネットワーク｣を活用したベンチャー企業支援

１９年度は２社の
上場会社が誕生
（投資先からの

上場会社は累計８社）

■１９年５月 企業向けセミナー開催
・ＩＰＯをテーマとしたパネルディスカッション
・ネットワーク参加機関による支援事例の紹介

■定期会合を開催（１９年９月、２０年３月）
・ベンチャー企業４社がビジネスプランを発表

１９年度の取組み１９年度の取組み

ベンチャー企業が、ビジネスプランの発表や経営課題の相談等を行う
（平成１８年５月のネットワーク設立以降、６回の会合を開催し、合計８社の課題やニーズに応える）

ベンチャー企業に専門的で高度な課題解決手法が提供できる支援体制を構築

法人金融部
ベンチャー企業支援室

営業店 企業サポート部
大学大学

その他
各種団体

その他
各種団体

公的支援
機関

公的支援
機関

｢京銀活き活きベンチャー支援ネットワーク｣には４０団体が参加

支
援

支
援

オブ
ザーバー

オブ
ザーバー

専門家
集団

専門家
集団

２１件、１７２百万円
１０件、２７３百万円
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１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
②事業再生

地域での面的再生に向けた枠組みを構築

コンサルティング契約
経営支援対象先経営支援対象先

審査部
経営支援室
（６名体制）

審査部
経営支援室
（６名体制）営業店

２回開催、１２０名参加（１９年９月、２０年３月）

企業再生ノウハウの共有化企業再生ノウハウの共有化

改善計画策定支援（延べ６０先／３４ヵ店実施）

②｢企業再生セミナー｣の開催

経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社

③｢金曜営業店相談室｣の開催

深く経営に関与することにより、
早期の事業再生をはかる １９年度契約先 ２先

（累計４２先）

個別経営相談会
１９年度１９先（累計１７４先）

個別経営相談会
１９年度１９先（累計１７４先）

再生計画策定先数
１９年度３３先（累計１１３先）

再生計画策定先数
１９年度３３先（累計１１３先）

事業の再構築事業の再構築

【１９年４月時点】

中小企業再生支援
協議会

中小企業再生支援
協議会

■１９年度 再生計画策定支援実績
３先（累計２１先）

①毎月のモニタリングによる情報共有

・再生事例の研究、情報交換

地元金融機関地元金融機関

保証協会保証協会

｢再生担当者会議｣
｢再生委員会｣

再生スキーム・手法の提供再生スキーム・手法の提供

再生ファンドからのイグジット
資金支援 （１９年度 ２先）

再生ファンドからのイグジット
資金支援 （１９年度 ２先）

中小企業再生支援融資制度
１９年度 ２１先、２８．２億円

中小企業再生支援融資制度
１９年度 ２１先、２８．２億円
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１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
②―１企業再生ファンドを活用した事例

再生ファンド

債権譲渡債権譲渡

再生ファンドへ債権譲渡

再生前

・コンサルティング会社を導入し、再生計画書を策定
・銀行が債権を時価で再生ファンドへ売却
・経営責任の履行
・毎月のモニタリングとあわせ、企業、コンサルティング
会社、銀行の三者による業績報告会を定期的に開催
・再生計画に基づく経営改善に向けた支援の実施

企業再生に向けた取組み企業再生に向けた取組み

債務免除を受けた後、
特別清算

債務免除を受けた後、
特別清算

旧会社

新会社

再生ファンドからのイグジット

会社分割会社分割

・経営陣の意識改革、事業の再構築により、
業績は改善計画を上回って推移

・債務負担の軽減により、資金繰りが安定

再生ファンド

再生後

イグジット資金支援イグジット資金支援

ファンドの債権を
一部返済

ファンドの債権を
一部返済

地域産業における中核企業の再生に取組むことにより、
地域経済全体の活性化をはかる

・過去の設備投資負担が重荷
・実質的に大幅債務超過
・一定のキャッシュフローは確保

地域産業の中核企業
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１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化
③経営改善支援等の取組み実績

経 営 改 善 支 援 等 の 取 組 み 実 績

金融機関名 京都銀行
【１９年４月～２０年３月】

（単位：先数）

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 20,084 9 6 2 0.04% 22.22%

うちその他要注意先　② 5,331 120 8 95 56 2.25% 6.67% 46.67%

うち要管理先　③ 437 70 10 49 39 16.02% 14.29% 55.71%

破綻懸念先　④ 961 20 8 11 17 2.08% 40.00% 85.00%

実質破綻先　⑤ 88 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%

破綻先　⑥ 44 1 1 0 1 2.27% 100.00% 100.00%

小　計（②～⑥の計） 6,861 211 27 155 113 3.08% 12.80% 53.55%

合　計 26,945 220 27 161 115 0.82% 12.27% 52.27%

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１９年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
　※経営改善支援取組み先の定義については、これまでと同様ですが、詳細については別紙「経営改善支援取組み先の定義について」を参照。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。
・「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「ＲＣＣの支援決定先」＋「金融機関独自
　の再生計画策定先」

再生計画策定率
＝δ/α

経営改善支援取
組み率
＝α/Ａ

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期
初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組

み先　α

期初債務者数
Ａ

ランクアップ率
＝β/α
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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①担保・保証等に過度に依存しない融資等への取組み

融資実行

保証会社兼担保権者

保証委託契約、譲渡担保設定

１００％債務保証

機械設備投資

機械を担保に資金
調達が可能に

企業企業京銀機械活用ローン〈安定操業〉京銀機械活用ローン〈安定操業〉

債務保証契約

融資実行

保証会社

１００％債務保証

保証委託契約 （新車の場合）所有権留保登録
（中古車の場合）所有権移転登録

債務保証契約

企業・個人事業主企業・個人事業主京銀車両活用ローン〈安定走行〉京銀車両活用ローン〈安定走行〉 車両購入

車両を担保に資金
調達が可能に

11

■動産・債権譲渡担保融資への取組み 平成１９年度実績 ６０件、１,６６０百万円

（スキーム図）

（スキーム図）

動産担保を活用した融資の取組みを実施することにより、資金調達手法の多様化をはかる

・売掛債権担保融資への取組み
・機械設備や車両を担保とした融資への取組み

（うち平成１９年度実績 ５４件、１,４８６百万円）

（うち平成１９年度実績 ６件、 １７４百万円）



12

■｢子ども経済教室｣開催（平成１９年度 ２回開催）■京都市｢スチューデントシティ｣事業へ参加

｢スチューデントシティ｣事業へ擬似店舗の出店、

行員の派遣等を行うことにより、金融教育の普及に貢献

地域住民に対する金融知識の普及地域住民に対する金融知識の普及

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
①地域活性化につながる多様なサービスの提供

地域貢献活動への積極的な取り組みにより地域社会との共感・共生をはかる

｢子どもたちにお金の大切さを教え、金融についての知識を
深めてもらうための講義｣、｢お金を見て、触れる｣、｢指静脈認
証の実演｣、｢本店貸金庫の見学｣等、体験学習を実施

■立命館宇治高等学校における｢スチューデントカンパニー・プログラム｣へボランティア行員を派遣

生徒が学校の中に株式会社を設立し、商品の開発・生産・販売を行い、その経営成果を株主総会で発
表する実技体験型の経済教育プログラム。

当行行員は｢社外取締役｣という立場で、生徒の相談役として助言を行う。

（平成１９年１１月～平成２０年２月までの間、計８回派遣）
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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
①地域活性化につながる多様なサービスの提供

会場では、ポスター ｢I Love Kyoto｣を展示

▲歓迎レセプションの模様

京都の自然・歴史的遺産・伝統文化などを四季折々の趣を
託し、制作したポスター｢I Love Kyoto｣を展示

京都文化を広く発信することにより、地域貢献の役割を担う

京舞や弦楽四重奏等、京都らしい演出で招待客を
おもてなし

■仁和寺を会場として、歓迎レセプションを開催（大和証券グループと共催）
・会場運営については、法人金融部｢観光支援室｣が窓口となり調整

■アジア開発銀行総会会場内における外貨両替業務に、行員を派遣
・メイン会場である国立京都国際会館内に専用ブースを設置して、応対

■アジア開発銀行本部関係者の秘書業務要員へ行員を派遣

当行の取組み内容

｢第４０回アジア開発銀行｣年次総会（平成１９年５月）への
協力を通じ、｢歴史都市・京都｣の素晴らしさを広くアピール

観光客誘致に向けたＡＬＬ京都での取組み観光客誘致に向けたＡＬＬ京都での取組み ■総会出席の各国代表、金融界要人、関西経済界、
当行主要取引先等、国内外から約４００名が出席


