
法人・個人事業主のお客さまへの取り組み
お取引先のライフステージに応じた経営支援の取り組み

　当行では、「地域密着型金融の基本方針」および「金融円滑化管理に関する方針」に基づき、お取引先のライフステージに応
じたきめ細やかなサポートの実施や金融の円滑化を通じて、お取引先の経営安定・成長発展を支援しております。

事業承継・Ｍ＆Ａ支援経営改善・事業再生支援成長支援創業・新事業支援

　創業企業やベンチャー企業、新しい事業分野への進出を検討されているお取引先の課題、ニーズに対し、ビジネスマッチン
グや各種情報の提供、専門家（機関）や大学の紹介などをおこなっているほか、京銀輝く未来応援ファンドをはじめとする当
行独自ファンドなどを通じた支援をおこなっております。
　また、2018年10月に、株式会社東京証券取引所や公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構（けいはんな学研都市）と
の関係を活かし、「京銀・東証イノベーションミーティングinけいはんな」を開催し、ベンチャー企業と上場企業の出会いの場
を設け、多くの企業にご参加いただきました。

　広域に展開する当行の店舗ネットワークと情報網を活用し、ビジネスマッチングやイベント
開催によるお取引先の販路拡大などをサポートしております。
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派遣サービス

京銀ビジネス
マッチングサービス

産学連携

知財コンサル
ティング

技術課題の相談

〇 大手メーカーの企業OB派遣
〇 販売先・仕入先・外注先等紹介
〇 大学などの研究シーズ※紹介
〇 知的財産権の取得支援

連
携

お取引店

「京銀・東証イノベーションミーティング	in	けいはんな」

「地方銀行フードセレクション	2018」

「大連企業交流会」

　2018年12月には、「京銀
技術課題相談窓口」を開設し、
お取引先が抱える技術課題へ
のサポート体制を強化いたし
ました。

　また、海外でのビジネスを
検討・展開しておられるお取
引先に対して、海外進出支援
や現地調達・販路拡大を支援
する商談会を開催するなど、
海外事業サポートも積極的に
おこなっております。

※研究シーズ…将来花開き実を結ぶ可能性の高い研究
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法人・個人事業主のお客さまへの取り組み

事業承継・Ｍ＆Ａ支援経営改善・事業再生支援成長支援創業・新事業支援

　経営改善・事業再生が必要なお取引先に対し、経営課題を共有のうえ各種支援をおこなうことで、企業価値の向上に向けて
取り組んでおります。
　経営改善・事業再生支援の取り組みにおいては、地域の再生支援ネットワークおよび外部の専門機関との緊密な連携や各種
の再生手法の活用により、経営改善計画の策定支援や金融機関の協調体制に基づいた金融支援の実施に積極的に取り組んでお
ります。

それぞれの取り組み実績は次ページをご覧ください

　中小企業再生支援協議会や地域経済活性化支援機構
など外部の専門機関と連携をおこない、スポンサー型
の再生支援や資本性借入金（DDS）などの各種再生手
法も活用し、お取引先の経営改善・事業再生を支援し
ております。

　当行では、従来より「京都再生ネットワーク会議」
や「北近畿中小企業支援連絡会議」など地域の再生支
援ネットワークを通じ、お取引先の再生支援に地域一
体となって取り組んでおります。

■	外部機関との連携による再生支援の取り組み

■	地域の再生支援ネットワークの活用

金融支援

経営課題の解決

事業支援

経営課題の抽出連携 連携

営業店

企業価値の向上

経営計画策定・実行支援
事業基盤の強化支援

経営の安定化に向けた支援

金融機関の協調支援体制の構築
中小企業再生支援融資制度の活用

各種再生手法の活用
融資審査部
経営支援室

外部の専門機関
地域の再生支援ネットワーク

　事業承継問題を抱えておられるお取引先に対す
るサポートとして、自社株対策や事業承継に関す
る初期的なアドバイス、税理士などの専門家と連
携した最適な事業承継スキーム、課題解決策の検
討をおこなっております。
　また、後継者不足、業界の再編などにより事業
存続の悩みをお持ちのお取引先に対して、Ｍ＆Ａ
による課題解決のサポートもおこなっております。
　M&Aの取り組みに際しては、近畿２府３県、
東京、愛知の広域な店舗網を活用した独自の情報
提供に加え、広域的な地方銀行間の情報交換の枠組
みである、「地域再生・活性化ネットワーク」を
はじめとする、多数の提携先と連携したサポート
を実施しております。これらの取り組みにより、
質・量ともにお取引先のニーズに適ったご提案を
おこなっております。

後継者への円滑な承継

企業の悩み オーナー自身の悩み

後継者の悩み

資本政策 納税対策

経営戦略

財産分配

後継者育成 相続対策

組織体制
事業承継計画の策定

社内体制整備

自社株対策

ライフプラン

「経営承継」 「資産承継」

複雑な「事業承継」の悩み
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法人・個人事業主のお客さまへの取り組み（実績編）

京銀ビジネス商談会開催実績
開催時期 バイヤー企業

2018年		8月 各種催事の企画運営会社
2018年10月 大手コンビニエンスストア

首都圏での商談会開催実績
開催時期 商談会・イベント名称

2018年		9月 インフォメーションバザール	in	Tokyo	2018
2018年10月 地方銀行フードセレクション2018

各種セミナー開催実績
開催時期 セミナー名称

2018年		6月 働き方改革セミナー
2018年		7月 消費税軽減税率対策セミナー
2018年		8月 海外販売・輸出支援セミナー＆相談会
2018年		9月 商談スキルアップセミナー
2018年10月 下請取引講習会①
2018年11月 下請取引講習会②
2018年11月 在庫経営の成功事例セミナー

2019年		2月 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金	
セミナー

2019年		3月 中小企業・小規模事業者支援施策説明会

海外商談会開催実績
開催時期 商談会名称

2018年		5月 タイ日系企業ビジネス交流会
2018年		6月 大連・地方銀行合同企業交流会2018
2018年		6月 第10回	香港・華南地区日系企業ビジネス交流会
2018年		6月 第5回	Mfair	バンコク	2018	ものづくり商談会
2018年		7月 ベトナム　ビジネスセミナー&交流会
2018年		9月 2018遼寧省中日商談会
2018年11月 FBC	上海	2018	ものづくり商談会
2018年11月 2018大連・地方銀行合同ビジネス商談会
2018年12月 地銀合同セミナー&交流会@深圳2018
2019年		2月 上海ビジネス交流会2019
2019年		3月 大連企業交流会

アジアデスクセミナー、海外セミナー開催実績
開催時期 内容

2018年		7月 中国主要都市ビジネスセミナー
（上海・蘇州・天津・大連で開催）

2018年		8月 「ドイツビジネスセミナー」
2018年		8月 海外ビジネスセミナー「外国人材活用セミナー」
2018年11月 上海ビジネス交流会　実務セミナー

2018年11月
海外ビジネスセミナー			
「ASEAN諸国における子会社の贈賄・不正の
実例と対策」

2018年11月 「ドバイビジネスセミナー」
2019年		2月 「中国向け越境ECセミナーin京都」

セミナーなどの実績

創業・新事業支援への取り組み

開催時期 セミナー名称

2018年		7月 中小企業のための産学連携セミナー	in	滋賀	
～京都大学の産学連携事例から学ぶ～

2018年10月 京銀・東証イノベーションミーティング	
in	けいはんな

開催時期 セミナー名称

2018年12月 中小企業のための産学連携セミナー	
～北近畿中小企業支援連絡会議	主催～

2019年		3月 ～上場を果たした経営者が語る～	
「ＩＰＯセミナー	in	京都	2019」

セミナー開催実績

クロスボーダーローン
台湾向け 円建て 3件
中国向け 円建て 2件
タイ向け バーツ建て 16件
香港向け 米ドル建て 5件
ベトナム向け 円建て 2件
ベトナム向け 米ドル建て 1件
シンガポール向け 円建て 1件
シンガポール向け 米ドル建て 1件
マレーシア向け 円建て 1件
アメリカ向け 米ドル建て 3件

スタンドバイL/C
中国向け 人民元建て 16件
中国向け 米ドル建て 2件
中国向け 円建て 1件
台湾向け 米ドル建て 1件
タイ向け バーツ建て 1件
アメリカ向け 米ドル建て 1件

海外融資実績
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成長支援への取り組み
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法人・個人事業主のお客さまへの取り組み（実績編）

経営改善・事業再生支援への取り組み

グループ会社による取り組み

京都総研ビジネスセミナー
開催時期 開催テーマ

2018年		4月 営業力強化セミナー
2018年		5月 人事事務セミナー
2018年		5月 新任管理職強化セミナー
2018年		7月 「教育計画・体系のつくり方と活かし方」セミナー
2018年		8月 中堅・若手社員強化セミナー
2018年		8月 総務担当者強化セミナー
2018年		9月 アンガー・ストレスマネジメント
2018年10月 新入社員フォローアップ
2018年10月 女性リーダー活躍支援セミナー
2018年11月 リーダーシップ実践力強化セミナー
2018年11月 経理・財務管理強化セミナー
2018年12月 管理監督者強化セミナー
2019年		1月 ビジネスプラン策定講座
2019年		2月 経営者が知っておくべき労働法の働きと賃金課題
2019年		3月 新入社員フォローアップ2

若手経営者塾
開催時期 開催テーマ

2018年		7月 経営者の心得：経営者の意識改革と経営実務
2018年		9月 営業プロセス管理：人が育つ営業チームマネジメント
2018年10月 財務管理：経営者の財務管理のツボ
2018年11月 講演：2代目社長の挑戦から学ぶ
2019年		1月 経営管理：企業を守り強くする法務知識
2019年		3月 経営戦略・経営計画：環境変化に打ち勝つ経営実践法

新入社員研修講座（京都銀行共催）
開催時期 開催内容

2019年3月－4月 取引先の新入社員を対象に京都市・福知山市で開催

経営セミナー
開催時期 開催テーマ

2018年		5月 〈事業承継セミナー〉厳しい状況からの復活秘話
2018年		7月 「生きている会社」の条件
2018年		8月 仮想通貨の現状と課題
2018年10月 自社ブランドの作り方と発信方法
2018年12月 社員を変身させる意識改革
2019年		2月 戦略的マーケティングにおけるSNSの活用

株式会社京都総合経済研究所主催のセミナーなどの開催実績

項目 支援実績

経営改善支援
の取組状況

経営支援対象先総数 198企業

外部機関を活用した計画策定支援
中小企業再生支援協議会の活用 20企業

認定支援機関による「経営改善計画策定支援事業」の活用 23企業

事業承継に向けた取り組み スポンサー導入による抜本的な再生支援への取り組み 3企業

事業承継・M&A支援への取り組み

開催時期 セミナー名称

2018年		5月 中小企業経営者向け事業拡大・事業承継のためのＭ＆Ａセミナー（東大阪）

2018年		9月 介護事業経営セミナー～報酬改定を踏まえた経営戦略とＭ＆Ａという選択肢～（京都）

2018年10月 中小企業経営者向け事業拡大・事業承継のためのＭ＆Ａセミナー（京都）

2018年11月 事業拡大・事業承継のためのＭ＆Ａセミナー（神戸）

2019年		3月 地域医療を守る！医業承継セミナー～円滑な医業承継を先行させるポイント～（京都）

セミナー開催実績

　株式会社京都総合経済研究所では、「京銀プレジデントアソシエーション（ＫＰＡ）」会員向けをはじめ、経営や実務に関す
るセミナーなどを開催しています。
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