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第１６次中期経営計画における金融仲介機能への取組み 

 経営の基本コンセプト  

いちばんに相談したい銀行 

第16次中期経営計画のテーマ 
     「 感謝の心で地域にこたえる 」 

 2015年4月～2018年3月（3年間） 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

顧客基盤 

経営効率の改善による体質強化 

財務基盤 

人材育成と女性の活躍推進 

地域経済への貢献 
に向けた営業力強化 

顧客基盤 

経営効率の改善 
 による体質強化 

財務基盤 

人材育成と 
 女性の活躍推進 

人材基盤 

主な推進項目 主な推進項目 主な推進項目 

（１）人材育成 
（２）女性の活躍推進 

（１）営業体制 

（２）営業基盤 

（３）貸出戦略 

（４）相談力の向上 

（１）信用コスト（リスク管理） 
（２）人員計画 

＜基本戦略＞揺るぎない経営基盤の確立 

第１６次中期経営計画に金融仲介機能の施策を織り込んで推進しています 



 

 
  

「風土作り」「キャリア形成支援」「就業
支援制度の充実」に着目し、女性が 
活躍し続けられる職場環境を検討 
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（１）人材育成 

・中計の各施策に人材   
・育成計画を組入れ 

・渉外係の提案力を     
・強化 

 

 
 ・目利き力養成課程 
 ・情報営業機能養成課程 
 ・外為推進力養成課程 など 

研修実施回数 参加者数 資格取得者数 

32回 684人 379人 

取引先の本業支援に関連する研修等
の実施数、研修等への参加者数、資格
取得者数       （平成28年3月期） 

  
平成28年  

3月期 
平成27年 

3月期 

女性管理職 51人 46人 
（同比率） 9.2% 8.1% 
うち女性支店長 3人 3人 

（独自項目） 

女性管理職、及び、女性支店長の人数 

コンサル機能強化塾 

ベンチマーク 

人材育成と女性の活躍推進 人材基盤 

主な推進項目 

（２）女性の活躍推進 

・女性活躍推進        
・プロジェクトの推進 

・女性の管理職比率の   
・向上 

 

受講修了者は１３１名となり、営業
現場で提案活動を展開 

＜主な取組 ＞ 

主な推進項目 ベンチマーク 
＜主な取組 ＞ 

「女性ポジティブ・アクションプロジェ
クト」の活動を展開 

提案力、相談力の高い行員を育成 
するためコンサル機能強化塾を開催 
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平成28年3月期 

47.3社 

法人担当者１人当たりの取引先数 

・創業支援セミナー 

・事業計画作成支援 

・中京ビジネスダイレクト手数料優遇 

・経営情報の提供 

・外部連携先の支援機能の提供 

関与した創業件数 406件 

関与した第二創業件数 4件 

関与した創業、第二創業の件数  

          （平成28年3月期）       

平成28年3月期 

6件 

ファンド（創業・事業再生・地域   
活性化等）の活用件数 

創業支援パッケージ 概要 

顧客基盤 

（１）営業体制 

・営業活動の量と質の改善 

・渉外全員での新規活動 
・体制の構築 

 

主な推進項目 

（２）営業基盤 

・融資事業先数の増加 

・職域営業の強化 

・若年層取引先の増加 

 

＜主な取組 ＞ 
ベンチマーク 

創業される方、創業間もない中小企業
の皆さまに創業期を支援する「創業支援
パッケージ」を提供 

＜主な取組 ＞ 
ベンチマーク 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

主な推進項目 

尾張・三河営業本部の設置により営業
本部制を愛知県全域に拡大し、営業 
基盤を更に強化 

愛知県全域を４営業本部制として  
専担の役員を配置 
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運転資金額① 短期資金額② ②／① 

7,523億円 2,781億円 37.0% 

  平成28年3月末 平成27年3月末 

中小企業等向
け融資残高 

10,027億円 9,871億円 

ライフステージ別の与信先数（先数単体ベース）、及び、融資額   （平成28年3月末） 

（独自項目）中小企業等向け融資残高 運転資金に占める短期融資の割合 

            （平成28年3月末） 

顧客基盤 

（３）貸出戦略 

・中小企業向け貸出の   
・増強 

・住宅ローンの増強 

・消費者ローンの増強 

 

主な推進項目 
＜主な取組 ＞ 

ベンチマーク 

中小企業向け貸出メニュー 

中小企業の皆さまのライフステージに応じた資金調達のご支援、多様化
する資金調達に対応するため各種商品を取り揃え 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

・中小企業応援ファンド100 

・事業承継支援融資  

・海外支援融資   など 

・中京地方創生ファンド-α  

・成長分野サポートファンド 

・即決ファンド 

（単位：社、億円） 全与信先 
                              

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期 

ライフステージ別の与信先数 14,385 728 822 10,953 220 1,662 
ライフステージ別の与信先に
係る事業年度末の融資残高  

10,011 269 1,082 7,628 99 931 



 

メインバンク（融資残高１位）として取引を行っている企業のうち、経営指標（売上・ 
営業利益率・労働生産性等）の改善や就業者数の増加が見られた先数（先数は  
グループベース）、及び、同先に対する融資額の推移 
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  平成28年3月期 平成27年3月期 平成26年3月期 

メイン先数 6,257社 
メイン先の融資残高 4,131億円 
経営指標等が改善した先数 2,058社 
経営指標等が改善した先に係る3年間
の事業年度末の融資残高の推移 

2,172億円 2,155億円 2,056億円 

顧客基盤 

（４）相談力の向上 

・コンサルティング      
・機能の強化 

 

主な推進項目 

＜主な取組 ＞ 

ベンチマーク 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業支援策活用セミナー  

 

 

 

 

 

 

知財ビジネスマッチング勉強会 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

中小企業の皆さまの経営体質の 
改善や経営力の向上にご活用  
いただくために「ものづくり補助金」
や「中小企業等経営強化法」等に  
ついての情報を提供 

中小企業の皆さまの新製品開発や
既存事業の付加価値向上をご支援
するため、知的財産の活用メリット
や活用事例等の勉強会を実施 

お客さまの経営力や付加価値の向上をご支援するための情報を提供 
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地元の中小企業与信先のうち、無担保与信
先数、及び、無担保融資額の割合     
（先数単体ベース）    （平成28年3月末） 

地元の中小企業与信先のうち、根抵当権
を設定していない与信先の割合     
（先数単体ベース）  （平成28年3月末） 

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資額、及び、全与信先数及び
融資額に占める割合（先数単体ベース）                 （平成28年3月末） 

  先数 融資残高 

事業性評価に基づく融資を行っている与信先数及び融資残高  219社 242億円 

上記計数の全与信先数及び当該与信先の融資残高に占める割合  1.5% 2.4% 

顧客基盤 

（４）相談力の向上 

・目利き力の向上 

・事業性評価能力の    
・向上 

主な推進項目 
＜主な取組 ＞ 

ベンチマーク 
事業性評価を貸出につなげるために「目利きを生かした貸増メモ」を新たに
制定 

事業性評価の能力を強化するためにホリデースクールを開催 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

ベンチマーク 

地元中小与信先数① 13,404社 
地元中小向け融資残高② 6,651億円 

無担保融資先数③ 8,259社 
無担保融資残高④ 2,233億円 

③／① 61.6% 
④／② 33.6% 

地元中小与信先数① 13,404社 
根抵当権未設定先数② 9,027社 

②／① 67.3% 

事業性評価に基づく融資を強化するためのツールを新たに制定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成28年3月期 全取引先数① ソリューション提案先② ②／① 

ソリューション提案先数、及び、 
同先の全取引先数に占める割合 

13,119社 967社 7.4% 

ソリューション提案先の融資残高、
及び、同先融資残高の全取引先
の融資残高に占める割合 

10,011億円 887億円 8.9% 
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名古屋工業大学 

名古屋大学 

近畿大学 

中部大学 

ソリューション提案先数及び融資額、及び、全取引先数及び融資額に占める割合 

各大学との産学連携協定 

顧客基盤 

（４）相談力の向上 

・外部専門家との連携     
・強化 

 

主な推進項目 

ベンチマーク 

グローバル経営支援セミナー 

＜主な取組 ＞ 

三菱東京UFJ銀行が主催する海外
進出関連セミナー（グローバル経営
支援セミナー）へ後援参加し、お客
さまに海外の最新情報を提供 

お客さまの技術と連携する大学が
有する研究成果や高度な知識を
結び付け、新製品の開発や新規
分野への参入をご支援 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

お客さまの海外進出や新規分野への参入等について、外部の専門家
を積極的に活用し、お客さまのニーズに対応 

（連携協定の締結順） 
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販路開拓支援を行った先数（地元・
地元外・海外別）（平成28年3月期） 

本業（企業価値の向上）支援先数、及び、 
全取引先数に占める割合（平成28年3月期） 

Business Link 商賣繁盛       

顧客基盤 

（４）相談力の向上 

・情報収集の強化 

・情報営業専担者の設置 

・業種別商談会の実施 

 

主な推進項目 

ベンチマーク 

全取引先数① 13,119社 
本業支援先数② 222社 
②／① 1.7% 

地元（愛知県、三重県） 173社 
地元外 13社 
海外 0社 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な取組 ＞ 

三菱UFJフィナンシャルグループ
の商談会に主催参加し、お客さま
に商談機会を提供 

「地域の食品」を扱うお客さまと首都
圏を中心としたバイヤーとの商談機会
を創出 

地方創生「食の魅力」発見商談会 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

お客さまのビジネスマッチングのニーズに対し、優良企業との商談の
機会を提供するために大規模商談会に主催参加 
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貸付条件の変更を行っている中小企業の  
経営改善計画の進捗状況（平成28年3月期） 

全与信先数
① 

ガイドライン活用先数
② 

②／① 

14,385社 1,588社 11.0% 

経営者保証に関するガイドラインの活用先数、
及び、全与信先数に占める割合 

                 （平成28年3月期） 

メイン先数① 経営改善先数② ②／① 

6,257社 451社 7.2% 

メイン取引先のうち、経営改善提案を行って
いる先の割合        （平成28年3月期） 

REVIC、中小企業再生支援協議会の     
利用先数       （平成28年3月期） 

事業計画書作成セミナー 

顧客基盤 

（４）相談力の向上 

・外部機関を活用した  
・抜本的な事業再生   
・支援 

・外部専門家を活用した   
・早期改善・支援 

 

主な推進項目 ＜主な取組 ＞ ベンチマーク 

中小企業のお客さまの事業計画
書、経営改善計画書の作成をご
支援するためのセミナーを開催 

地域経済への貢献に向けた営業力強化 

外部専門家によるお客さま向け
セミナーを積極的に開催 

REVIC 3社 
中小企業再生支援協議会 16社 

条件変更総数 1,662社   
好調先 53社   
順調先 559社   
不調先 1,050社   
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債権種別 
（単位：億円） 

地元 地元以外 

愛知県 三重県 都市部 その他 

3ヵ月以上延滞 0 0 0 0 
貸出条件緩和 34 20 0 33 
延滞債権 171 60 2 8 
破綻債権 7 3 0 0 
合計 213 84 2 43 

リスク管理債権額（地域別）     （平成28年3月末） 

全支店従業員数① 上記業務担当従業員数② ②／① 

1,204人 311人 25.8% 

全本部従業員数① 上記業務担当従業員数② ②／① 

446人 42人 9.4% 

中小企業向け融資や本業支援を主に担当している  
支店従業員数、及び、全支店従業員数に占める割合 

                       （平成28年3月末） 

中小企業向け融資や本業支援を主に担当している  
本部従業員数、及び、全本部従業員数に占める割合 

                       （平成28年3月末） 

財務基盤 

（１）信用コスト 

・目利き力の向上 

・小口分散化 

・適時適切な資産    
・査定の実施 

 

主な推進項目 ＜主な取組 ＞ ベンチマーク 

（２）人員計画 

・営業人員の増員 

・人員の適正配置 

 

目利き力を生かした小口貸出
「即決ファンド（目利き力）」の
取扱いを開始 

若手渉外行員向けに本部行
員がマンツーマンで指導する
「格付入門塾」を開催し、自己
査定の能力を向上 

＜主な取組 ＞ 

BPRにより本部人員を削減し
営業人員へシフト 

営業店毎の事務量から算出し
た適正人員へ調整 

事業承継、外為推進、情報開
発の専門部署の行員を増員し、
提案力を強化 

主な推進項目 ベンチマーク 

経営効率の改善による体質強化 

目利き力を生かした新商品の取
扱いや、信用リスク管理を強化 

業務の効率化により人員配置
を見直し、営業人員を増員 
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＜ご照会先＞ 

中京銀行 総合企画部 

ＴＥＬ （０５２）２４９－１６１３ 

ＦＡＸ （０５２）２５２－５９２１ 

ＵＲＬ http://www.chukyo-bank.co.jp/ 

  


