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当行は、活力ある地域社会の発展を目指し、地域の再生・活性化、地域における起業支援など中小企業金融の円滑化及び取引先の早

期事業再生に向け以下の取組みを行いました。 

 

  ①創業・新事業支援機能等の強化 

○県内において有望視される観光・健康・環境関連産業を営む中小企業及び個人事業主の支援・育成を目的に、融資商品「かいぎんト

リプル旋風」の推進など、3業種支援に積極的に取組みました。 

○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に、第二地方銀行協会主催の集合研修や各種セミナーに積極的に参加す

るとともに、海邦総研との連携によるビジネススクールの開催等人材の育成に積極的に取組みました。 

○産学官推進事業の評価委員への参加により外部機関との連携を強化し、有望な企業の発掘、情報収集に努めました。 

○沖縄県産業振興公社によるベンチャー育成を目的とするファンドの設立に向け、「沖縄ベンチャー育成ファンド（仮称）」組成委員会

に参加しました。 

 

   【平成 17 年 4 月～9月の成果】 

   ①創業・新事業支援機能等の強化 

    項目 平成 17 年 9 月期 実績

1 
3 業種（観光・健康・環境）支援融
資残高 

272 件 
7,572 百万円 

2  ベンチャー企業向け支援融資
1件  

30 百万円 

中小企業等貸出残高の割合

303,608

18,448

19,0
（単位：百万円）

貸出金合計 341,138百万円

地方公共団体 5.41%

中小企業等 89.00%

82
その他 5.59% 

－１－

（１） 事業再生・中小企業金融の円滑化

  ①創業・新事業支援機能等の強化

１．平成１７年４月～９月の進捗状況
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１．平成１７年４月～９月の進捗状況

   ～大項目毎の進捗状況、それに対する分析・評価及び今後の課題～

 

  
 ②取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

○海邦総研との連携によるビジネス交流会及びセミナー・講演会を開催しました。また、ＩＳＯ、ＨＡＣＣＰ、Ｐマーク認証取得等の

コンサルティング、各種研修支援等を行いました。 

○海邦総研の「海邦ビジネス倶楽部」を活用し、取引先の組織化を図るとともに、インターネットによる海邦経営相談室「かいほうビ

ジパ」を運用し、経営相談・支援、財務面のアドバイスを行うなど質の高いサービスの提供や顧客利便性の向上に努めました。 

○取引先のビジネス・マッチングを支援するため、第二地方銀行協会加盟行ビジネス情報交換制度（Ｂ－ｎｅｔ）、九州地区第二地方

銀行協会による九州金融情報ネットワーク（ＱＦネット）を活用し、ビジネス・マッチングを促進しました。 

○要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みとして、経営改善の早期着手とキャッシュフローのモニタリングを強化するとともに、

経営状況に対応した改善策の実施により 99 先の経営改善に取組み、11 先のランクアップを図りました。 

 

   【平成 17 年 4 月～9月の成果】 

   ②取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

    項目 平成 17 年 9 月期 実績

1   海邦ビジネス倶楽部の会員数 568 先

2 
コンサルティング件数 
（ISO 等認証取得、経営相談、ﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞ調査等） 

2 件 
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１．平成１７年４月～９月の進捗状況

   ～大項目毎の進捗状況、それに対する分析・評価及び今後の課題～

 

 

○ゴルフ場のプリパッケージ型事業再生案件へ金融団として参加し、計画を進めました。 

○「かいほう事業再生ファンド」に売却した債権について会社分割を行い、承継会社に対しリファイナンスを実行するなど地元企業の

事業再生に取組みました。 

○中小企業基盤整備機構による中小企業再生を目的とするファンドの設立に向け、「沖縄県中小企業再生ファンド（仮称）」検討会へ参

加しました。 

○中小企業再生支援協議会へ過年度に持ち込んだ3件の案件のうち、2件について同協議会の再生支援機能を活用して再生計画を策定、

地元企業の事業再生に取組みました。 

○県内中小企業の早期事業再生に取組むため組織された沖縄事業再生研究会に参加、スキル向上と専門家との連携強化を図りました。 

○沖縄振興開発金融公庫と協調して整理回収機構からの退出資金（エグジット・ファイナンス）を融資しました。本件は県内金融機関

では始めての整理回収機構からの退出資金融資となり、また、17 年 4 月に創設された県の「中小企業再生支援資金」の第 1 号案件

であり、事業再生機能を幅広く活用した事業再生の成功事例として公表しました。 

 

   【平成 17 年 4 月～9月の成果】 

   ③事業再生に向けた積極的な取組み 

      項目 平成 17 年 9 月期 実績  項目 平成 17 年 9 月期 実績

1  経営改善支援の取組み実績
取組み先数     99 先 
ランクアップ先数 11 先 

4 
中小企業再生支援協議会
との再生計画案の策定 

2 件 

2   会社分割等を活用した企業再生 1件 5
エグジット・ファイナンス
の実績 

1 件 
56 百万円 

3 
「かいほう事業再生ファンド」の
組成による事業再生 

1 件 
 

 ③事業再生に向けた積極的な取組み
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 ④担保・保証に過度に依存しない融資の推進等

○スコアリング審査に基づく無担保・無保証の融資商品「かいぎんアドバンスローン」「トリプル旋風」、自動審査システムを活用し沖

縄県信用保証協会と連携した融資商品「ベストパートナーローンⅠ、Ⅱ型」を推進しました。 

○財務内容の精度が高い中小企業の資金調達を円滑に行えるよう平成 17 年 8 月より沖縄税理士会と業務提携した融資商品「かいぎん

ベストパートナーローン」（金利優遇）を発売しました。 

○財務制限条項や売掛債権担保を活用した融資を行いました。 

 

   【平成 17 年 4 月～9月の成果】 

   ④担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 

    項目 平成 17 年 9 月期 実績

1 
スコアリング審査、自動審査を活
用した融資件数、実行額 

72 件 
413 百万円 

2 
沖縄税理士会との提携による融資
件数、実行額 

1 件 
17 百万円 

3 
財務制限条項を活用した融資の実
績 

1 件 
300 百万円 

4  売掛債権担保融資の実績
27 件 

135 百万円 
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１．平成１７年４月～９月の進捗状況

   ～大項目毎の進捗状況、それに対する分析・評価及び今後の課題～

 

 
 ⑤顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化

○顧客への説明態勢の整備を図るため「与信取引に係る顧客説明マニュアル」に基づいた研修の実施、臨店指導等により態勢の強化を

図りました。 

○店内勉強会等を実施、「苦情処理事例集」を毎月発刊し、行員のマインド向上や対応能力のレベルアップを図るとともに、苦情・要

望等については、速やかに経営陣まで報告し、早期対応・処理に努め、相談、苦情処理機能の強化を図りました。 

 

 

 
 ⑥人材の育成

○第二地方銀行協会主催の「新アクションプログラム対応」研修や「中小企業診断士」資格取得者養成のため行員を派遣、海邦総研と

の連携による「ビジネススクール」の実施や「新アクションプログラム対応」通信教育の奨励を行うなど人材の育成に積極的に取組

みました。 

 
   【平成 17 年 4 月～9月の成果】 

   ⑤人材の育成 

      項目 平成 17 年 9 月期 実績  項目 平成 17 年 9 月期 実績

1 
新アクションプログラム対応研
修、セミナー等への参加、派遣 

5 名 3 
海邦総研のビジネススクー
ルの受講者 

16 名 

2 
新アクションプログラム対応通信
教育の受講者 

10 名 4 
中小企業診断士等資格取得
関連の派遣、受講者 

6 名 
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１．平成１７年４月～９月の進捗状況
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（２）経営力の強化

 当行は、取引先や地域社会から期待される役割を果たすために、経営力の強化を図り、経営の健全性に対する信頼を確保していくた

め以下の取組みを行いました。 

 

○新ＢＩＳ規制対応、統合リスク管理態勢の構築及び収益管理態勢の整備に向け、外部専門家によるアドバイザリー・サービスの導入

により、現状把握・分析を行い、今後の課題を確認しました。 

○法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化として、コンプライアンスプログラムの実施や研修、強化月間、臨店指導等によりコン

プライアンスマニュアルの活用を促進し、継続的なコンプライアンス意識の醸成に取組みました。 

○個人情報管理態勢の強化として、個人情報の適切な取得、利用と漏洩等防止のため、説明会、セミナー、自己点検、臨店指導、通信

教育の奨励、内部監査等の実施により個人情報管理態勢の充実改善に取組みました。 

○ＩＴチャネルの拡大に向け、法人向けインターネットバンキングやマルチペイメントの導入に着手しました。 
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１．平成１７年４月～９月の進捗状況

   ～大項目毎の進捗状況、それに対する分析・評価及び今後の課題～

 

 
（３）地域の利用者の利便性向上

 当行は地域金融機関として公共的、社会的役割の重要性を認識し、引続き、地域の利用者の利便性向上に努める一方、ＣＳＲ（企業

の社会的責任）の観点から以下の取組みを行いました。 

 

○地域貢献等に関する情報開示として、当行が取組んでいる地域貢献等についてホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載しまし

た。 

○「環境銀行」の確立に向けた取組みとして、環境対応型新商品：環境預金「かいぎんプレミアム定期預金」を平成 17 年 11 月に発売

しました。 

○社会貢献活動を通じた環境保全の取組みとして、みどりの講演会の開催、苗木の配布、沖縄県緑化推進委員会へ寄付、沖縄県植樹祭

へ参加、サンゴ再生プログラム「チーム美らサンゴ」へ参加しました。 

 

 

 
（４）進捗状況に対する分析・評価及び今後の課題

 「地域密着型金融推進計画」の第 1 の柱である「事業再生・中小企業金融の円滑化」については、「リレーションシップバンキング

の機能強化計画」からの継続項目であることからほぼ計画通り進捗しており、具体的な成果も上がっていると評価しております。 

 また、第 2の柱である「経営力の強化」及び第 3の柱である「地域の利用者の利便性向上」については、取組み期間が短かったこと

もあり、必ずしも具体的な成果には結びついておりませんが、取組みを開始している項目も多数あることから目標が達成できるよう具

体的取組みの推進を強化して参ります。 

 当行は、地域密着型金融の一層の推進を図ることで地域経済の活性化、中小企業金融の円滑化、ひいては当行の収益性の向上と健全

性の確保に繋げて参ります。 

－７－



 

 項  目 
平成 19 年 3 月期 
推進計画 

平成 17 年 9 月期 
実績 

1    自己資本比率 10％以上 9.83％

2    開示債権比率 4％台 6.99％

3    コア業務純益 40 億円 19 億円

4    経営改善取組先 210 先 99 先

5    ランクアップ先 40 先 11 先

6    中小企業等貸出金残高 3,100 億円 3,036 億円

7 
3K 業種（健康、観光、環境）支援 

融資件数、実行額 
630 件 
120 億円 

113 件 
32 億円 

8    ビジネスマッチング成約先数 10 先 0 先

9 
コンサルティング件数 

（ISO 等認証取得、経営相談、 
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査等） 

20 件  2 件

２．計数計画及び実績（平成１７年４月～９月）
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実施スケジュール
項 目 取組み及び目標

17年度 18年度
進捗状況（17年 4月～9月）

１．事業再生・中小企業金融の円滑化
①3 業種（観光・健康・環境）支
援態勢の強化及びアグリビジ
ネスへの支援

目標：3業種支援融資件数
630件、実行額 120億円

・ 3 業種（観光・健康・環境）向け融
資の推進

・ 3 業種支援強化のための融資商
品の拡充

・アグリビジネス（農業関連事業）
への支援

・17年度取組みを継続 ・3業種（観光・健康・環境）向け融資の推進

実績：3業種支援融資件数 113件
実行額 32億円

②融資支援態勢の強化と審査
能力（「目利き」能力）の向上

・業種別審査マニュアル（ポイント
集）の作成
・「目利き」研修への参加
・「目利き」行内研修の実施
・外部講師によるセミナーの実施

・17年度取組みを継続 ・第二地方銀行協会主催「新アクションプログラ
ム対応」研修等へ参加（17年 9月）
・海邦総研と連携したビジネススクールの実施
（17年８～9月）

(1)創業・新事業支援機能等の強化

③外部機関との連携強化及び
創業・新事業に対する支援

・産学官関連会議、情報交流会、セ
ミナーへの参加
・産官学推進事業の評価委員
・創業・新事業優良案件に対する多
面的支援

・17年度取組みを継続 ・産学官推進事業の評価委員として検討委員会
へ参加
・沖縄県産業振興公社による「沖縄ベンチャー
育成ファンド（仮称）」組成委員会へ参加

(2)取引先企業に対する経営相談・
支援強化

①取引先企業に対する経営相
談・支援強化

目標：ビジネスマッチング成約先
10先

目標：コンサルティング件数
20件

・海邦総研との連携によるビジネス
交流会、コンサルティング、企業研
修支援の実施
・ネット経営相談室「かいほうビジ
パ」の利用拡大
・第二地銀協加盟行情報交換制度
（B－net）及び九州金融情報ネット
ワーク（QFネット）の活用

・17年度取組みを継続 ・海邦総研との連携によるビジネス交流会（2
回）、セミナー・講演会（8件）、コンサルティング
（12件進行中）、経営相談（222件）等を実施
・第二地銀協加盟行情報交換制度（B－net）及
び九州金融情報ネットワーク（QF ネット）の活
用し、ビジネスマッチングを促進

実績：ビジネスマッチング成約先 0先
実績：コンサルティング件数 2件

３．地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約）
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②要注意先債権等の健全債権
化等に向けた取組み強化並
びに実績公表
目標：経営改善取組先 210先
目標：ランクアップ先 40先

・中小企業再生支援協議会の積極
的活用
・経営改善の早期着手とキャッシュ
フローのモニタリング強化
・業界団体主催の研修会参加及び
行内研修会の実施
・ホームページ等を活用した実績公
表

・17年度取組みを継続 ・中小企業再生支援協議会を活用して再生計
画を策定
・経営改善の早期着手とキャッシュフローのモニ
タリングを強化
・第二地方銀行協会主催の研修会等へ参加及
び行内研修会を実施（17年 8～9月）
・ホームページ等を活用して実績を公表

実績：経営改善取組先 99先
実績：ランクアップ先 11先

①事業再生の早期着手に向け
た取組みの促進（プリパッケ
ージ型事業再生や私的整理
のガイドラインの積極的活用）

金融機関協調によるプリパッケージ
型事業再生、私的整理の取組み・
実施

・17年度取組みを継続 ・ゴルフ場のプリパッケージ型事業再生案件へ
金融団として参加、計画進捗中

②多様な事業再生手法の一層
の活用

・DES、DDS 等の活用による事業再
生支援
・「かいほう事業再生ファンド」の積
極活用
・会社分割等による事業再生の検
討、実施

・17年度取組みを継続 ・「かいほう事業再生ファンド」に売却した債権に
ついて会社分割を行い、承継会社に対しリファ
イナンスを実行
・中小企業基盤整備機構による「沖縄県中小企
業再生ファンド（仮称）」検討会へ参加

③外部機関の事業再生機能の
一層の活用

・中小企業再生支援協議会の積極
的活用
・外部専門機関、専門家との連携強
化

・17年度取組みを継続 ・中小企業再生支援協議会を活用して再生計
画を策定

④金融実務に係る専門的人材・
ノウハウの活用

・中小企業再生支援協議会の積極
的活用
・「かいほう事業再生ファンド」運営
会社との連携強化及び人材の活
用
・沖縄事業再生研究会へ参画と専
門家との連携強化

・17年度取組みを継続 ・中小企業再生支援協議会を活用して再生計
画を策定
・「かいほう事業再生ファンド」運営会社主催の
セミナーへ参加（17年 9月）
・行内研修会の実施（平成１７年 8月）
・沖縄事業再生研究会主催の勉強会へ参加
（17年 4月～9月）

(3)事業再生に向けた積極的取組み

⑤再生企業に対する支援融資
の拡充

・整理回収機構等と連携したエグジ
ット・ファイナンス（出口金融）の実
施

・17年度取組みを継続 ・沖縄振興開発金融公庫と協調して整理回収機
構からの退出資金（エグジット・ファイナンス）を
融資
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⑥再生支援実績に関する情報
開示の拡充、再生ノウハウの
共有化の一層の推進

・再生支援実績や再生支援成功事
例をホームページ等で公表
・第二地銀協「経営改善・事業再生
情報交換制度」への登録
・行内ケーススタディ研修会の実施

・17年度取組みを継続 ・再生支援実績や再生支援成功事例をホーム
ページ等で公表（17年 7月）
・行内研修会でケーススタディを実施

①担保・保証に過度に依存しな
い融資の推進

・スコアリング審査、自動審査システ
ムを利用した融資商品の拡販
・財務制限条項等を活用した融資
の推進
・売掛債権担保、動産担保等を活
用した融資商品の開発
・環境に配慮した企業向け融資へ
の取組み

・17年度取組みを継続 ・スコアリング審査に基づく無担保・無保証の融
資商品「かいぎんアドバンスローン」「トリプル旋
風」、自動審査システムを活用した融資商品
「ベストパートナーローンⅠ、Ⅱ型」を拡販
・財務制限条項や売掛債権担保を活用した融
資を実行(4)担保・保証に過度に依存しない融

資の推進等

②中小企業の資金調達手法の
多様化等に向けた取組み及
び財務諸表の精度が相対的
に高い中小企業に対する融
資の推進

・銀行保証付無担保私募債の拡販
・事業者カードローンの開発
・TKC、税理士会等との提携ローン
の拡販

・17年度取組みを継続 ・沖縄税理士会と業務提携した融資商品「かい
ぎんベストパートナーローン」（金利優遇）を発
売

①顧客説明マニュアル等の内
部規程の整備及び営業店に
おける実効性の確保

・顧客説明マニュアルの充実
・営業店への研修（ロールプレイン
グ等）・臨店の実施
・内部監査の充実強化

・17年度取組みを継続 ・与信取引に係る顧客説明態勢について臨店
指導を実施（17年 5月～9月）
・内部監査項目へ融資説明義務に係る項目を
追加(5)顧客への説明態勢の整備、相談

苦情処理機能の強化 ②苦情等実例の分析・還元 ・相談・苦情事例集を作成、未然防
止策へ活用
・勉強会・研修・臨店指導の実施
・地域金融円滑化会議への参加

・17年度取組みを継続 ・苦情・要望等の事例を作成し、対応・処理状
況・未然防止策等を毎月還元
・苦情・要望事例集に基づき勉強会実施
・地域金融円滑化会議へ参加（17年 8月）

(6)人材の育成

①事業再生・中小企業金融の円
滑化に向けた人材育成の取
組み

・研修・養成講座（「目利き」能力向
上）への参加
・行内研修会の実施
・「人材育成アクションプログラム」の
継続推進
・ビジネススクール（海邦総研と連
携）の実施
・人材プール（業界団体）の活用

・17年度取組みを継続 ・第二地方銀行協会主催「新アクションプログラ
ム対応」研修等への行員派遣（5名）
・「新アクションプログラム対応」通信教育の奨励
（10名）
・海邦総研と連携した「ビジネススクール」の実施
（6回、受講者 16名）
・中小企業診断士等資格取得者養成の行員派
遣（6名）
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２．経営力の強化 17年度 18年度 進捗状況（17年 4月～9月）

(1)リスク管理態勢の充実

①統合リスク管理態勢の構築及
び新 BIS規制への対応

・信用リスク、オペレーショナルリスク
管理手法の検討
・リスクの計量化取組み

・リスクの計量化実施
・新 BIS規制へ移行
・統合リスク管理態勢の
構築

(2)収益管理態勢の整備と収益力の
向上

①管理会計の導入による収益管
理態勢の構築

・管理会計の導入・活用目的の検
討

・管理会計の導入・活
用及びその検証

・アドバイザリーサービス導入によりリスク管理態
勢及び収益管理態勢の現状把握と分析を行
い、今後の課題を確認
・第二地方銀行協会主催の研究会へ参加

(3)ガバナンスの強化
①財務内容の適正性の確認 ・「財務報告に係る内部統制の評価

及び監査実務指針」等が明確にな
り次第具体的な取り組策を策定

・有価証券報告書への
「確認書」の添付

・説明会等へ参加し、情報収集

①法令等遵守態勢の強化 ・コンプライアンスマニュアルの活用
促進
・コンプライアンスプログラムの実施
・内部監査の充実強化、重点監査
の実施
・モラル向上に向けた臨店指導、個
別面接の実施
・支店長によるコンプライアンス意識
の啓蒙

・点検・監査、臨店指
導、教育研修を継続
実施、コンプライアンス
態勢の充実改善

・コンプライアンスプログラムの実施
・研修、強化月間、臨店指導等によりコンプライ
アンスマニュアルの活用を促進
・内部監査項目へ預金保険法、個人情報保護
法に係る項目を追加
・職場規律の遵守、モラル向上に向けた個別面
接実施（17年 9月）

(4)法令等遵守（コンプライアンス）態
勢の強化

②個人情報管理態勢の充実強
化

・個人情報の取扱い等に関する説
明会、セミナーの実施
・還元資料等、営業店が保有する
個人情報の削減・整理
・臨店指導の実施
・個人情報漏洩防止対策の充実強
化（入退室管理等）
・情報漏洩防止のための自己点検
の実施
・内部監査、店内監査の充実強化
・システム部門の P マーク認証取得
の検討

・点検・監査、臨店指
導、教育研修を継続
実施、個人情報管理
態勢の充実改善
・システム部門の Pマー
ク（プライバシーマー
ク）認証の取得

・個人情報の取扱い等に関する説明会、セミナ
ーの実施（5回）、通信教育の奨励
・パソコンの記憶媒体挿入口封鎖
・情報漏洩防止のための自己点検実施
・臨店指導（17年 8～9月）
・内部監査項目へ個人情報保護法に係る項目
を追加

(5)ITの戦略的活用

①ITの戦略的活用 ・IT戦略委員会の設置
・IT投資効果の検証及び IT戦略の再構築
・ICキャッシュカード、生体認証機能、ITチャネル拡大の検討

・ＩＴチャネルの拡大に向け、法人向けインター
ネットバンキングやマルチペイメントの導入に着
手
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３．地域の利用者の利便性向上 17年度 18年度 進捗状況（17年 4月～9月）

①地域貢献に関する情報開示
及び充実した分かりやすい情
報開示の推進

・地域貢献の状況について開示項目を拡充し、内容の充実を
図る
・利用者からの質問や相談等のうち頻度の高いもの等につい
ての回答事例をホームページ等で公表

・利用者からの質問や相談等のうち頻度の高い
もの等の項目について検討

(1)地域貢献等に関する情報開示
②「環境銀行」の確立に向けた
取組み

・ＣＳＲの一環として事業活動や社会貢献活動における環境保
全に配慮した取組みを行い、その取組内容を開示
・環境対応型商品・サービスの提供、環境関連基金の創設、
当行におけるＩＳＯ14001認証取得

・みどりの講演会開催（6回）、苗木配布（900本）
・沖縄県緑化推進委員会へ寄付
・沖縄県植樹祭へ参加（17年 4月）
・沖縄のサンゴ再生プログラム「チーム美らサン
ゴ」へ参加（17年 10月）
・環境対応型新商品：環境預金「かいぎんプレミ
アム定期預金」を発売（17年 11月）

(2)地域の利用者の満足度を重視し
た金融機関経営の確立

①利用者満足度アンケート調査
等の実施及びその結果の経
営方針への反映

・利用者満足度アンケート調査の実施・分析
・アンケート調査結果に基づく顧客満足度向上に向けた取組
み

・ＣＳ向上委員会の開催
・利用者満足度アンケート調査内容の検討

(3)地域再生推進のための各種施策
との連携等

①PＦＩ事業やまち再生施策に係
る支援等の検討

・PＦＩ事業やまち再生施策にいての情報収集及び支援等の検
討

・研修、セミナー等へ参加し、情報収集

４．進捗状況の公表 17年度 18年度 進捗状況（17年 4月～9月）

(1)進捗状況の公表 ①推進計画の進捗状況につい
て分かりやすく公表

・推進計画の進捗状況について半期毎にホームページ等でよ
り分かりやすく公表

・「地域密着型金融推進計画」を公表（17 年 8
月）

以 上
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