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（1）お客さま支援の取組み
①「かいぎん経営スクール」の開催
　当行では、経営者や経営幹部の方を対象に「かいぎん経営スクール」をオンラインにて開催しました。
ビジネスプランの作成や IT 活用などの経営に関する講義や、個別の相談会を通して経営課題の解決に
向けた支援を行いました。

②外部機関と連携した取組み
　当行では、沖縄県よろず支援拠点と連携した顧客支援の取組みとして、WEB相談会を開催しました。
2020 年度は 240 件の相談を受け付け、同拠点のコーディネーターより個社の課題に応じたアドバイス
が行われました。

③事業承継に関する取組み
　当行では、お客さまの円滑な事業承継を支援するため、沖縄事業承継ネットワークと連携して事業
承継診断を実施しています。2020 年度は 207 件の事業承継診断を実施し、対話を通した現状分析を
行いました。

（2）「不動産担保・個人保証に必要以上に依存しない融資の推進」等の状況
①動産、流動資産担保融資の推進
②事業性評価能力（目利き能力）の向上に向けた取組み
　実際の貸出案件等を教材とした少人数の研修会において、お客さまのビジネスモデルを踏まえた「強み・
弱み」の把握方法を実践的に指導するなど、行員の事業性評価能力（目利き能力）の向上に努めています。
　また、2016 年 2 月 1 日付で株式会社地域経済活性化支援機構（以下、「機構」という。）と「特定
専門家派遣」に関する契約を締結し、機構に結集されたさまざまなノウハウの提供を受けることにより、
事業性評価能力の向上に努めており、これまで 28 社のお客さまについて、より踏み込んだ形での
事業性評価に取り組みました。
　今後においても、更なる事業性評価事例の蓄積を図るとともに、機構とのディスカッションを通じて
得られたノウハウも活用しながら、お客さまのお役にたてるソリューションの提供に取り組んで参り
ます。

沖縄県よろず支援拠点活用実績（2020年度）
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中小企業の経営改善及び地域活性化のための取組み

2．中小企業の経営支援に関する態勢整備の状況

　当行は、「金融機関が地域のお客さまと永い取引関係を前提とした中長期的な視点でリレーションを強化し、
適切なソリューション提案を図ることや、地域活性化に繋がる情報発信・外部専門機関等との連携を図ることに
よって、お客さまと共に成長していく」という地域密着型金融の理念を基礎として、地域における創業支援や
成長分野支援、中小企業・小規模事業者のお客さまの売上拡大支援や事業再生・事業承継支援など、さまざまな
ライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮に積極的に取り組んでいます。
　当行では「地域密着に徹し、地域社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、地域に密着し地域と共に
成長・発展していくという地域金融機関の使命を果たすべく、第16次中期経営計画（2020年4月～2022年3月）
においても、中小企業の経営支援及び地域の活性化に積極的に取り組んで参ります。

１．中小企業の経営支援に関する取組みについて 3.経営支援等に関する取組み状況

創業・新規事業支援

○かいぎん経営スクールの開催
○担保・保証に過度に依存しない融資
○沖縄振興開発金融公庫との協調融資

○地方公共団体
○経営革新等認定支援機関
○沖縄県産業振興公社
○沖縄振興開発金融公庫

ライフステージライフステージ

○ビジネスマッチング支援
○よろず支援拠点相談会の開催
○沖縄大交易会への参画

○沖縄県よろず支援拠点
○地域経済活性化支援機構（REVIC）
○その他業務提携先

成長・事業拡大支援

○事業承継診断の実施
○事業承継個別相談の実施
○Ｍ＆Ａ

○沖縄県事業承継・引継ぎ支援センター
○日本Ｍ＆Ａセンター
○沖縄債権回収サービス
○税理士・会計士　等

事業承継支援

○経営改善計画書作成のアドバイス・
　フォローアップ
○外部専門家・外部機関との連携
○抜本的な事業再生への取組み

○経営改善支援センター
○沖縄県中小企業再生支援協議会
○沖縄債権回収サービス
○沖縄県よろず支援拠点

経営改善・事業再生支援
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「経営者保証に関するガイドライン」とは
　中小企業・小規模事業者等の経営者の皆さまが金融機関に差し入れている個人保証（以下「経営者保証」）について、
保証契約を締結する際や、金融機関等の債権者が保証履行を求める際における、中小企業（債務者）、保証人、債権者の
自主的なルールを定めたものです。
　これにより、経営者保証の課題・弊害を解消し、中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力を引き出し、
日本経済の活性化に資することを目的としています。法的拘束力はないものの、中小企業・保証人・債権者が自発的に尊重し、
遵守することが期待されています。

※2013年12月「経営者保証に関するガイドライン研究会」公表　

お客さま相談窓口のご案内
○当行ではお客さまからのご要望やご相談にお応えするため、「お客さまサービス担当」を設けております。
　当行の業務においてお困りのことや、ご意見・ご要望・苦情等がございましたらご遠慮なくお申しつけ
ください。

　お客さまサービス担当
　フリーダイヤル　  0120-461-354　受付時間9：00～17：00（但し、銀行休業日を除く）
　メールアドレス 　customer@kaiho-bank.co.jp

○当行では、預金相続事務の相談・受付、相続人確定までの事務手続きなどのご相談にお応えするため、
「相続相談センター」を設けております。専門スタッフがお客さまの相続手続きに対し、わかりやすくご対応
させていただきます。

　相続相談センター 首里
　　TEL 098-988-0039　FAX 098-988-0074
　　メールアドレス 　souzoku-1@kaiho-bank.co.jp
　　所 在 地　〒903-0803　那覇市首里平良町1-2（首里支店隣）
　　営業時間　平日9：00～16：00（但し、銀行休業日を除く）

　相続相談センター ぎのわん
　　TEL 098-943-2221　FAX 098-943-2241
　　メールアドレス 　souzoku-2@kaiho-bank.co.jp
　　所 在 地　〒901-2204　宜野湾市上原1-5-1（普天間支店隣）
　　営業時間　平日9：00～16：00（但し、銀行休業日を除く）

（3）ファンドの活用
①「沖縄ものづくり振興ファンド」への出資・参画
　地域の中小ものづくり企業の技術革新や、県外・海外への事業展開等を促進するとともに、ものづくり
企業の競争力強化を図ることを通じて、地域経済の活性化に貢献することを目的として「沖縄ものづくり
振興ファンド有限責任事業組合」に出資・参画しております。

②「沖縄活性化ファンド」への出資・参画
　沖縄県内に本店もしくは主要事業基盤を有する事業者に対し、投融資および経営支援等を行うことに
より、沖縄県経済の活性化と経営基盤の強化を図ることを目的として、当行を含めた沖縄県内 4 金融
機関と株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社リサ・パートナーズと合同で「沖縄活性化ファンド」に
出資・参画しております。

③「SCOMファンド」への出資・参画
　沖縄県内に主たる営業拠点または本店を置く中小事業者に対し、投資および経営支援を行うことに
より、県内中小零細企業収益力と還元力を高めることを目的として、当行を含めた沖縄県内 3 金融
機関等で「SCOM投資事業有限責任組合」に出資・参画しております。

（4）地方創生への取組み
　当行では、支店が所在する市町村を中心とした県内 13市町村の「まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」
等へ参画することで、地方創生に関する取組みを行っております。
　今後も、「地域密着に徹し地域社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、地方版総合戦略に基づく
各種施策の実行支援を通じて、地域の活性化に取り組んでいく方針です。

名　称
ファンド総額
設立日
投資対象

沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合
15億 2,500 万円
2014年 12月 15日
沖縄県に事業展開する中小ものづくり企業

≪ファンド概要≫

名　称
ファンド総額
設立日
投資対象

SCOM投資事業有限責任組合
1億円
2019年 12月 25日
県内に営業拠点または本店を置く中小事業者

≪ファンド概要≫

名　称
ファンド総額
設立日

投資対象

沖縄活性化投資事業有限責任組合（沖縄活性化ファンド）
20億円
2015年 6月 1日

沖縄県内における観光関連産業の活性化および
県内経済基盤の強化に資する中小事業者

≪ファンド概要≫

　当行では、「お客さまと保証契約を締結する場合」、「お客さまから既存の保証契約の見直しのお申し入れが
あった場合（事業承継時の対応含む）」、および「保証人であるお客さまが経営者保証に関するガイドラインに
則した保証債務の整理を行う場合」は、本ガイドラインに基づき誠実に対応するよう努めております。

4.「経営者保証に関するガイドライン」への取組み実績について

2020 年 10月～ 2021年 3月 件数・割合

1,184 件

2,443 件

48.47％

新規に無保証で融資した件数

新規融資件数

新規融資に占める経営者保証に依存
しない融資の割合

・ 新規融資に占める経営者保証に
　依存しない融資の割合

2020 年 10月～ 2021年 3月 件数 割合

6％

0％

72％

22％

2件

0件

24件

7件

新旧両経営者から保証徴求

旧経営者のみから保証徴求

新経営者のみから保証徴求

経営者からの保証徴求なし

・事業承継時における保証徴求割合
　代表者交代時における新旧経営者に対する保証徴求の件数・割合
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　相続相談センター ぎのわん
　　TEL 098-943-2221　FAX 098-943-2241
　　メールアドレス 　souzoku-2@kaiho-bank.co.jp
　　所 在 地　〒901-2204　宜野湾市上原1-5-1（普天間支店隣）
　　営業時間　平日9：00～16：00（但し、銀行休業日を除く）

（3）ファンドの活用
①「沖縄ものづくり振興ファンド」への出資・参画
　地域の中小ものづくり企業の技術革新や、県外・海外への事業展開等を促進するとともに、ものづくり
企業の競争力強化を図ることを通じて、地域経済の活性化に貢献することを目的として「沖縄ものづくり
振興ファンド有限責任事業組合」に出資・参画しております。

②「沖縄活性化ファンド」への出資・参画
　沖縄県内に本店もしくは主要事業基盤を有する事業者に対し、投融資および経営支援等を行うことに
より、沖縄県経済の活性化と経営基盤の強化を図ることを目的として、当行を含めた沖縄県内 4 金融
機関と株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社リサ・パートナーズと合同で「沖縄活性化ファンド」に
出資・参画しております。

③「SCOMファンド」への出資・参画
　沖縄県内に主たる営業拠点または本店を置く中小事業者に対し、投資および経営支援を行うことに
より、県内中小零細企業収益力と還元力を高めることを目的として、当行を含めた沖縄県内 3 金融
機関等で「SCOM投資事業有限責任組合」に出資・参画しております。

（4）地方創生への取組み
　当行では、支店が所在する市町村を中心とした県内 13市町村の「まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」
等へ参画することで、地方創生に関する取組みを行っております。
　今後も、「地域密着に徹し地域社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、地方版総合戦略に基づく
各種施策の実行支援を通じて、地域の活性化に取り組んでいく方針です。

名　称
ファンド総額
設立日
投資対象

沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合
15億 2,500 万円
2014年 12月 15日
沖縄県に事業展開する中小ものづくり企業

≪ファンド概要≫

名　称
ファンド総額
設立日
投資対象

SCOM投資事業有限責任組合
1億円
2019年 12月 25日
県内に営業拠点または本店を置く中小事業者

≪ファンド概要≫

名　称
ファンド総額
設立日

投資対象

沖縄活性化投資事業有限責任組合（沖縄活性化ファンド）
20億円
2015年 6月 1日

沖縄県内における観光関連産業の活性化および
県内経済基盤の強化に資する中小事業者

≪ファンド概要≫

　当行では、「お客さまと保証契約を締結する場合」、「お客さまから既存の保証契約の見直しのお申し入れが
あった場合（事業承継時の対応含む）」、および「保証人であるお客さまが経営者保証に関するガイドラインに
則した保証債務の整理を行う場合」は、本ガイドラインに基づき誠実に対応するよう努めております。

4.「経営者保証に関するガイドライン」への取組み実績について

2020 年 10月～ 2021年 3月 件数・割合

1,184 件

2,443 件

48.47％

新規に無保証で融資した件数

新規融資件数

新規融資に占める経営者保証に依存
しない融資の割合

・ 新規融資に占める経営者保証に
　依存しない融資の割合

2020 年 10月～ 2021年 3月 件数 割合

6％

0％

72％

22％

2件

0件

24件

7件

新旧両経営者から保証徴求

旧経営者のみから保証徴求

新経営者のみから保証徴求

経営者からの保証徴求なし

・事業承継時における保証徴求割合
　代表者交代時における新旧経営者に対する保証徴求の件数・割合


