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「金融仲介機能のベンチマーク」を活用した取組み状況
□ 当行は、第 16 次中期経営計画（2020 年 4 月～ 2022 年 3 月）において、前中期経営計画で掲げたお客さま
支援に重点を置いたビジネスモデルを「継続」し、更に「深化」することにより、「お客さまを中心とした新時代の
金融サービスの提供」に向けて取り組んでおります。その取組みを継続することにより、お客さまおよび地域の
成長・発展と、金融機関自身も安定した経営基盤と持続的な収益を確保するという「共通価値の創造」を
目指しております。

□ 取組み結果は、「金融仲介機能のベンチマーク」を活用して自己点検するほか、皆さまに開示することで将来に
向けて当行の取組みがご理解いただけるよう努めてまいります。

□ 「金融仲介機能の発揮」に向けては、
地域の中小 事業者のさまざまな
ライフステージに応じた「適切な
ソリューション提案」や、「地域
活性化に繋がる情報発信・外部専門
機関等との連携など」コンサル
ティング機能の提供に積極的に
取組みます。

共通１

共通４ ライフステージの定義
①　創業期：創業、第二創業から 5年まで
②　成長期：売上高平均で直近 2期が過去 5期の　120％超
③　安定期：売上高平均で直近 2期が過去 5期の　120％～ 80％
④　低迷期：売上高平均で直近 2期が過去 5期の　80％未満
⑤　再生期：貸付条件の変更または延滞がある期間

採用する経営指標
ローカルベンチマーク６指標と就業者数
①　売上高増加率
②　営業利益率
③　労働生産性
④　ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率
⑤　営業運転資本回転期間
⑥　自己資本比率
⑦　就業者数

「経営指標の改善先」の定義
基準期とその直前期との経営指標を比較して、
1 項目でも改善していれば「経営指標改善先」
として判定

■ ライフステージ別「与信先数」 ■ ライフステージ別「融資残高」（億円）

769

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

872

548 527

1,012
873

73 75

418

951

■2020/3 ■2021/3 ■2020/3 ■2021/3

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

310 365

733 756

1,279
1,128

123 65

276

733

■2020/3

724グループ
総メイングループ先数
（ベンチマーク対象）
1,495 グループ

■2021/3

メイン取引先グループのうち、「経営指標の改善」が見られた先の状況

ライフステージ別の与信先数及び融資残高の状況

48.4%

738グループ
総メイングループ先数
（ベンチマーク対象）
1,173 グループ

62.9%

選択 1

■ 地域（県内）の融資先数 ■  全融資先数に占める
   地域（県内）の融資先の割合

■  地域（県内）の事業者に占める
   当行の融資先の割合

※地域企業数出所：令和元年経済センサス
　‐基礎調査（沖縄県）

県内の融資先数

9,076先
全融資先数
（ベンチマーク対象）
9,194 先

■2021/3 県内の融資先数

9,076先
地域企業数
78,658 先

■2021/3

2020/3 2021/3

8,538 9,076先

地域の取引事業者（融資先）数
□ 幅広く、地域の中小事業者のニーズに応えることで、取引事業者数の増加を目指します。

98.7% 11.5%

■  全メイングループ先数に占める経営指標が改善したグループ割合

＜ライフステージ判定を行えた　「与信先数」＞
2020/3　集計対象先　8,686 先のうち、2,820 先（32.5％）
2021/3　集計対象先　9,243 先のうち、3,298 先（35.7％）

＜ライフステージ判定を行えた　「与信残高」＞
2020/3　集計対象残高　3,959 億円のうち、2,721 億円（68.7％）
2021/3　集計対象残高　4,282 億円のうち、3,047 億円（71.2％）

集計方法の定義
①　対象貸出科目　➡　証書貸出
②　集計期間　　　➡　融資相談日から決裁までの日数
※　集計期間には、お客さまから融資に必要な資料を受け
取るまでの期間も含まれています。

■  設備資金（正常先） ■  運転資金（正常先）

選択 31

融資相談を受けてから決裁までの平均日数

□ 融資相談に迅速に対応できるよう取り組みます。
□ 地域のお客さまとの関係構築や業務の効率化、
担当者の育成等によって、より短期間でご対応
できるよう改善に取り組みます。

28.8 28.8日

2020/3 2021/3

9.9 10.7日

2020/3 2021/3

選択36

□ 当行営業店の本業支援の取組み（地域の事業者の企業価値の向上、創業支援、販路開拓支援など）を評価
することで、その取組みの効果を高めます。

本業支援の取組みに係る、「営業店」の業績評価の割合

本業支援の取組みに対する業績評価への反映

2,000点
総業績評点
10,300 点

■2021/3

19.4%

2,000点
総業績評点
10,800 点

18.5%

■2019/3 ■2020/3

2,000点
総業績評点
10,500 点

19.0%
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□ 当行営業店の本業支援の取組み（地域の事業者の企業価値の向上、創業支援、販路開拓支援など）を評価
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2,000点
総業績評点
10,300 点

■2021/3

19.4%

2,000点
総業績評点
10,800 点

18.5%

■2019/3 ■2020/3

2,000点
総業績評点
10,500 点

19.0%



順調　71先
21.5％

不調　202先
61.2％

1先

14

22先
12

8先

2

■  営業店・法人担当者数 ■ 営業店・法人担当 1人あたり担当社数

■  創業件数

■ 事業性評価の結果やローカルベンチマーク
   を提示して対話した先数

■ うち労働生産性向上に資する対話先数

■ 事業性評価による「融資先数」と割合

■ 事業性評価による「融資残高」と割合

■ 条件変更総数とそのうち好調先数、順調先数、不調先数及びその割合

■2020/3 ■2021/3

■2020/3 ■2021/3

2020/3 2021/3 2020/3 2021/3

254 269人
30.5 31.6先

2020/3 2021/3

298

421先

2020/3 2021/3

74 48先

2020/3 2021/3

409

517件

2020/3 2021/3 2020/3 2021/3 2020/3 2021/3

選択 3

営業態勢の整備・拡充

選択 5

顧客との対話

法人担当者 1人あたりの取引事業者数

事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して対話を行っている先数

共通３

創業支援
当行が関与した創業、第二創業への件数

共通２

経営改善、事業再生等の支援
貸付条件変更を行っている中小企業の経営改善計画の進捗状況

共通５

経営支援
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とその割合

選択18 販路開拓支援 選択19 Ｍ＆Ａ支援 選択21 事業承継支援

□ 地域の中小事業者への取組みに向け、
法人担当者の適正配置に取り組みます。

□ 事業性評価の結果やローカルベンチ
マークの数値を取引先企業に提示する
など、お客さまとの「課題共有」の
ための対話を実施します。

□ 2017 年 5 月に事業性評価シートを
制 定 し、同 シ ー ト を 活 用 し た
ソリューション営業を展開しています。

□ 創業期の取引先への融資を中心に、
創業計画の策定支援、創業支援機関
の紹介など、創業に関する様々な
ご相談に対応しています。

集計の対象とした法人担当者の範囲
①　営業部長
②　営業店長
③　営業店・次長
④　営業店・融資営業副長
⑤　営業店・融資営業主任
⑥　営業店・調査係
⑦　営業店・営業係（リテール営業除く）

□ 決算書等の書面審査だけでなく
事業実態の把握に努め、事業性評価に
基づいた融資推進に取り組みます。

事業性評価に基づく融資の定義
①　ビジネス・モデル図作成先
②　顔晴る沖縄（無担保無保証融資）融資先
③　融資統括部による事業性評価実施先

□ 貸付条件変更を行っている中小企業の
経営改善計画の策定や、経営改善に
向けたソリューションの提案に継続して
取り組みます。

進捗状況の判定方法
①　次の３つのうち、達成率が一番高い指標で
　　進捗状況を判定
　　 ・売上高　・営業利益　・キャッシュ・フロー
②　好調（120％超）、順調（80％～ 120％）、
　　不調（80％未満）に区分
③　経営改善計画のない企業は不調に含める

創業への関与の定義
①　創業計画の策定支援
②　創業期の取引先への融資
③　政府系金融機関や創業支援機関の紹介
④　ベンチャー企業への助成金・融資・投資

第二創業への関与の定義
①　既に事業を営んでいる企業の後継者等が新規事業を開始すること
②　既存の事業を譲渡（承継）した経営者等が新規事業を開始すること
③　抜本的な事業再生によって企業が業種を変えて再建すること

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

■2021/3

条件変更総数

好調　57先
17.3％

330先

順調　70先
23.0％

不調　187先
61.5％

■2020/3

条件変更総数

好調　47先
15.5％

304先

1,561先
全与信先数
（ベンチマーク対象）
9,243 先16.9%

1,561億円
全融資残高
（ベンチマーク対象）
4,282 億円36.5%

1,283億円
全融資残高
（ベンチマーク対象）
3,959 億円32.4%

2322

1,501先
全与信先数
（ベンチマーク対象）
8,686 先17.3%
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①　ビジネス・モデル図作成先
②　顔晴る沖縄（無担保無保証融資）融資先
③　融資統括部による事業性評価実施先

□ 貸付条件変更を行っている中小企業の
経営改善計画の策定や、経営改善に
向けたソリューションの提案に継続して
取り組みます。

進捗状況の判定方法
①　次の３つのうち、達成率が一番高い指標で
　　進捗状況を判定
　　 ・売上高　・営業利益　・キャッシュ・フロー
②　好調（120％超）、順調（80％～ 120％）、
　　不調（80％未満）に区分
③　経営改善計画のない企業は不調に含める

創業への関与の定義
①　創業計画の策定支援
②　創業期の取引先への融資
③　政府系金融機関や創業支援機関の紹介
④　ベンチャー企業への助成金・融資・投資

第二創業への関与の定義
①　既に事業を営んでいる企業の後継者等が新規事業を開始すること
②　既存の事業を譲渡（承継）した経営者等が新規事業を開始すること
③　抜本的な事業再生によって企業が業種を変えて再建すること

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

■2021/3

条件変更総数

好調　57先
17.3％

330先

順調　70先
23.0％

不調　187先
61.5％

■2020/3

条件変更総数

好調　47先
15.5％

304先

1,561先
全与信先数
（ベンチマーク対象）
9,243 先16.9%

1,561億円
全融資残高
（ベンチマーク対象）
4,282 億円36.5%

1,283億円
全融資残高
（ベンチマーク対象）
3,959 億円32.4%

2322

1,501先
全与信先数
（ベンチマーク対象）
8,686 先17.3%


