
地域密着型金融の推進と

金融仲介機能のベンチマーク

令和元年度（令和２年３月期）

地域元気宣言の
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「地域密着型金融の推進」と「金融仲介機能のベンチマーク」

１．地域密着型金融の推進

当金庫は、「地域活性化の実現とほくとしんきんブランドの確立」を長期ビジョンとして掲げ、「顧客企業

に対するコンサルティング機能の発揮」「地域の面的再生への積極的な参画」「地域や利用者に対する積極的な

情報発信」を３つの重点分野とし、地域密着型金融を推進しています。

２．金融仲介機能のベンチマーク

当金庫は、平成２８年９月に金融庁から公表された共通５項目、選択５０項目からなる合計５５項目の「金

融仲介機能のベンチマーク」（以下「ベンチマーク」という。）の中から、共通５項目、選択１７項目、合計２

２項目を経営上の重要指標と位置付けています。

そのうえで、３つの重点分野のうち、地域密着型金融推進上の重要項目である「顧客企業に対するコンサル

ティング機能の発揮」に関係の深いベンチマークをホームページ上で開示いたします。

平成２７年４月からスタートした１０ヵ年長期経営計画の中で、当金庫の存在意義は、地域社会発展への貢献

と地域に必要な地元金融機関として存在することであるとし、①地域のお取引先が必要とする経営支援の実践、

②地域の活性化につながる資金提供、③地域住民に対する金融サービスの提供、④行政・経済団体等と連携した

施策の実践による地域活性化の実現－という当金庫の役割を果たすべく、今回重要指標と位置付けたベンチマー

クを活用しながら、引き続き地域活性化等に資する金融仲介機能を発揮し、地域密着型金融の推進を行っていき

ます。



支援体制
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行政および商工会議所・商工会な

らびに外部専門家等と連携した取

組み 

円滑な廃業 

外部機関およびネットワーク 
信金中央金庫、全国の信用金庫、日本政策金融公庫、京都産業２１、京都府よろず支援拠点、京都工芸繊
維大学、舞鶴工業高等専門学校、福知山公立大学、京都府中小企業再生支援協議会、北近畿中小企業支援
連絡会議、京都再生ネットワーク会議、その他支援機関 

金融仲介機能のベンチマークの活用 

経営改善支援の取組み 

事業承継や後継者問題を抱える企業への支援 

再生期 

日本政策金融公庫と連携した開業

段階での支援 

クラウドファンディングセミナーの開催 

ビジネスマッチングの取組み 

営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫取引先とのマッチング支援 

各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の出展支援 

補助金・助成金の申請支援 

外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援 

深度ある事業性評価と取組みと、事業性評価に基づく経営支援活動の実践 

無担保小口融資や動産担保融資による円滑な資金供給の実施 

農商ビジネス商談会（FOOD COLLABO LABO）の開催 

「京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫⅡ」を活用したビジネスマッチングの支援 

ＬＩＮＥによる事業者に向けた有益な情報発信 



顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

当金庫では、各自治体が推し進める地方創生を後押しするとともに、お客さまの経営課題解決を積極的に支援
しています。お客さまにとって一番身近な金融機関として経営者の良き相談相手となり、地域になくてはならな
い地元金融機関として「親しみがあり、何でも相談でき、安心できる」存在として、お客さまのニーズにあった
最適なソリューションをご提供しています。

これからも、外部専門機関等とも連携し本部と営業店が一体となってお客さまを支援することで、地域のしご
とを創生し、中小企業の売上を伸ばすことによる地域活性化の実現に向け取組んでいきます。

3

＜ 地域活性化の実現に向けた取組みについて＞

、
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創業期

●行政および商工会議所・商工会ならびに外部専門家等と連携した取組み

行政および商工会議所・商工会ならびに外部専門家等との連携により、各地区で開催される創業セミナー等の後援や案内、職員の参加と講師
の派遣等を行いました。

また、当地域で創業や新規事業へのチャレンジを後押しするツールとして、クラウドファンディング事業者によるセミナーおよび個別相談会
を実施しました。

●日本政策金融公庫と連携した開業段階での支援

日本政策金融公庫と連携し、創業予定先の事業計画策定支援に取り組み、創
業支援融資「ドリーム」およびプロパー・保証協会対応による資金供給に努め
ました。

クラウドファンディングセミナー ｉｎ 綾部

取組件数

１２件

（令和元年度実績）

実行金額

創業支援融資「ドリーム」等の取り組み実績

（日本政策金融公庫との協調融資を含む）
２３５百万円

■主な取組み
開催年月

令和元年６月

令和元年６月

令和元年７月

令和元年８月

令和元年１２月

クラウドファンディングセミナー
ｉｎ京丹後

株式会社
ＣＡＭＰＦＩＲＥ

主催

舞鶴商工会議所

創業セミナー　～創業者が語る夢に至
る扉～

京都府、京都産業２１、
ほか

創業セミナー　～地域でチャレンジす
る起業者～

京都府、京都産業２１、
ほか

クラウドファンディングセミナー
ｉｎ綾部

（令和元年度実績）

参加案内

株式会社マクアケ

支援内容

参加案内

名　　　称

創業塾

連携先等

後援、職員の参加

主催
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創業期

関連するベンチマーク 創業期に関連するベンチマークを表示しています。

■創業支援先数【選択ベンチマーク１６】

※１．創業期・・・創業、第二創業から５年までの期間としています。

※２．共通ベンチマーク３は、①～③が重複しないよう計上していますが、選択ベンチマーク１６では、

　　　「支援内容別」に計上しているため、先数の数値が異なります。

②-1　創業期の取引先への融資（プロパー）

地域経済の持続的成長に向けた取組みとして、創業期の企業への円滑な資金供給に加え、政府系金融機関との

連携も行いつつ、事業計画策定支援や各種公的支援の情報提供を行っています。

対前々年比

　▲９社

　▲６社

創業支援先の支援内容 ０２／３期 ３１／３期 ３０／３期 対前年比

①　　創業計画の策定支援 　６社 　７社 １５社 　▲１社

②-2　創業期の取引先への融資（信用保証協会付） ３０社 ４６社 ４１社 ▲１６社

　▲６社

（備　考）

創業支援融資「ドリーム」（プロ

パー）の取り扱いを行い、創業計

画の策定支援を行うと共に日本政

策金融公庫と連携した融資を実施

しています。創業計画策定支援７

社は「ドリーム」の融資であり、

日本政策金融公庫と連携した創業

支援を行いました。

８２社 ６６社 ８８社 　１６社

▲１１社

③　　政府系金融機関や創業支援機関の紹介 　３社 　５社 　９社 　▲２社

■創業・第二創業の件数【共通ベンチマーク３】

※１　創業先・・・創業計画の策定支援や創業期の取引先への融資先等

※２　第二創業・・・既に事業を営んでいる企業の後継者が新規事業を開始した融資先等

※３　創業期（創業、第二創業から５年まで）の取引先への融資実行先としています。

▲６社合　計 １１２社 １１２社 １１８社 　０社

創業・第二創業された１１２社の事業者に関与しました。

対前々年比

金融機関が関与した創業件数 １１１社 １１２社 １１８社 ▲１社 ▲７社

　１社 　１社

０２／３期 ３１／３期

金融機関が関与した第二創業件数 　　１社 　　０社 　　０社

３０／３期 対前年比
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成長期 安定期 再生期

●ビジネスマッチングの取組み ●各地で開催される各種ビジネスフェア・商談会等の出展支援

狭域・多店舗展開のメリットを生かし、お客さまのマッチングニーズに関
する情報を当金庫の全職員がリアルタイムに共有できる「ビジネスマッチン
グ掲示板」を活用し、おび取引先企業間のビジネスマッチングに取り組んで
います。

信金中央金庫が優先出資者向け優待制度として、全国の信用金庫取引先が
取り扱う商品を掲載したグルメカタログ「信金中金優待カタログ」や、全国
の信用金庫取引先のみを掲載したギフトカタログ「旬彩カタログ しんきんの
つなぐ力」への掲載支援を実施しました。

●営業エリア内マッチングの積極推進と全国の信用金庫との
マッチング情報の共有

●農商ビジネス商談会（FOOD COLLABO LABO）の開催

京都府北部５市２町の１次産品の生産者と飲食業者等の事業者が一堂に会す
場を提供し、地域経済を活性化させることを目的として、農商ビジネス商談会
「FOOD COLLABO LABO」を昨年に引き続き、舞鶴赤レンガパークで開催
しました。

また、京都信用金庫本店にて京都信用金庫と共催した「FOOD COLLABO 
LABO 2020 in KYOTO」では、生産者６２社（うち、当金庫お取引先企業
３６社）と京都市内を中心とした２３０社を超える飲食業者等の事業者による
フリー商談会や情報交換が行われ、過去最大規模での開催となりました。

当金庫職員もスタッフとして運営に協力し、京都市内の飲食業を主とした事
業者との出会いの場を創出しました。

参加企業数

５７社

３６社

（令和元年度実績）

FOOD COLLABO LABO 2019

FOOD COLLABO LABO 2020 in KYOTO

■主なビジネスフェア・商談会 （令和元年度実績）

開催年月 参加先数

令和元年５月 ２先

令和元年７月 ２先

令和元年７月 ５先

令和元年７月 ３先

令和元年１０月 １先

令和元年１１月 ９先

令和元年１１月 ３先

令和元年１１月 １先

城南信用金庫

京都信用金庫

京都信用保証協会

一般社団法人九州北部信用金庫協会

2019”よい仕事おこし”フェア

第９回　バイヤーマッチング商談会

食品海外販路開拓商談会 信金中央金庫

海外向けバイヤーマッチング

第５回　しんきん合同商談会

あまがさき産業フェア2019 尼崎信用金庫

京都・食のマッチングフェア 一般社団法人京都府農業会議

名　　　称 連携先等

きたしん うまいもん市「食の彩展in北おおさか」 北おおさか信用金庫

●「京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫⅡ」
を活用したビジネスマッチングの支援

お取引先企業の売上増加に繋がることを願い発行し
た「京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫⅡ～地方の「
隠れた逸品」がいっぱい～」の掲載企業を対象とした
個別商談会を、信金中央金庫大阪支店にて開催しまし
た。

（令和元年度実績）

企業数

５７社

２２先

名　　　称

京都丹後・丹波うまいもんＢＯＯＫⅡ掲載企業数

うち、バイヤー商談会（信金中央金庫大阪支店）への参加企業数



顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮

7

成長期 安定期 再生期

関連するベンチマーク 成長期・安定期・再生期に関連するベンチマークを表示しています。

■販路開拓支援を行った先数（地元・地元外・海外別）【選択ベンチマーク１８】

　※　個別ビジネスマッチング、商談会、ビジネスマッチングフェアの参加、マッチング掲示板の活用による契約等の確認できた

　　　先を計上しています。

地域経済の活性化に向けて販路開拓支援を積極的に行っています。令和元年度は、地元の取引先３０社、地

元外の取引先１５社との成約が実現しました。

　１社３０／３月期

　０社

対前年比 ▲３０社 　８社 　０社

　３０社

　０社

合計販路開拓支援を行った相手先数 地　元 地元外 海外

０２／３月期 １５社

３１／３月期 　６０社 　７社

地　元 地元外 海外

　３１社 　８社

　０社

商談会 　８社 １０社 　０社

マッチング掲示板 　８社 　４社 　０社

　１８社

　１２社

　１５社

　４５社

対前々年比 　▲１社 　７社 ▲１社

その他 １４社 　１社 　０社

合計 ３０社 １５社

※１．本業（企業価値の向上）支援先・・・各種補助金申請先、ビジネスマッチング掲示板の活用先、しんきん情報プラットホーム

　　　の活用先、各種商談会・マッチングフェア・物産展の参加先、よろず支援拠点・ミラサポ等専門家派遣の活用先など

※２．全取引先数は、選択ベンチマーク１の値としています。

対前年比 　▲１６２社 ▲２８社 ▲0.4ポイント

対前々年比 　▲２５９社 　４８社 　1.4ポイント

３１／３月期 ４，６１２社 ２７８社 6.0%

３０／３月期 ４，７０９社 ２０２社 4.2%

■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【選択ベンチマーク１２】

本業支援先数及び全取引先数に占める割合 全取引先数① 本業支援先数② ②／①

０２／３月期 ４，４５０社 ２５０社 5.6%

本業を支援する取組みとして、各種補助金の申請やマッチング商談会などの様々な企業価値の向上のための

支援を行っています。
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各種補助金等の申請にあたり、ブラッシュアップ等の伴走支援を行い
ました。また、令和元年７月より開始された、自然災害等による事業
活動への影響を軽減し、事業継続に向けた「事業継続力強化計画（中
小企業等経営強化法）」の申請支援を実施しました。

お客さまが抱える専門的な課題の解決を実践するために、京都府よろ
ず支援拠点などの外部機関や外部専門家との連携による個別相談会およ
びセミナーを実施しました。

また、新たな取組みとして、京都府・京都労働局との連携協定に基づ
く「働き方改革推進のための出張相談会」や、京都府共催・東京海上日
動火災保険㈱協力による「ＢＣＰワークショップ」、京都府よろじ支援
拠点との連携によるミニセミナー「よろず寺子屋」等を実施しました。

●補助金・助成金の申請支援●外部機関や外部専門家と連携した課題解決への支援

株式会社エフアンドエムの協力により、人手不足時代の採用術をテー
マとした「生産性向上セミナー」を実施しました。

●各自治体の「地方版総合戦略」に基づいた、
地域金融機関として取り得る施策の実施

成長期 安定期 再生期

（令和元年度実績）

支援（申請）件数 うち採択件数

４０件 ２０件

３３件 ３３件

１４件 １４件

名　　　称

ものづくり補助金申請支援

事業継続力強化計画策定支援

先端設備等導入計画策定支援

（令和元年度実績）

開催年月 参加先数

令和元年４月、
令和２年２月、３月

１４先

令和元年７月～ １６先

令和元年７月～ ３６先

令和元年７月～ ６０先

令和元年７月～ ４４先

令和元年１１月 １６先

令和２年２月 １３先

外国人材活用セミナー 丹後機械工業協同組合、ほか

缶詰開発プロジェクト説明会 ＪＲ西日本福知山支社、ほか

働き方改革推進のための出張相談会 京都働き方改革推進支援センター

ＢＣＰワークショップ 京都府、東京海上日動火災保険㈱

よろず寺子屋ミニセミナー 京都府よろず支援拠点

名　　　称 連携先等

ものづくり補助金「個別相談会」 京都府よろず支援拠点、ほか

各種個別相談会 京都府よろず支援拠点

（令和元年度実績）

開催回数 参加企業数

４回 ４６社

名　　　称

生産性向上セミナー

●株式会社アプラスとのビジネスマッチング提携の契約
を締結しました。

●株式会社エフアンドエムとの顧客紹介業務の取扱いを
開始しました。

●京都中小企業家同友会と
「中小企業支援に関する包括連携協定」を締結しました。

中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サイト「ミラサポ」や
京都信用保証協会の「バリューアップサポート」の無料派遣制度を活用
した外部専門家派遣を実施しました。

（令和元年度実績）

件数

５８件
ミラサポ・京都バリューアップサポート

による専門家派遣
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成長期 安定期 再生期

関連するベンチマーク 成長期・安定期・再生期に関連するベンチマークを表示しています。

■外部専門家を活用して本業支援を行った取引先数【選択ベンチマーク４０】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

※１．支援先数は、「条件変更先」および「①～⑦の本業支援を重複して行った先」を含めた先数を表示しています。

※２．実績は、支援先数から「共通ベンチマーク２（条件変更先）」および「①～⑦の本業支援を重複して行った先」を除外した先数です。

当金庫は、お客さまが抱える様々な課題の解決に対応すべく本業支援策として、外部専門家を積極的に活用して

います。

京都労働局の活用 　３６先

その他（中川顧問公認会計士事務所、㈱日本経営等） 　６９先

ミラサポの活用 　４９先

京都産業２１の活用 　２９先

０２／３月期 　１９３社

対前々年比 　　　２社

３０／３月期 　１９１社

バリューアップサポートの活用

１９３社

外部専門家を活用して本業支援を行った取引先数
取引先数

（実績）

０２／３月期の本業支援の内容 支援先数※1 実績※２

よろず支援拠点の活用 　３８先

１０９社

対前年比 　▲３０社

㈱エフアンドエムの活用 　３７先

３１／３月期 　２２３社

■取引先の本業支援に関連する中小企業支援策の活用を支援した先数【選択ベンチマーク４３】

①

②

③

④

※１．支援先数は、「条件変更先」および「①～⑥の本業支援を重複して行った先」を含めた先数を表示しています。

※２．実績は、支援先数から「共通ベンチマーク２（条件変更先）」および「①～⑥の本業支援を重複して行った先」を除外した先数です。

　　１件３０／３月期

対前年比

対前々年比

６５件
JETROの活用

京都発明協会の活用

合　計 　８８件

▲２３社

６５件

６５社

９６社

８８社

▲３１社

よろず支援拠点の活用

３１／３月期

０２／３月期の中小企業支援策

各種補助金の活用（申請サポート）

実績※2

　　３件

お客さまが抱える様々な課題の解決に対応すべく、中小企業支援策を積極的に活用しています。

取引先の本業支援に関連する中小企業支援策の

活用を支援した先数

取引先数

（実績）

支援先数※1

　３８件

　４６件

０２／３月期
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様々なライフステージにある中小企業の事業内容や成長可能性などの適切
な評価（事業性評価）を踏まえた経営支援活動を実施しました。

事業性評価の具体的取組みとして、事業性評価先を抽出し、ローカルベン
チマークシートに基づく対話を通した経営課題の共有に努めました。

お客さまへの円滑な資金供給を行うため、無担保小口当座貸越商品「スモ
ールＢローン」および迅速な対応を可能とした無担保小口融資商品「スピー
ディー！」を取り扱いました。

また、動産担保ならびに売上債権を担保とした新たな融資手法に取り組み
ました。

●無担保小口融資や動産担保融資による円滑な資金供給の実施

●深度ある「事業性評価」の取組みと、事業性評価に基づく経営支援活動の実践

成長期 安定期 再生期

（令和元年度実績）

先数

２９２先事業性評価が完了した事業先数

ものづくり補助金のほか各種補助金申請のためのセミナーのご案内など、
事業者の皆さまにとって有益な情報や、当金庫のおすすめ情報を配信してい
ます。是非、「友だち」登録をお願いします。

●ＬＩＮＥによる事業者に向けた有益な情報発信

（令和元年度実績）

件数 金額

２８件 ９６百万円

３２０件 １，８４２百万円

１０件 ３１７百万円

名　　　称

スモールＢローンの取組み

スピーディー！の取組み

動産・売上債権担保融資の取組み
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成長期 安定期 再生期

関連するベンチマーク 成長期・安定期・再生期に関連するベンチマークを表示しています。

■事業性評価の結果を提示して対話を行っている取引先数等【選択ベンチマーク５】

※ 事業性評価やローカルベンチマークの対話先・・・事業性評価シートを作成し、そのシートに基づいて顧客と対話し、課題が共有できた先

※ 労働生産性・・・付加価値・効率性の向上に向けた対話を行った取引先（顧客数拡大、顧客単価上昇、人材確保・育成、技術革新）

（例）経営力向上計画・経営革新計画の計画策定先、各種補助金申請先、ビジネスマッチング掲示板の活用先、しんきん情報共有プラット

　　　フォームの活用先、各種商談会・マッチングフェア・物産展の参加先、よろず支援拠点・ミラサポの外部専門家活用先等

取引先企業の収益の源泉となる強み・弱みを把握することで、事業継続を可能とするための経営課題を抽出し、経営者

と一緒に解決に取り組むとともに、事業継続可能性と成長可能性を含む企業価値を見極めたうえで、適切な与信対応を

行っています。

３１／３期 ３０／３期 対前年比 対前々比０２／３期

４６２社 ２８７社 　４９０社

１２０社 　５１社 　９６社 　１６５社

９５２社

２１６社

事業性評価の結果やローカルベンチマークを示して対話を行っている取引先数

上記のうち、労働生産性の向上に資する対話を行っている取引先数

６６５社

■中小企業向け融資のうち、信用保証協会付融資額及び１００％保証付融資額の割合【選択ベンチマーク１０】

担保・保証に過度に依存しない融資に取組んでおり、保証協会付融資残高の割合は年々減少しています。

０２／３月期 １，６０１億円 ３０５億円 　７９億円 19.0% 4.9%

 中小向け融資残高① 保証協会付融資残高② １００％保証付融資残高③ ②／① ③／①

6.2%

３１／３月期 １，６０１億円 ３２７億円 　９１億円 20.4% 5.6%

３０／３月期 １，６２８億円 ３３５億円 １０１億円 20.5%

▲1.3ポイント

対前年比 　　　　０億円 ▲２２億円 ▲１２億円 ▲1.4ポイント ▲0.7ポイント

対前々年比 　　▲２７億円 ▲３０億円 ▲２２億円 ▲1.5ポイント
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安定期 再生期

業績や財務内容の課題を抱えているお客さまへの支援を目的に経営改善計画の作成支援やア
ドバイスを実施しています。京都府中小企業再生支援協議会や京都府経営改善支援センター、
外部専門家等を積極的に活用し、精度の高い財務・事業調査を実施し、企業実態を把握したう
えで経営改善計画を策定することにより、効果的で実効性が伴う企業支援に努めています。

また、経営改善が必要な企業１０３先を抽出しモニタリングによる計画進捗管理を行い、暫
定計画先および計画と実績に乖離が発生した先については、経営改善計画の再作成に向け、外
部機関と連携した取組みを行うなど、伴走支援に努めました。

●経営改善支援の取組み

お客さまが抱える様々な経営課題の相談窓口として、行政や
外部専門家との連携による事業承継個別相談対応・セミナーや
巡回相談デスクを実施しました。また、Ｍ＆Ａ仲介業務に関す
る協定を締結した中川公認会計士事務所と連携し、Ｍ＆Ａの活
用促進による事業承継支援を実施しました。

●事業承継や後継者問題を抱える企業への支援

■経営改善支援・事業再生支援の取組み実績 （令和元年度実績）

持込み件数 完了件数

８件 １２件

１１件 １６件

※完了件数は前年度からの繰り越し分を含んでいます。

京都府中小企業再生支援協議会

京都府経営改善支援センター

■令和元年度　経営支援・事業再生支援の取組み実績 （単位：先）

Ａ α β γ δ α／Ａ β／α δ／α

合計 4,612 103 13 84 89 2.23% 12.62% 86.40%

※各項目の算出条件は「ＤＩＳＣＬＯＳＵＲＥ２０２０」の８ページにてご確認ください。

αのうち期末に
債務者区分が
変化しなかった

先数

αのうち
再生計画を
策定している

先数

経営改善
支援取組み先数

ランク
アップ率

再生計画
策定率

αのうち期末に
債務者区分が
ランクアップした

先数

うち

経営改善支援
取組み先数

期初
債務者数

（令和元年度実績）

開催年月 参加企業数

令和元年６月～ ２３社

令和元年７月、８月、１０月 １７社

令和元年９月、１０月 ２０社

令和２年２月 ９社

事業承継セミナー 公益財団法人京都産業２１

事業承継セミナー 京都信用保証協会

名　　　称 連携先等

事業継続・承継巡回相談デスク 公益財団法人京都産業２１

Ｍ＆Ａミニセミナー 中川公認会計士事務所

●国内最大の事業承継・Ｍ＆ＡプラットフォームＴＲＡＮＢＩ（トランビ）と業務提携をしました。
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安定期 再生期

関連するベンチマーク 安定期・再生期に関連するベンチマークを表示しています。

■事業承継支援先数【選択ベンチマーク２１】

事業承継支援先数

※　事業承継支援先・・・事業承継に関して連携協定を締結している外部専門家やよろず支援拠点を活用した個別相談会に参加いただいた先、

　　　　　　　　　　　　Ｍ＆Ａ契約成立先、事業承継計画策定先

３１／３期 ３０／３期 対前年比 対前々年比

４８社

後継者問題等の悩みや事業拡大ニーズを有するお客さまに対して、外部専門家の知見を活用しながら、４２社に事

業承継支援を実施しました。

０２／３期

４2社 ４８社 ▲６社 ▲６社

■中小企業再生支援協議会の利用先数【選択ベンチマーク４２】

　　　（参考：経営改善支援センターへの持込件数：０２／3月期：１１件）

▲４社

　２社

※２．経営改善支援センターへの持込案件は計上していません。

対前年比

対前々年比

※１．中小企業再生支援協議会の活用は、事業年度に計画合意に至った先を計上しています。

当金庫は、お客さまの事業再生を実現するための施策として、中小企業再生支援協議会などの外部機関と積極的に

連携することにより、経営改善や抜本的な事業再生を支援しています。

３１／３月期

３０／３月期

中小企業再生支援協議会の利用先数

０２／３月期

中小企業再生支援協議会

１２社

１６社

１０社


