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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２３項目、合計２

８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

工会等と連携した取組み 

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とのマッチング情報の共有 

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 

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 

日本政策金融公庫と連携し

た開業段階での支援 

農商ビジネス商談会（FOOD COLLABO LABO）の開催 

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 

海外展開の支援 

経営改善支援の取組み 

経営改善に向けたセミナーの開催 

事業承継や後継者問題を抱える企業への支援 

再生期 

「ほくと経営塾」の開講 

無担保小口融資や動産担保融資による円滑な資金供給 

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 



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「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。
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＜ 地域活性化の実現に向けた取組みについて＞

創業・新規事業支援

販路拡大支援

ビジネスマッチング

産官学連携

海外ビジネス支援

助成金（補助金）の活用支援

人材育成支援

経営改善支援

専門家派遣支援

事業承継支援

■事業承継

■転換期

■ソリューションメニュー■

■創業・開業

■企業成長

、
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創業期

●外部専門家・行政等と連携した取組み

外部専門家・行政等との連携により、各地区で開催される創業セミナー等の後援、職員の参加と講師の派遣等を行いました。

●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の「創業支援等に係る業務連携・協力に関する覚書」を
もとに、創業・開業を目指すお客さまを積極的に支援するため、創業者の利便
性を考慮した創業支援融資「ドリーム」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
（京都府よろず支援拠点）

■主な取組み

開催年月

平成30年6月～

平成31年3月

平成30年9月

平成30年10月・11月

平成31年2月

スモールビジネス女性起業塾（計10回）

（スモールビジネス女性起業塾実行委員会）
後援

クラウドファインディングミニセミナー

（京都府よろず支援拠点）
後援、職員の参加

創業スタートアップセミナー(宮津市）（計６回） 後援、職員の参加

創業塾（舞鶴商工会議所） 後援、講師の派遣

（平成３０年度実績）

名称（連携先） 支援内容

取組件数 実行金額

創業支援融資「ドリーム」取組み実績
（日本政策金融公庫との協調融資を含む）

※一般融資対応４件３２百万円を含む。

１１件 ５７百万円

（平成３０年度実績）
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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。

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

▲１０社

▲２８社

　２３社

　▲３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。

創業支援先の支援内容 ３１／３期 ３０／３期

　　５社

２９／３期 対前年比

①　　創業計画の策定支援 　７社 １５社 １７社 　▲８社

②-1　創業期の取引先への融資（プロパー） ６６社 ８８社 ９４社 ▲２２社

②-2　創業期の取引先への融資（信用保証協会付） ４６社 ４１社 ２３社

③　　政府系金融機関や創業支援機関の紹介 　５社 　９社 　８社 　▲４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。

合　計 １１２社 １１８社 １０７社 ▲６社 　５社

２９／３期 対前年比

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 １１２社 １１８社 １０６社 ▲６社 　６社

　０社 ▲１社

３１／３期 ３０／３期

金融機関が関与した第二創業件数 　　０社 　　０社 　　１社
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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

信金中央金庫や他信用金庫と連携し、全国のビジネスフェア・商談会等への出
展支援を行いました。出展案内だけではなく、商談会への職員同席等により、商
材の強み弱みのほか、課題をお客さまと共有し、課題解決に向けて取り組みまし
た。

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。

効果的にビジネスマッチングを行うためのツール「京都丹後・丹波うまいもん
ＢＯＯＫ２」の作成に向け、当金庫お取引先からＦＣＰシートを募集しました。

●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」を開催しました。

「FOOD COLLABO LABO ２０１８ｉｎ舞鶴」は、舞鶴赤レンガパーク特
有のレトロな雰囲気に加え、一般社団法人ＰＬＡＣＥによる演出が会場内にい
る人々の会話しやすい雰囲気を作り出し、生産者３１社と事業者３０社による
商談や情報交換、また、生産者同士の交流が活発に行われ、関係者や行政関係
スタッフ、当金庫のスタッフを含め１５０名の方々が一同に会す盛大なビジネ
スマッチングイベントとなりました。

また、京都信用金庫と共催した「FOOD COLLABO LABO ２０１９ ｉｎ
ＫＹＯＴＯ」では、京都市のフォーチュンガーデン京都にて、出展された生産
者４８社（うち、当金庫お取引先企業３０社）と事前参加申込のあった京都市
内の飲食業者等の事業者２０９社による商談会や情報交換が行われ、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。

■主なビジネスフェア・商談会

開催年月 参加先数

平成30年5月 １１先

平成30年8月・9月 ２先

平成30年9月 １先

平成30年11月 １０先

平成31年2月 １３先

平成31年2月 １先

平成31年3月 ２先

京都信用金庫

食品海外販路開拓商談会 信金中央金庫

インバウンド＆全国逸品商談会 城南信用金庫

よい仕事おこしフェア 城南信用金庫

（平成３０年度実績）

主催

近畿財務局、ＮＥＸＣＯ西日本

信金中央金庫インバウンド商談会

イベント名

関西ハイウェイ大商談会

うまいもん市 食のバイヤー商談会 北おおさか信用金庫

バイヤーマッチング商談会

ＦＣＰシートの募集 ５７先

先（件）数

174件

2先「信金中金優待カタログ」への掲載（信金中央金庫）

（平成30年度実績）

当金庫営業エリア内企業間のビジネスマッチング情報登録サイト

「ビジネスマッチング掲示板」の登録活用件数

「旬彩カタログ　しんきんのつなぐ力」への掲載（信金中央金庫） ４先（平成３０年度実績）

参加企業数

61社

30社FOOD COLLABO LABO 2019 in KYOTO

FOOD COLLABO LABO 2018 in 舞鶴
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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。

■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】

※１．本業（企業価値の向上）支援先・・・各種補助金申請先、しんきん情報プラットホーム活用先、各種商談会・マッチングフェア・

　　　物産展・シニア人材マッチング会の参加先、ミラサポ・バリューアップサポートの活用先など

※２．全取引先数・本業支援先数は、選択ベンチマーク１のリストに基づきグループベースで算出しています。

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。

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

３１／３月期 ４，６１２社 ２７８社 6.0%

３０／３月期 ４，３４９社 ２０２社 4.6%

２９／３月期 ４，３５０社 １５９社 3.7%

対前年比 　　２６３社 　７６社 1.4ポイント

対前々年比 　　２６２社 １１９社 2.3ポイント

■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。

対前々年比 ５９社 ▲７社 　０社

２９／３月期

販路開拓支援を行った相手先数 地　元 地元外 海外

３１／３月期 　７社

３０／３月期 ３１社 　８社

　０社

対前年比 ２９社 ▲１社 ▲１社

６０社

　１社

　１社 １４社 　０社

地　元 地元外 海外 合計

商談会 　５社 ６社 　０社 　１１社

　４７社

その他 　９社 ０社 　０社 　　９社

合計 ６０社 ７社 　０社 　６７社

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。平成３０年度は、商談会に参加された
お客さまのうち地元の取引先５社、地元外の取引先６社と商談成立したほか、ビジネスマッチング掲示板
の活用により、地元の取引先４６社、地元外の取引先１社の販路拡大を実現しました。

マッチング掲示板 ４６社 １社 　０社
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ものづくり補助金の申請書作成にあたり、外部専門家と連携した個
別相談会を開催するなど、お客さまと一体となった伴走支援に努めて
います。

平成30年2月28日から公募開始となった「平成29年度補正 もの
づくり補正・商業・サービス経営力向上支援補助金」では、補助金の
概要を中心とした説明会を綾部・京丹後・亀岡・福知山・舞鶴・丹波
の6地区で各地区の商工会・商工会議所の後援により行ったほか、説
明会開催後の公募期間中は、ものづくり補助金の申請書作成にあたり
、よろず支援拠点やコンサルタント会社による個別説明会を開催し、
お客さまと一体となった伴走支援に努めました。

その結果、平成29年度補正の申請支援件数は38件（前年比6件増
加）、採択件数は24件（前年比4件増加）、採択率は63.1％と全国
平均（50.7％）に比べ高い結果となりました。

また、平成30年7月より、中小企業・小規模事業者等が設備投資を
通じて労働生産性の向上を図るための「先端設備導入計画（生産性向
上特別措置法）」の策定支援を行ったほか、「中小企業等経営強化法
」に基づき、人材育成、コスト管理のマネジメント向上等、事業者の
経営力を向上させる取組みとして「経営力向上計画」の策定にも積極
的な支援を行っています。

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、ＪＥＴＲＯ、京都発明協会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を実施しました。

また、中小企業・小規模事業者を対象とした支援情報サイト「ミラサポ
」を活用した外部専門家の無料派遣や、経営の専門的知識やノウハウを必
要とされるお客さまに、京都信用保証協会の「京都バリューアップサポー
ト」を活用した外部専門家の無料派遣を提案するなど、外部機関や外部専
門家と連携した支援を行いました。

●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

地域資源を活かした農商工連携や6次産業化に取り組む農林漁業者・食品
製造加工業者等への販売開拓支援を行うべく、京都府が主催する「きょう
と農業ビジネス商談会2018」を活用した、販路開拓支援を行いました。

また、舞鶴市との「地域振興に関する連携協定」に基づき、舞鶴市・舞
鶴商工会議所と連携し、商品開発から販路開拓支援まで一貫して事業者に
対して経営支援を行う『まいづる「逸品」促進事業』に協力し、事業者の
伴走支援を行いました。

●農商工連携や６次産業化の支援

成長期 安定期 再生期

 　1４件

ものづくり補助金策定支援

先端設備等導入計画策定支援

うち採択件数

　２４件

   ２５件

支援（申請）件数

3８件

2５件

（平成３０年度実績）

経営力向上計画策定支援 １４件
（平成30年度実績）

参加企業数

きょうと農業ビジネス商談会2018 7社

まいづる「逸品」促進事業 4社

連携先 参加先数

ミラサポ
京都信用保証協会

５４先

京都府よろず支援拠点 ５４先

ＪＥＴＲＯ 　４先

京都発明協会 　２先

京都よろず支援拠点他 ２３先

ものづくり補助金「個別相談会」

海外展開「個別相談会」

知的財産「個別相談会」

その他の個別相談会

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

（平成３０年度実績）
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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。

■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

⑤

⑥

※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。

実績※2

お客さまが抱える様々な課題の解決に対応するべく、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

９６件

取引先数
（実績）

９６社

８８社

８６社

   ８社

９６件

よろず支援拠点の活用

１０社

３１／３月期の中小企業支援策

各種補助金の活用（申請サポート）

ものづくり補助金個別相談会の活用（㈱
わかば経営会計等）

３１／３月期

３０／３月期

２９／３月期

対前年比

対前々年比

JETROの活用

京都発明協会の活用

合　計

支援先数※1

　５７件

　４１件

　２８件

　　６件

　　２件

１３４件

■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

⑧

⑨

※１．支援先数は、「条件変更先」および「①～⑨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「①～⑨の本業支援を重複して行った先」を除外した先数です。

中川顧問公認会計士事務所の活用

京都府社会保険労務士会の活用

㈱日本経営の活用

その他（ＪＥＴＲＯ・京都発明協会等）

３１／３月期の本業支援の内容

よろず支援拠点の活用

ミラサポの活用

京都産業２１の活用

バリューアップサポートの活用

㈱エフアンドエムの活用

対前々年比 　１４０社 ２１社

２９／３月期 　　８３社 ２３社

対前年比 　　３２社 ２２社

３４社

３０／３月期 　１９１社 ２８社

３１／３月期 　２２３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）

支援先数※1 実績※２

５７社

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。

２２３社

１９社

１３社

５５社
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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203先抽出
し、ローカルベンチマークに基づく対話を通した経営課題の共有
に努めました。

ほくとしんきんビジネスクラブの会員向けに「競合他社に負けない差別化戦略5つのポイン
ト」と題した経営セミナーを開催したほか、若手経営者を対象とした「ほくと経営塾」の卒業
生を対象にフォローアップ講座・交流会を開催しました。

また、各地区で組織する若手経営者の会の運営に協力し、事業者同士の交流の場を提供して
います。

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
に売掛債権を担保とした融資を取り組みました。

●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

●地域の中小企業者の経営力向上と交流の場の提供

成長期 安定期 再生期

平成30年度に新たに事業性評価を行った事業先数 203先

事業先数

（平成30年度実績）

（平成30年度実績）

「ほくとしんきんビジネスクラブ」経営セミナー

「ほくと経営塾　卒業生」フォローアップ講座・交流会

参加者数

28名

17名
「ほくと経営塾 卒業生」

フォローアップ講座・交流会

件数 金額

  36件 （極度額）129百万円

330件 1,691百万円

  14件 353百万円

（平成30年度実績）

「スモールＢローン」取組み実績

「スピーディー！」取組み実績

「動産・売掛債権担保融資」取組み実績
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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、ものづくり補助金の個別相談会参加企業、しんきん情報共有プラット

　　　フォームの活用先、シニア人材マッチング商談会の参加企業、ミラサポ・バリューアップサポートの活用先等

３１／３期

６６５社

１２０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

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。

３０／３期 ２９／３期 対前年比 対前々比

４６２社 ３０８社 ２０３社 　３５７社

　５１社 　２４社 　６９社 　　９６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】

対前々年比 　　▲１７億円 ▲２８億円 ▲４０億円 ▲1.5ポイント ▲2.5ポイント

対前年比 　　▲２７億円 　▲８億円 ▲１０億円 ▲0.2ポイント ▲0.6ポイント

２９／３月期 １，６１８億円 ３５５億円 １３１億円 21.9% 8.1%

３０／３月期 １，６２８億円 ３３５億円 １０１億円 20.6% 6.2%

３１／３月期 １，６０１億円 ３２７億円 　９１億円 20.4% 5.6%

中小企業向け融資残高のうち約２６％を保証協会付融資及び１００％保証付融資にて取り組んでいます。

 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
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安定期 再生期

当金庫では、業績や財務内容に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

当金庫を含む7金融機関で構成する、都道府県・金融機関の枠組みを超えた中小企業
支援ネットワーク「北近畿中小企業支援連絡会議」の主催により、業務改善活動や生産
性向上活動を行っている事業者、成長可能性について関心のある事業者を対象に「事業
承継セミナー」を豊岡で、「産学連携セミナー」を京丹後で開催し、当金庫のお取引先
71社にご参加いただきました。

お客さまが抱える様々な経営課題の相談窓口として、外部専
門家との連携による事業承継個別相談会・セミナー開催に加え
、新たな取組みとして平成30年10月より、京都産業21との
連携による事業継続・承継巡回相談デスクを実施しました。

また、「M＆Aの仲介業務に関する協定」を締結している中
川公認会計士事務所と連携して、Ｍ＆Ａの活用促進による事業
承継支援を行いました。

●経営改善に向けたセミナーの開催

●事業承継や後継者問題を抱える企業への支援
事業承継セミナー（豊岡会場）

■平成30年度　経営支援・事業再生支援の取組み実績 （単位：先）

期初

債務者数

うち

経営改善支援

取組み先数

αのうち期末に

債務者区分が

ランクアップした

先数

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

全ての先数

経営改善

支援取組み率

ランク

アップ率

再生計画

策定率

Ａ α β γ δ α/Ａ β/α δ/α

合計 4,709 148 8 128 128 3.14% 5.40% 86.48%

（注） 各項目の算出条件は、「ＤＩＳＣＬＯＳＵＲＥ2019」の8ページにてご確認ください。

産学連携セミナー（京丹後会場）

開催年月 参加企業数

平成30年8月～平成31年2月 67社

平成30年10月～平成31年3月 22社

平成30年10月   4社

平成30年4月～平成30年9月 15社

支援先数

　2先中川公認会計士事務所との協定によるＭ＆Ａ成約

事業継続・承継巡回相談デスク（京都産業21と連携）

外部専門家と連携した事業承継に関する個別相談会

事業承継税制説明会（日本政策金融公庫と連携）

事業承継セミナー（宮津市・京丹後市・福知山市・綾部市）

■経営改善支援・事業再生支援の取組み （平成30年度実績）

持込み件数 完了件数※

18先 16先

15先 11先

※完了件数は前年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
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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、

　　　　　　　　　　　　自社株評価を実施した先、Ｍ＆Ａ契約成立先、事業承継計画策定先

３０／３期 ２９／３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、
４８社に事業承継支援を実施しました。

３１／３期

４８社 １５社 ０社 ３３社

■ＲＥＶＩＣ（地域経済活性化支援機構）、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】

※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。

※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。

　　　（参考：経営改善支援センターへの持込件数：3１／3月期：１５件）

中小企業再生支援協議会

０社

ＲＥＶＩＣ
（地域経済活性化支援機構）

　２社

３１／３月期 ０社 １６社

１４社０社

対前年比 ０社 　６社

対前々年比

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。

３０／３月期 ０社 １０社

２９／３月期

ＲＥＶＩＣ、中小企業再生支援協議会の利用先数


