Ⅰ．地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約）
【アクションプログラムに基づく個別項目の進捗状況】
項

目

計

スケジュール

画
１７年度

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融資審査態勢の強化等

②産学官の更なる連携強化等

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１８年９月）

（1８年４月～１８年９月）

・審査部の審査担当者を
「目利き研修」や「ｾﾐﾅｰ」
へ積極的に派遣し、審査
能力の向上を図る

・審査スタッフの各種研修、セミナー ・左記取組を継続実施する
等受講による能力向上および伝達
講習等を通じて営業店のレベルアッ
プ
・営業統括部の法人推進グループと ・出向終了による専門知識を活用し
連携した「地域密着型」営業の推進 た業務の担当
・専門知識習得と情報収集のため、
海運会社等へ出向継続（3名）（18年
9月まで目途）

【17年4月～17年9月】
・第二地方銀行協会主催の「目利き能力強化研
修」に4名出席
・営業店の役席を対象とした「目利き研修」を12月
に開催予定
・営業統括部と連携した「地域密着型」営業を推
進。
・海運会社等へ出向（3名）を継続中
【17年10月～18年3月】
・第二地方銀行協会主催の｢目利き能力強化研
修｣に６名参加
・審査担当者の各種研修の受講とその伝達講習
等により本支店の審査能力は向上している
・海運会社への行員出向を継続し専門知識の習
得と情報の収集中である

【18年4月～18年9月】
・6月 第二地方銀行協会主催の「目利き能力強
化研修」に6名参加
・9月 研修受講者により伝達講習を実施し、行員
の審査能力向上を図った
・海運会社へ出向中の3名の内2名が2年間の出
向を終え、審査部と東京支店に配属、海運関係
の案件に携わっている

・当行独自のﾉｳﾊｳを提
供すると同時に、中小企
業の技術開発や新事業
の展開を支援する為の
産学官とのﾈｯﾄﾜｰｸを構
築する

・「産業クラスターサポート会議」等へ ・左記取組を継続実施する
参画等の連携強化
・フロンティア企業クラブ主催の事業
への助成金提供
・その他、産学官のセミナー、研究
会、分科会、交流会等への参加

【17年4月～17年9月】
・8月 「平成１７年度キャリアドベンチャー選手権」
参加（愛媛銀行賞20万円）
・9月 「産業クラスターサポート会議」参加
【17年10月～18年3月】
・11月 フロンティア企業クラブ主催のジュニアド
ベンチャー選手権へ助成金を提供
・3月 「四国地区産業クラスターサポート金融会
議」へ参加

【18年4月～18年9月】
・8月 フロンティア企業クラブﾞ主催のキャリアドベ
ンチャー選手権へ助成金を提供（愛媛銀行賞20
万円）
・9月 「四国地区産業クラスターサポート金融会
議」へ参加
・9月 愛媛県主催「愛媛プロダクツ販売促進フェ
ア2006」へ参加

【17年4月～17年9月】
・商工中金との協調融資の実績4件
・8月 西条市の第三セクターとの提携商品「ひめ
ぎんサイクス提携ベンチャーローン」の取扱開始
・「えひめベンチャーファンド2004」の投資実績 2
先、56百万円 （累計5先、136百万円）
【17年10月～18年3月】
・11月 「ひめぎん東予地域産学官連携ﾍﾞﾝﾁｬｰ
ﾛｰﾝ」の取扱開始。
・「えひめベンチャーファンド2004」の投資実績 2
先、60百万円 （累計6先、197百万円）

【18年4月～18年9月】
・「ひめぎんベンチャービジネスサポートローン」等
のベンチャー向け融資の積極的推進
・「えひめベンチャーファンド2004」の投資実績 3
先100百万円 （累計8先、297百万円）
・7月 「えひめベンチャーファンド2004」の投資先
が、ヘラクレス市場に新規上場
・農林漁業金融公庫との人材交流を実施
・国内初の試みとして「えひめガイヤファンド」（農
林水産業関連事業者向けのファンド）の設立準備
中

【17年4月～17年9月】
・ビジネスマッチングの情報提供システム導入に
向けた継続的取組
・ひめぎん会会員数1，021名 （17年9月末日現
在）
【17年10月～18年3月】
・11月 「第19回東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾐｯﾄ2005」に当行取
引先を4社推薦
・ひめぎん会会員数1，022名 （18年3月末日現
在）

【18年4月～18年9月】
・4月 「愛媛プロダクツ県外市場チャレンジ事業」
へ販路開拓ナビゲーターとして参加
・5月 「東京ビジネスサミット2006」への出展企業
を募集、2社を推薦
・7月 ビジネスマッチング業務規程の制定
・7月 「愛媛プロダクツ販売促進フェア2006」への
参加
・8月 市場誘導業務の取扱規程の制定
・ひめぎん会会員数1，022名 （18年9月末日現
在）
・愛媛大学との連携により、取引先企業2社に対し
経営相談、支援を実施

③地域におけるﾍﾞﾝﾁｬｰ企業向け業務に係る外部機関等との ・政府系金融機関と当行 ・中小企業金融公庫等との情報共 ・左記取組を継続実施する
連携強化やﾍﾞﾝﾁｬｰ企業向け融資、投資等
（営業統括部・審査部）の 有、協調融資等連携強化
「情報交換会」を通じ、連 ・西条市第三セクターとの提携商品
携強化していく
「ひめぎんサイクス提携ベンチャー
・投資案件を発掘し、「え ローン」の発売
ひめﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ2004」 ・ベンチャーファンド投資案件の発掘
による投資を行う

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
①中小企業に対するコンサルティング機能、情報提供機能の ・顧客組織であるひめぎ ・ひめぎん会を中心とした経営情報 ・左記取組を継続実施する
一層の強化
ん会会員相互間の経営 およびビジネス・マッチング情報提供
情報やﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏｯﾁﾝｸﾞ情 システムの検討と実施、充実・強化
報を提供する仕組み作り ・ひめぎん会会員数の増加
を行う
・中小企業診断士の適正配置および
・ひめぎん会会員数を増 活用
加させる
・「ひめぎん情報センター」を改組・創
・中小企業診断士等の適 設して人材投入の上、コンサルティン
正配置および営業活動 グ機能強化
に役立てる体制を検討す ・「財務診断資料」の活用およびモニ
る
タリングを通じた密度の高い経営相
談・経営指導
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

②中小企業支援スキルの向上を目的とした取組みの強化

・本部および営業店の役
席・行員を対象に各種の
研修・ｾﾐﾅｰ等を積極的
に受講させ、中小企業の
財務・経営管理能力の向
上を図る

③要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの強化及 ・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
び実績の公表等
強化等による不良債権
の新規発生防止、要注
意先債権等の健全債権
化に向けた取組みの一
層の強化を図る

（３）事業再生に向けた積極的取組み
①事業再生の早期着手に向けた取組みの推進

・事業再生の集中対処と
ｽﾋﾟｰﾄﾞ対応（企業支援部
直轄選定先、自店実施
経営改善支援企業先）

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１８年９月）

（1８年４月～１８年９月）

・第二地銀協の研修ほか各種セミ
・左記取組を継続実施する
ナーへの積極的参加、通信教育の
受講、公的資格等の取得奨励
・企業や業界団体への出向等を通じ
たプロフェッショナルの養成

【17年4月～17年9月】
・6月 外部講師による「自主再建」に関する企業
再生の支店長研修実施
・7月 地域中小企業再生ファンド(㈱えひめ・ﾘﾊﾞｲ
ﾀﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）出向者1名派遣
・8月 第二地方銀行協会主催の「経営支援能力
強化研修」に1名出席
・9月 第二地方銀行協会主催の「経営支援能力
強化研修」に2名出席
・海運会社等へ行員3名を出向中
【17年10月～18年3月】
・第二地方銀行協会主催の｢経営支援能力強化
研修｣に1名参加
・ 第二地方銀行協会主催の「再生支援能力強化
研修に1名参加
・ 11月 「自主再建による企業再生」の支店長研
修を実施93名受講
・金融財務研究会等のセミナーに参加し人材の育
成に努めた
・海運会社等へ行員3名を出向中
・中小企業診断士養成課程に1名派遣

【18年4月～18年9月】
・5月 第二地方銀行協会主催の「再生支援能力
強化研修」に1名参加
・9月 第二地方銀行協会主催の「再生支援能力
強化研修（応用講座）」に1名参加
・9月 第二地方銀行協会主催の「経営相談・支援
能力強化研修会」に1名参加
・金融財務研究会等のセミナーに8回参加し、人
材の育成に努めた
・中小企業診断士養成過程に1名派遣中
・8月より新たに行員1名が海運会社へ出向 （現
在出向者は2名）

・対象先・審査部63先、企業支援部 ・左記取組を継続実施する
263先、計326先
（対象先は年度毎見直し継続）
・目標：年間・再生先20先、ランクアッ
プ先60先、再生スキーム構築40先、
Ｍ＆Ａ10先
・経営改善支援取組み先数、ランク
アップ先数等の公表

【17年4月～17年9月】
・経営改善支援取組先、企業支援部263先、審査
部54先 計317先（Ｈ17．9月末）
・再生先22先、ランクアップ34先、Ｍ＆Ａ成立1先
・審査部の「集中改善先」は3ヶ月毎のモニタリン
グ報告を受け、改善に取り組んでいる
【17年10月～18年3月】
・審査部54先、企業支援部 直轄先98先、自店実
施経営改善支援先181先 合計333先に対して毎
月のモニタリングを実施し、改善に取り組んでい
る
・再生先23先、ランクアップ40先の実績

・審査部において、重点審査先45先および企業支
援部において258先（直轄先63先、自店実施経営
改善支援先195先）について、モニタリング等を行
い、健全債権化等に向けた取り組みを実施
・上記合計303先の経営改善支援の取組先に対
し、再生先13先、ランクアップ先31先、再生スキー
ム構築先18先の実績

・企業支援部直轄先は、個社別に取 ・左記取組を継続実施する
組み方針を策定し、再生、整理実行
（対象先：98先：年度毎見直し）
・自店実施経営改善支援先は支店
からの報告と本部による再生計画等
の指示、指導（対象先165先年度毎
見直し）

【17年4月～17年9月】
・上期、企業支援部263先の選定先に対し営業店
で毎月のモニタリング実施、本部報告にて指導継
続している
・下期、企業支援部直轄先98先、自店実施経営
改善支援企業先181先 計279先にて選定見直し
完了
【17年10月～18年3
月】
・ 自店実施経営改善支援先企業181先は進捗状
況報告書の提出により、再生計画等への指示、
指導を行っている
・ 企業支援部直轄先98は訪問により経営者と問
題点･課題の共通認識を確認し、財務、事業の再
構築を図っている

【18年4月～18年9月】
・審査部の重点審査先45先について、6月末、9月
末にモニタリング結果と改善実績の検証を実施
・企業支援部の直轄先63先と自店実施経営改善
支援先195先の合計258先については、毎月モニ
タリングを行い、進捗状況の報告により、本部指
導を実施。
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

②多様な事業再生手法の一層の活用

・M&Aおよび法的整理・
私的整理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ･ﾌﾟﾘ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型事業再生・
DES・DDS・再生ﾌｧﾝﾄﾞ等
多様な取組みを行う

進 捗 状 況
１８年度

・個社別に企業実態に応じた再生手 ・左記取組を継続実施する
法での取組み
・地域再生ファンドによる再生実施継
・中小企業基盤整備機構との共同出 続
資による地域再生ファンドの組成（17
年6月）

（１７年４月～１８年９月）

（1８年４月～１８年９月）

【17年4月～17年9月】
・9月 ＤＥＳ・ＤＤＳの規程化
・7月 地域中小企業再生ファンド(㈱えひめ・ﾘﾊﾞｲ
ﾀﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）出向者1名派遣
【17年10月～18年3月】
・ 私的整理ガイドライン、ＤＤＳ、Ｍ＆Ａによる再生
支援進行中

【18年4月～18年9月】
・私的整理ガイドライン、Ｍ＆Ａによる再生支援を
積極的に実施
（私的再生 4先、Ｍ＆Ａ 6先）

③外部機関の事業再生機能の一層の活用と金融実務に係る ・中小企業再生支援協議 ・外部機関への持込先の検討と実施 ・前年実績検討と対象先見直し選定 【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
専門的人材・ノウハウの活用
会や中小企業再生ﾌｧﾝﾄﾞ ・外部コンサルタント等の利用先の し取組み
・平成17年上期中愛媛県中小企業再生支援協議 ・企業支援部直轄先に対し,再生,整理,再建計画
の積極的活用を行い、ま 検討と実施
会支援決定企業5社、外部中小企業診断士、公 の妥当性を検証し、再生手法,与信の取組方針を
た外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の専
認会計士との連携強化の中、積極的な活用を実 決定の上、企業再生,経営支援に取組んだ。その
門的人材の利用、ﾉｳﾊｳ
施している
結果,上期のランクアップは31先の実績であった
の活用を行う
【17年10月～18年3月】
・企業支援部直轄先に対し、再生、整理、再建計
画の妥当性を検証し､再生手法、与信の取組方針
を決め、企業再生、経営支援に取組んでいる
④再生企業に対する支援融資の拡充

・ＤＩＰファイナンス、シン
ジケートローンの活用等
によるエグジットファイナ
ンスの取組み検討と実
施
・政府系金融機関との提
携、信用保証協会等の
活用

・今期企業支援部直轄先98先、自店 ・左記取組を継続実施する
実施経営改善支援先165先、審査部
集中改善先63先期初選定
・合計326先を中心に取組む

【17年4月～17年9月】
・経営改善支援の取り組みは、企業支援部263
先、審査部54先 計317先（Ｈ17．9月末）
・平成17年下期、企業支援部279先、審査部54先
計333先選定
【17年10月～18年3月】
・ 経営改善支援の取り組みは、企業支援部279
先審査部54先 合計333先を中心に取組み、ラン
クアップ先は40先の実績
・ 県内の商工会議所へ訪問し、各地域での中小
企業支援に対する情報交換、連携強化を図った

【18年4月～18年9月】
・経営改善支援の取組先は、企業支援部258先、
審査部45先の合計303先を中心に取り組み、ラン
クアップ31先 （17年4月～18年9月までの累計
は、経営改善支援の取組先419先、うちランクアッ
プ105先）

⑤再生支援実績や再生ノウハウに関する情報開示の拡充

・愛媛県再生支援協議
会、政府系金融機関との
情報交換をより密にし、
再生支援実績（成功事
例）法的整理の活用実績
に関する情報開示に努
めていく

・公表に向けて再生支援関係機関と ・左記取組を継続実施する
の準備、検討
・公表可能性を検討し、成功事例や
支援手法等を公表

【17年4月～17年9月】
・愛媛県再生支援協議会等の再生支援関係機関
と成功事例・支援手法の公表可能性を検討して
いる
【17年10月～18年3月】
・愛媛県再生支援協議会等の再生支援関係機関
と成功事例・支援手法の公表可能性を検討して
いる

【18年4月～18年9月】
・中小企業再生支援協議会や政府金融機関との
情報交換を密にし、再生支援実績、法的整理の
活用実績に関する情報開示について協議中
・地域経済の活性化に貢献するＭ＆Ａ業務の積
極的展開を図る

(４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等
①担保・保証へ過度に依存しない融資の促進と第三者保証の ・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞやﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰに ・キャッシュフローを重視した審査態 ・スコアリングモデルの運用開始（18 【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
利用のあり方
よる実態把握を強化し、 勢の強化
年上期目途）
・キャッシュフローを重視した審査、担保・保証に ・4月 愛媛県信用保証協会の保証付商品につい
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰを重視した融 ・担保・保証に過度に依存しない制 ・上記を活用した制度融資開発検討 過度に依存しない融資の実践（担保および第三 て一部変更(原則として法人は代表者のみの保
資に取組む
度融資の開発検討
者保証人不要の融資）
証、個人は保証人不要とした)
・信用格付やｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓ ・民法改正による包括根保証契約へ
・18年4月に新格付制度を導入予定で、信用格付 ・5月 新格付自己査定システムを導入し、信用格
ﾃﾞﾙを活用した、担保・保 の対応
の精度アップを図る予定
付の精度向上を図るとともに、実態バランス分析
証に過度に依存しない制
・根保証については「債権極度」(期間5年)として4 およびキャッシュフローに基づいた融資を指導
度融資を検討する
月1日より対応している
・引き続き「ひめぎんスパービジネスローン｣を積
【17年10月～18年3月】
極的に推進
・財務診断資料を活用したﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･ﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰを
指導
・研修や通達等でキャッシュフローを重視した審
査態勢を指導
・11月 SBL3000（オリックス保証の無担保・第三
者保証なし、証貸形式）の取扱開始
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

②中小企業の資金調達手法の多様化等
・中小企業の資金調達手法の多様化等

・中小企業金融の円滑化
を図るために、新たな金
融手法の導入を検討す
る

・陸上一般のシンジケートローン等新
たな金融手法の検討
・中小公庫の証券化支援スキームを
活用したＣＬＯの導入決定（17年6月）
・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
および実行（17年12月目途）
推進
・会計士、税理士との連 ・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」の推進
携を強化し、担保・保証 ・「書面添付精度」等を活用した制度
に過度に依存しない制度 融資の検討
融資の導入を検討する

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化
①顧客説明マニュアル等の内部規程の整備

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１８年９月）

・知的財産権担保融資等新たな金融 【17年4月～17年9月】
手法の検討
・陸上案件へのシンジケートローンは引き続き検
・ＣＬＯの更なる活用
討中
・中小公庫と連携したCLO対応準備(12月に実行
予定)
・同左取組み継続
・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」の継続的推進
・同左取組み継続
【17年10月～18年3月】
・第二地方銀行協会の研修等でﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ､ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ､不動産の証券化等を研究中
・12月 「ひめぎんCLO 2005」を実行（11億円）
・11月 財務諸表の精度が高い中小企業向け融資
として「ひめぎん法人会・税理士会ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾛｰ
ﾝ｣取扱開始

・ﾏﾆｭｱﾙや規程等による ・契約書や内部規程・マニュアル・融 ・左記取組を継続実施する
内部体制の強化を行う 資基本行動規範（クレジットポリ
シー）等の点検整備と理解の徹底

②苦情等実例の分析・還元及び営業店における実効性の確 ・顧客への説明態勢の維 ・営業店における「説明責任」の重要 ・左記取組を継続実施する
保
持・強化を図り、併せて 性徹底による説明態勢の維持・強化
監査等によるﾁｪｯｸ・検証 ・監査部による内部監査等により
を行っていく
チェック・検証を行い、指導強化
・役席者全員および今後 ・月単位から都度報告へ苦情処理の
の新任役席者に対し
迅速化（17年4月）
SCO資格取得を義務づ ・全ての部に窓口担当者を配置し、
け、法的知識、法的判断 お客様相談所を補佐（17年4月）
能力の向上を図る
・苦情の原因等を蓄積・分析
・再発防止態勢の確立
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（1８年４月～１８年９月）
【18年4月～18年9月】
・9月 「ひめぎんCLO 2006」（中小公庫主催の地
域CLO）8億円を実行
・多額の費用が必要である船舶建造資金につい
てシンジケートローン組成を検討中
・「ひめぎんTKC戦略経営者ローン」や「ひめぎん
法人会・税理士会コラボレーションローン」を積極
的に推進
・愛媛県信用保証協会の保証付で、成長性の高
い優良中小企業の資金需要に対応する新商品
「ひめぎん優良ランク保証(ﾊﾞﾘｭｰ5000)」の取り扱
いを平成18年10月2日より開始

【17年4月～17年9月】
・成規要覧、事務処理規程、融資基本行動規範
等の徹底（12月に集合研修を実施予定）
・商品規程や商品説明書等の適正な運用によ
る、説明体制の徹底を図っている
【17年10月～18年3月】
・規程等により説明責任を徹底し、説明態勢を強
化
・本部集合研修においてｸﾚｼﾞｯﾄﾎﾟﾘｼｰに基づく説
明責任の徹底を図っている

【18年4月～18年9月】
・7月 取引等の適切性確保(優越的地位濫用の
禁止)と不公正取引との誤認防止について、融資
基本行動規範(クレジットポリシー)規程と与信取
引に関する顧客への説明態勢および相談苦情処
理機能に係る規程を改訂
・７月 与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・
保証契約)に関する顧客への説明マニュアルを改
訂

【17年4月～17年9月】
・説明責任と確認書の取扱いの徹底を指導
・契約内容等に係る確認書規程の適正な運用に
ついて、随時指導徹底を図っている
・営業店監査マニュアルに則り定例監査時に検証
し、随時指導徹底を図った
・4月 電子メールの報告に変更し、月単位から都
度報告へ苦情処理の迅速化を図った
・SCO資格試験17年5月 70名合格、有資格者
517名
【17年10月～18年3月】
・監査部の監査時に苦情処理対応が適切に行な
われているか検証、指導をしている
・商品説明義務について監査ﾏﾆｭｱﾙを改定し、説
明態勢の強化・指導を図っている
・11月 SCO検定試験に48名合格、有資格者565
名
・苦情に関し注意喚起等で各店に徹底

【18年4月～18年9月】
・5月 SCO検定試験に31名合格 資格取得者
585名
・苦情に関し、通達やお客様相談所ニュース等で
注意喚起を実施
・実効性のある施策実施のため、外部のコンサル
を導入し、苦情処理態勢の再構築について協議
中
・監査部では従来の定例監査に加えて、18年4月
から不祥事件未然防止、早期発見を目的として、
コンプライアンス・ターゲット監査担当検査員の配
置や、部分監査態勢の変更を行い、苦情処理対
応について検証・指導を実施

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

（６）人材の育成
・事業再生、中小企業金融の円滑化に向けた人材育成

・「目利き能力」「経営支
援能力」｢再生支援能力｣
の強化のため、本部担
当者、役席、行員を対象
に研修､通信教育を実施
する

進 捗 状 況
１８年度

・各種研修・通信教育による「目利き ・左記取組を継続実施する
能力」「経営支援能力」「再生支援能
力」の強化
・業種別スペシャリスト育成として海
運関連会社へ3名出向継続
・中小企業診断士の育成継続

（１７年４月～１８年９月）

（1８年４月～１８年９月）

【17年4月～17年9月】
・「目利き能力」の通信教育60名受講
・「経営支援能力」の通信教育19名受講
・「再生支援能力」の通信教育3名受講
・中小企業大学校の中小企業診断士養成課程に
公募を実施、1名派遣(10月開講）
・営業店の役席を対象とした「目利き研修」を12月
に開催予定
・海運会社等へ出向（3名）を継続中
【17年10月～18年3月】
・第二地方銀行協会主催の｢目利き能力強化研
修｣に6名参加、
・「目利き研修」の伝達講習を実施
・「自主再建による企業再生」の支店長研修を実
施
・海運会社等へ出向継続（3名)
・中小企業診断士養成課程に1名派遣

【18年4月～18年9月】
・6月 第二地方銀行協会主催の｢目利き能力強
化研修｣に6名参加
・中小企業診断士養成課程に1名派遣中
・海運会社へ出向中3名の内2名が2年間の出向
を終え、審査部と東京支店に配属、海運関係の
案件審査と営業店での実務、情報収集に当たっ
ている
・8月 新たに行員1名が海運会社へ出向（現在出
向者は2名）
・9月 第二地方銀行協会主催の「再生支援能力
強化研修（応用講座）」等に参加
・金融財務研究会等のセミナーに8回参加し、人
材の育成に努めた

２．経営力の強化
（１）リスク管理態勢の充実
①バーゼルⅡの導入に備え、自己資本比率の算出方法の精 ・新BIS規制による自己 ・新ＢＩＳ規制に係る管理手法の検討 ・新自己査定システムの運用開始
【17年4月～17年9月】
緻化
資本比率算出体制の確 ・新ＢＩＳ規制による自己資本比率算 ・新自己査定システムを用いた新ＢＩ ・新BIS規制における標準的手法の算出方法を検
立と安定的な数値が計 出と正確性の検証
Ｓ規制による自己資本比率算出と正 討
測できる体制を整備する
確性検討
【17年10月～18年3月】
・引き続きシステム導入を検討中

【18年4月～18年9月】
・7月 新BIS規制における算出システム及びコン
サルの導入を決定
・各部担当者によるワーキングチームを組成し、
システム構築に向けて要件定義を行っている

②リスク管理の高度化

・ﾘｽｸと収益のﾊﾞﾗﾝｽを確
保して最終利益の安定
的向上を図るため、統合
リスク管理を導入する

・信用リスク分析システムの検討・開
発着手
・統合リスク管理の規程・組織体制
整備

・統合リスク管理運用開始
・オペレーショナルリスク管理システ
ム検討
・統合リスク管理の定着

【17年4月～17年9月】
・新信用格付けシステムを開発中（18年4月稼動
予定）
・信用リスク分析システム導入に向けて、要件定
義確定終了
【17年10月～18年3月】
・新信用格付システムと新自己査定システムの開
発完了、18年5月から稼動予定
・信用リスク分析システム導入完了
・統合リスク管理のための規程・組織体制整備を
検討中

③情報開示の拡充

・新BIS規制案に示され
ている開示項目を認識
し、正確な開示を行う

・新ＢＩＳ規制に基づき試行データに
より算出し正確性検証

・新ＢＩＳ規制による開示開始

【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
・新BIS規制における標準的手法の開示項目の内 ・システム構築と併せて、開示項目の計数把握方
容を検討
法を検討中
【17年10月～18年3月】
・自己資本比率の新規制が告示されたことに伴
い、各開示項目の確認と算出態勢を検討
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【18年4月～18年9月】
・4月 信用格付及び自己査定関連の諸規程の改
訂
・5月 新格付自己査定システムが稼動、信用格付
と自己査定の精度向上により、信用リスク管理態
勢の強化を実施
・信用リスク分析システムのデータ検証、実績蓄
積の実施
・苦情管理態勢および事故・損失データ収集態勢
の高度化に向けた検討を開始

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上
・収益管理態勢の整備と収益力の向上のための取組み

（３）ガバナンスの強化
・財務内容の適正性の確認

・適正な信用コストと経費 ・新自己査定システム、ＡＢＣ原価計
コストを把握し、全行と営 算システム、信用リスク分析システ
業店の収益管理を開始 ムの構築
する

進 捗 状 況
１８年度

・適正な信用ｺｽﾄと経費ｺｽﾄを控除し
たﾘｽｸ調整後純益ﾍﾞｰｽでの収益管
理の運用開始
・手数料管理システムの構築
・手数料を含めた顧客別収益管理運
用開始

・「財務報告に係る内部 ・内部統制システム構築に向けたス ・内部統制評価について18年3月期
統制の評価及び監査の ケジュールの策定
決算から試行
基準（公開草案）」に適応 ・監査法人を交えた検討
・内部統制評価について20年3月期
した内部統制の態勢整
決算から実施
備を図る

（１７年４月～１８年９月）

（1８年４月～１８年９月）

【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
・新信用格付けシステムを開発中（18年4月稼動 ・ＡＢＣ原価計算システム、信用リスク分析システ
予定）
ムのデータ検証、実績蓄積の実施
・ＡＢＣ原価計算システム、信用リスク分析システ
ム導入に向けて、要件定義確定済
・信用コストの定義修正作業中
【17年10月～18年3月】
・新信用格付システムと新自己査定システムを18
年5月から稼動予定
・ＡＢＣ原価計算システム、信用リスク分析システ
ムの導入完了

【17年4月～17年9月】
・7～9月 内部統制の公開草案の内容について、
担当者が「第二地銀協」と「監査法人トーマツ」の
説明会に出席
・18年3月期からの試行に向けて、監査マニュア
ル策定の準備中
【17年10月～18年3月】
・内部監査規程の改訂、監査ﾏﾆｭｱﾙ〔財務報告〕
の作成により監査態勢を整備中
・監査法人とｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ契約を締結

【18年4月～18年9月】
・内部監査規程改訂、監査ﾏﾆｭｱﾙ〔財務報告〕を
作成し監査態勢の整備を実施、これに基づき、18
年3月期の財務報告内部統制監査を実施
・4月 経営者確認書提出のため、「有価証券報
告書・半期報告書作成要領」を制定
・4月～6月 監査部による経営者確認書提出の
為の内部監査を実施
・6月 経営者確認書を提出
・6月 財務報告に係る内部統制の対応のため専
任担当者を配置
・9月 監査法人による役員向け説明会の開催

（４）法令等遵守（コンプライアンス）態勢の強化
①営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等
・コンプライアンスマイン ・監査部監査による組織機能状況、 ・前年度の取組み実績の検証と新た 【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
・不祥事件の未然防止および早期発見に向けた内部管理態 ドの向上を図る
規程等適正運用検証
な効果的施策の検討
・法令等遵守状況について、定例監査時に検証し ・監査マニュアルにコンプライアンス態勢強化に
勢の強化
・法令等遵守状況の検 ・監査部による部分監査の運用強化
徹底を図った
関する監査項目を追加するとともに、不祥事件未
証、指導を行う
・連続休暇、指定休務制度の完全実
・監査部による部分監査の運用強化を図った
然防止・早期発見を目的として、コンプライアン
・相互牽制機能の強化を 施
・指定休務制度、１７年上期行員完全取得
ス・ターゲット担当検査員の配置や、部分監査態
図る
・定期的なカウンセリングとメンタル
・メンタルへルス制度の活用
勢の変更を行い、法令等遵守状況を検証し指導
ヘルス制度の活用
・17年8月、長期在籍者の異動実施
を実施
・人事ローテーション、ジョブローテー
・すべての集合研修にコンプライアンス講義を取 ・すべての集合研修にコンプライアンス講義を取
ションの実施
り入れ実施
り入れ実施
【17年10月～18年3月】
・5月 企業倫理ホットラインに、外部窓口（弁護士
・証券仲介業務の営業展開における ・監査部の定例監査時、部分監査時に規程・法令 事務所）を追加
体制（18年度上期）
等遵守状況の検証・指導を図っている
・5月 外部有識者を委員とするコンプライアンス
・すべての集合研修にコンプライアンス講義を取 監視委員会を設置
り入れ実施
・8月 総勢139名の定例異動を実施
・指定休務制度、17年度下期完全取得
・8月～12月 「不祥事故の起こらない店作り」を
・メンタルへルス制度の活用
テーマとして女性行員によるサークル活動を実施
・18年3月総勢328名の定例異動を実施
・18年度上期指定休務制度の行員完全取得
・メンタルヘルス制度の活用
・新規業務分野（証券）におけるコンプライアンス態勢の確立

・資格取得者の増強
・取引量の増加、法令遵
守範囲の拡大に対する
対応
・研修体制の強化

・システムによるチェック体制の検討 ・証券仲介業務の営業展開における 【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
（17年度上期）と確立（17年度下期） 体制（18年度上期）
・証券仲介業務の営業展開における体制検討（営 ・6月 「取引等の適切性確保への取組みの再徹
・証券仲介業務の営業展開における
業店の行員の資格取得に向けた準備）
底について」の文書を発出し、優越的地位の濫用
体制検討（17年度下期）
【17年10月～18年3月】
禁止を徹底した
・11月 投信窓販システム導入によるコンプライア ・6月 投資信託窓口販売コンプライアンス・マニュ
ンスチェック強化
アル改訂等により、顧客フォロー体制、適合性遵
・一般職行員に証券外務員資格の取得を義務付 守、優越的地位濫用禁止についてのルール強化
を実施
・平成18年度新入行員から証券外務員資格(会
員）の受験を実施
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

②適切な顧客情報の管理・取扱の確保

（５）ＩＴの戦略的活用
・ビジネスモデル等の状況に応じたＩＴの戦略的活用

３．地域の利用者の利便性向上
（１）地域貢献等に関する情報開示
①地域貢献に関する情報開示

・法令等に関する全行員
の知識向上を図る
・管理・取扱いに関する
点検・監査を継続実施す
る
・内部規程等の整備を行
う

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１８年９月）

（1８年４月～１８年９月）

・内部規程等の整備状況の確認・補 ・前年度の取組み実績の検証と新た 【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
完と規程等の周知徹底
な効果的施策の検討
・内部規程の整備とその規程の適正な運用の徹 ・監査部で従来の定例監査･部分監査に加えて、
・個人情報保護オフィサー試験の受
底を実施
18年4月から開始したコンプライアンス･ターゲット
験（未取得者）
・研修や臨店など機会を捉えて規程等の周知・徹 監査においても顧客情報の管理、取扱について
・監査部とリスク管理部による監査・
底を図った
監査を実施
点検・指導
・個人情報保護オフィサー検定受験（17年6、9
・集合研修や臨店など機会を捉えて規程等の周
・保存帳票等の見直し
月）、合格者1,101名
知・徹底を実施
・顧客情報の厳格な受渡し
・営業店内部監査マニュアルに則り、定例監査時 ・6月 個人情報保護規程および細則を一部改訂
に検証を行なった
し、漏洩事案等発生時の対応について規程化
・リスク管理部臨店時に個人情報の取扱状況に ・個人情報の取扱に関する外部委託先の定例点
ついて点検・指導を行っている
検を実施
・保存帳票等の見直し実施（保存年限の見直し ・個人情報保護オフィサー検定有資格者1,306名
等）
（有資格者率91.6%）
・顧客情報の厳格な受渡し（データ授受記録簿の
制定、重要物件受払簿の取扱を規程化等）
【17年10月～18年3月】
・内部規定等の整備を行い、営業店への周知・徹
底を継続して実施
・定例監査時、部分監査時において点検を実施
し、都度指導を徹底
・個人情報保護オフィサー検定有資格者1,238名
（有資格者率 84.0%）

・次期ｼｽﾃﾑの構築によ ・住宅ローン自動審査システム運用
る情報基盤の高度化、最 開始（17年4月）
適化
・ＡＴＭキャッシュカードセキュリティ
・ITを活用したﾘｽｸ管理 逐次強化
強化
・法人インターネットバンキング運用
・ITを活用したお客様ｻｰ 開始
ﾋﾞｽ向上
・ITを活用した効率的業
務運営

・統合リスク管理運用開始
・新自己査定システム運用開始
・次期システム構築完了（18年10月
目途）
・ＩＣカード（生態認証）対応開始

・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の拡充 ・ﾐﾆﾃﾞィｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌情報量拡充
・経営説明会の拡充
・経営説明会の拡充
・CSR（企業の社会的責
任）を重視した取組み及
びその情報開示を検討

・左記拡充継続実施

【17年4月～17年9月】
【18年4月～18年9月】
・4月 住宅ローン自動審査システム運用開始
・4月 ＡＴＭキャッシュカードセキュリティ（ｲﾝﾀｰﾈｯ
・4月 ＡＴＭキャッシュカードセキュリティ（窓口で ﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞからの使用制限機能追加）
のＡＴＭ引出し限度額変更を開始）
・4月 ＡＴＭによるカードローン契約受付開始
・5月 渉外支援機能拡張
・5月 新格付自己査定システム稼動
・7月 ＡＴＭキャッシュカードセキュリティ（類推さ ・6～8月 情報系通信回線増速32か店実施（全店
れやすい暗証番号対策実施、ＡＴＭでの暗証番号 完了）
変更を開始）
・7～8月 情報系システムの拡張（旧情報系を吸
・8月 広島銀行とのＡＴＭ手数料の無料提携実施 収し情報共有化強化）
【17年10月～18年3月】
・18年10月の次期勘定系・対外系システム稼動準
・10月 新規名寄せ開設事務の営業店効率化
備の実施
・10月 諸届事務の受付店完結化
・19年2月よりのICカード対応準備
・11月 法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
・2月 ＡＴＭの営業時間の延長（21時まで延長：8
か所→49か所）
・情報系通信回線増速60か店実施

【17年4月～17年9月】
・6月 ﾐﾆﾃﾞィｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の情報量を拡充して開
・ＣＳＲに関して改正事務ガイドライン 示（小冊子の発刊及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへの掲載）
を踏まえた対応検討
・7月 ﾃﾞィｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の発刊及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ
の掲載
・7月 経営説明会を県内6地区から県内外9地区
に拡充してIR活動を実施
【17年10月～18年3月】
・12月 ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の情報量を拡充して開
示
具体的地域貢献活動
・10月、11月 さすまた贈呈
・12月 第１1回愛･愛ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ＆ｵｰｸｼｮﾝ
・3月 スクールバス贈呈
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【18年4月～18年9月】
・6月 ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌、7月 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌
において地域貢献活動について掲載
・7月 ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌の電磁化対応を実施
・7月～8月 県内6か所、県外3か所、合計9か所
で経営説明会を実施
具体的地域貢献活動
・4月 第23回ふるさと振興賞顕彰式
・7月 助成金目録贈呈式（4先）
・9月 助成金目録贈呈式（5先）
・7月～9月 松山市の小中学校へ紙芝居を贈呈

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

②充実した分かりやすい情報開示の推進

・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの改善を行
い、内容充実を図る
・利用者が必要としてい
る情報を公表する

進 捗 状 況
１８年度

・ホームページの抜本的リニューア ・左記拡充継続実施
ル着手
・マーケティングの外部コンサルティ ・左記内容を踏まえた情報開示
ング導入
・リニューアルしたホームページの運
用開始
・利用者満足度アンケート調査実施

（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
・地域の特性等をも踏まえた利用者満足度アンケート調査等 ・有効な利用者満足度ｱ ・当局の要請する利用者満足度アン ・18年度を初年度とする第12次中期
の実施及びその結果の経営方針への反映
ﾝｹｰﾄ調査の検討と実施 ケートの内容検討
経営計画の経営方針へ反映実施
・その結果の経営方針へ ・マーケティングの外部コンサルティ
の反映の検討と実施
ング導入
・利用者満足度アンケート調査の実
施
・その結果の経営方針への反映検討

（３）地域再生推進のための各種施策との連携等
・ＰＦＩへの取組み支援やまち再生施策に係る支援等の地域再 ・県・市町村から案件情 ・県・市町村のＰＦＩ案件に関する情報 ・左記取組を継続実施する
生推進に向けた各種施策との連携
報の収集を行うとともに、 収集継続
PFIの事業ｽｷｰﾑ等につ ・日本政策投資銀行や大手ゼネコン
いて関係部が連携しなが 等と連携強化し、事業スキームの研
ら研究を進めていく
究継続
・「ひめぎん情報セン
・「産業経済研究所」を「ひめぎん情
ター」において、地域経 報センター」に名称変更し、13名のス
済・社会・文化の動向に タッフを配置（17年8月）
関する調査・研究並びに
情報発信を積極的に
行っていく

（１７年４月～１８年９月）

（1８年４月～１８年９月）

【17年4月～17年9月】
・5月 ホームページの抜本的リニューアル着手
・5月 マーケティングの外部コンサルティング導
入
【17年10月～18年3月】
・11月 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙ実施
・3月 お客様アンケートを実施し分析完了

【18年4月～18年9月】
・6月 お客様満足度アンケート結果をホームペー
ジにて公表
・7月～8月 経営説明会（県内外9か所）において
頭取による説明を実施

【17年4月～17年9月】
・6月 当局の要請する利用者満足度アンケート
の内容検討
・8月 マーケティングの外部コンサルティング導
入
【17年10月～18年3月】
・3月 第12次中計支援プロジェクト完了
・3月 従業員意識調査プロジェクト完了
・プロジェクト結果を踏まえ、第12次中計の経営方
針へ反映

【18年4月～18年9月】
・4月 利用者満足度アンケートに基づいた第12
次中期経営計画を策定
・4月 第12次中計実行委員会および4つのプロ
ジェクトの立ち上げ（業務プロセス削減、店頭販売
体制、女性活用、人事戦略策定）
・7月 当行初のインストアブランチ「VOCE」（ボー
チェ）がプレオープン

【17年4月～17年9月】
・県立中央病院ＰＦＩ導入予定（19年度）
・県・市町村のＰＦＩ案件に関する情報収集の継続
的取組
・10、11月 第二地銀協主催の「PFIセミナー」1名
出席、取組みについて研究中
・8月 「産業経済研究所」を「ひめぎん情報セン
ター」に名称変更し、13名のスタッフを配置
【17年10月～18年3月】
・県立中央病院ＰＦＩ導入予定（19年度）
・県市町のＰＦＩ案件に関する情報収集の継続的
取組
・3月 ひめぎん情報センターを1名増員し調査・研
究能力の充実を図る

【18年4月～18年9月】
・4月 県立中央病院ＰＦＩ官民連携勉強会に参加
・県立中央病院ＰＦＩ導入予定（19年度）
・県市町のＰＦＩ案件に関する情報収集の取り組み
を継続的に実施
・愛媛大学と連携し、研究能力の充実を図った

【17年4月～17年9月】
・17年11月 公表
「地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約）」
「目標計数と実績」（平成17年9月末現在）
【17年10月～18年3月】
・18年5月 公表
「地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約）」
「目標計数と実績」（平成18年3月末現在）

【18年4月～18年9月】
・18年11月 公表
「地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約）」
「目標計数と実績」（平成18年9月末現在）

４．進捗状況の公表
・地域の利用者に対し、より分かりやすい形で半期毎公表

・半期毎の公表を継続す ・グラフや図を用いた表現方法の工 ・左記取組を継続実施する
る
夫
・決算発表と同時に公表予定（17年
11月、18年5月、18年11月、19年5
月）
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（愛媛銀行）

Ⅱ．目標計数と実績
項

目

経営指標等

１．地域への貢献度

地域における貸出金比率
（愛媛県内）

２．地域への貢献度

個人ローン比率

３．健全性の向上

金融再生法開示債権比率

４．企業再生への取組み

５．企業再生への取組み

６．企業再生への取組み
７．ベンチャー企業への
取組み

ランクアップ先数

目 標 計 数

平成 18 年 9 月期

78.0%

76.9%

平成 19 年 3 月期

平成 18 年 9 月期

25.8%

23.0%

平成 19 年 3 月期

平成 18 年 9 月期

4.00%以下

4.11%

平成 17、18 年度

平成 17 年 4 月
～平成 18 年 9 月

平成 17、18 年度
326 先
平成 17、18 年度

Ｍ＆Ａ業務の取組み

20 先

えひめベンチャーファンド投資先

愛のある、おつきあいを。

績

平成 19 年 3 月期

120 先

経営改善支援先数

実

平成 17、18 年度
6 先 160 百万円

105 先
平成 17 年 4 月
～平成 18 年 9 月

419 先
平成 17 年 4 月
～平成 18 年 9 月

8先
平成 17 年 4 月
～平成 18 年 9 月

8 先 297 百万円

（別紙様式２－１）

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）
銀行名

愛媛銀行

【１７～１８年度上期（１７年４月～１８年９月）】
（単位：先数）
期初債務者数

正常先

うち
αのうち期末に債務者
経営改善支援取組み先 α 区分がランクアップした
先数 β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

14,721

71

914

233

72

152

152

66

24

40

破綻懸念先

134

34

5

26

実質破綻先

133

6

1

5

84

9

3

6

16,138

419

105

293

要
うちその他要注意先
注
意
うち要管理先
先

破綻先
合 計

64

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

（別紙様式２－２）

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）
銀行名

愛媛銀行

【１８年度上期（１８年４月～１８年９月）】
（単位：先数）
期初債務者数

正常先

うち
αのうち期末に債務者
経営改善支援取組み先 α 区分がランクアップした
先数 β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

14,787

63

789

158

18

131

136

37

9

26

破綻懸念先

129

31

1

27

実質破綻先

124

5

0

5

82

9

3

6

16,047

303

31

251

要
うちその他要注意先
注
意
うち要管理先
先

破綻先
合 計

56

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１７年１０月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。
・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。
・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

