平成 19 年 5 月 25 日
株式会社 愛媛銀行

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況について
当行（頭取 中山紘治郎）では、
「地域密着型金融推進計画」
（平成 17 年 4 月～平成 19 年 3 月）の進捗状況につ
いて、下記のとおり取りまとめましたのでお知らせいたします。なお、詳細につきましては、別紙「Ⅰ．地域密着
型金融推進計画の進捗状況（要約）
」をご覧ください。
「地域密着型金融推進計画」は平成 19 年 3 月で終了いたしましたが、コーポレートガバナンスの強化を経営の最
重要課題と位置付け、引き続き地域金融機関としての社会的責任と公共的使命を全うし、取引先企業の支援強化、
最適な資金供給、持続可能な地域経済への貢献などに積極的に取り組んでまいります。
記
１．事業再生・中小企業金融の円滑化

創業・新事業支援機能の強化

事業再生に向けた積極的取組み

西条市の第三セクターとの提携商品等、外部機関との連
携強化によりベンチャー企業向け融資を行いました。
民間では国内初の試みとなる「えひめガイヤファンド」
を設立しました。愛媛県南予地域を中心とした農業分野を
支援することで地域の活性化を図ります。

外部機関の事業再生機能の活用と専門的人材・ノウハウの活用とと
もに、多様な事業再生手法を用いて企業の事業再生・再構築を図りま
した。

商 品 名
ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ
ｻｲｸｽ提携ﾍﾞﾝﾁｬｰﾛｰﾝ
東予地域産学官連携ベンチャーローン
えひめガイヤファンド

実行累計実績
7先
58 百万円
1先
10 百万円
1先
10 百万円
2先
41 百万円

不良債権比率：H17/3 期 4.83％⇒H19/3 期 3.81％に改善

再生手法

再生手法

累計実績

自力再生

23 先

弁護士・会計士・コンサルタン

支援協議会

24 先

ト等外部専門家の導入

私的再生

8 先 ＤＩＰファイナンス

法的再生

8先

累計実績

8先
6先

取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
愛媛大学・弓削商船高等専門学校との連携協定の締結を
行いました。
審査部内に「船舶ファイナンス室」を新設し、専門スタ
ッフを 5 名配置しました。これにより地場産業である造
船・海運業に対する支援態勢の充実を図りました。
愛媛県との協働でビジネスマッチングフェア「メイド・
イン愛媛 2007」の平成 19 年 9 月開催を決定し、準備を開
始しております。

担保・保証に依存しない融資の推進
保証協会・税理士会・商工会議所等と連携強化を図りながら、担保・
第三者保証に過度に依存しない融資商品を開発し推進しました。
また、中小企業の資金調達手法の多様化についても、取組みを強化
しました。

商 品 名
スーパービジネスローン

商工会議所メンバーズビジネスローン

顧客への説明態勢、苦情処理機能の強化
シニアコンプライアンスオフィサー（SCO）資格者は、
平成 19 年 3 月末現在において 627 名（平成 17 年 9 月末比
＋110 名）となりました。
苦情分析結果を踏まえて、営業店では、平成 19 年 1 月
から 8 月までの 8 ヶ月間を活動期間として、苦情件数の削
減に向けたサークル活動を実施しています。監査部は、営
業店のコンプライアンス・ターゲット監査を平成 18 年度
下期に 166 ヶ店で実施しました。

法人会・税理士会コラボレーションローン
小口連携保証（トライアングル500）
優良ランク保証バリュー5000
スーパーガイヤローン1000（農業事業用）
地域ＣＬＯ(ローン担保証券)融資
ノンリコースローン（不動産証券化）
シンジケートローン

実行累計実績
5,391 件
45,460 百万円
8件
41 百万円
13 先
222 百万円
162 件
559 百万円
7件
350 百万円
1先
5 百万円
62 先
2,150 百万円
1先
650 百万円
1先
8,800 百万円

２．経営力の強化
リスク管理態勢の充実
バーゼルⅡへの対応として、自己資本比率算出方法の精
緻化についてワーキングチームを立ち上げ、システム構築
に向け、要件定義及びシステム基本設計を構築しました。

ガバナンスの強化
財務内容の適正性を図るため、新日本監査法人と助言契
約を締結し、パイロットテストを開始しました。

ＩＴの戦略的活用
住宅ローンの自動審査システムの運用を開始しました。
＜ＡＴＭキャッシュカードセキュリティ＞
・窓口でのＡＴＭ引出し限度額変更を開始しました。
・類推されやすい暗証番号対策でＡＴＭでの暗証番号変更を開始しま
した。
広島銀行とのＡＴＭ手数料の無料提携を実施しました。
法人インターネットバンキングの取扱を開始しました。

コンプライアンス態勢の強化

ＡＴＭによるカードローン契約の受付を開始しました。

あらゆる集合研修において、コンプライアンス講義を実
施しました。平成 19 年 1 月から「今月のコンプライアン
ス標語」をパソコン起動時に強制表示することを開始し、
行員への意識付けの徹底を図りました。
個人情報保護オフィサー検定試験の受験を全役職員に
義務付けた結果、有資格者は平成 19 年 1 月で 96.8％に増
え、個人情報保護に関する理解を図りました。

新勘定系・対外系システムの稼働により休日営業が可能となりました。
キャッシュカード発行のＩＣカード化を実施しました。

３．地域の利用者の利便性向上
地域貢献に関する情報開示

地域再生推進のための各種施策との連携

経営説明会を毎年実施した他、ホームページの全面リニューアルを行
いました。また、ミニディスクロージャー誌の情報量を拡充して開示を
行いました。

平成 18 年 11 月にひめぎん情報センターのスタッ
フを 1 名増員し、調査・研究能力の充実化を図りま
した。
地元企業や県・市町村の案件情報の早期収集を図
り、愛媛大学・弓削商船高等専門学校との連携強化
により、専門化集団と一体となって事業スキームを
研究し、地域再生推進のために各種施策の取り組み
を積極的に行ってまいります。

地域利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立
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しま
した。
午後 8 時までの営業や土日祝日の営業、女性スタッフのみの運営を行
う当行初のインストアブランチ「ＶＯＣＥ重信」をオープンしました。
お客様の利便性向上を目指し、
「あったら、いいな」活動の積極的な
展開により、ニーズを捉えた商品開発・店舗開発・チャネル開発を機動
的に展開しています。

４．公表数値目標の達成状況（１７年４月～１９年３月）

公表数値目標の内容

公表数値目標

実 績

評 価

19 年 3 月末（17～18 年度中）

19 年 3 月末（17～18 年度中）

目 標

実 績

19年3月末時点での目標に
対する達成状況の評価

１．地域における貸出金比率（愛媛県内）

７８．０％

７７．３％

ほぼ達成

２．個人ローン比率

２５．８％

２２．９％

未達成

４．００％以下

３．８１％

達成

４．ランクアップ先数

１２０先

１３６先

達成

５．経営改善支援先数

３２６先

４８２先

達成

２０先

１３先

６先１６０百万円

９先３２７百万円

３．金融再生法開示債権比率

６．Ｍ&Ａ業務の取組み
７．えひめベンチャーファンド投資先

未達成
達成
以 上

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

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３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、 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
セミナー等受講による能力
・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
向上および伝達講習等を通
・営業店の役席を対象とした「目利き研修」を12月に開催
じて営業店のレベルアップ
・営業統括部と連携した「地域密着型」営業を推進
を図る
・出向終了による専門知識 ・海運会社等へ出向（3名）を継続
・営業統括部の法人推進グ を活用した業務の担当
【17年10月～18年3月】
ループと連携した「地域密
・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
着型」営業の推進
・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を向
・専門知識習得と情報収集
上
のため、海運会社等へ出向
・海運会社への行員出向を継続し専門知識の習得と情報を収集
継続（3名）（18年9月まで目
【18年4月～18年9月】
途）
・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

【18年10月～19年3月】
・10月 三井住友海上保険㈱主催のABLセミナー参加（１名）
・11月 第二地方銀行協会主催の「目利き能力強化研修」に審査部
より１名参加
・11月 支店長を対象に「支店長土休勉強会」を開催、三井情報開
発㈱より講師を招きキャスター・あらかん分析の勉強を行い、審査
部次長による建設業への取組み及び審査管理上の留意事項につ
いて研修を実施
・12月 「自己査定研修」と「債権の管理回収研修」により審査管理
上の留意点について研修、審査能力の向上を図った
・2月 機構改革により「船舶ファイナンス室」を審査部内に設置、専
門家5名態勢にて調査・分析・審査に当たることとした（審査部2名、
東京支店1名、海運会社等への出向2名）
・海運会社等へ出向2名継続

②産学官の更なる連携強化等

・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 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
会議」等へ参画等の連携強
・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）
化
・9月 「産業クラスターサポート会議」参加
・フロンティア企業クラブ主
【17年10月～18年3月】
催の事業への助成金提供
・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
・その他、産学官のセミ
・3月 「四国地区産業クラスターサポート金融会議」へ参加
ナー、研究会、分科会、交
【18年4月～18年9月】
流会等への参加
・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

【18年10月～19年3月】
・11月 愛媛大学との連携協力協定締結
・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
・12月、1月、2月 四国地域経済活性化F／S委員会出席（各1名）
・１月 経済産業省より地域中小企業サポーターとして当行行員（全
国の金融機関でただ１名）が任命される
・１月 経済産業省「地域中小企業サポーターサミット」へ参加（1名）
・2月 四国経済産業局「中小企業地域資源活用プログラム及び地
域中小企業応援ファンド等に関する説明会」へ参加（1名）
・弓削商船高等専門学校との連携協力協定締結
・3月 「四国地区産業クラスターサポート金融会議」へ参加

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連携強化やﾍﾞﾝ
ﾁｬｰ企業向け融資、投資等

・政府系金融機関と当行
（営業統括部・審査部）
の「情報交換会」を通じ、
連携強化していく
・投資案件を発掘し、「え
ひめﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞ2004」
による投資を行う

・中小企業金融公庫等との ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
情報共有、協調融資等連
・商工中金との協調融資の実績4件
携強化
・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
・西条市第三セクターとの
ン」の取扱開始
提携商品「ひめぎんサイク
・「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
ス提携ベンチャーローン」の
万円）
発売
【17年10月～18年3月】
・ベンチャーファンド投資案
・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。
件の発掘
・「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

【18年10月～19年3月】
・「ひめぎんﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾛｰﾝ」の実績は1先5百万円（累計
実績は7先58百万円）
・「ひめぎんｻｲｸｽ提携ﾍﾞﾝﾁｬｰﾛｰﾝ」の実績は無し（累計実績は1先
10百万円）
・｢ひめぎん東予地域産学官連携ﾍﾞﾝﾁｬｰﾛｰﾝ｣の実績は無し（累計
実績は1先10百万円）
・11月 国内初の試みとして「えひめガイヤファンド」(農林漁業支援
ファンド）を設立
・11月 地域ベンチャーファンドフォーラム2006参加（１名）
・1月 株式上場セミナー及び四国ＶＢフォーラム参加（１名）
・「えひめベンチャーファンド2004」の投資実績1先、30百万円 （累計
9先、327百万円）
・「えひめガイヤファンド」実績2先、41百万円（累計2先、41百万円）
・農林漁業金融公庫との協調融資新商品開発準備

1

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３月）

（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、情報提供機能の一層の強化

・顧客組織であるひめぎ
ん会会員相互間の経営
情報やﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾏｯﾁﾝｸﾞ情
報を提供する仕組み作
りを行う
・ひめぎん会会員数を増
加させる
・中小企業診断士等の
適正配置および営業活
動に役立てる体制を検
討する

・ひめぎん会を中心とした経 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
営情報およびビジネス・マッ
・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
チング情報提供
・ひめぎん会会員数1，021名 （17年9月末日現在）
・システムの検討と実施、充
【17年10月～18年3月】
実・強化
・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
・ひめぎん会会員数の増加
・ひめぎん会会員数1，022名 （18年3月末日現在）
・中小企業診断士の適正配
【18年4月～18年9月】
置および活用
・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
・「ひめぎん情報センター」
加
を改組・創設して人材投入
・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
の上、コンサルティング機
・7月 ビジネスマッチング業務規程の制定
能強化
・7月 「愛媛プロダクツ販売促進フェア2006」への参加
・「財務診断資料」の活用お
・8月 市場誘導業務の取扱規程の制定
よびモニタリングを通じた密
・ひめぎん会会員数1，022名 （18年9月末日現在）
度の高い経営相談・経営指
・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
導

【18年10月～19年3月】
・11月 愛媛大学と連携協力協定締結
・10月 ビジネスマッチングフェアｉｎ香川へ参加（１名）
・1月～3月 ドイツ証券、BNPパリバ証券トレーニー派遣 （3名）
・2月 弓削商船高等専門学校と連携協力協定締結
・3月 リレーションシップバンキングフォーラム参加（1名）
・3月 「東京ビジネスサミット2007」への出展企業を募集（3社を推
・愛媛大学との連携により、客員教授就任予定
・弓削商船高等専門学校へのセミナー講師派遣準備
・ ビジネスマッチングフェア「メイドイン愛媛2007（愛媛プロダクツとの
連携）」の開催決定、準備
・ひめぎん会会員数1，043名 （19年3月末日現在）

②中小企業支援スキルの向上を目的と ・本部および営業店の役 ・第二地銀協の研修ほか各 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
した取組みの強化
席・行員を対象に各種の 種セミナーへの積極的参
・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
研修・ｾﾐﾅｰ等を積極的 加、通信教育の受講、公的
・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
に受講させ、中小企業の 資格等の取得奨励
・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
財務・経営管理能力の ・企業や業界団体への出向
・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
向上を図る
等を通じたプロフェッショナ
・海運会社等へ行員3名を出向中
ルの養成
【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

【18年10月～19年3月】
・10月 第二地方銀行協会主催の「経営支援能力強化研修(基礎講
座）に1名受講
・11月 第二地方銀行協会主催の「目利き能力強化研修」に審査部
より１名参加
・2月 「船舶ファイナンス室」を設置、専門スタッフ5名を配置し、業界
動向の調査・分析及び情報発信による地場産業である海運業の支
援態勢の充実を図った（5名の内訳は、審査部2名、東京支店1名、
出向者2名）
・海運会社等へ出向（2名）継続
・ドイツ証券、BNPパリバ証券等へトレーニー派遣（3名、11月～3月）
・金融財務研究セミナーに12回参加
・経営調査研究会のセミナーに4回参加

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び実績の公表
等

【18年10月～19年3月】
・審査部において重点審査先46先、及び企業支援部において258先
（直轄先76先、自店先182先）については、モニタリング等を行ない
債権健全化に向けた取り組みを実施
・上記対象先 304先の経営改善支援については、再生先10先、ラ
ンクアップ先31先、再生スキーム構築23先の実績

・ｷｬｯｼｭﾌﾛｰのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
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

・対象先・審査部63先、企 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
業支援部263先、計326先 （対象先は年度毎見直し継 ・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）
・目標：年間・再生先20先、 続）
・再生先22先、ランクアップ34先、Ｍ＆Ａ成立1先
ランクアップ先60先、再生ス
・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
キーム構築40先、Ｍ＆Ａ10
いる
先
【17年10月～18年3月】
・経営改善支援取組み先
・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先の計333
数、ランクアップ先数等の
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
公表
・再生先23先、ランクアップ40先の実績
【18年4月～18年9月】
・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
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

（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

②多様な事業再生手法の一層の活用

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３月）

・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）

・企業支援部直轄先は、個 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
【18年10月～19年3月】
社別に取組み方針を策定
・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 ・審査部の重点審査先46先について12月末、3月末にモニタリング
し、再生、整理実行（対象
報告にて指導継続した。
結果と改善実績の検証を実施
先：98先：年度毎見直し）
・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 ・企業支援部直轄先76先、自店実施経営改善支援先182先の合計
・自店実施経営改善支援先
にて選定見直し完了
258先については、毎月モニタリングを行い、進捗状況の報告を実
は支店からの報告と本部に
【17年10月～18年3月】
施、本部より指導
よる再生計画等の指示、指
・ 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 <まとめ：2年間の実績＞
導（対象先165先年度毎見
画等への指示、指導を行った
・当行は自力再生を主体として、営業譲渡・特別清算、会社分割等
直し）
・ 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、 の事業再編成を常に検討し、多様な手法を活用することにより、事
財務、事業の再構築を図った
業再生に取り組んでいる
①自力再生
23先
【18年4月～18年9月】
24先
・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 ②支援協議会
③私的再生
8先
績の検証を実施
8先
・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 ④法的再生
その結果、不良債権比率は、17年3月末4.83％→3.81％と改善
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。

・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

・個社別に企業実態に応じ ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
た再生手法での取組み
・地域再生ファンドによる再 ・9月 ＤＥＳ・ＤＤＳの規程化
・中小企業基盤整備機構と 生実施継続
・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
の共同出資による地域再
【17年10月～18年3月】
生ファンドの組成（17年6
・ 私的整理ガイドライン、ＤＤＳ、Ｍ＆Ａによる再生支援進行中
月）
【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）

【18年10月～19年3月】
・民事再生申立 1先
・特別清算・事業譲渡による再生 2先
・その他の私的整理による再生 1先
・ＤＩＰファイナンス3先に対し1,821百万円（実行ベース）（累計実績 6
先）
・Ｍ＆Ａ 2先（累計実績 13先）

③外部機関の事業再生機能の一層の ・中小企業再生支援協
活用と金融実務に係る専門的人材・ノウ 議会や中小企業再生ﾌｧ
ハウの活用
ﾝﾄﾞの積極的活用を行
い、また外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
等の専門的人材の利
用、ﾉｳﾊｳの活用を行う

・外部機関への持込先の検 ・前年実績検討と対象先見 【17年4月～17年9月】
【18年10月～19年3月】
討と実施
直し選定し取組み
・平成17年上期中愛媛県中小企業再生支援協議会支援決定企業5社、外部中小 ・中小企業再生支援協議会持込 5先
・外部コンサルタント等の利
企業診断士、公認会計士との連携強化の中、積極的な活用を実施
・外部専門家の導入 1先（弁護士、会計士、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）（累計実績
用先の検討と実施
【17年10月～18年3月】
8先）
・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、 ・外部機関、専門家を積極的に活用
与信の取組方針を決め、企業再生、経営支援に取組んだ
・当行主導により愛媛県中小企業再生支援協議会との連携による
【18年4月～18年9月】
再生計画の策定実績 １件
・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
信の取組方針を決定の上、企業再生,経営支援に取組んだ。その結果,上期のラン
クアップは31先の実績であった

④再生企業に対する支援融資の拡充

・今期企業支援部直轄先98 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
先、自店実施経営改善支
・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
援先165先、審査部集中改
月末）
善先63先期初選定
・平成17年下期、企業支援部279先、審査部54先 計333先選定
・合計326先を中心に取組
【17年10月～18年3月】
む
・ 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）

・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
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【18年10月～19年3月】
・経営改善支援の取組先は審査部46先、企業支援部258先、合計
304先。うちランクアップ 31先
・ＤＩＰファイナンス3先に対し、1,821百万円（実行ベース）

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

⑤再生支援実績や再生ノウハウに関す ・愛媛県再生支援協議
る情報開示の拡充
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

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３月）

・公表に向けて再生支援関 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
【18年10月～19年3月】
係機関との準備、検討
・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 ・中小企業再生支援協議会や政府系金融機関と新しい再生手法に
・公表可能性を検討し、成
能性を検討
ついての情報交換実施
功事例や支援手法等を公
【17年10月～18年3月】
・Ｍ＆Ａを活用した再生支援についても積極的に実施（M&A実績2
表
・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 先、2年間累計13先）
能性を検討
【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利用のあり方

・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞやﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰに
よる実態把握を強化し、
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰを重視した融
資に取組む
・信用格付やｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓ
ﾃﾞﾙを活用した、担保・保
証に過度に依存しない
制度融資を検討する

・キャッシュフローを重視し
た審査態勢の強化
・担保・保証に過度に依存し
ない制度融資の開発検討
・民法改正による包括根保
証契約への対応

・スコアリングモデルの運用
開始（18年上期目途）
・上記を活用した制度融資
開発検討

【17年4月～17年9月】
・キャッシュフローを重視した審査、担保・保証に過度に依存しない融資の実践（担
保および第三者保証人不要の融資）
・根保証については「債権極度」(期間5年)として4月1日より対応
【17年10月～18年3月】
・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 スーパービジネスローン3000（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
【18年4月～18年9月】
・4月 愛媛県信用保証協会の保証付商品について一部変更(原則として法人は代
表者のみの保証、個人は保証人不要とした)
・5月 新格付自己査定システムを導入し、信用格付の精度向上を図るとともに、
実態バランス分析およびキャッシュフローに基づいた融資を指導
・引き続き「ひめぎんスパービジネスローン｣を積極的に推進

【18年10月～19年3月】
・「財務診断資料」を活用しﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞやﾛｰﾝﾚﾋﾞｭｰを徹底すると同時
に、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰを重視した審査態勢の強化を継続して指導
・平成18年5月に導入した「新格付自己査定システム」により信用格
付の精度向上と実態バランス分析およびC/Fに基づいた融資を継
続して指導
・2月 オリックス㈱保証による、農家および農業法人を対象とした
「ひめぎんｽｰﾊﾟｰｶﾞｲﾔﾛｰﾝ3000」（無担保、無保証）を発売
・2月 オリックス㈱保証による、「ひめぎんｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ3000α
1」（無担保、無保証）を発売（平成19年2月1日～3月30日の取扱）
・3月「ひめぎんスーパーガイヤローン1000｣（農業法人等農業事業
者向け）の新規取扱開始
・平成19年4月9日より、愛媛県信用保証協会保証付の「無担保借入
金集約化保証（通称：フォーカス）」（無担保、無保証）の取扱い開始
予定

＜財務局からの要請を踏まえた公表＞
・スコアリングモデルを活用した融資であるオリックス㈱保証による「スーパービジネスローン（無担保・第三者無
保証）」の平成18年度における年間実績は、実行が1,172件、10,244百万円（平成19年3月末残高は5,276件、
39,944百万円）
・「動産、債権譲渡担保融資」「知的財産担保融資」「コベナンツを活用した融資」は、実績、残高共に無し
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
・会計士、税理士との連 導入決定（17年6月）および
・財務諸表の精度が相対的に高い中 携を強化し、担保・保証 実行（17年12月目途）
小企業に対する融資の推進
に過度に依存しない制 ・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」
度融資の導入を検討す の推進
る
・「書面添付精度」等を活用
した制度融資の検討

・知的財産権担保融資等新 【17年4月～17年9月】
たな金融手法の検討
・陸上案件へのシンジケートローンは引き続き検討中
・ＣＬＯの更なる活用
・中小公庫と連携したCLO対応準備(12月に実行予定)
・「ＴＫＣ戦略経営者ローン」の継続的推進
【17年10月～18年3月】
・同左取組み継続
・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
・同左取組み継続
・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

【18年10月～19年3月】
・3月 「ひめぎんCLO 2006Ⅱ」（中小公庫主催の地域CLO）2.5億円
を実行
・3月 不動産証券化（ﾉﾝﾘｺｰｽﾛｰﾝ）6.5億円を実行
・3月 船舶建造資金88億円のｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝを実行
・3月 「ひめぎんスーパーガイヤローン1000」の新規取扱開始
・「ひめぎん法人会・税理士会ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝﾛｰﾝ」、「小口連携保証（ﾄﾗ
ｲｱﾝｸﾞﾙ 500」、「ひめぎん優良ランク保証(ﾊﾞﾘｭｰ 5000)」を積極的に
推進

【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
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３月）

（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 ・ﾏﾆｭｱﾙや規程等による ・契約書や内部規程・マニュ ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
【18年10月～19年3月】
整備
内部体制の強化を行う アル・融資基本行動規範
・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 ・顧客説明ﾏﾆｭｱﾙ等の内部規程を整備
（クレジットポリシー）等の点
予定）
・これら規程等に基づき、支店長土休勉強会、債権の管理回収研
検整備と理解の徹底
・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た
修、新任課長研修およびOJT等で「説明責任の遵守と契約内容等
【17年10月～18年3月】
に係る確認書の厳正な運用」、「取引等の適切性確保（優越的地位
・規程等により説明責任を徹底し、説明態勢を強化
濫用の禁止）」、「取引謝絶一覧の作成＝融資申込みを謝絶する場
・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た
合の説明」、「審査管理上の留意事項、クレジットポリシーに則した
【18年4月～18年9月】
取組」等について指導
・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

②苦情等実例の分析・還元及び営業店 ・顧客への説明態勢の
における実効性の確保
維持・強化を図り、併せ
て監査等によるﾁｪｯｸ・検
証を行っていく
・役席者全員および今後
の新任役席者に対し
SCO資格取得を義務づ
け、法的知識、法的判断
能力の向上を図る

・営業店における「説明責 ・左記取組を継続実施する 【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
任」の重要性徹底による説
・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た
明態勢の維持・強化
・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
・監査部による内部監査等
・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
によりチェック・検証を行
図った
い、指導強化
・SCO資格試験17年5月 70名合格、有資格者517名
・月単位から都度報告へ苦
【17年10月～18年3月】
情処理の迅速化（17年4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、指導をした
・全ての部に窓口担当者を
・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・指導を図った
配置し、お客様相談所を補
・11月 SCO検定試験に48名合格、有資格者565名
佐（17年4月）
・苦情に関し注意喚起等で各店に徹底
・苦情の原因等を蓄積・分
【18年4月～18年9月】
析
・5月 SCO検定試験に31名合格 資格取得者585名
・再発防止態勢の確立
・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
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【18年10月～19年3月】
・外部コンサルによる苦情処理態勢の再構築のための協議を継続
実施
・苦情件数削減に向けたサークル活動を実施
・苦情処理態勢をより強化するために、お客様相談所をリスク管理
部に移設
・お客様相談所ニュース、臨店等により、苦情に関する指導・注意喚
起を実施
・審査部では、「お客様相談所」からの報告や監査部の臨店報告を
受けて営業店を指導
・監査部では、定例監査、部分監査、コンプライアンス・ターゲット監
査において、電話連絡帳、窓口日誌等により苦情処理の報告漏れ、
対応状況等について監査を実施。
・11月 SCO資格取得を主任以上に義務付け52名合格、資格取得
累計627名

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（６）人材の育成
・事業再生、中小企業金融の円滑化に ・「目利き能力」「経営支 ・各種研修・通信教育によ ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
向けた人材育成
援能力」｢再生支援能力｣ る「目利き能力」「経営支援
・「目利き能力」の通信教育60名受講
の強化のため、本部担 能力」「再生支援能力」の強
・「経営支援能力」の通信教育19名受講
当者、役席、行員を対象 化
・「再生支援能力」の通信教育3名受講
に研修､通信教育を実施 ・業種別スペシャリスト育成
・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
する
として海運関連会社へ3名
講）
出向継続
・営業店の役席を対象とした「目利き研修」を12月に開催
・中小企業診断士の育成継
・海運会社等へ出向（3名）を継続中
続
【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１０月～１９年３月）
【18年10月～19年3月】
・10月 第二地方銀行協会主催の「経営支援能力強化研修(基礎講
座）に1名受講
･11月 第二地方銀行協会主催の ｢目利き能力強化研修(応用講
座）」に1名参加
・金融財務研究会のセミナーに12回参加
・経営調査研究会のセミナーに4回参加
・海運会社等へ出向2名継続
・通信教育「経営改善に強くなる講座」１名受講

【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 ・新BIS規制による自己
比率の算出方法の精緻化
資本比率算出体制の確
立と安定的な数値が計
測できる体制を整備する

・新ＢＩＳ規制に係る管理手
法の検討
・新ＢＩＳ規制による自己資
本比率算出と正確性の検
証

・新自己査定システムの運
用開始
・新自己査定システムを用
いた新ＢＩＳ規制による自己
資本比率算出と正確性検
討

【17年4月～17年9月】
・新BIS規制における標準的手法の算出方法を検討
【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
行った

【18年10月～19年3月】
・ワーキングチームにより、システム構築に向けて要件定義及びシ
ステム基本設計を実施
・信用リスクを細分化して区分し、関係各部、電算センター担当者と
協議を行い、算出方法の確立と効率化を図った
・電算センターにおいて、算出用データ作成のシステムカスタマイズ
作業を実施
・19年3月末に算出態勢の整備

・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開始
・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
・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
【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

【18年10月～19年3月】
・平成18年5月より稼動している「新格付自己査定システム」により信
用格付と自己査定の精度向上が図られ、信用リスク管理態勢が強
化された
・新システムによる自己査定作業の定着化、自己査定能力向上の
ため、営業店臨店指導、本部集合研修を実施
・1月 第二地方銀行主催の「信用リスクデータベースの整備、充実
等に関する研究会」に参加
・2月 日本銀行金融機構局金融高度化センター主催の「金融高度
化セミナー」に参加
・信用リスク分析システムのデータ精度上の問題点を確認し、試行
的運用を継続
・苦情処理態勢および事故、損失データ収集態勢の問題点と対応
の方向性を確認

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

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 ・新ＢＩＳ規制による開示開 【17年4月～17年9月】
データにより算出し正確性 始
・新BIS規制における標準的手法の開示項目の内容を検討
検証
【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
【18年4月～18年9月】
・システム構築と併せて、開示項目の計数把握方法を検討
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【18年10月～19年3月】
・告示による開示項目の確認
・システムの要件定義、基本設計とともに、開示項目データ抽出方
法の検討を実施

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３月）

（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 ・適正な信用コストと経 ・新自己査定システム、ＡＢ ・適正な信用ｺｽﾄと経費ｺｽﾄ 【17年4月～17年9月】
【18年10月～19年3月】
のための取組み
費コストを把握し、全行と Ｃ原価計算システム、信用 を控除したﾘｽｸ調整後純益 ・新信用格付けシステムを開発
・ＡＢＣ原価計算システム、信用リスク分析システムのデータ検証の
営業店の収益管理を開 リスク分析システムの構築 ﾍﾞｰｽでの収益管理の運用 ・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 継続実施
始する
開始
済
・3月 短期プライムレート0.25％引き上げに伴い、「運用金利」を一
・手数料管理システムの構 ・信用コストの定義修正作業開始
律0.25％引上げ
築
【17年10月～18年3月】
・業務別経費コストと信用リスクコストを反映した営業純益ベースで、
・手数料を含めた顧客別収 ・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
顧客別採算を把握できる体制を構築
益管理運用開始
【18年4月～18年9月】
・ＡＢＣ原価計算システム、信用リスク分析システムのデータ検証、実績蓄積の実
施
・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

（３）ガバナンスの強化
・財務内容の適正性の確認

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

【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
【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
・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

【18年10月～19年3月】
・10月 企画広報部を「財務報告に係る内部統制」の主管部とし専
担者を配置
・12月 監査ﾏﾆｭｱﾙ〔財務報告〕に基づき、18年9月期の財務報告内
部統制監査を実施
・2月 ＫＰＭＧ「財務報告に係る内部統制」実務担当者養成講座へ
参加
・2月 新日本監査法人と助言契約を締結し，パイロットテストを開始
・3月 第二地方銀行協会「財務報告に係る内部統制」研究会へ参
加
・有価証券報告書（半期報告書）作成のためのチェックリストを作成
・第二地方銀行協会「財務報告に係る内部統制」説明会へ参加

（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
・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勢の強化

・コンプライアンスマイン
ドの向上を図る
・法令等遵守状況の検
証、指導を行う
・相互牽制機能の強化を
図る

・監査部監査による組織機 ・前年度の取組み実績の検 【17年4月～17年9月】
能状況、規程等適正運用 証と新たな効果的施策の検 ・法令等遵守状況について、定例監査時に検証し徹底を図った
検証
討
・監査部による部分監査の運用強化を図った
・監査部による部分監査の
・指定休務制度、１７年上期行員完全取得
運用強化
・メンタルへルス制度の活用
・連続休暇、指定休務制度
・17年8月、長期在籍者の異動実施
の完全実施
・すべての集合研修にコンプライアンス講義を取り入れ実施
・定期的なカウンセリングと
【17年10月～18年3月】
メンタルヘルス制度の活用
・監査部の定例監査時、部分監査時に規程・法令等遵守状況の検証・指導を図っ
・人事ローテーション、ジョ
た
ブローテーションの実施
・すべての集合研修にコンプライアンス講義を取り入れ実施
・証券仲介業務の営業展開 ・指定休務制度、17年度下期完全取得
における体制（18年度上
・メンタルへルス制度の活用
期）
・18年3月総勢328名の定例異動を実施
【18年4月～18年9月】
・5月 企業倫理ホットラインに、外部窓口（弁護士事務所）を追加
・5月 外部有識者を委員とするコンプライアンス監視委員会を設置
・6月 「通帳預り証」の廃止と「預り証」への一本化を実施し、お客様との授受につ
いて厳格化と明確化を図った
・8月 総勢139名の定例異動を実施
・8月～12月 「不祥事故の起こらない店作り」をテーマとして女性行員によるサー
クル活動を実施
・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
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【18年10月～19年3月】
・コンプライアンス監視委員会を毎月開催
・経営陣による会議・研修・臨店時における指導の実施
・18年度下期指定休務制度（渉外課行員）完全取得
・メンタルヘルス制度の活用
・すべての集合研修にコンプライアンス講義を取り入れ実施。
・ＳＣＯ検定試験52名合格、有資格者累計627名
・コンプライアンスホットラインのポスターを作成、掲示
・「今月のコンプライアンス標語」の表示開始
・監査部の定例監査、部分監査、コンプライアンス・ターゲット監査に
おいて、法令等遵守状況の検証・指導を実施

（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３月）

・新規業務分野（証券）におけるコンプラ ・資格取得者の増強
イアンス態勢の確立
・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 ・証券仲介業務の営業展開 【17年4月～17年9月】
制の検討（17年度上期）と における体制（18年度上
・証券仲介業務の営業展開における体制検討（営業店の行員の資格取得に向け
確立（17年度下期）
期）
た準備）
・証券仲介業務の営業展開
【17年10月～18年3月】
における体制検討（17年度
・11月 投信窓販システム導入によるコンプライアンスチェック強化
下期）
・一般職行員に証券外務員資格の取得を義務付
【18年4月～18年9月】
・6月 「取引等の適切性確保への取組みの再徹底について」の文書を発出し、優
越的地位の濫用禁止を徹底した
・6月 投資信託窓口販売コンプライアンス・マニュアル改訂等により、顧客フォロー
体制、適合性遵守、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

【18年10月～19年3月】
・10月 投信窓販における優越的地位濫用の禁止および営業部門
と検証部門との分離の強化に係るコンプライアンス・マニュアルを改
訂
・保険窓販における意向確認書を導入
・「取引の適切性に関するチェックポイントの活用について」を発出
し、優越的地位濫用の禁止の再徹底等に関して例示・指導
・監査部では、定例監査、コンプライアンス・ターゲット監査におい
て、投資信託販売等における営業店の監査を実施

②適切な顧客情報の管理・取扱の確保 ・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

・内部規程等の整備状況の ・前年度の取組み実績の検 【17年4月～17年9月】
確認・補完と規程等の周知 証と新たな効果的施策の検 ・内部規程の整備とその規程の適正な運用の徹底を実施
・研修や臨店など機会を捉えて規程等の周知・徹底を図った
討
徹底
・個人情報保護オフィサー検定受験（17年6、9月）、合格者1,101名
・個人情報保護オフィサー
・営業店内部監査マニュアルに則り、定例監査時に検証を行なった
試験の受験（未取得者）
・リスク管理部臨店時に個人情報の取扱状況について点検・指導を行った
・監査部とリスク管理部によ
・保存帳票等の見直し実施（保存年限の見直し等）
る監査・点検・指導
・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
・保存帳票等の見直し
規程化等）
・顧客情報の厳格な受渡し
【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%）

【18年10月～19年3月】
・個人情報保護オフィサー検定有資格者1,390名（有資格者率
96.8％）
・集合研修、臨店等により内部規程、事故防止等を周知・徹底
・監査、点検結果等にもとづく各種通達を発出
・監査部では、定例監査、部分監査、コンプライアンス・ターゲット監
査において検証し、都度指導徹底

【18年4月～18年9月】
・監査部で従来の定例監査･部分監査に加えて、18年4月から開始したコンプライ
アンス･ターゲット監査においても顧客情報の管理、取扱について監査を実施
・集合研修や臨店など機会を捉えて規程等の周知・徹底を実施
・6月 個人情報保護規程および細則を一部改訂し、漏洩事案等発生時の対応に
ついて規程化
・6月 個人データ取扱台帳の整備を実施
・個人情報の取扱に関する外部委託先の定例点検を実施
・個人情報保護オフィサー検定有資格者1,306名
（有資格者率91.6%）
（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 ・次期ｼｽﾃﾑの構築によ ・住宅ローン自動審査シス
戦略的活用
る情報基盤の高度化、 テム運用開始（17年4月）
最適化
・ＡＴＭキャッシュカードセ
・ITを活用したﾘｽｸ管理 キュリティ逐次強化
強化
・法人インターネットバンキ
・ITを活用したお客様ｻｰ ング運用開始
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

【17年4月～17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（窓口でのＡＴＭ引出し限度額変更を開
始）
・5月 渉外支援機能拡張
・7月 ＡＴＭキャッシュカードセキュリティ（類推されやすい暗証番号対策実施、ＡＴ
Ｍでの暗証番号変更を開始）
・8月 広島銀行とのＡＴＭ手数料の無料提携実施
【17年10月～18年3月】
・10月 新規名寄せ開設事務の営業店効率化、諸届事務の受付店完結化
・11月 法人ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ取扱開始
・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

【18年10月～19年3月】
・10月 新勘定系・対外系システムの稼働
・11月 休日営業・時間延長対応
・11月 口座番号変更なし一括移管システムの稼働、窓口営業時間
延長に対応するシステムの稼働
・1月 本人確認法改正の対応、統合ＡＴＭ入金提携の対応、ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽにｿﾌﾄｳｪｱｷｰﾎﾞｰﾄﾞを導入
・2月 キャッシュカード発行のＩＣカード化を実施

【18年4月～18年9月】
・4月 ＡＴＭキャッシュカードセキュリティ（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞからの使用制限機能
追加）
・4月 ＡＴＭによるカードローン契約受付開始
・5月 新格付自己査定システム稼動
・6～8月 情報系通信回線増速32か店実施（全店完了）
・7～8月 情報系システムの拡張（旧情報系を吸収し情報共有化強化）
・18年10月の次期勘定系・対外系システム稼動準備の実施
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

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

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

・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 ・左記拡充継続実施
【17年4月～17年9月】
・経営説明会の拡充
拡充
・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示（小冊子の発刊及びﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
・CSR（企業の社会的責 ・経営説明会の拡充
・ＣＳＲに関して改正事務ガ への掲載）
任）を重視した取組み及
イドラインを踏まえた対応検 ・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
びその情報開示を検討
討
・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

②充実した分かりやすい情報開示の推 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの改善を行
進
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

・ホームページの抜本的リ ・左記拡充継続実施
ニューアル着手
・マーケティングの外部コン ・左記内容を踏まえた情報
サルティング導入
開示
・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

（1８年１０月～１９年３月）
【18年10月～19年3月】
・10月 医療法人くろだ病院へ音楽部慰問
・11月 地域密着型金融推進計画の進捗状況を公表
・11月 「児童生徒をまもり育てる日」の活動参加
・11月 第3回まちづくりライブへの参加
・11月 助成金目録贈呈式
・12月 第12回愛･愛チャリティコンサート＆オークション
・12月 松山市の｢いじめ｣対策に役立てていただくため、本年の歳
末助け合い運動で集めた募金で教材ビデオを購入し、松山市に贈
呈
・ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌、ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌において地域貢献に関する情報

【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

・3月 地球温暖化問題など環境保全に対する積極的な取り組みの
一環として二酸化炭素固定を目的として、「竹炭」100㎏を土中に埋
め、「野生動物の人間社会への侵入防止」を図るため、猪や猿の餌
となる「シバグ リ」を大量（150本）に植樹

【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

【18年10月～19年3月】
・12月 ﾐﾆﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌、ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌を発刊
・ホームページにおいてニュースリリース、お知らせを迅速に公表

【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

【18年10月～19年3月】
・11月 VOCE重信銀行業務開始
・１月 アンケートに基づくイメージ広告開始
・3月 第12次中計実行委員会完了
・お客様の要望・ニーズに応えるため、「あったらいいな」活動を展開

（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 ・有効な利用者満足度ｱ ・当局の要請する利用者満 ・18年度を初年度とする第
足度アンケート調査等の実施及びその ﾝｹｰﾄ調査の検討と実施 足度アンケートの内容検討 12次中期経営計画の経営
結果の経営方針への反映
・その結果の経営方針 ・マーケティングの外部コン 方針へ反映実施
への反映の検討と実施 サルティング導入
・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
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（愛媛銀行）

項

目

計

スケジュール

画
１７年度

進 捗 状 況
１８年度

（１７年４月～１９年３月）

（1８年１０月～１９年３月）

（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 ・県・市町村から案件情 ・県・市町村のＰＦＩ案件に関 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
・県立中央病院ＰＦＩ導入検討
する情報収集継続
に係る支援等の地域再生推進に向けた 報の収集を行うととも
に、PFIの事業ｽｷｰﾑ等 ・日本政策投資銀行や大手
・県・市町村のＰＦＩ案件に関する情報収集の継続的取組
各種施策との連携
について関係部が連携 ゼネコン等と連携強化し、
・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
しながら研究を進めてい 事業スキームの研究継続
・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、3名のスタッフを
く
配置
・「産業経済研究所」を「ひ
・「ひめぎん情報セン
【17年10月～18年3月】
めぎん情報センター」に名
ター」において、地域経 称変更し、13名のスタッフを
・県立中央病院ＰＦＩ導入検討（19年度）
済・社会・文化の動向に 配置（17年8月）
・県市町のＰＦＩ案件に関する情報収集の継続的取組
関する調査・研究並びに
・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った
情報発信を積極的に
【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

【18年10月～19年3月】
・11月 ひめぎん情報センターのスタッフを1名増員し、調査・研究能
力の充実を図った。
・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

４．進捗状況の公表
・地域の利用者に対し、より分かりやす ・半期毎の公表を継続す ・グラフや図を用いた表現 ・左記取組を継続実施する 【17年4月～17年9月】
い形で半期毎公表
る
方法の工夫
・17年11月 公表
・決算発表と同時に公表予
「地域密着型金融推進計画の進捗状況（要約）」
定（17年11月、18年5月、18
「目標計数と実績」（平成17年9月末現在）
年11月、19年5月）
【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）
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【18年10月～19年3月】
・19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）

（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 19 年 3 月期

78.0%

77.3%

平成 19 年 3 月期

平成 19 年 3 月期

25.8%

22.9%

平成 19 年 3 月期

平成 19 年 3 月期

4.00%以下

3.81%

平成 17、18 年度

平成 17 年 4 月
～平成 19 年 3 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

136 先
平成 17 年 4 月
～平成 19 年 3 月

４８２先
平成 17 年 4 月
～平成 19 年 3 月

13 先
平成 17 年 4 月
～平成 19 年 3 月

9 先 327 百万円

（別添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年４月～１９年３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

81

914

275

100

144

152

70

25

16

破綻懸念先

134

40

7

24

実質破綻先

133

7

1

5

84

9

3

6

16,138

482

136

261

要
うちその他要注意先
注
意
うち要管理先
先

破綻先
合 計

66

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。

（別添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（１８年４月～１９年３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

73

789

200

46

139

136

41

10

21

破綻懸念先

129

37

3

28

実質破綻先

124

6

0

5

82

9

3

6

16,047

366

62

260

要
うちその他要注意先
注
意
うち要管理先
先

破綻先
合 計

61

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１８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。

（別添２－３）

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年度下半期（１８年１０月～１９年３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

59

789

173

28

138

136

29

1

20

破綻懸念先

129

31

2

25

実質破綻先

124

6

0

5

82

6

0

6

16,047

304

31

249

要
うちその他要注意先
注
意
うち要管理先
先

破綻先
合 計

55

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１８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。

