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□成長性・独創性の高いベンチャー企業・株式公開をめざす中堅企業等に、

投融資、コンサルティング、ビジネスマッチング、Ｍ＆Ａ等の総合的

サポートを展開

◇｢地域密着型金融」の具体的な取組み
１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

□ベンチャー支援ファンド … 実行額 4件 58百万円

□元気企業投資事業有限責任組合

… 投資実績 2件 39百万円

□元気企業2号投資事業有限責任組合の新規設立

（20年3月） … 当行の出資額 240百万円

□JAIC京都ものづくりVB育成投資事業有限責任組合

… ファンドの投資実績 7件 212百万円

□やまとベンチャー企業育成ファンド

… ファンドの投資実績 3件 91百万円

□株式公開支援

… 上場をめざす取引先企業を証券会社へ紹介 3社

□｢第6回元気企業ビジネスフェアNANTO｣(19年12月)

… 出展企業102社 産学連携8校

相談コーナー7機関 来場者数4,500名

商談件数159件、商談成立16件（開催時点）

□｢ナント『食』の商談会」を開催（20年1月）

… 売り手出展業者72社、買い手出展業者21社、

来場者550人

商談件数372件、商談成立24件

□政府系金融機関等との情報交換による協調融資や

制度融資の活用 … 29件 3,979百万円

□Ｍ＆Ａ成約 … 1件

（19年4月～20年3月の主な実績）

ｏ取引先企業の紹介

ｏ各種会議・セミナー参加等

ｏ大学等との協定

ｏ奈良県中小企業支援センター

ｏ日本政策投資銀行

ｏ中小企業金融公庫

ｏ商工組合中央金庫

ｏ農林漁業金融公庫 等

南都銀行

（産学官連携）

（外部機関等との連携強化）

１

創業・新事業支援、経営改善支援



経営改善支援、事業再生支援

１．ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化

◆審査部企業財務サポート室では臨店専担者や地区ブロック担当者を配置し、本部と

営業店が一体となった活動に注力し、経営改善計画の策定支援および、

計画モニタリングの徹底等により、債務者区分のランクアップに取組む。

⇒ 経営改善支援取組み先数155先に対し､ランクアップ先数34先

主な取組み

◆経営改善計画の策定には、合理的で実現可能性の高いものとするため、

外部機関の機能も有効に活用。

⇒新たな再生計画策定先数 目標 20先、実績 28先

うち中小企業再生支援協議会の積極的な活用

再生計画策定6先（うち当行メイン5先）

◆エグジットファイナンスによる早期正常化に係る支援を実施

⇒エグジットファイナンス実行6件(うち5件が当行アレンジシンジケートローン)

２

（単位：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 β

αのうち期末に
債務者区分が変

化
しなかった先

αのうち再生計
画を策定した先

数　δ

正常先　① 18,019 9 8 0 0.0% 0.0%

うちその他要注意先 ② 2,425 79 20 47 18 3.3% 25.3% 22.8%

うち要管理先　③ 192 37 6 26 12 19.3% 16.2% 32.4%

破綻懸念先　④ 745 29 7 20 17 3.9% 24.1% 58.6%

実質破綻先　⑤ 101 1 1 0 1 1.0% 100.0% 100.0%

破綻先　⑥ 84 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

小　計（②～⑥の計） 3,547 146 34 93 48 4.1% 23.3% 32.9%

合　計 21,566 155 34 101 48 0.7% 21.9% 31.0%
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経営改善支援の取組み実績（19年4月～20年3月）



事業価値を見極める融資＝不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の徹底

２．事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業
に適した資金供給手法の徹底

◆不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資制度として動産・債権譲渡担保融資等を

活用。

⇒ ｏ動産・債権譲渡担保融資の実績 211件3,001百万円

ｏ新たな融資手法｢機械担保融資｣のスキーム構築

（平成20年4月1日取扱開始）

主な取組み

◆事業を的確に分析し、その将来性を評価できる人材の育成

⇒行内研修の実施、行外研修への派遣、通信講座の受講推奨

中小企業に適した資金供給手法の徹底

◆スコアリング審査モデルや事前審査方式を用いたスピーディな資金対応商品の活用

⇒ スピードローン・ビジネスローン 目標 実行額21,000百万円

実績 実行額34,808百万円（1,632件）

主な取組み

◆地域集中リスクの分散を図るとともに、取引先へのリスク対応力、資金供給力の

強化を図るため、当行アレンジ、他行アレンジへの参加によりシンジケートローンを

積極的に活用。

⇒ シンジケートローン 当行アレンジ実行件数 2件

他行アレンジ参加件数 133件

◆金融サービスの多様化・高度化に対応できる人材の育成

⇒行内研修の実施、行外研修への派遣、通信講座の受講推奨

３



地域の面的再生

３．地域の情報集積を活用した持続可能な
地域経済への貢献

◆ＰＰＰ（公民連携）への積極的参画

⇒ ＰＦＩ事業に関する融資契約締結：1件(融資総額28億円､内当行参加額10億円)

ＰＦＩ事業に関する融資実行：2事業に対し4.5億円

主な取組み

◆ ｢観光企画室｣を中心に、行政や観光関連業者との情報交換を積極的に行うとともに、

情報提供・情報発信を行うなど、観光振興を通じた地域の活性化。

⇒ｏ営業店のおすすめスポットを紹介する観光情報冊子｢ええ古都なら再発見｣を発刊

ｏ観光サイト｢ええ古都なら｣の発信情報の充実（年間アクセス数 149,614件)

ｏ行政及び観光関連団体等との面談による情報・意見交換を実施 66先

ｏ行政及び観光関連団体との連携によるバスツアーの企画

「吉野和紙紙漉き体験と吉野離宮の蔵元めぐりバスツアー｣を企画（19年11月）

地域活性化につながる多様なサービスの提供

◆異業種企業の共同による新製品開発等に関する取組みを支援する｢新連携｣や地域資源を

使って新しいサービスや商品を生み出すことを支援する「中小企業地域資源活用プロ

グラム」に基づいて、地元企業の支援に取組む。

⇒ ｏ｢新連携｣および｢地域資源｣について、行員向けニュースの発信

｢新連携｣認定企業に対する融資：2件 80百万円

ｏ「奈良県連携促進連絡会議」への参画

主な取組み

◆地域活性化のための人的支援

⇒ｏ「奈良商工会議所 奈良検定特別委員会事務局」へ人的支援

ｏ「平城遷都1300年記念事業協会」へ人的支援

◆利用者満足度アンケート調査等を実施し、その調査結果に基づき、諸施策を検討。

⇒第2回｢お客さまアンケート｣の調査結果および18年度に実施した改善施策を公表

４



◇経営理念

①健全かつ効率的な経営に努めます。

②優れた総合金融サービスを提供します。

③地域の発展に尽くします。

④信頼され親しまれる、魅力的な銀行をめざします。

中期経営計画諸施策（「地域密着型金融」関連抜粋）

ｏライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化

①創業・新事業支援 ②経営改善支援

③事業再生への取組み ④事業承継コンサルティングの強化

ｏ中小企業に適した資金供給手法の推進・徹底

①市場型間接金融スキームの活用 ②事業価値を見極める融資手法の推進

③中小企業に適した資金供給手法の徹底

ｏ地域の面的再生への取組み

①ＰＰＰ（公民連携）への積極的参画

②観光振興を通じた地域活性化の強化

③地域経済活性化への取組み強化

ｏＣＳＲの推進

①環境保全活動の推進 ②社会貢献活動の推進

◇中期経営計画における「地域密着型金融」の推進に
ついて（平成20～22年度）

５

中期経営計画 ｢モア・バリュー“ＮＡＮＴＯ”｣
（期間:平成20年4月

～平成23年3月）

１.長期ビジョンの達成に向けた第１ステージとして、営業面では、これまでの取組み(奈良県内営業体制の

再構築､大阪戦略等)の促進および新たな営業施策の展開に取組むことで、営業基盤のさらなる拡充を図る

とともに、内部管理においてもリスク管理の高度化等の態勢整備に取組み、攻めと守りのバランスの

とれた成長を成し遂げる。

２.全ての銀行業務の根幹となる行員・組織の活性化と成長を図るため､人事諸制度の再構築に取組む。

３.当行が地域金融機関として持続的に発展していくためには「地域経済の活性化」が必要不可欠であること

から、取引先企業への資金供給･経営改善支援のみならず、公民連携への参画等を通じて地域密着型金融の

推進に取組む。

４.地域に根ざす当行の人的ネットワークを活かし、地域活性化につながる社会貢献、環境保全に継続して

取組むことにより、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たす。

＜基本方針＞

➢当行が、社会的責任投資（ＳＲＩ）インデックスに採用!!

・平成20年3月25日から「ＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄ」指数シリーズに組入れ

「ＦＴＳＥ４Ｇｏｏｄ」指数シリーズ

ｏイギリスのＦＴＳＥ社が提供しているＳＲＩ株価指数の１つ。

ｏ環境・社会・人権など、世界的に認められた「企業の社会的責任

（ＣＳＲ）基準」を満たした企業によって構成。
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