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｢地域密着型金融｣推進の取組状況について
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南都銀行は「Yoshino Heartプロジェクト」と「木づかい運動」を応援しています。



中期経営計画
｢ベスト・ バリューＮＡＮＴＯ｣

（期間:平成2３年4月～平成2６年3月）

◇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。＜基本方針＞

.

・地域に密着した営業展開に徹し、地域やお客さまに利便性の向上や課題解決型営業による

ビジネスチャンスの創出を図りお客さま満足の向上と収益力の強化に取組む。

・業容を拡大し将来にわたり成長を続けていくため、新たな拠点の設置や営業体制の強化等に

取組むとともに市場部門での安定収益力の強化を図る。

中期経営計画「ベスト・バリューＮＡＮＴＯ」諸施策（「地域密着型金融」関連）

ｏライフサイクルに応じた取引先企業の支援の強化

・ベンチャー企業等支援強化 ・ビジネスマッチングの強化

・事業承継・Ｍ＆Ａコンサルティングの強化

ｏ事業価値を見極める融資手法の推進

・「目利き機能」の向上

・キャッシュフローを重視した融資の充実

ｏ持続可能な地域経済への貢献

・公的機関との連携強化 ・産学連携の強化

・国際化支援の強化 ・環境関連取引の推進

・医療関連取引の推進 ・ＰＰＰ（公民連携）への積極的参画

・観光振興を通じた地域活性化の強化

・地元農業の活性化 ・地元林業の活性化

ｏＣＳＲの継続的な推進

・環境保全活動の推進 ・社会貢献活動の推進

・吉野地区の林業活性化への取組み

「地域密着型金融」への取組方針と諸施策

１

Ⅰ．地域に密着した営業展開による、お客さま満足の向上と収益力の強化

Ⅱ．経営資源の効果的な活用

Ⅲ．内部管理態勢の充実・強化

Ⅳ．永続的な地域貢献活動の推進



２

「地域密着型金融」の取組み概要

お客さま

外部専門家、外部機関等

（外部機関）

ｏ地方公共団体

ｏ経済産業局

ｏ商工会議所

ｏＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）

ｏ中小企業再生支援協議会

ｏ地域経済活性化支援機構 等

（外部専門家）

ｏ税理士

ｏ弁護士

ｏ監査法人

ｏ中小企業診断士 等

（課題）新たな事業展開、販路拡大、経営改善、事業再生、事業承継・相続 等

営業店

連携

各種ニーズ把握によるソリューション
（課題解決）の提案

本部

地域密着型金融に対する
モチベーション向上の施策

ソリューションの提案、帯同
訪問等総合サポート

南都銀行

日常的、継続的
な訪問

信頼の構築
情報の提供

課題抽出
情報共有

ｏ他金融機関

支援・渉外グループ

元気企業
サポート室

企業サポート室

バリュー開発部 審査部

ＡＳＩＡ業務グループ

観光企画室
香港駐在員

事務所
上海駐在員

事務所



３

「地域密着型金融」の取組み概要

地域向け貸出の状況

総貸出金と地域向け貸出金残高（単位：億円） 中小企業等向け貸出金残高（単位：億円）

個人向け貸出金残高（単位：億円）

地域預金の状況

奈良県内貸出金シェア（単位：％） （ゆうちょ銀行、農協等除く）

総預金と地域の預金残高（単位：億円） 奈良県内預金シェア（単位：％） （ゆうちょ銀行、農協等除く）

「地域」の定義：当行の地元営業地域である奈良県、大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、三重県の合計
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◆ビジネスマッチング・ナビゲーターの活用

本店内に「ビジネスマッチング・ナビゲーター」（担当者）を配置し、取引先の販売・

仕入・外注・提携等のニーズや情報を一ヶ所に集約し、紹介候補企業を発掘する等

個別企業間のマッチングを強化

主な取組み

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮

ビジネスマッチング

ライフステージ等 ソリューション（例）

創業・新規事業開拓

成長段階における
更なる飛躍

経営改善

事業再生、業種転換

事業承継

・ビジネスマッチング（Ｐ.４～６）
・創業支援、新事業支援（Ｐ.７）
・国際化支援（Ｐ.７～８）
・成長分野の支援（Ｐ.８～９）
・経営改善支援、事業再生支援（Ｐ.１０～１１）
・事業承継サポート、Ｍ＆Ａアドバイザリー

（Ｐ.１２）

※カッコ内は本資料に記載のページ

取引先Ａ

営業店Ａ

営業店Ｂ

取引先Ｂ

食品・雑貨関連
等バイヤー

ものづくり
B2Bﾈｯﾄﾜｰｸ

産官学連携

大手メーカー大手メーカー
資材調達部門資材調達部門

ビジネスマッチング

ナビゲーター



平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

ビジネスマッチング（続き）

買いニーズ発掘プロジェクト

今年度より新たにバイヤーやメーカーの仕入・外注・提携等の“買いニーズ”を収集し、
お取引先に情報発信する「買いニーズ発掘プロジェクト」を開始。多くの企業が持つ
“販路拡大ニーズ”の受け皿となる貴重な情報で、お取引先の受注増加に繋がることが
期待される。

「＜ナント＞元気企業マッチングフェア２０１２」

昨年まで開催していた「農商工ビジネスフェア」をさらに発展させ、対象を全業種に
拡大して開催。「ビジネスマッチングの精度向上」、「アジアマーケットへの進出や
販路拡大等のサポート」を主眼に名称も変更。

◇開 催 日：24年11月21日（水）
◇会 場：マイドームおおさか
◇出展企業：202社･団体
◇来場者数：約3,700名
◇商談件数：820件

※海外展開サポートプラザ （初企画）では
海外関連の相談に面談形式で対応

「＜ナント＞食の商談会 in 東京」

奈良県をはじめとする関西の食品・食材の首都圏への販路開拓・拡大を目的とした
事前予約型個別商談会を近畿地銀で初めて開催

◇開 催 日：25年3月19日(火)
◇会 場：全国町村会館

（東京都千代田区）
◇売り手企業：49社（当行取引先）
◇首都圏バイヤー：18社
◇商談件数：119件

５



平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

６

ビジネスマッチング（続き）

外部機関を活用したビジネスマッチングへの取組み

ｏ大阪府･･･「ものづくりB2Bネットワーク」によるものづくり発注ニーズ等の情報提供

ｏ大和証券･･･ビジネスマッチングに関連する情報を共有し、候補先をあっせん・紹介
ｏその他公的機関・・(公財)関西文化学術都市推進機構、(財)奈良県中小企業支援

センター (25年４月１日より(公財)奈良県地域産業振興センター）、
大阪府立産業技術総合研究所 他

「＜ナント＞消費者モニターフェア」

◇開 催 日：25年3月13日（水）
◇出展企業 ：12社
◇参加モニター：198名
◇共 催：大阪産業創造館

主婦やＯＬ等女性モニターが出展企業の製品を試用、試食してアンケート形式で出展者
に改善点や意見を伝えるフェア。消費者の生の声を商品開発等に活かすことのできる
貴重な機会として、参加企業から好評を得ている。
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平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

国際化支援

創業支援・新事業支援

主な取組み

◆創業企業、新事業立ち上げ企業に対して融資制度「＜ナント＞ベンチャー支援ファンド」
の取扱い

◆上場を目指す企業に対して当行が出資する「元気企業２号投資事業有限責任組合」を
紹介し資金調達を支援。

７

主な取組み

◆海外ビジネスサポート、外為取引推進支援

◆中国人民元取引の開始

ｏ輸出入経営資格を有する中国企業との人民元建決済取引を２４年７月より開始

◆お取引先のグローバル化への対応

ｏ海外交流会、商談会、セミナーを２４年度中計８回開催

海外ビジネス/外為推進サポート件数

23年度実績 24年度実績 対前年度比
334件 402件 +20.3%

うち外為 (180件) (207件) (+15.0%）
115件 140件 +21.7%
208件 265件 +27.4%
657件 807件 +22.8%合　　計

区　　分
国　　内

香　　港
上　　海

○交流会、商談会
名　称 開催日 内　容

①
「第4回香港・華南地区日系

企業ビジネス交流会」
H24/5/24

 当行を含む香港地銀会(17行)の主催。
 中国広東省深 圳 市で開催。当行取引先11社が参加。

②
「Ｋａｎｓａｉビジネス交流会

in上海」
H24/7/12

 中国上海市で初の他行合同交流会を実施。
 参加65社（うち当行取引先36社）。
 ※池田泉州銀行との共催、大阪府上海事務所、
 　 大阪市上海事務所の後援

③
「日中ものづくり商談会

＠上海2012」
H24/9/12､13

 当行を含む地銀、地方自治体等39団体が共催。
 出展数582社（うち当行取引先22社）。

④
「日中ものづくり商談会

＠深セン2012」
H24/12/6

当行を含む地銀、地方自治体等10団体が共催。
出展数122社（うち当行取引先10社）。

○セミナー
名　称 開催日 内　容

①
「新興国ビジネスセミナー

＆個別相談会」
H24/8/1

 業務提携先の東京海上日動火災保険㈱と
 共催で、海外リスクをテーマに実施。
 また、「個別相談会」をあわせて実施。50名参加。

②
「<ナント>元気企業マッチング

フェア２０１２」基調講演
H24/11/21

 「これからどうする！中国ビジネス拡大の可能性」と題した講演。
　105名参加。

③
「<ナント>元気企業マッチング

フェア２０１２」国別特別セミナー
H24/11/21

 海外販路開拓や東南アジア各国の実情をテーマに、「タイ」、 「ベト
 ナム」、「インドネシア」の国別セミナーを開催。合計130名参加。

④
「ベトナムビジネスセミナー

＆個別相談会」
H25/2/21

 業務提携先の(独)日本貿易保険、三井住友海上火災保険（株）
 と共催で、ベトナムビジネスをテーマに実施。
 また、「個別相談会」をあわせて実施。62名参加。



８

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

主な取組み

◆医療・介護事業者向けにコンサルティング会社との提携により経営支援を強化

◆病院を対象とした医療セミナーの開催
２４年９月11日（火）開催：４６名参加

◆介護事業者を対象とした介護セミナーの開催

２５年３月5日（火）開催：６９名参加

成長分野の支援

医療・介護関連事業

医療・介護事業の提携先 （提携日順）

業務名 提携先

医療系コンサルティング  ㈱日本経営、総合メディカル㈱

中古医療機器買取・販売案件紹介  日本GE㈱、エム・キャスト㈱

◆海外ビジネスサポートにかかる業務提携先の拡充
ｏ中国、東南アジア地域でのビジネスへのサポートを一段と強化するため新たにバンク

ネガラインドネシア、インドステイト銀行と提携。海外リスクマネジメントや海外
セキュリティー等の分野でも提携先を拡充し、近畿地銀で最も充実した17機関と
業務提携を行っている。

◆バンコック銀行（タイ）へ行員派遣
ｏタイ現地における当行窓口としてバンコック銀行へ行員を派遣し、有益な現地情報

の提供等バンコック銀行の金融サービスを活用することで、タイに進出されている
お客さまを中心にタイビジネスサポート態勢の強化を図るもの。

主な取組み

国際化支援（続き）

海外業務の提携先 （提携日順）

業種

中国工商銀行、中国銀行、オーストラリア・ニュージーランドﾞ銀行

バンコック銀行、スタンダードチャータード銀行

バンクネガラインドネシア
※

、インドステイト銀行
※

国内銀行 みずほコーポーレート銀行

三井住友ファイナンス＆リース㈱、東京センチュリーリース㈱

三菱UFJリース㈱

東京海上日動火災保険㈱、三井住友海上火災保険㈱
※

(株）損害保険ジャパン
※

その他 (独)日本貿易保険
※

、セコム㈱
※

、綜合警備保障(株）
※

※は24年度新規提携先

海外銀行

ﾘｰｽ会社

提携先

保険会社
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平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

環境関連事業

主な取組み

◆企業のエネルギーコスト削減に対するニーズの高まりに対応して、提携事業者を通じて
省エネ設備の提案や効果的な設備の運用方法についてサポート

２４年度提携先紹介件数 61件（うち太陽光発電設備４３件）

主な取組み

◆日銀「成長基盤強化を支援するための資金供給」への対応
(成長分野に取り組む地元の事業者を対象)
平成22年8月「＜ナント＞“成長応援” ファンド」の取扱い開始
平成24年4月「 ＜ナント＞“成長応援” ファンドⅡ」の取扱い開始

⇒商品性を見直し融資対象先を拡大の上、
「 ＜ナント＞“成長応援” ファンドⅡ」として新たに取扱いを開始。

平成25年1月 米ドル建融資商品「海外事業応援ファンド」の取扱い開始
⇒日銀の米ドル建資金供給制度を活用し新たに米ドル建の資金需要

への対応開始。

成長分野への新商品

成長分野の支援(続き）

「＜ナント＞成長応援ファンド」、「＜ナント＞成長応援ファンドⅡ」
「海外事業応援ファンド」取扱実績

24年度実績（カッコ内は累計）

件数 31件（674件）
※

金額 3,820百万円（51,115百万円）
※

※うち海外事業応援ファンドは1件/17百万米ドル(1,572百万円）
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１ ０

◆お取引先に対してより一層のコンサルティング機能の発揮に取組む

◆条件変更先のフォローアップへの取組み

⇒ｏコンサルティング区分別にフォローアップ方針を明確化

ｏ事業計画策定支援先のうち、計画モニタリングにより経営改善支援先に上方

遷移可能な先を選定し経営改善計画策定に取組む

ｏ条件変更モニタリング先は、改善施策実施状況のモニタリングにより事業計画

策定支援先に上方遷移可能な先を選定し事業計画策定に取組む

主な取組み

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

◆金融円滑化法への取組状況

経営改善支援、事業再生支援

＜中小企業者＞ ＜住宅資金借入者＞
25年3月末累計 25年3月末累計

先数 債権数 金額 先数 債権数 金額
（先） （件） 対申込み （百万円） （先） （件） 対申込み （百万円）

 申込み 8,435 17,539 100.0% 490,283  申込み 985 1,062 100.0% 18,617

 うち実行 7,662 15,814 90.2% 443,418  うち実行 682 736 69.3% 12,560
 うち謝絶 239 572 3.3% 20,615  うち謝絶 81 87 8.2% 1,744
 うち審査中 292 687 3.9% 15,192  うち審査中 22 22 2.1% 394

 うち取下げ 242 466 2.7% 11,056  うち取下げ 200 217 20.4% 3,918

金融円滑化に関する当行のコンサルティング区分・内容

コンサルティング内容

1.経営改善支援取組先 　「経営改善計画」の策定支援、モニタリング

2.非メイン経営改善計画受入先 　「経営改善計画」の検証、モニタリング

フォローアップ先 　条件変更をした全ての先（上記1、2以外）

3.事業計画策定支援先 　「事業計画」の策定支援先、モニタリング

4.条件変更モニタリング先 　改善施策の実施状況をモニタリング

5.事業の持続可能が見込まれない先

5-①条件変更をしても返済見込のない先 　債務整理、廃業支援

5-②休・廃業中であるが完済の見込める先 　延滞管理

コンサルティング区分



１ １

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

経営改善支援、事業再生支援（続き）

主な取組み

◆外部機関の活用
⇒ｏ事業再生、業種転換、事業承継、廃業等の支援や債務者間の調整が必要な場合

には、中小企業再生支援協議会等を積極的に活用。

ｏ25年2月には地元企業の再生支援をより積極的に行うため、「奈良まほろば再生
ファンド」を㈱リサ・パートナーズ、リサ企業再生債権回収㈱とともに組成。

◆経営改善支援の取組み強化

⇒ｏ経営改善支援先の選定について抽出対象先を拡大。

ｏ経営改善計画の実現可能性の向上を図るとともに、計画の進捗状況により事業の

持続可能性を見極める等経営改善計画のモニタリングを厳正に実施。

ｏDDSなどの再生手法を活用した早期の事業再生にも積極的に取組む他、経営
改善支援局面においてもABL等を活用した円滑な資金供給に取組み。

ｏ営業店担当者に対し、コンサルティング能力のレベルアップを図るため研修等
を実施。

【２４年４月～２５年３月】
（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　γ

αのうち再生計画を
策定した先数　δ

正常先　① 15,068 10 5 3 0.1% 30.0%

うちその他要注意先　② 2,443 136 8 102 118 5.6% 5.9% 86.8%

うち要管理先　③ 163 11 6 1 7 6.7% 54.5% 63.6%

破綻懸念先　④ 857 29 6 21 17 3.4% 20.7% 58.6%

実質破綻先　⑤ 92 2 0 2 0 2.2% 0.0% 0.0%

破綻先　⑥ 81 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

小　計（②～⑥の計） 3,636 178 20 126 142 4.9% 11.2% 79.8%

合　計 18,704 188 20 131 145 1.0% 10.6% 77.1%

再生計画策定率
＝δ/α

経営改善支援取
組み率
＝α/Ａ

要
注
意
先

うち
経営改善支援取組

み先　α

期初債務者数
Ａ

ランクアップ率
＝β/α

外部機関活用実績

24年度実績（カッコ内は累計）

中小企業再生支援協議会 33件（114件）
地域経済活性化支援機構 0件（0件）

合　計 33件(114件)



１ ２

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

人材の育成

主な取組み

◆各種研修・勉強会、トレーニー等の実施
コンサルティング機能、目利き能力の向上等を目指し、各種研修・勉強会、
トレーニーを実施

◆営業店のモチベーション向上に向けた行内態勢の構築
ｏ行員の意識高揚を図り、中長期的な視点で地域密着型金融を推進していくため、

２３年度下期より「地域密着型金融特別表彰（※）」を継続実施中
（※「ソリューション部門」(課題解決)と企業サポート部門(経営改善)の２部門）

ｏ２４年１０月開催の支店長会において「自店における地域密着型金融の取組み」
をテーマとして、支店長による取組事例を発表

１．お取引先企業に対するコンサルティング機能の発揮（続き）

事業承継サポート、Ｍ＆Ａアドバイザリー

◆事業継承サポート
お取引先企業の円滑な事業継承に向けた対策を支援

◆M&Aアドバイザリー
お取引先企業の企業買収・売却に関する各種アドバイスを実施

主な取組み

ｏテーマ別提案型法人営業研修（行員向け）
（環境関連事業、海外進出支援、医療・介護関連事業、事業継承・M&A）

ｏ地域密着型金融実践研修（営業店長向け）
ｏ外為取引推進勉強会
ｏ金融円滑化研修

主な研修・勉強会

ｏソリューション営業担当部署、コンサルティング担当部署でのトレーニー実施
ｏみずほコーポレート銀行バンコク支店へ行員の派遣（２4年４月～９月）
ｏ三菱UFJ銀行ホーチミン支店へ行員の派遣（２５年３月～）

トレーニー

事業承継サポート、Ｍ＆Ａアドバイザリー取扱実績

23年度 24年度 前年度比
事業承継サポート先数 122先 167先 　　＋45先（＋36%）

M&A案件受付件数 45件 71件 　　＋26件（＋57%）



１ ３

２．地域の面的再生への積極的な参画

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

CSR（企業の社会的責任）の推進

林材業の活性化支援

◆ 奈良県吉野地区の森林保全と林業等の地域産業活性化をめざす

｢Yoshino Heart（吉野ハート）プロジェクト｣の支援を継続

⇒吉野材の新たな需要の開拓･拡大に向けた施策を実施中

ｏ奈良県等と連携して第２回となる「暮らしの道具

デザインコンペ」に協力。

ｏ吉野材を使用した粗品の配付などを通じ吉野材の

ファン層の拡大を図る。

ｏ吉野材を使った木材商品の生産・開発と販売を結び

つけるビジネスマッチングを支援。

主な取組み

「第２回暮らしの道具デザイン
コンペ」最優秀作品。吉野杉を
使用した「杉のパンケース」

観光支援

◆ ｢観光企画室｣を中心に行政や観光関連業者と情報交換
を行い、観光振興に結びつく情報発信を強化することで、
地域の活性化を推進

⇒ｏ観光サイト｢ええ古都なら｣の発信情報の充実
ｏ観光戦略セミナーの開催
ｏ当行のＯＢによるボランティアグループ

「ナント・なら応援団」による奈良県下寺社
での拝観ガイドを実施。

主な取組み

当行ホームページ
「ええ古都なら」

「ナント・なら応援団」による
寺社拝観ガイド



１ ４

２．地域の面的再生への積極的な参画（続き）

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

主な取組み

◆「吉野の桜を守る会」への協力

⇒近年立ち枯れなどの衰退が目立つ吉野山の
シロヤマザクラを守るため官民を挙げて
設立された「吉野の桜を守る会」 に特別会員
として参加。 同会に対しては金銭面の支援に
留まらず、各種イベントへのボランティア
スタッフの派遣など活動面からも積極的に支援。

◆環境保全活動の推進
⇒ｏ環境配慮型預金商品「吉野の桜定期預金」の取扱い

・23年より取扱いを開始。預入総額の０.０１％
相当を当行が拠出し、「吉野の桜を守る会」の
「さくら募金」に寄贈している。

・これまでの寄贈累計額は６００万円となり、
25年についても新たに３００万円寄贈予定。

ｏ屋上緑化や県産材を活用するなど環境に配慮した店舗作りを推進

◆地域における金融経済教育の普及

⇒ｏ地元中学校・大学等への講師派遣、銀行見学の受入れ

ｏ「全国高校生金融経済クイズ選手権」“エコノミクス甲子園”奈良大会開催



主な取組み

１ ５

◆ホームページ（http://www.nantobank.co.jp/）での掲載

ｏ地域密着型金融（トップページに掲載）⇒当行の地域密着型金融の取組状況を掲載

ｏＷＥＢ＜ナント＞元気企業マッチングフェア（「法人のお客さま」に掲載）

（http://www.business-nanto.com/）

⇒２４年１１月に開催した「＜ナント＞元気企業マッチングフェア２０１２」

のウェブ版ビジネスフェアサイト

ｏ金融円滑化への取組みについて ご相談窓口（トップページに掲載）

⇒中小企業融資、住宅ローンの利用者のご返済等の相談専用窓口の連絡先を掲載

◆ディスクロージャー誌での掲載（２４年３月期）

ｏ地域密着型金融の推進

ｏ地域の皆さまとともに

ｏ地域社会への貢献

平成２４年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１３ページにわたり掲載

当行ホームページ
WEB＜ナント＞元気企業マッチングフェア

３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信

ディスクロージャー誌
「地域密着型金融の推進」


