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◎＜ナント＞ものづくり元気企業マッチングフェア2016
　平成28年12月、大阪市北区「グランフ
ロント大阪」において「＜ナント＞ものづくり
元気企業マッチングフェア2016」を開催し
ました。当日は出展いただいた「ものづくり
企業」71社を含む102社・団体が自社製
品・技術をＰＲし、来場者（来場者数1,213
人）との活発な商談が多数行われました。
　メイン会場では、出展企業ブースに加
え、奈良県の特産品である漢方や木材をＰ
Ｒするコーナー、企業の課題解決相談窓口、
ネットを活用した海外販路開拓支援窓口な
どを設置しました。また、メイン会場外では、
ものづくりB２Bネットワーク商談会、ＭＢＴ（医学を基礎とするま
ちづくり）による新産業創生・地域創生シンポジウムなどのイベ
ントを同日開催し、出展企業・来場者の多種多様なニーズにお
応えしました。

◎ナント「食」と「モノ」の商談会in東京2017
　平成29年3月、JR東京駅に隣接する大和コンファレンス
ホール（大和証券㈱本店内）において、事前予約制の個別
商談会「ナント『食』と『モノ』の商談会in東京2017」を
開催しました。
　当日は地域色豊かで特色ある食材や生活用品を取扱う当
行お取引先50社が、首都圏のホテルや百貨店、スーパー
マーケットなどのバイヤー26社に自社商品を積極的にPRし、
多くの有効な商談が行われました。

◎地方銀行フードセレクション2016
　平成28年11月、東京ビッグサイトにて開催された「地方銀行フードセレクション2016」に参加しました。本展示会は「食品・
農産物」を取扱うお取引先が展示ブースを設け、日本全国・海外から来場するバイヤーに対し、自社製品のPRを行う大規模食
品展示会で、当行取引先11社が出展され、有効な商談が行われました。

●●法人のお客さまへ ......................................................................................

地域の皆さまとともに

《ソリューション営業の展開》
 お取引先企業に対するソリューション営業の実践やコンサルティング機能の発揮

◦ビジネスマッチング
　本店内にビジネスマッチング担当者を配置し、お取
引先の販売・仕入・外注・提携等のニーズや情報を1
ヵ所に集約し、紹介候補企業を発掘する等個別企業間
のマッチングに取組んでいます。また、お取引先同士
のマッチングに加え、大手バイヤーやメーカー等の買
いニーズを発信し、お取引先の販路拡大ニーズにお応
えしています。

ビジネスマッチング
担当者

取引先A

営業店A

取引先B

営業店B

食品・雑貨関連
等バイヤー

ものづくり
B2Bネットワーク

大手メーカー
資材調達部門

産官学連携
※

【融資制度】
　創業・新事業展開向け融資制度 ｢＜ナント＞事業化支援
ファンド80｣ により、創業をめざす方、新たな事業展開を
お考えの方を資金面でサポートします。

◦創業支援・新事業展開支援

　部品発注や加工依頼等ものづくりに関する受発注
ニーズを一括して受け、それらのニーズに的確に対
応できるものづくり企業を紹介するために大阪府と
45金融機関（当行含む）が連携して運営しています。

大阪府下企業等からの発注情報 142件

営業店から寄せられた受注希望 165件

平成28年度「ものづくりB2Bネットワーク」を利用
したビジネスマッチング機会の提供

※ものづくりB2Bネットワーク

【事業化支援】
　平成28年度も当行営業エリア内で創業や新たな事業展開を
お考えの方を対象に、ビジネスプラン事業化支援PROJECT 
｢第3回＜ナント＞サクセスロード｣ を実施しました。本プ
ロジェクトは優れたビジネスプランを表彰し賞金を授与す
るとともに、当行の専属担当者が外部機関等とも連携しな
がら事業化を支援するものです。

創業期
・当行は、企業のライフステージに応じたソリューションの提供やコンサルティング機能の発揮により、取引先企業の経営支援を行っています。

成長期 安定期 低迷期 再生期 成長期

創業支援
中小企業支援策の活用支援

販路開拓支援
海外ビジネスサポート

新事業展開支援
M＆Aアドバイザリー

事業承継サポート
経営改善・事業再生支援

当行の主なソリューションメニュー

010_0550785682907.indd   26 2017/07/24   10:14:13



地
域
の
皆
さ
ま
と
と
も
に

法
人
の
お
客
さ
ま
へ

27

駐在員事務所および海外銀行派遣行員による現地サポート件数

平成28年度 海外交流会・ビジネス商談会　開催状況

海外ビジネスサポートにおける業務提携先 （提携日順）

サポート地域 平成26年度 平成27年度 平成28年度
香港 195件 155件 171件
上海 315件 217件 240件
タイ 237件 282件 201件
インドネシア 70件 117件 148件
ベトナム − 106件 151件

合　計 817件 877件 911件

交流会・商談会名 開催年月 主催/共催（当行含む） 開催場所
第8回香港・華南地区日系企業ビジネス交流会 平成28年 6月 香港進出地銀18行 中国・香港
Mfairバンコク2016ものづくり商談会 平成28年 6月 地銀・地方自治体等35団体 タイ・バンコク
中国ビジネス交流会in青島2016 平成28年 7月 地銀4行1グループ 中国・青島
第3回ナントバンコク交流会 平成28年 8月 当行 タイ・バンコク
ベトナムビジネスセミナー＆交流会 平成28年 9月 地銀・信用金庫10行庫 ベトナム・ホーチミン
第11回上海ビジネス商談会 平成28年 9月 地銀・地方自治体等33団体 中国・上海
地銀合同セミナー・交流会＠広州2016 平成28年12月 香港進出地銀9行 中国・広州

業　種 提携先

銀行
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、
メトロポリタン銀行、ベトコムバンク、ベトナム投資開発銀行、バナメックス

リース会社 三井住友ファイナンス＆リース（株）、東京センチュリーリース（株）、三菱UFJリース（株）
保険会社 東京海上日動火災保険（株）、三井住友海上火災保険（株）、損害保険ジャパン日本興亜（株）

その他
（株）日本貿易保険、セコム（株）、綜合警備保障（株）、（株）名南経営コンサルティング、（株）フォーバル、
SOMPOリスケアマネジメント（株）、アグアスカリエンテス州（メキシコ）、ハリスコ州（メキシコ）、
グアナファト州（メキシコ）、ヌエボ・レオン州（メキシコ）、（独）国際協力機構

　地元企業のアジアを中心とした海外ビジネスを法人
営業部ASIA業務グループ、香港および上海の各駐在員
事務所が連携して支援しています。さらに現在、バン
コック銀行（タイ）、バンクネガラインドネシア（イン
ドネシア）およびベトナム投資開発銀行（ベトナム）

に行員を派遣し現地でのサポートも行っています。
　また、海外ビジネスにおけるお取引先の多様なニーズ
にお応えするため、ビジネス商談会や交流会、セミナー
などの開催や海外銀行等との業務提携により強固なサ
ポート体制を構築しています。

◦国際化支援

◦経営改善支援、事業再生支援

【奈良まほろば再生ファンド】
　本ファンドは、抜本的な事業の再構築を必要としてい
る奈良県およびその周辺地域を経営基盤とする地元中小
企業の早期再生を図り、地域経済の活性化に寄与するこ
とを目的としており、当行を含む6金融機関が参加してい
ます。
　当行は本ファンドを活用することにより、お取引先の
事業再生に向けた支援をより一層積極的に行い、引続き
地域経済の活性化に取組んでまいります。

【<ナント>活力創造サポート資金】
　本融資制度は、財務データや担保・保証に必要以上に依存
することなく、事業の内容、成長や持続可能性を評価する（事
業性評価）ことにより、業況の改善や成長に取組む地元企業
に対して、運転資金や設備資金等の前向きな資金供給を行い、
支援・育成に繋げることを目的としています。
　当行は、本制度を通してお取引先の生産性向上や、ひいて
は地域経済の活性化に取組んでまいります。

（平成28年度実績　210件39億円）

専門のノウハウを持った審査部事業活性化支援室のスタッフが、経営改善計画の策定などについて助言や支援を行
っています。

また、中小企業再生支援協議会の活用や、日本政策投資銀行・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫と業務協力協
定を締結するなど、公的機関との連携によるサポート体制を整えています。

〈外部機関の活用〉
事業再生、業種転換、事業承継、廃業等の支援、債権者間や債権者と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しています。

中小企業のお客様

経営改善の
ニーズ

南都銀行

日本政策投資銀行

日本政策金融公庫

商工組合中央金庫

お取引営業店

事業活性化支援室
中小企業診断士など専門のノウハウ

を持ったスタッフで構成

「中小企業再生支援協議会」等の公的機関
産業活力再生特別措置法に基づき

各都道府県に設置されている公正中立な公的機関

○経営改善等のご相談

○経営改善計画の策定支援
○経営改善取組みへの
　フォローアップ
○資金繰り安定への助言
○経営改善ノウハウの提供
○事業性評価の実施

業務協力協定

連携

※経営改善支援にかかる取組みについての詳細は、当行ホームページ
（http://www.nantobank.co.jp/company/enkatsuka/）をご覧ください。
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医療・介護事業者向けセミナーの開催状況
＜ナント＞医療セミナー （平成29年3月）
<テーマ>第1部「平成28年度診療報酬改定の影響と今後の対策」

第2部「奈良県地域医療構想を踏まえた今後の経営戦略」

医療・介護事業の提携先
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：エム・キャスト㈱

・医療・介護事業サポート
　病院の建替、医療機器の入替等に伴う資金調達等の
ご相談、医療・介護事業者の経営や新規開業に関する
コンサルティング等、医療経営士・介護福祉経営士資

格を持つ専担者を中心にさまざまなサポートを実施し
ています。また、セミナーの開催により最新の業界情
報等を提供しています。

◦成長分野の支援

■病院・診療所　■社会保険・福祉、老人ホーム
743

615

128614

533

80

683

585

97

医療機関専用融資商品の取扱い
商品名：メディカルローン『＋』（プラス）

特徴
・最大2億円・最長20年の長期融資に対応可能
・新規開業資金にも対応可能
・万が一に備え団体信用生命保険のセットも可能

　経営者の高齢化に伴い事業承継を重要課題とする企
業が年々増加するなか、外部専門機関とも連携し、後
継者への円滑な承継に向けたサポートを実施していま
す。
　また、企業の後継者対策や事業拡大ニーズにお応え
するため、M&Aに関するアドバイス等を行っています。

◦事業承継サポート・M＆Aアドバイザリー
■事業承継　■M＆A

163

128

159

74

110 103

・環境関連ソリューション
　環境への配慮や企業のエネルギーコスト削減、固定
価格買取制度を活用した発電設備の導入等に対する
ニーズの高まりに対応し、提携事業者を通じて、設備

の提案から導入効果や補助金活用等の相談まで幅広く
サポートを行っています。

◎「ナントCVC投資事業有限責任組合」を設立
　平成29年6月、当行は、株式会社ベンチャーラボインベストメントと「ナントCVC投資事業有限責任組合（通称：ナント
CVCファンド）」を設立しました。（存続期間10年間）
　本組合は、当行の新たなビジネスモデルとして、当行営業地域の枠を超え、全国で経済・産業・地域振興への貢献が大きく
期待できる創業段階や成長段階にある企業への投資を目的に設立するものです。
　また、7月には、投資先企業の発掘、当行との業務連携の検討、ビジネスマッチングや融資を通じた育成・支援を行う専担部
門として、「法人営業部」内に「コーポレートベンチャーキャピタル室」を設置しました。今後、当行と投資先企業との業務連
携による技術・ノウハウ等の当行業務への活用のほか、投資先企業と当行の既存取引先とのビジネスマッチングや、投資先企
業の融資案件発生時には当該企業の地元金融機関等との協調融資等、単なる投資に留まらず、投資先企業の企業価値向上と当
行業務とのさらなる相乗効果を目指してまいります。
※CVC …… Corporate Venture Capital
  投資家から資金を集めてキャピタルゲインを狙うファンドと異なり、本業との相乗効果を期待できる企業へ投資す

る仕組みのこと
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《「地方創生」に向けた取組み》

　奈良県下の各市町村や観光関連団体と連携し、県内の観光資源を活用した企画・提
案や観光振興に関するセミナーなどを行っているほか、奈良の観光情報を満載した地
域ポータルサイト「ええ古都なら」を運営しています。
　また、当行退職者から成るボランティアグループ「ナント・なら応援団」は、奈良
県下の社寺等での拝観ガイドを実施するなど観光地奈良の地域活性化に取組んでいます。

◦観光支援への取組み

「ええ古都なら」http://www.nantokanko.jp/

　当行は政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
を踏まえ、公務・地域活力創造部内に「地方創生プロ
ジェクトチーム」を設置、地方公共団体取引店34ヵ店
の営業店長を地方公共団体への地方創生推進担当者と
してチームのメンバーに加え、地域金融機関の立場か
ら地方版総合戦略の策定および円滑な実施等に積極的
に参画し情報提供などの協力を行っています。

　また、当行は地方自治体と「地域の活性化」に向け
た包括連携を締結するなど協力を進めており、「まち・
ひと・しごと」の各分野において各々が持つ資源を有
効に活用し、地域活力の増進、地域経済の発展に努め
ています。

 地域の面的再生への積極的な参画

　平成27年9月、当行は南都ディーシーカード株式会
社とともに、株式会社地域経済活性化支援機構、株式
会社日本政策投資銀行、株式会社リサ・パートナーズ
と協働して、「奈良県観光活性化投資事業有限責任組合

（奈良県観光活性化ファンド）」を設立しました。
　本ファンドを通じて、必要な資金の供給、ノウハウ
等専門スキルの活用等を行うことで、宿泊観光環境の
整備、魅力ある地域資源を活用した観光活性化を図り、
県内宿泊需要の喚起・観光消費額等の増大をめざして

◦「奈良県観光活性化ファンド」の設立
います。
　平成29年3月には、28年4月の第1号案件に続き、第
2号となる案件の投資を実行しました。
　今回の投資先は、日本酒発祥の地である古都奈良で
クラフトビールの醸造所ならびにその販売を行うレス
トランで、商品は奈良市の「ふるさと納税返礼品」に
取り上げられるなど、今後奈良町の活性化に繋がる魅
力的な地域資源として期待されています。

　当行は、民間資金等の活用による公共施設等の整備
事業（PPP／PFI事業）に積極的に参画し、地域の経済
発展・活性化への貢献を図っています。具体的には、

奈良県初のPFI事業のファイナンスアレンジャーに就任
し、融資を実行しているほか、地方公共団体への情報
提供・提案・助言などの積極的な活動を行っています。

◦PPP／PFI事業への積極的な参画

※PPP（Public Private Partnership） ： 公民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム
　PFI（Private Finance Initiative） ：  PFI法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）

に基づき民間の資金と経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、より効
率的な質の高い公共事業を実施する手法

　「奈良」の魅力を高め、国内外からの観光客を奈良県に誘致す
ることを目的に、観光関連事業者を対象に開催しています。

第1回 （平成26年3月19日） テーマ「本気で観光、頑張りますか？」
第2回 （平成26年7月17日） テーマ「『食』で奈良を盛り上げよう！」
第3回 （平成27年1月22日） テーマ「誘客に秘策あり！」
第4回 （平成27年7月13日) テーマ「インバウンド推進のキーポイント」
第5回 （平成28年2月 1日) テーマ「バリアフリー観光」
第6回 （平成28年9月26日) テーマ「インバウンド、第2ステージへ！」
第7回 （平成29年1月30日) テーマ「『観光立県』奈良をめざして」

◦観光客誘致の増強～観光関連事業者向けセミナー「観光力創造塾」

◎「奈良県南部・東部地域を巡る旅行商品（日帰りバスツアー）」を開発
　奈良県南部・東部地域の観光振興は奈良県総合戦略に掲げられ、観光入込客数や宿泊客数の増加が具体的な施策の目標とさ
れています。当行は、同地域への「ひとの流れづくり」の実現に向け、平成28年9月、クラブツーリズム株式会社とのコラボレー
ションにより、地域の魅力を活用した旅行商品を協働にて開発しました。なお、本ツアーには、当行OB・OGによるボランティ
アガイド・グループ「ナント・なら応援団」がガイド役として協力しています。
　● 第1弾：平成28年11~12月実施ツアー3本
　● 第2弾：平成29年 5~ 6月実施ツアー2本　

＊募集販売・実施：クラブツーリズム株式会社
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【林業分野】
　当行は「吉野林業関連産業の活性化」や「森林整備による温暖化防止」
等をめざす活動である「Yoshino Heartプロジェクト」を支援しており、
吉野産割り箸の配付や間伐材を活用した吉野3.9ペーパーの冊子類への利用
等を通じて、森林保全や林業活性化に対する「木づかい」の必要性の周知
に努めています。また、奈良県産材の利用促進に向け奈良県等とも連携し
ており、当行においても県産材を新築店舗等を中心に積極的に利用するよ
う取組んでいます。
　現在、「公務・地域活力創造部」が中心となり、林業関連産業の振興を図
るため、さまざまな取組みを行っています。
・「奈良の木マーケティング協議会」に参加
　平成27年5月には、奈良県や県森林組合連合会、県木材協同組合連合会
などで構成する「奈良の木マーケティング協議会」に正式参加し、林業・
木材産業界の課題を汲み上げ、解決に向けた取組みに参画しています。
・「吉野かわかみ社中」と包括連携協定を締結
　平成28年2月には、川上村と村内林材業4団体が設立した一般社団法人

「吉野かわかみ社中」と包括連携を締結し、①吉野林業技術の継承による持
続可能な森林づくり、②川上産吉野材の一貫供給による六次産業化の実現、
③川上産吉野材にかかる情報拠点の整備等について、県内の林材業振興の
モデルケースとして位置付けて支援を開始しています。また、「林業・木材
関連産業座談会」を定期的に開催し、林業・木材産業の現状等を広くPRす
るなど、積極的な活動を行っています。
　平成28年12月には、「〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェア」
において、奈良県や市町村、林材業関連団体等との協働で「奈良の木体験
コーナー〜吉野林業 山からの贈りもの〜」を設置し、吉野林業発展の原点
である酒樽、木工品・家具、住宅の木製内装材等を取り揃え、県産材の魅
力を紹介しました。
　当行は今後も引続き県産材の積極的な利用等により、森林保全や林業活
性化支援を通じた地域支援に取組んでまいります。

【医薬品・漢方薬分野】
　奈良県は、大和平野南部を中心に古くから漢方薬に使う薬用作物の栽培が盛んであり、平成27年7月には、「奈良県漢方のメ
ッカ推進協議会」が始動しました。当行は設立当初から参画し、奈良県等とも連携しながら、同分野の活性化を図っています。
　また、平成29年1月には、製薬業者の設備資金を全面的にバックアップするため、設備投資計画等に応じて「最長3年間の元
金据置」を可能とする融資制度を新設しました。

【三輪素麺】
　当行は、地元の特産品である三輪素麺業界を活性化するため、奈良県、桜井市、「三
輪素麺販売協議会」、「三輪素麺工業協同組合」間の調整を行い、産官学金の連携が実
現しました。平成27年3月には、「三輪素麺による地域活性化セミナー」を開催する
など、積極的な活動を展開しています。
　また、平成28年3月、国が地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地
理的表示保護制度（GI）」の対象に「三輪素麺」が登録されましたが、当行は、GI登
録をめざし、行政との間でのコーディネーターを務めるなどの支援を実施しました。
今後も、地域ブランドの価値向上に向けた取組みを継続してまいります。

◦地場産業の支援

「〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェア2016」での
「奈良の木体験コーナー」では県産材を紹介

「吉野かわかみ社中」と包括連携協定を締結
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 中小企業等向け商品・サービス

・南都ビジネス倶楽部「バリューパートナー」
　経営セミナーの開催や企業内研修のサポートなどのサービスから、インターネットによるビジネス情報はもちろ
ん、企業経営に関するご相談や他の会員さまとのご商談の場の提供など、あらゆるビジネスシーンをサポートする総
合経営支援サービスです。

・個人事業主さま向けビジネスローン「やりくり上手」
　平成29年6月、個人事業主さま向けビジネスローン

「やりくり上手」の取扱いを開始しました。
　本商品は、営業・事務・資金手当て等を一手に担う
多忙な個人事業主さまの様々な資金ニーズにスピーデ
ィにお応えするビジネスローンで、「突発的な運転資
金」や「事業拡大に伴う増加運転資金」、「設備資金」、「借
換資金」のほか、「開業資金」としてもご利用いただ
けるものです。また、本商品は当行ホームページから
もお申込みいただけます。

ナントでんさいサービス
  　 【「でんさい」とは？】全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」の通称を「でんさいネット」と呼びます。また「でんさいネット」で記録さ

れる電子記録債権を「でんさい」といいます。

《「ナントでんさいサービス」のメリット》
　支払企業さまにとっては、手形の発行および振込の準備など、支払に関する事務負担が軽減され手形の搬送コ
ストも削減できます。また、手形と異なり印紙税は課税されません。
　納入企業さまにとっては、支払期日になると資金が取引口座に自動的に入金されるため、面倒な取立手続が不
要になります。また、債権の分割が可能なため、必要な分だけ譲渡や割引をすることができます。

《「ナントでんさいサービス」を利用するには》
　「〈ナント〉Web-ビジネスバンキング」のお申込みが必要となります。お申込み方法等につきましては、お取引
店または「ナントでんさいサービスヘルプデスク」（0120-710-541）までお問い合わせください。

　お取引先が保有する商品等の在庫、機械設備や売掛金などの資産価値に着目した融資手法である動産・売掛金担保
融資（ABL）は、これまであまり活用されていなかった「動産・売掛金担保」の活用によりお取引先の資金調達の幅
が広がることが期待できるため、当行においてもその拡充に取組んでいます。

・動産・売掛金担保融資（ABL）

　当行は、地域における環境保全活動や事業者さまの地域社会への貢献を金融面からも積極的にバックアップしてい
ます。

＜ナント＞グリーン私募債 環境に配慮した経営や環境負荷の低減に資する事業を行われている事業者さまが発行
される私募債の引受に際して、保証料や手数料の一部を優遇する商品です。

＜ナント＞CSR私募債
起債記念として、事業者さまの希望を参考にし、起債額の一定割合の範囲内で「児童・
学童などの成長や勉学を応援する物品」を当行が購入し、当行営業エリア内で事業者
さまの指定する公立の保育園・幼稚園・小中学校等に寄贈する商品です。

＜ナント＞環境配慮型融資 環境に配慮した経営を行われている事業者さまの環境配慮にかかる設備資金に対応し
た、当行所定の環境ランクに基づき金利を優遇する商品です。

＜ナント＞みのりアシスト 奈良県内の農業者等のお客さまに対して、設備資金や運転資金など農業に関する事業
資金をサポートする融資商品です。

「やりくり上手」商品概要

ご利用
いただける方

о お申込時の年齢が20歳以上かつ完済時の
年齢が80歳以下の個人事業主の方

о安定継続した収入がある方
о 事業所または住居が当行営業エリア内
（東京除く）にある方　など

資金使途 事業資金（運転資金、設備資金、借換資金）
融資金額 10万円以上500万円以内
融資期間 6ヵ月以上10年以内
返済方法 毎月元利均等返済

融資利率 審査結果に応じて、年5.0％、9.0％、
13.5％の3段階（保証料を含む固定金利）

保証会社 株式会社クレディセゾン

・環境配慮型ならびにCSR関連金融商品・サービスラインナップ
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