
ソリューション営業の展開

地域の皆さまとともに  ～法人のお客さまへ～
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 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。

【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。

〈ナント〉活力創造サポート資金

【法人向けコンサルティング】

　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。

　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適切に評価することにより、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

【環境関連ソリューション】
　環境への配慮や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。

　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。

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。

創業・新事業展開

経営改善

海外ビジネス展開成長段階における
更なる飛躍

◆ 創業支援、新事業展開支援
◆ ビジネスマッチング
◆ 国際化支援
◆ 経営改善支援、事業再生支援

◆ 成長分野の支援
◆ 事業承継サポート、
　 M&Aアドバイザリー

【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、適宜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。

　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、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。

事業再生
業種転換 事業承継

【事業化支援】
　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「〈ナント〉サクセスロード」※を実施しています。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贈呈するとともに、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。

ライフステージ等 ソリューション（例）

　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。

　地域産業の市場分析や当行の事業性評価ノウハウを活用して、お取引先の事業の活性化への助言や支援を行います。また、経営
改善計画策定支援についても、中小企業再生支援協議会や公的金融機関等との連携により強力にサポートしてまいります。

【事業活性化支援】

　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。

　お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、お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」のメリット

　「〈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。

「ナントでんさいサービス」を利用するには
《「でんさい」とは？》

※P.7「トピックス・お知らせ」をご参照ください。
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「〈ナント〉ものづくり元気企業マッチングフェア専用サイト」 URL: http://www.nantobank.jp

　平成29年3月、ＪＲ東京駅に隣接する大和コンファ
レンスホールにおいて、「ナント『食』と『モノ』の
商談会 in 東京2017」を開催しました。地域色豊か
で特色ある食材や生活用品を取り扱う当行お取引先
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。

　平成28年12月、グランフロント大阪にて「〈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。「ものづくり企業」71社を含む102社・団体が
出展され、自社製品・技術をＰＲし、活発な商談が多数
行われました。
　メイン会場には、奈良県の特産品である漢方や木材
をＰＲ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、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。
　出展企業の情報等は以下のサイトにてご覧いただけます。

　平成29年3月、「日本経営エスディサポート（日本経営グル
ープ）」より専門講師を招聘し、「〈ナント〉医療セミナー」を
開催しました。セミナーでは28年度診療報酬改定の影響と、
奈良県地域医療構想を踏まえた今後の経営戦略をテーマに
講演いただき、県内の病院経営者
層の方々が多数ご参加されました。
当行は今後も引き続き、医療機関・
介護事業者の皆さまにとって有益
な情報提供を行ってまいります。

　国内・海外からの宿泊観光客を奈良県内に誘致するための
仕組みづくりを目的に、自治体の観光関連部署や観光関連
事業者の方々を対象に「観光力創造塾」を開催しています。
　第7回は、「『観光立県』奈良をめざして」をテーマに、平成
29年1月、東大寺総合文化センターにおいて実施しました。
第Ⅰ部では、教育改革実践家で東京都初の民間人校長を
務められた奈良市立一条高等学校校長の藤原和博氏に
講演いただき、第Ⅱ部では、藤原氏を含む有識者5名の方々に
県内で注目する地域と宿泊観光客数増加策等について討論いただきました。
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