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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。



地域密着型金融の推進について

当行では、平成20年４月からスタートの中期経営計画「モア･バリュー“ＮＡＮＴＯ”」

（期間３年間）において、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として、基本方針の１つに、取引先企業への資金供給・

経営改善支援や、公民連携への参画等を通じた地域密着型金融の推進を掲げ、積極的な展開

を図ってまいりました。

具体的には、中期経営計画の諸施策に、「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」、「中小企業に適した資金供給手法の推進・徹底」、「地域の面的再生への取組

み」、「ＣＳＲの推進」に関する諸施策を織り込み、地域・お客さまといったステークホル

ダーとの揺るぎない信頼関係を築き、地域とともに発展することをめざしております。

平成２１年度（2１年4月～2２年3月）につきましては、｢中期経営計画｣に基づく地域密

着型金融の諸施策を実行してきた結果、取引先企業への創業・新事業支援や経営改善支援等

で、着実に成果をあげることができました。特にＣＳＲの推進においては、林業等の地域産

業活性化および地球環境の保全をめざすプロジェクト（「Yoshino Heartプロジェクト」）

を支援し、優れた取組みとして近畿財務局より顕彰を受賞しました。

今後につきましても、地域金融機関として金融仲介機能を十分に発揮し、中小企業金融円

滑化法に沿った中小企業への円滑な資金供給や企業の事業再生に取組むことで地域経済の活

性化に貢献できるよう、全役職員が一丸となって取組みを強化してまいります。

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
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（2１年4月～2２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日本政策金融公庫

ｏ商工組合中央金庫 等

南都銀行

（産学官連携）

（外部機関等との連携強化）

２

創業・新事業支援、経営改善支援

平成２１年度「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の一層の強化

□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

□新たな提携先の開拓によるビジネスマッチングの強化
・「ものづくりＢ２Ｂセンター」(大阪府主催)への参画
・「全銀ｅ- ビジネスマーケット」に参加

□産学官・地域等の連携強化
・奈良県との「産業振興に関する包括提携協定」に

基づく提携強化
・「産学連携セミナー」の開催（計８回）

□＜ナント＞農商工ビジネスフェアの開催（２１年１２月）

□上海ビジネス商談会の開催（２１年１２月）

□「地域カ連携拠点事業」(８拠点)へのパートナー機関
としての参画

□業務提携先への顧客紹介の推進強化
・売上債権保証サービス ・確定拠出年金
・ＩＳＯ認証取得支援 ・セキュリティーサービス
・中堅企業格付け取得

□創業・新事業支援
…ベンチャー支援ファンドの推進
…上場を目指す企業への支援強化

□企業のライフサイクルに応じたコンサルティングの強化
… 自社株評価等による事業承継のアドバイス・提案

事業承継案件受付４１件

□海外ビジネス支援
・海外関連情報提供、アドバイス １４８件
・駐在員事務所による現地での支援 ２２９件



平成２１年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

現地ビジネスマッチングへの取組強化について

｢ものづくり商談会＠上海（2009 WINTER）｣
（地銀８行、地方自治体2団体共催）の開催状況

開 催 日 ：2１年12月1０日（木）
中国上海市にて開催

出 展 ：当行取引先1４社（全体で1３９社）
来 場 者 ：約1,５00社/2,４00人
商談件数：約３,５００件

３

「＜ナント＞農商工ビジネスフェア２００９」の開催状況

開 催 日：2１年1２月８日（火）
会 場：マイドームおおさか
出 展：２２２団体
来 場 者：約２,７00人
商談状況 ：商談件数 ６,７６５件

商談中 １０５件、成約 ７９件
（4ｶ月経過後）

WEB版「農商工ビジネスフェアサイト」の運営：
出展企業ページのアクセス （年間）91,０９０件

１．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

昨年まで個別に開催していた「元気企業ビジネスフェアNANTO」と「＜ナント＞
食の商談会」を融合させ、「農」（食品、農林水産業関連）「商」（健康・環境関連、
生活関連）「工」（電気、機械、化学関連）の企業が出展し、農商工の連携を図るとと
もに、新たなビジネスマッチングの機会の提供を目的に開催。



４

経営改善支援、事業再生支援

◆審査部企業サポート室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１２７先（要注意先～破綻懸念先）に対し､

ランクアップ先数２７先、経営改善計画策定先数１０６先

主な取組み

◆ＤＤＳ、ＤＥＳによる再生手法の有効活用

⇒ＤＤＳ（デッド・デッド・スワップ）実行２件

ＤＥＳ（デッド・エクイティ・スワップ）実行１件

平成２１年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

経営改善支援の取組み実績（2１年4月～2２年3月）

１．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

◆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。

⇒ ｏ２１年度中の再生計画策定先数 ８３先

ｏ中小企業再生支援協議会の活用 新規１０件（累計５９件）

（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 16,837 30 9 20 0.2% 66.7%

うちその他要注意先② 2,192 89 8 71 76 4.1% 9.0% 85.4%

うち要管理先　③ 219 15 10 4 10 6.8% 66.7% 66.7%

破綻懸念先　④ 655 23 9 8 20 3.5% 39.1% 87.0%

実質破綻先　⑤ 139 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

破綻先　⑥ 136 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

小　計（②～⑥の計） 3,341 127 27 83 106 3.8% 21.3% 83.5%

合　計 20,178 157 27 92 126 0.8% 17.2% 80.3%

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



５

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

◆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 ３０件 ８５４百万円

ｏ｢事業者向け動産活用ローン｣の取扱 １件

ｏ新格付モデルの運用開始

ｏＡＢＬ（動産担保融資）の総合支援会社２社と業務委託契約を締結

主な取組み

中小企業に適した資金供給手法の徹底

◆市場型間接金融スキームの活用
⇒ シンジケートローンの活用推進

◆「環境取組企業向け私募債（グリーン私募債）」の取扱開始
⇒ ４先 ５５０百万円

主な取組み

平成２１年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

◆ノン・リコースローンの活用

⇒ ノン・リコースローンの実績 ３件１,１５２百万円（※）

（※）ＰＦＩ事業に関する融資実行分

２．中小企業に適した資金供給手法の推進・徹底



地域の面的再生への取組み

３．地域の面的再生への取組み

主な取組み

CSR（企業の社会的責任）の推進

主な取組み

６

平成２１年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

４．ＣＳＲの推進

◆ ｢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を推進。

⇒ｏ観光サイト｢ええ古都なら｣の発信情報の充実（年間アクセス件数約１６万件）

ｏ東京「奈良まほろば館」にて産官学連携講座を開催（５回）

ｏ地域振興を目的とした行政・観光関連団体との連携によるバスツアーを実施

ｏ観光産業向け県制度融資の推進

ｏ海外での奈良県観光広報のサポート

◆平城遷都１３００年記念事業への協力

⇒ｏ「平城遷都1300年祭」を盛り上げるため、平城遷都1300年

記念定期《愛称》「なんとdeせんと」を取扱開始

（２２年４月末で募集総額1300億円に対し1000億円突破）

ｏ「秘宝・秘仏特別開帳事業」に当行ＯＢで構成する

「ナント・なら応援団」を派遣

ｏテレビＣＭ（天気予報）により１３００年祭の認知度向上に協力

◆ 地域における金融経済教育の普及

⇒ｏ夏休み親子マネー教室の開催

ｏ「全国高校生金融経済クイズ選手権大会」（エコノミクス甲子園）奈良大会開催



地域の面的再生への取組みCSR（企業の社会的責任）の推進

◆｢CSR(企業の社会的責任)｣の一環として、奈良県吉野地区の森林の保全と林業等の

地域産業活性化をめざす｢Yoshino Heart(吉野ハート)プロジェクト｣を応援･支援。

｢Yoshino Heart(吉野ハート)プロジェクト｣の応援･支援

平成２１年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

７

◆吉野産の杉やヒノキ等の木材を利用した木製品に冠する｢Yoshino Heart｣という

ブランドの普及を通じて、間伐材を含む吉野産材の利用を促進することにより、

①森林の整備とCO2吸収量の増大による地球環境保全、

②吉野の林業関連産業の活性化、

等をめざす活動で、プロジェクトによる収益の一部は植樹や間伐等の

森林整備に役立てられます。

４．ＣＳＲの推進

21年12月16日、近畿財務局主催の

「地域密着型金融に関するシンポジ
ウム」にて優れた取組みとして顕彰
を受賞

⇒金融庁ホームページに掲載

◆「Yoshino Heartプロジェクト」の応援・支援策を継続実施

ｏ「NPO法人 Yoshino Heart」の設立

ｏ「Yoshino Heartプロジェクト説明会」開催

ｏディスクロージャー誌等に「吉野３.９ペーパー」を使用

ｏ「ナチュラルローソン」で吉野産ヒノキ製の「広告入り割り箸（アド箸）」を提供

ｏ勧誘物品に「割り箸」を継続使用
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