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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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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企業再生支援機構 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

バリュー開発部
元気企業
サポート室

ＡＳＩＡ
業務グループ

企業サポート室

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
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「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）を設置し、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２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お客さま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
の見極め

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（Ｐ４）
・創業支援、新事業支援（Ｐ６）
・国際化支援（Ｐ６）
・成長分野の支援（Ｐ７）
・経営改善支援、事業再生支援（Ｐ８）
・事業承継、Ｍ＆Ａ（Ｐ９）
※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２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お客さま企業に対するコンサルティング機能の発揮

５

ビジネスマッチング

「＜ナント＞農商工ビジネスフェア２０１１」

「農」（食品、農林水産業関連）「商」（健康・環境関連、生活関連、IT）「工」（電
気、機械、化学関連）の連携を図り、分野を超えたビジネスマッチングの機会を提供す
ることを目的に開催

開 催 日：2３年1２月７日（水）
会 場：マイドームおおさか
出 展：２０６社／団体
来 場 者：約３,５00人
商談状況 ：商談件数 ５８９件

商談成約 ５２件
（2４年3月末現在）

主婦やＯＬなどの女性モニターが出展企業の商品を試用・試食して消費者の観点から
出展者に改善点や意見を伝え、新商品の開発や既存商品の改善につなげるフェアを
初開催

開 催 日：2３年1０月２６日（水）
出展企業 ：１５社
モニター ：約２00人
共 催 ：大阪産業創造館

（大阪市の中小企業支援の拠点）

＜ナント＞農商工ビジネスフェア

＜ナント＞消費者モニターフェア

外部機関との連携によるビジネスマッチング

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・・・(財)関西文化学術都市推進機構、奈良県中小企業支援センター他

「＜ナント＞消費者モニターフェア」



平成２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お客さま企業に対するコンサルティング機能の発揮

国際化支援

主な取組み

◆海外ビジネスサポート、外為取引推進支援

◆外為取引推進の支援強化
⇒外為取引支援件数 ２３年度１８０件

（前年度比１０４％増）

⇒外為取引新規・復活先 ２３年度 １２５先

◆お取引先のグローバル化への対応
ｏ国内外でのセミナー開催 ２３年度 国内６、海外３、計９回

ｏ中国でのビジネス商談会、交流会開催 等

◆海外ビジネスサポートにかかる業務提携先の拡充
ｏ東京海上日動火災保険㈱と業務提携。海外ビジネスにかかるリスクへのコンサル

ティングの提供、セミナーの共同開催、海外ビジネス情報の提供等を行い、
お客さま企業の国際化を総合的にサポート。

ｏ中国上海市および広東省深圳市にて「海外リスクマネジメントセミナー in 中国」
を地方銀行で初めて開催。

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

◆上場を目指す企業への支援強化として「元気企業２号投資事業有限責任組合」
に対して出資案件を紹介
⇒２３年度実績 １件、１０百万円

６

海外ビジネス/外為推進サポート件数

23年度実績
国内 334件

(うち外為) (180件)
香港 115件
上海 208件
合計 657件

（前年度比39％増）

海外業務の提携機関

業種 提携機関 カバー地域

中国工商銀行 中国

中国銀行 中国

海外銀行 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ銀行 ベトナム

バンコック銀行 タイ

スタンダードチャータード銀行 インドネシア他

三菱UFJリース㈱ 中国、タイ、ベトナム、

ﾘｰｽ会社 東京センチュリーリース㈱ インドネシア、

三井住友ファイナンス＆リース㈱ バングラデシュ他

保険会社 東京海上日動火災保険㈱ 全世界
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主な取組み

平成２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

◆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に

「＜ナント＞“成長応援” ファンド」の取扱い

１．お客さま企業に対するコンサルティング機能の発揮

主な取組み

◆高齢化が進むなか、成長牽引産業である医療介護関連事業を支援

◆医療・介護事業者向けに提携事業者による各種サービスの提供を開始
（サービス提供企業） （サービスの内容）
・㈱日本経営、総合メディカル㈱ 各種コンサルティングサービス
・日本ＧＥ㈱ 中古医療機器買取
・エム・キャスト㈱ 中古医療機器買取、販売

◆医療・介護事業者向けセミナーの開催
２３年９月開催分：８４名参加、２４年２月開催分：８７名参加

成長分野の支援

医療・介護関連事業

成長分野への新商品

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や国の支援制度拡充に対応して、
提携事業者（※）を通じて、省エネ・環境配慮型設備の導入を提案
※大和エネルギー㈱、アズビル㈱、三菱ＵＦＪリース㈱

医療介護分野の取扱実績

23年度実績
医療・介護事業者向けサポート件数 146件

融資取組 24件、15,993百万円

「＜ナント＞成長応援ファンド」取扱実績

23年度実績（カッコ内は累計(※)）

件数 206件（643件）
金額 12,919百万円（47,295百万円）

※平成22年8月より取扱開始
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経営改善支援、事業再生支援

◆中小企業金融円滑化法の最終延長に伴い、出口戦略を含めより一層のコンサルティング
機能の発揮が求められることから、これまで以上にお取引先の経営改善支援に積極的に
取組む

主な取組み

◆事業再生支援のため、外部機関の機能も効果的に活用

◆経営改善支援の取組み強化
ｏ営業店担当者のコンサルティング能力のレベルアップ
ｏ「経営改善支援取組み先」の拡充
ｏ「経営改善計画モニタリング」を厳正に実施

平成２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

１．お客さま企業に対するコンサルティング機能の発揮

経 営 改 善 支 援 等 の 取 組 み 実 績
【２３年４月～２４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 14,911 16 6 9 0.1% 56.3%

うちその他要注意先　② 2,672 127 7 101 114 4.8% 5.5% 89.8%

うち要管理先　③ 155 9 3 3 2 5.8% 33.3% 22.2%

破綻懸念先　④ 796 31 4 26 8 3.9% 12.9% 25.8%

実質破綻先　⑤ 105 1 0 0 0 1.0% 0.0% 0.0%

破綻先　⑥ 96 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

小　計（②～⑥の計） 3,824 168 14 130 124 4.4% 8.3% 73.8%

合　計 18,735 184 14 136 133 1.0% 7.6% 72.3%

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

債務者区分

外部機関活用実績

23年度実績（カッコ内は累計(※)）

中小企業再生支援協議会 7件（81件）
整理回収機構 1件（5件）

合　計 8件(86件)
※平成15年より開始
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平成２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

事業承継、Ｍ＆Ａ

◆自社株評価等による事業承継サポートのほか、企業買収・売却にあたっての
戦略策定、交渉、各種契約書作成等のアドバイスを実施

主な取組み

１．お客さま企業に対するコンサルティング機能の発揮

経営改善支援、事業再生支援

◆金融円滑化法への取組状況

◆条件変更先の実情に応じたコンサルティング機能を発揮する態勢を構築し、
条件変更先の経営改善を図る

⇒規模、債務状況等、個々の実情に応じたコンサルティング内容を明確にし、
コンサルティング機能を発揮

⇒審査部企業サポート室内にフォローアップ担当者（２名）を増員し、
取引先の経営改善に積極的に取組む

主な取組み

事業承継、Ｍ＆Ａ取扱実績

23年度実績
事業承継サポート・提案等先数 122先

融資取組 17件、1,932百万円

預金取組 7件、209百万円

M&A成約 3件
M&A案件受付 45件（買い35件、売り10件）

＜中小企業者＞ ＜住宅資金借入者＞
24年3月末累計 24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 6,112 12,495 100.0% 345,238  申込み 834 898 100.0% 15,982
 うち実行 5,469 11,101 88.8% 305,869  うち実行 554 596 66.3% 10,371

 うち謝絶 198 479 3.8% 18,283  うち謝絶 77 83 9.2% 1,645
 うち審査中 271 625 5.0% 14,834  うち審査中 27 28 3.1% 457
 うち取下げ 174 290 2.3% 6,251  うち取下げ 176 191 21.2% 3,508



１ ０

観光支援

◆ ｢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」による寺院の拝観ガイド
同グループの活動に対し、２４年３月に壷阪寺から
感謝状拝受

主な取組み

２．地域の面的再生への積極的な参画

平成２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

ナント・なら応援団

災害復興支援

主な取組み

◆ 23年9月に紀伊半島に被害をもたらした台風12号で被害を受けられた皆さまへの対応
⇒ｏ災害支援の融資商品の取扱い 取扱実績:1０５先、３３億円(24年3月末時点)

ｏ相談窓口の設置
ｏ義援金等の寄贈 当行より７００万円、グループ役職員より８３８万円

人材の育成

主な取組み

◆行員のコンサルティング機能の発揮や目利き能力向上に向けて、研修や勉強会を実施

研修、勉強会開催実績

23年度実績

法人ソリューション営業研修 3回
外為取引推進勉強会 8回
融資業務関連研修 6回
審査部トレーニー 4回
金融円滑化研修 1回
新フォローアップ態勢に関する研修 14回
渉外研修 9回

１．お客さま企業に対するコンサルティング機能の発揮



１ １

主な取組み

２．地域の面的再生への積極的な参画

平成２３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

◆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

（昨年に続き、募集期間終了を待たずに募集

総額３００億円に達し、０.０１％に当たる

３００万円を吉野町の桜募金に寄贈）

ｏ環境に配慮した店舗作り（屋上緑化、県産材活用等）

◆地域における金融経済教育の普及

⇒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

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奈良県と連携した「『暮らしの道具』デザインコンペ」

の実施と入賞作品の商品化推進

ｏデザインコンペの入賞作品やおもちゃなど直接

消費者に届く木材商品の開発と生産・販売における

マッチングを支援

ｏ吉野材を使用した粗品の配付などを通じ、吉野材の

ファン層の拡大と新たな需要の開拓を目指す

⇒「木づかい運動」の積極的な普及啓発に対して

農林水産大臣より感謝状を受章（銀行初）

主な取組み

吉野材を使った粗品
（左） 木の封筒
（右） ブックマーク（しおり）

エコノミクス甲子園



主な取組み

１ ２

３．地域やお客さまに対する積極的な情報発信

◆地区懇談会の開催

⇒中小企業者等のお客さまに対して、当行の地域密着型金融への

取組姿勢を頭取自らが説明するとともに、地域の課題やニーズ

についてお客さまと直接対話し関係強化を図る「地区懇談会」

を開催（２３年１月から７月まで１５か所で開催、１,０００名を

超えるお取引先が参加）

◆経営説明会の開催

⇒頭取自らが当行の決算状況と合わせて、経営戦略として地域密着型金融への

取組みを説明（２４年２月開催、１,２００名のお客さまが参加）

◆ホームページ、ディスクロージャー誌での公表 （http://www.nantobank.co.jp/）

（ホームページ掲載分）

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＞農商工ビジネスフェア（「法人のお客さま」に掲載）

（http://www.business-nanto.com/）

⇒毎年開催している「＜ナント＞農商工ビジネスフェア」を拡充する

通年公開型ビジネス展示会サイト

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

（ディスクロージャ誌（２３年３月期）掲載分）

ｏ地域の発展に向けた取組み ６Ｐ

ｏ地域社会への貢献 ７Ｐ

平成２３年度「地域密着型金融」の具体的な取組み

◆営業店のモチベーション向上に向けた行内への発信

ｏ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（※）」を実施

（※「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）

ｏ２３年１０月開催の支店長会において、メインテーマを「地域密着型金融の推進」

として、更なる地域密着型金融の推進を確認。取引先経営者による講演会、

支店長による事例発表を実施

地区懇談会

１３ページにわたり掲載


