
中小企業等支援の取組状況について

平成２７年１月３０日

一般社団法人全国信用金庫協会



１．信用金庫の中小企業等への支援実績（１）

－ 信用金庫の中小企業・小規模事業者への主な支援実
績は次のとおり。

1

項 目 平成23年度 平成24年度 平成25年度

創業・新事業支援融資実績
件数 6,055 6,106 7,549

金額 53,953 62,709 85,835

企業育成ファンドの組成・
出資

出資
ファンド数

31 13 24

金額 4,439 1,378 3,078

動産担保融資実績
件数 97 155 444

金額 6,841 5,936 30,443

ビジネスマッチングの成約
件数

件数 7,236 7,121 11,639

単位：件、百万円



１．信用金庫の中小企業等への支援実績（２）
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項 目 平成23年度 平成24年度 平成25年度

金融機関独自の再生計
画策定

先数 17,966 15,054 17,598

金額 1,922,104 1,565,287 1,547,016

中小企業再生支援協議
会の活用による再生計
画策定

先数 208 815 1,503

金額 45,412 178,585 227,178

企業再生ファンドの
組成・出資

出資
ファンド数

41 101 85

金額 535 2,347 6,448

デット・エクイティ・
スワップの実績

件数 2 0 2

金額 174 0 505

デット・デット・
スワップの実績

件数 15 54 37

金額 3,949 7,285 11,899

ＤＩＰファイナンスの
実績

件数 52 70 166

金額 2,122 2,304 4,089

単位：件、百万円



１．信用金庫の中小企業等への支援実績（３）
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期初
債務者数

Ａ

うち経営
改善支援
取組み先

α

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
先数
γ

αのうち
再生計画
を策定し
た先数

θ

経営改善
支援取組
み率

α／Ａ

ランク
アップ率

Β／α

再生計画
策定率

θ／α

正常先 937,423 1,947 1,459 630 0.2 32.4

要注
意先

その他
要注意先

262,851 24,805 1,363 21,017 16,408 9.4 5.5 66.1

要管理先 5,451 1,334 253 861 728 24.5 19.0 54.6

破綻懸念先 55,149 9,116 627 7,586 5,131 16.5 6.9 56.3

実質破綻先 27,241 328 32 258 154 1.2 9.8 47.0

破綻先 8,626 23 1 20 14 0.3 4.3 60.9

小計 359,318 35,606 2,276 29,742 22,435 9.9 6.4 63.0

合計 1,296,741 37,553 2,276 31,201 23,065 2.9 6.1 61.4

単位：先数、％
＜経営改善支援等の取組み実績（平成25年４月～平成26年３月）＞



２．中小企業等への支援の取組み（１）
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項目 内容

タイトル 女性歯科医が創業する全スタッフ女性の歯科診療所開設支援

取組みの背景
➢ 地域に根付いた歯科クリニックが院長の高齢化を理由として閉院し
たが、同歯科クリニックに勤務していた女医が歯科クリニックの開業
を決意し、信用金庫に融資の相談があった。

取組内容

➢ 事業計画の聞き取りを行ったが、資金計画や開業する診療所のコン
セプトが不明確であったため、ミラサポ「専門家派遣事業」を利用し
た専門家派遣を行うことで、事業計画の具体化を支援した。

➢ 共同で事業計画と診療所コンセプトの作成を行った。
➢ 資金計画については、数種類の業績推移パターンを想定して、設備

投資、運転資金および開業後10年間の収支シミュレーションを作成し、
必要投資金額を試算し、助言を行った。

➢ 診療所のコンセプトは『現状では歯科医に罹りづらい「産後間もな
い女性や子供が小さい母親」が負担なく通えるデンタルクリニック』
とし、国の創業補助金が求める「独創的サービス」に該当することか
ら、創業補助金の申請支援を行った。

取組みの成果
➢ 閉院した歯科クリニックの患者および主要スタッフを引き継ぐ形で

の開業が実現し、信用金庫の創業関連融資に結び付いた。

＜事例１＞



２．中小企業等への支援の取組み（２）
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＜事例２＞

項目 内容

タイトル 外部専門家を活用した経営改善支援

取組内容

➢ 経営課題を抱える企業を本部の企業支援担当者が訪問し、課題解決
に向けた具体的な方法を提案するとともに、必要に応じて外部専門家
の協力を得て支援を行った。

➢ 外部専門家の協力を得た中で経営課題の改善に向けた支援を次のと
おり行った。このうちＣ社、Ｅ社については、認定支援機関（地域プ
ラットフォーム）による経営改善策定支援事業（経営改善支援セン
ター補助事業）を活用し、抜本的な経営改善に向けた支援を行った。
Ａ社…品質管理の向上に向けた社内体制の構築方法について支援
Ｂ社…フェイスブックを活用した集客の具体的方法について支援
Ｃ社…事業承継を含めた経営改善計画の策定を支援
Ｄ社…集客アップ策の具体的方法について提案
Ｅ社…新規顧客獲得を含めた経営改善計画の策定を支援
Ｆ社…新規顧客獲得の具体的方法について提案

取組みの成果 ➢ いずれの会社も経営改善した。



２．中小企業等への支援の取組み（３）
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＜事例３＞

項目 内容

タイトル 企業の実態面での支援を目的にしたビジネス支援マッチング大会の開催

取組内容

➢ 各営業店から設置した「マッチング委員」が、販路開拓に積極的な
自店取引先１先と、その相手先として商談が可能と思われる他店取引
先３先を参加企業ガイドブックから事前に選定した。

➢ 全営業店のマッチング委員が一堂に会する「仲人会議」において、
企業情報交換による「お似合いの企業」71組を選定し、マッチング大
会当日（平成25年10月23日）の個別商談会への申込みを勧めたところ、
45組が個別商談会に参加した。

取組みの成果
➢ 大会終了後にフォローアップしたところ、平成26年３月末現在にお

いて、21件41,250千円の受注契約が成立し、商談成約率が大幅に向上
した。



7

－ 信用金庫が各都道府県のよろず支援拠点と連携した
支援事例は、概ね次のとおりである。

○ よろず支援拠点との「業務協力に関する覚書」締
結による業務連携（中小企業等の支援に関する情報
共有、セミナー等の共催、支援が必要とされる中小
企業等の紹介等）

○ 信用金庫の店舗等を利用したよろず支援拠点の出
張相談会の開催

○ よろず支援拠点への人員派遣

２．中小企業等への支援の取組み（４）



３．全国団体の取組み（１）

①全国信用金庫研修所で実施した信用金庫向け研修講座（平成24～26年度）
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研修講座名 内容 開催状況

中小企業の事業承継支
援研修

営業店の法人営業担当者等を対象に、中小企業の
事業承継計画の立案プロセスなどをはじめ、事業
承継支援に必要とされる法務・税務の基礎知識、
さらに事業承継の事例をもとに事業承継アドバイ
スの着眼点について学ぶ。

平成26年度：１回

企業再生支援実践講座

本部企業経営支援担当役席者、営業店融資担当役
席者を対象に「企業再生・企業支援」をメイン
テーマに、企業支援の基本的な進め方や留意点な
どについて理解し、経営改善計画の作成スキルの
習得を図る。

平成24年度：２回
平成25年度：３回
平成26年度：３回

目利き力養成講座

営業店の融資営業担当役席者など、これから「目
利き力」を身に付けたい職員を対象に、信用金庫
職員に求められる「目利き力」のポイント等につ
いて学ぶ。

平成24年度：４回
平成25年度：３回
平成26年度：３回



３．全国団体の取組み（２）
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研修講座名 内容 開催状況

目利き力実践講座

支店長・本部課長およびこれに準ずる者など、一
定の「目利き力」を持つ職員を対象に、その強化
を目的として審査とは異なる観点から取引先企業
の事業力を判断する際のポイントについて学ぶ。

平成24年度：３回
平成25年度：３回
平成26年度：３回

中小企業経営支援コン
サルティング講座

営業店長、業務企画担当役席者を対象に、現在の
中小企業経営を巡る状況、金融監督当局の動向を
踏まえたうえで、取引先企業へのモニタリングを
通じた経営課題の発見、経営改善計画の策定等の
経営改善支援策・コンサルティング機能について
実践的な理解を深める。

平成25年度：１回
平成26年度：１回

取引先企業の海外進出
支援講座

信用金庫の取引先支援部門役席者を対象に、信用
金庫における取引先企業の海外進出支援体制の構
築に資するため、取引先中小企業の海外進出の現
状、メリット・デメリット（リスク）、相談・支
援体制の構築の仕方等について学ぶ。

平成25年度：１回



３．全国団体の取組み（３）
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②信金中央金庫における信用金庫に対する主な支援内容

支援の取組み 主な支援内容

信用金庫取引先の経営改善・
企業再生支援・創業支援

➢ 信用金庫がメインとなっている重点実施業種を中心とした大
口取引先の経営改善・企業再生に関する相談

➢ 信用金庫との共同による企業再生支援の実施
➢ 中小企業再生支援全国本部と連携し、信用金庫による各地の

中小企業再生支援協議会の活用サポートの実施
➢ コンサルティング実務研修の実施
➢ ＡＢＬ導入サポートプログラムの実施
➢ 信用金庫の創業支援をサポートする「創業支援サポート」の実施
➢ 信金キャピタルを介したベンチャーファンドの共同運営を実施

信用金庫取引先の海外進出
支援

➢ バンコク駐在員事務所の設置（平成24年10月）
➢ アジアの現地銀行との業務提携の実施
➢ 信用金庫職員の貿易投資相談、貿易投資相談担当者養成研修

および海外業務支援に係る国内トレーニーとしての受入れ

地域活性化支援
➢ 地域活性化研修・講演の実施
➢ 信用金庫との共同による地域活性化コンサルティングの実施
➢ ビジネスフェア支援の実施


