
機能強化計画の進捗状況（要約）　［地域銀行版］ （別紙様式３）

1．１５年４月から１7年3月の全体的な進捗状況及びそれに対する評価
・ 創業のこころ‘親切で新しい’の初心を忘れず、地域との共生を目的として、地域社会の活性化に貢献できるよう経営の諸施策に取組んでまいりました。
・ ①＜池銀＞“地域起こし”応援制度の創設 ②外部ネットワークの構築、ビジネスマッチング活動への取組み ③本部機構の組織改正等を行いました。
・ “ニュービジネス”助成金、コンソーシアム研究開発助成金、、ニュービジネス関連企業への投融資活動、ビジネスマッチング活動等において所期の成果が収められた。

２．16年９月から17年３月までの進捗状況及びそれに対する評価
「リレーションシップバンキング機能強化計画」に沿った諸施策を実施・推進することにより、地域経済の活性化への貢献を目指すとともに、健全性の確保、収益性の向上等に努めてまいりました。
　・ビジネスマッチング活動
　　　取引先企業に対し、新たなビジネスパートナーとの出会いの機会を提供する場として、第５回「TＯＹＲＯビジネスマッチングフェア」を開催、“ビジネスマッチング活動”を通じた“仕事の発掘”に努めました。
　・地域起こし応援制度の推進
　　　＜池銀＞ニュービジネス助成金、＜池銀＞ニュービジネスローン等の取組みを通じて、地域内の創業･新事業を展開する企業に対する応援活動を実施してまいりました。
　・企業再生支援への取組み
　　　企業コンサルティンググループによる経営指導を取引先中小企業に対して取り組んだ結果、それら取引先中小企業の経営改善につながる具体的成果が得られました。

３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　

１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化

平成15年５月 ＣＳ営業部ニュー
ビジネスサポート室を設置。
融資部、営業店と共同でニュー
ビジネス関連の案件に積極的に
対応。

・ＣＳ営業部ニュービジネスサ
　ポート室を設置。
・ニュービジネスサポート室の
　担当者を外部の｢目利き研修｣
　に派遣し、案件取上げ等の対
　応力を強化。

ニュービジネスサポート室のメン
バーを継続的に外部の研修に派遣
するとともに、実践を通じて対応
力を強化。

・将来性のある事業等に対し、
　積極的に投融資が行なえるよ
　う､新しい組織を創設し､目利
　きのできる人材を養成。
・地域内で創業・新事業を展開
　する企業に対する融資が積極
　的に行なえる体制を整備。
・産業クラスター計画補助金つ
　なぎ融資６件51百万円を含む
　無担保融資を24件570百万円
　実行。
・池銀キャピタルが助成金応募
　先８件125百万円を含む26件
　501百万円の投資を実行。

・企業の有する技術・ノウハウ
　や事業の将来性に関して目利
　きのできる人材の養成を図る
　べく、ＣＳ営業部の担当者を
　全国地方銀行協会主催の「目
　利き」研修に派遣。
・産業クラスター計画補助金つ
　なぎ融資３件23百万円を含む
　無担保融資を９件243百万円実
　行。
・池銀キャピタルが助成金応募
　先４件65百万円を含む11件257
　百万円の投資を実行。

　
ニュービジネスサポート室の
人員を増員。計画的な研修の
実施と実践での経験により目
利き能力の向上を図り、融資
審査態勢を強化。

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材
の育成を目的とした研修の実施

・行内研修制度に目利き研修を組
　入れ、計画的に人材を育成。
・①全国地方銀行協会が主催する
　「目利き研修」に担当者を派
　遣。
・②「審査能力強化研修」を実
　施。

・全国地方銀行協会主催の
　「目利き研修」に担当者を
　２～３名派遣。
・「審査能力強化研修」を継
　続実施。下期に20名程度に
　対して研修を実施。

・全国地方銀行協会主催の
　「目利き研修」に担当者を
　２～３名派遣。
・「審査能力強化研修」を継
　続実施。上期・下期に各々
　20名、合計40名程度に対し
  て研修を実施。

・①に８名を派遣。
・主に営業店法人渉外担当者74
　名を対象に②の研修を実施。
・民間団体主催「企業調査セミナ
　ー」（中小公庫より紹介）に２
　名派遣。
・全国地方銀行協会の実施する
  通信講座｢創業・新事業支援
　（目利き）コース｣を70名受
　講。

・①に２名を派遣。
・営業店法人渉外担当者19名
　を対象に②の研修を実施。
・全国地方銀行協会の実施する
　通信講座｢創業・新事業支援
　（目利き）コース｣を６名受
  講。

行内研修制度である「審査能力
強化研修」の実施や外部の「目
利き研修」を活用し、計画的に
人材を育成。

備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み
スケジュール 進捗状況

1／7 （株式会社池田銀行）



１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策
投資銀行との連携。「産業クラスターサポート会議」へ
の参画

・<池銀>ニュービジネス助成金
　制度を継続実施。
・産学官ネットワークの活用に
　より｢＜池銀＞地域起こし応
　援・融資制度｣を推進。
・産業クラスターサポート金融
　会議への参加。
・企業と大学等の共同研究をサ
　ポートする<池銀>コンソーシ
　アム研究開発助成金制度を創
　設。

・<池銀>ニュービジネス助成金
　制度を上期下期に分けて２回
　実施。
・｢＜池銀＞地域起こし応援･融資
　制度｣の推進にあたり産学官
　ネットワークを積極的に活用。

15年度と同様の取組みに加え、
<池銀>コンソーシアム研究開発
助成金制度を創設・募集。

・地域起こしを目的とした当行独
　自の助成事業｢<池銀>ニュービ
　ジネス助成金｣を平成15年度、
　16年度ともに上期・下期２回の
　公募を実施、４回合計で304プ
　ランの応募をいただき、17年上
　期に支給予定の600万円を含め
　合計で2,450万円の助成金交付
　を決定致しました。
・地域内企業と大学や公設研究
　所等との共同研究等をサポート
　する「＜池銀＞コンソーシアム
　研究開発助成金」を実施。応
　募64プランの中から18プランを
　助成金交付プランとして採択
　し、3,025万円の助成金を交付
　予定。
・助成金の応募先を中心に24件
　570百万円の無担保融資を含む
　合計41件861百万円の融資を実
　行。
・池銀キャピタルが助成金応募先
　８件125百万円を含む26件501百
　万円の投資を実施。
・大学発ベンチャービジネスの
　育成支援を目的とするベンチ
　ャーファンド｢阪大イノベー
　ションファンド｣｢投資育成近
　畿産学連携ファンド｣それぞれ
　に１億円ずつ出資｡
・関西学院大学と連携協定を締
　結。
・「産業クラスターサポート金融
　会議」に参加。

・地域起こしを目的とした当行
　独自の助成事業｢<池銀>ニュー
　ビジネス助成金｣を実施。
　16年度上期は84プランの応募
　の中から10プランを選定し、
　600万円を交付。下期は62プラ
　ンの応募から10プランを選定
　し、600万円を交付予定。
・助成金応募先を中心に、９件
　243百万円の無担保融資を含
　め合計15件322百万円の融資
　を実行。
・池銀キャピタルが助成金応募
　先４件65百万円を含む11件257
　百万円の投資を実行。
・<池銀>コンソーシアム研究開発
　助成金制度を実施。64プランの
　応募の中から18プランを採択
　し、3,025万円の助成金を交
　付予定。
・関西学院学と連携協定を締
　結。
・「産業クラスターサポート金融
　会議」に参加。

大阪大学、神戸大学、産業技術
総合研究所、中小企業・ベン
チャー総合支援センター、大阪中
小企業投資育成株式会社等で構成
する当行独自の産学官ネットワー
ク組織である「ニュービジネス目
利き委員会」「コンソーシアム評
価委員会」を活用し、助成事業等
の地域起こし応援制度を推進。

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀
行、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情
報共有、協調投融資等連携強化

日本政策投資銀行等政府系金融機
関との連携を通じて、ベンチャー
企業向け業務の機能を向上。

日本政策投資銀行との連携の他、
中小企業金融公庫、商工組合中央
金庫との連携も検討。

15年度と同様の取組み。 ・研修会の実施、｢業務協力協定｣
　の締結等を通じて、日本政策投
　資銀行との連携体制を強化。
・平成16年３月に本邦初となる
　新株予約権付協調融資を実施。
・「日本政策投資銀行と地域金融
　機関との連携」説明会に参加。
・平成16年８月、日本政策投資銀
　行と協力関係にある財団法人日
　本経済研究所と業務委託契約を
　締結。自治体に対して地域にお
　ける都市開発、都市再生に関す
　る情報提供および提案を実施。
・平成16年11月に池銀キャピタル
　が日本政策投資銀行と協調で
　転換社債型新株予約権付社債
　の引受を実施。

・平成16年８月、日本政策投資銀
　行と協力関係にある財団法人
　日本経済研究所と業務委託契約
　を締結。自治体に対して地域に
　おける都市開発、都市再生に関
　する情報提供および提案を実
　施。
・平成16年11月に池銀キャピタル
　が日本政策投資銀行と協調で
　転換社債型新株予約権付社債
　の引受を実施。

項　　　　　目 具体的な取組み
スケジュール 進捗状況

備　　　考　

2／7 （株式会社池田銀行）



１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（５）中小企業支援センターの活用

・当行及び関連会社自然総研に
　おける経営相談業務の一部と
　して、各中小企業支援センター
を
　活用。
・中小企業支援センターの機能を
取
　引先中小企業に対して紹介。

必要に応じて中小企業支援
センターの機能を活用。

15年度と同様の取組み。 ・各中小企業支援センターとの
　関係強化を目的として行内研
　修会を開催。
・自然総研が発行する会員向け
　月刊誌「TOYRO BUSINESS」等
　を通じて、中小企業支援セン
　ターの機能を取引先等に紹介。
・金融機関の紹介案件としては
　近畿で初めてとなる中小企業
　ベンチャー総合支援センター
　の専門家継続派遣事業の活用
　等、中小企業支援センターの
　機能を積極的に推進。
・大阪産業振興機構及びひょう
　ご中小企業活性化センターが
　発行する情報誌等を営業店へ
　配布、中小企業支援センター
　の活用を推進。

・第５回ビジネスマッチングフェ
　アへの相談協力機関として、中
　小企業･ベンチャー総合支援セ
　ンター、大阪産業振興機構の参
　加協力を得た。
・16年度下期新設した「＜池銀＞
　コンソーシアム研究開発助成
　金」制度について、中小企業･
　ベンチャー総合支援センター
　から評価委員を選出いただい
　た。

当行が連携する各中小企業支援セ
ンターは、中小企業･ベンチャー
総合支援センター、大阪産業振興
機構、ひょうご中小企業活性化セ
ンター。

備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み
スケジュール 進捗状況

3／7 （株式会社池田銀行）



１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する
仕組みの整備

・マッチング委員会の運営等に
　よる取引先企業に対する事業
　支援。
・ビジネスマッチングフェアの
　開催による取引先企業に対す
　る商談機会の提供。
・全国地方銀行協会が提供する
　マッチングシステムへの参加｡

・ビジネスマッチングを中心と
　した支援業務の充実を図るべ
　く、ビジネスマッチングサポ
　ート室を、取引先中小企業の
　Ｍ＆Ａニーズに積極的に対応
　すべくＭ＆Ａサポート室を、
　それぞれ平成15年５月に新設。
・Ｍ＆Ａへの対応､ビジネスマッ
　チングフェアの開催等を含め
　経営相談･支援業務に取組む。

15年度と同様の取組み。 ・支店長､営業担当者が地域ブロ
　ック毎に開催するマッチング
　委員会を計画期間中に79回
　開催。
　登録されたビジネスマッチン
　グ情報は956件、マッチング
　件数は636件。
・取引先企業に商談の機会を提
　供する場として第５回目とな
　るビジネスマッチングフェア
　を開催｡出展企業103社､大学
　14校、公的機関７機関が参加、
　来場者8,500人｡
・取引先企業に商談、交流の場を
　提供するビジネス交流会を平成
　16年４月に開催、交流件数
　1,285件。
・日本経済新聞社等が主催する
　「ベンチャーＫＡＮＳＡＩ」へ
  2年連続協賛、2004年度はプロ
　グラムの一つである「＜池銀＞
　エンカレッジフォーラム」を
　単独で企画・運営。
・双方取引先企業の事業拡大と
　地域経済の活性化を目指し、
　三菱商事株式会社と業務協力
　協定に関する覚書を締結。
・全国地方銀行協会が提供する
　マッチングシステム「地方銀
　行情報ネットワーク」に参加｡
・情報収集力の強化を目的に
　外部のM&A専門会社と提携。

・マッチング委員会を22回開催｡
　登録されたビジネスマッチン
　グ情報は450件、マッチング
　件数は233件。
・第5回ビジネスマッチングフェ
　アを開催。出店企業103社、
　大学14校、公的機関７機関
　が参加。来場者数8，500人。
・日本経済新聞社等が主催する
　「ベンチャー2004ＫＡＮＳＡ
　Ｉ」へ協賛、プログラムの一つ
　である「＜池銀＞エンカレッジ
　フォーラム」を単独で企画・
　運営。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新
規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の
実施

・全国地方銀行協会が主催する
　経営支援研修に担当者を派遣。
・経営アドバイザー研修を継続
　実施。

・全国地方銀行協会が主催する
　経営支援研修に担当者を２～
　３名派遣。
・経営アドバイザー研修を継続
　実施。

15年度と同様の取組み。 ・全国地方銀行協会が主催する経
　営支援関連の研修に本部担当者
　及び営業店担当者を10名派遣。
・営業店法人渉外担当者33名を対
　象に経営アドバイザ－研修を実
　施。
・全国地方銀行協会の実施する通
　信講座｢経営支援スキルアップコ
　ース｣を75名受講。

・全国地方銀行協会が主催する経営
　支援研修に本部担当者を２名、営
　業店担当者を１名派遣。
・全国地方銀行協会の実施する通信
　講座｢経営支援スキルアップコース｣
　を６名受講。

行内外の研修を通じて本部担当者
及び営業店法人渉外担当者の中小
企業支援スキルを向上。

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等
への協力

・関連会社自然総研が、各種研修･
　講演会､通信講座､ビデオ貸出等
　のサービスを取引先中小企業向
　けに実施。
・若手経営者を対象とした企業経
　営に関する研修プログラムの立
　上げを検討。

各種研修プログラムの内容を
策定の上、研修を実施。

15年度と同様の取組み。 各種研修講演会通信講座、ビデオ貸
し出し等の研修プログラムを自然総
研が取引先中小企業に対して実施。

平成17年３月、経済産業省主催「地
域における財務管理プロフェッショナ
ル・スキルアップフォーラム」に出席。

項　　　　　目 具体的な取組み
スケジュール 進捗状況

備　　　考　

（別紙様式３－２、３－３、３－４及び３－５参照）

4／7 （株式会社池田銀行）



１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

3.早期事業再生に向けた積極的取組み

（１）中小企業の過剰債務構造の解消・再生の取組
み。「早期事業再生ガイドライン」の趣旨を踏まえた事
業再生への早期着手

平成15年５月専担部署を「企業コン
サルティンググループ」に改称。企業
再生・成長を支援する機能を一層強
化。経営支援先の「迅速再生」を図
る。

経営支援先の事業再生取組・進捗管
理。

より一層の取組強化により、企業再
生を実施。

・経営改善支援先への人材派遣
　（13先）。
・中小企業・ベンチャー総合支援セ
　ンター経由を含め中小企業診断士
　の紹介（６先）。
・大阪府立産業技術総合研究所
　の紹介（１先）。
・税理士法人等との企業再生業務
　について提携（３社）。
・中小企業金融公庫、日本政策投
  資銀行、みずほ証券株式会社、
  ＵＦＪつばさ証券株式会社と
　企業再生業務について提携。

提携税理士法人を活用して、会社
分割３先、デット・デット・ス
ワップ１先取組。

経営改善指導・人材派遣・外部コン
サルタントとの業務提携等による事
業再生策の立案・実行、ビジネスマッ
チング。

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの
組成の取組み

・大阪府中小企業等再生促進制度
　の創設の検討を行う金融部会に
　参画。
・中小企業金融公庫との個別協議
 を実施。

・個別企業毎に企業再生ファンドの
　活用を検討。
・中小企業金融公庫との連携
　（協議、相談）。

15年度と同様の取組み。 ・「元気だせ大阪ファンド事業」の
　活用を検討。（ファンド会社への
　出資を実施）
・中小企業金融公庫、日本政策
　投資銀行との業務連携協定を
　締結。
・中小企業金融公庫と個別相談を
　実施。連携実績3社。

主体的な活用実績はありません。 経営改善支援先の再生を図っていく
上で、政府系金融機関・再生ファンド
の機能の活用を検討。

（３）デット・エクイティ・スワップ、ＤＩＰファイナンス等の
活用

経営改善支援取組企業の再建手段
として活用を検討。

個別企業毎に活用を検討。 ・ＤＩＰファイナンスは個別企業毎に
　活用を実施。
・デット・エクイティ・スワップ、デット
・デット・スワップの活用を検討。

・平成15年９月にＤＩＰファィナンスを
　取組。（３社検討うち２社取組み）
・デット・デット・スワップを１先取組。

デット・デット・スワップを１先取組み。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機
能の活用

経営改善支援取組企業の再建手段
として活用を検討。

・個別企業毎に活用を検討。
・ＲＣＣとの連携（協議、相談）。

15年度と同様の取組み。 ・個別説明会（スキーム検討）に参
　加し、活用を検討。
・ＲＣＣ信託機能活用による再生支
　援に協力（１先）。

主体的な活用実績はありません。 経営改善支援先の再生を図っていく
上で、ＲＣＣとの連携を密にし機能の
活用を検討。

（５）産業再生機構の活用

経営支援取組企業の再建手段として
活用を検討。

個別企業毎に検討・活用。 15年度と同様の取組み。 ・産業再生機構の再建計画に同
　意（３先）。

主体的な活用実績はありません。 経営改善支援先の再生を図っていく
上で、中小・零細企業での機能の活
用が可能か検討。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の
活用

再生支援協議会の機能の活用と協
力。

・個別企業毎に検討・活用。
・同協議会への運営協力。

・15年度と同様の取組み。 ・中小企業ベンチャー総合支援セン
　ターと連携。認定企業５先への
　中小企業診断士を派遣。

主体的な活用実績はありません。 経営改善支援先の再生を図っていく
上で、同協議会の機能の活用を図
る。

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・ス
ペシャリスト）の育成を目的とした研修の実施

全国地方銀行協会が主催する企業
再生研修に担当者を派遣。

全国地方銀行協会が主催する企業
再生研修に担当者を派遣。

15年度と同様の取組み。 ・全国地方銀行協会主催の「産業再
　生法制と企業再生の実践策研究
　セミナー」に１名派遣。
・全国地方銀行協会が主催する企
　業再生研修に４名派遣。
・全国地方銀行協会の実施する通
　信講座｢中小企業再生コース｣を
　59名受講。

・全国地方銀行協会が主催する企
　業再生研修に１名派遣。
・全国地方銀行協会の実施する通信
　講座｢中小企業再生コース｣を７名
　が受講　。

外部の研修を活用し、本部担当者中
心に人材を育成。

項　　　　　目 具体的な取組み
スケジュール 進捗状況

備　　　考　

5／7 （株式会社池田銀行）



１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）担保・保証へ過度に依存しない融資の促進等。第
三者保証の利用のあり方

これまでと同様、担保･保証に過度に
依存することなく、経営者、財務内
容、技術力等を総合的に判断して融
資に取組む。

担保･保証に過度に依存せず、経営
者、財務内容、技術力などを総合的
に判断して融資に取組む。

15年度と同様の取組み。 ・「＜池銀＞地域起こし応援・融
　資制度」を創設、「産業クラス
　ター計画補助金つなぎ融資」を
　６件、「＜池銀＞ニュービジネ
　スローン」を18件実行。
・新規先を対象とする無担保、第
　三者保証不要のローン商品を開
　発、99件実行。

「産業クラスター計画補助金つな
ぎ融資」を３件、「＜池銀＞
ニュービジネスローン」を６件、
新規先を対象とする無担保・第三
者保証不要のローン商品を37件取
組み。

（３）証券化等の取組み

保証協会付売掛債権担保融資、私
募債等に加え、担保や第三者保証不
要のローン商品の開発を検討。

保証協会付売掛債権担保融資、私
募債等への取組みを積極的に行うと
ともに、新型融資商品を研究・検討。

15年度と同様の取組み。 ・保証協会付売掛債権担保融資を
　約400件取扱。
・私募債を６件取扱。
・銀行保証付私募債の取扱いを開
　始。
・大阪府ＣＬＯ構想に参画し、証
　券化商品の開発。
・政令指定都市ＣＬＯに参加、証
　券化商品の開発を行い２件取
  扱。

・保証協会付売掛債権担保融資を
　96件取扱。
・政令指定都市ＣＬＯに参画し、
　２件取扱。
・大阪府「金融新戦略」における
　新スキームの検討に参画。
・地元企業を対象とする新たなス
　キームの検討を開始。

（４）財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に対す
る融資プログラムの整備

ＴＫＣ会員税理士との情報交換を密
にし、地域内中小企業の認知を図
る。

ＴＫＣ会員税理士との交流を深め、案
件発掘を図る。

15年度と同様の取組み。 ・ＴＫＣ会員との個別情報交換を
　実施。
・ＴＫＣ支部例会に出席。

・ＴＫＣ支部例会に出席。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活
用

データの蓄積を図ると共に、地銀全
体で取組む信用リスク管理の高度化
プロジェクトに積極対応。

地銀全体で信用リスク管理の高度化
に向けたシステムの共同開発を実施

新共同システムの本格稼動（平成16
年12月）。

「信用リスク管理高度化」に向け
た、全国地方銀行協会が主催する
各種会合に参加。平成16年12月よ
り本格稼動。

平成16年12月に本格稼動致しまし
た。現在各行から過去のデータ蓄
積を行う段階でに入り、今後プラ
イシング、リスク分析への活用方
法を検討。

・信用リスク管理の高度化プロジェ
　クトに参加。
①新データベースシステムの構築
②財務スコアリングモデルの開発
③新しい信用リスク定量化手法の
　導入
④内部格付体系の精度向上
⑤プライシングロジックの開発
・上記プロジェクトに積極対応し、信
　用リスク管理の高度化を図る。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約
の内容等重要事項に関する債務者への説明態勢の整
備

・契約書の書面交付を実施。
・行内研修等を通じて、説明態
　勢を更に周知徹底。

・行内研修等を通じて、説明態
　勢を更に周知徹底。

・契約書の書面交付を実施。
・行内研修等を通じて、説明態
　勢を周知徹底。

契約書の書面交付実施に向け、各
種約定書の改定作業を行い、平成
16年12月より契約書の書面交付を
実施。説明態勢の徹底を図る態勢
整備完了。

平成16年12月から契約書の書面交
付を実施し態勢整備完了。与信取
引に関する説明マニュアルを作成
し、行員研修を通じ、説明態勢の
強化を徹底。

（３）相談・苦情処理体制の強化

苦情トラブルの受付窓口の機能充実
と苦情トラブル事例から未然防止の
研修を実施し、レベルアップを図る。

行内研修等を通じて、相談・苦情処
理及び未然防止体制を強化する。

15年度と同様の取組み。 発生した苦情トラブルがトップま
で日々報告され、迅速に対応でき
る組織体制を定着化させることが
でき、且つ苦情トラブル事例研修
の実施によるレベルアップを目指
した結果、未然防止体制が整備が
完了。

左記体制により苦情トラブルに対応。

６．進捗状況の公表

機能強化計画の内容及びその進捗
状況について、ディスクロージャー誌
やホームページ等を通じて公表。

・機能強化計画の公表。
・機能強化計画の進捗状況の公表。

15年度と同様の取組み。 ディスクロージャー誌やホームペー
ジ等にて機能強化計画及び進捗状
況について公表。

ディスクロージャー誌やホームページ
等にて機能強化計画及び進捗状況に
ついて公表。

備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み
スケジュール 進捗状況

6／7 （株式会社池田銀行）



１５年度 １６年度 １５年４月～１７年３月 １６年１０月～１７年３月
Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当

チェック体制をより強化し、自己
査定の正確性の確保及び適切な償
却・引当の実施に努める。

予想損失率・貸倒引当額の妥当
性・合理性の検証を実施。

平成15年度と同様の取組み。 正確かつ厳格な自己査定実施のた
め、各期自己査定作業実施前に営
業店向け説明会を実施。
予想損失率については過去３年・５
年平均の毀損データ及び信用格付
別・債務者区分別の遷移分析を利用
した倒産確率からの検証を行い、償
却・引当の妥当性・合理性を検証。

平成16年11月に営業店向け説明会を
実施し、金融検査マニュアルの考え
方を周知徹底。

金融検査マニュアル改訂の都度、
営業店向け説明会を実施して考え
方の周知徹底を図り、自己査定の
正確性の向上に努める。

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評
価精度に係る厳正な検証

担保評価精度の検証を引き続き厳
格に実施。

担保評価額と売買実績を比較検証
し評価額の妥当性を検証。

平成15年度と同様の取組み。 担保評価額と売買実績を比較した
結果、担保評価額の妥当性を検
証。

平成15年12月に担保評価会社の評
価マニュアルを改訂し、総額５億円以
上の物件については随時不動産鑑定
士の検証を受けるよう改訂。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な
内部格付制度の構築、金利設定のための内部基準の
整備等

信用リスクデータの蓄積を図ると
ともに、地銀全体で取組む信用リ
スク管理の高度化プロジェクトに
積極対応。

地銀全体で信用リスク管理の高度
化に向けたシステムの共同開発を
実施。

新共同システムの本格稼動（平成
16年12月）。

「信用リスク管理高度化」に向け
た、全国地方銀行協会が主催する
各種会合に参加。平成16年12月よ
り本格稼動。

平成16年12月に本格稼動致しまし
た。現在各行から過去のデータ蓄
積を行う段階でに入り、今後プラ
イシング、リスク分析への活用方
法を検討。

・信用リスク管理の高度化プロ
　ジェクトに参加。
①新データベースシステムの構
　築
②財務スコアリングモデルの開
　発
③新しい信用リスク定量化手法
　の導入
④内部格付体系の精度向上
⑤プライシングロジックの開発
・上記プロジェクトに積極対応
　し、信用リスク管理の高度化
　を図る。

３．ガバナンスの強化

（１）　株式公開銀行と同様の開示（タイムリーディスク
ロージャーを含む）のための体制整備等

４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示

ミニディスクロージャー誌の充実､ト
ピックスを掲載した業績レポートの配
布・店頭備置き、ホームページ掲載
等の実施。

ミニディスクロージャー誌やホーム
ページ等で開示予定。

各種開示資料の内容の見直し及び
充実を検討。

・リレーションシップバンキング機能
　強化計画を公表。
・ディスクロージャー誌、ミニディスク
　ロージャー誌、四半期レポート並び
　にホームページ上に地域貢献コー
　ナーを設けて地域貢献活動に関す
　る情報を開示。

地域貢献コーナーを設けて、“コン
ソーシアム研究開発助成金制度”、
“ニュービジネス助成金制度”、
“TOYROビジネスマッチングフェア
2004”など、当行の特徴的な取組み
状況をミニディスクロージャー誌並び
にホームページに分かり易く掲載。

３．その他関連の取組み

１５年４月～１７年３月

該当ございません。

項　　　　　目 具体的な取組み
１６年１０月～１７年３月

進捗状況

備　　　考　項　　　　　目 具体的な取組み
スケジュール 進捗状況
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（別紙様式３－２）
Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

要注意先債権等の早期健全債権化（ランクアップ）

・計画の進捗管理、ランクアップ。

・計画の進捗管理、ランクアップを実施するととも
に、支援先を追加し、更なる健全化と不良債権の新規
発生防止を図ります。

経営改善支援先について、経営改善指導、人材派遣、
外部コンサルタント等との業務提携による事業再生策
の立案・実行、ビジネスマッチングを図り、早期健全
債権化をめざします。

進捗状況

平成15年５月、本部機構を機能毎に４本部制とし「融
資本部」において取引先の創業期・成長期・再生期の
各ステージに対応できる体制を整備致しました（19名
体制、担当役員１名）。「融資本部企業コンサルティ
インググループ」は６名体制で、企業の再生支援機能
をより一層強化することで、不振企業の健全化や不良
債権化の防止をめざす体制を整備致しました。「融資
本部融資部」は13名体制で、創業期・成長期の企業
ニーズに対応するとともに、本部と営業店の連携を密
にし不良債権の新規発生防止をめざす体制を整備致し
ました。

１６年１０月～１７年３月 平成15年５月に整備した体制で推進致しております。

経営改善計画及び「取引先方針会議」に基づく個社別
取引方針に基づき、経営改善指導・助言、人材派遣、
外部コンサルタントの活用、ビジネスマッチング等の
活動を展開し、経営改善支援取組先（追加銘柄を含
む）157先について、31先のランクアッフﾟ、110先の
債務者区分現状維持となりました。
今後も企業と一体となった再生を図って行く方針であ
ります。

１６年１０月～１７年３月

経営改善計画及び「取引先方針会議」に基づく個社別
取引方針に従い、経営改善指導・助言、人材派遣、外
部コンサルタントの活用、ビジネスマッチング等の活
動を展開し、経営改善支援取組先について、10先のラ
ンクアッフﾟが図れました。

（株式会社　池田銀行）

・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）

（１）経営改善支援に関する
　　体制整備の状況

　　（経営改善支援の担当部署を含む）

　　１５年４月～１７年３月

（２）経営改善支援の取組み状況
（注）

１５年４月～１７年３月

（注）下記の項目を含む
経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。

備考（計画の詳細）

・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。

スケジュール

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに
実績公表

具体的な取組み

１５年度

１６年度



（別紙様式３－３）

株式会社　池田銀行
【１５年４月～１７年３月】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者
区分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 1,429 105 25 73

うち要管理先 126 29 6 21

破綻懸念先 147 4 1

実質破綻先 252

破綻先 176

合　計 11,100 157 31 110

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

15

要
注
意
先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

正常先 8,970 19



（別紙様式３－４）

株式会社　池田銀行
【１６年度（１６年４月～１７年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 1,470 95 14 75

うち要管理先 122 28 4 22

破綻懸念先 145 2 1

実質破綻先 247

破綻先 104

合　計 11,932 154 18 125

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

正常先 9,844 29 27

要
注
意
先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。



（別紙様式３－５）

株式会社　池田銀行
【１６年度下期（１６年１０月～１７年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 1,402 85 7 76

うち要管理先 98 26 3 22

破綻懸念先 66 2 1

実質破綻先 204

破綻先 123

合　計 10,676 147 10 133

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１６年１０月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

34

要
注
意
先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

正常先 8,783 34


